
第11号

第11号

第11号

40 41

44 45

42 43

リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。
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クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い

図２  リアルクラウドの狙い

図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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図６  冗長性（自律的なミラー処理）

●多重度（＝データ複製の数）を常に保つよう複数コアノードに格納
●アクセス頻度が高くなると多重度を増やし格納場所を新たに設ける
●データ破損の検知時に異常ノードを自律的に切り離し、新たな格納ノードを生成
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3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング
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リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。
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クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い

図２  リアルクラウドの狙い

図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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「アクセスノード （フロントエンド）」＋「コアノード（バックエンド）」いずれも、ボトルネックなく、スケーラブルに追加可能

アクセスノード
⇒ ユーザ数に応じて台数を増強可能

コアノード
⇒ 容量に応じてスケーラブルに追加可能

分散コンピューティング技術の応用で、リニアにスケールアウト可能
⇒ ストレージ容量もトータルスループットも理論上無制限
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図６  冗長性（自律的なミラー処理）

●多重度（＝データ複製の数）を常に保つよう複数コアノードに格納
●アクセス頻度が高くなると多重度を増やし格納場所を新たに設ける
●データ破損の検知時に異常ノードを自律的に切り離し、新たな格納ノードを生成

ダウンロード アップロード
自律的なミラー処理

アクセス頻度が高くなる場合
多重度を増加し格納

異常時のcの切り離しと
新格納場所dの自律生成

コアノード:a コアノード:b コアノード:c コアノード:d

3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング
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リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。

特
集
1

特
集
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集
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。
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クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い

図２  リアルクラウドの狙い

図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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図６  冗長性（自律的なミラー処理）
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●データ破損の検知時に異常ノードを自律的に切り離し、新たな格納ノードを生成
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3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング
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リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。

特
集
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集
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集
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。

 中川　郁夫
NAKAGAWA Ikuo

 平井　日出美
 HIRAI Hidemi

クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い

図２  リアルクラウドの狙い

図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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図６  冗長性（自律的なミラー処理）

●多重度（＝データ複製の数）を常に保つよう複数コアノードに格納
●アクセス頻度が高くなると多重度を増やし格納場所を新たに設ける
●データ破損の検知時に異常ノードを自律的に切り離し、新たな格納ノードを生成
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3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング
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リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。

特
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。

 中川　郁夫
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クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い
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図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング
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リアルクラウドソリューション
～その技術的特徴と事業戦略面での可能性～

Real Cloud Solution
-Features of Technology and the Future Prospects on Business Strategies-

1.  はじめに

特集1

概要
　本稿はインテックネットコアで2007年から研究を続け2009年に事業化準備段階に入った、超並列分散処理

技術を用いた独自開発のPaaS（Platform as a Service）ソフトウェアについての論文である。

　本技術が持つ特徴である拡張性、冗長性、運用容易性を解説し、特に拡張性ではそのスケールアウトアーキテ

クチャのもたらす圧倒的な性能、つまり事実上無制限に容量や性能を拡大できることを説明する。

　また今後のロードマップとして、SQLではないデータ格納構造やリアルタイム処理や自動配信などの新しい

分野でのPaaS機能の紹介とともに、既存の仮想化やデータベースなどの付加的価値を増す道具としての利用

用途についても触れる。

特
集
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集
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1.1  クラウドソリューションの研究着手
　独自開発のPaaSソフトウエアである本技術の研究は、２０１０年

４月にインテックシステム研究所と合併したインテックネット

コアで２００７年春に始まった。当初はNGN（Next Generation 

Network）のサービス層技術として調査検討を行ってきており、

２００８年にプロトタイプを開発、２００９年には商用化技術として

開発を本格化させた。

　クラウドという言葉の流行以前ではあるが研究着手当初から、

共通化によるスケールアウトの重要性を意識したアーキテク

チャを指向して、コンピューティング技術とネットワーク技術

の融合を図る新しいサービス基盤を目指してきた。

1.2  事業化準備活動
　２００９年８月からはインテックシステム研究所の中にクラウ

ド事業準備室という形で組織化され、事業化・商用化を前提と

した研究、開発、市場開拓の活動を進めてきている。

　本技術の要素となる並列処理分野での技術競争は近年激し

さを増し、迅速かつ大胆に研究の成果を世に出して行くため

の、研究開発活動と事業化活動が一体となった取り組みがま

さにどの企業でも求められていることだと思われる。インテッ

2.1  仮想化型クラウドと超並列分散処理型クラウド
　一般的にサーバ仮想化技術は物理環境を仮想的に実現する

技術と考えられているが、サーバ仮想化技術によっても、サー

バのリソース例えばCPUやハードディスクなどの物理制限を

越えて扱えるようにすることは可能である。仮想化型クラウド

とリアルクラウドの違いは機能を実現する中核の技術が、リア

ルクラウドでは仮想化技術ではなく超並列処理が基になって

いるということである。超並列処理の類似では、科学技術計算

などで有名なグリッドコンピューティングや、HPC(High 

Performance Computing)と呼ばれる技術がある。

2.2  リアルクラウドの意味するIT事業戦略の変革
　リアルクラウドは、膨大な数のコンピューティングリソース

をあたかも１つの論理空間、計算資源として構成可能な技術を

指し、それはリソースを増やせば増やすほど無限に規模拡大と

2.  リアルクラウドとは

　リアルクラウドでは、これまでサービス基盤で課題とされて

きた点を克服する３つの技術的特徴がある。以下順番にその

特徴を述べるがその前にハードウェア面でのアーキテクチャ

の概要を説明する。

　現在株式会社 IUK（アイ・ユー・ケイ）が販売しているクラウ

ドストレージアプライアンスExaSpace（エクサスペース）へ

のソリューションとして、インテックシステム研究所は２００９年

５月にリアルクラウド研究成果の第1弾をリリースしたが、今後

ストレージソリューションに続くリアルクラウド機能として以

下のような機能の提供を予定している。

(１)次世代のデータベース：NOSQL(Not Only SQL)

4.  今後実現予定の機能やソリューションのご紹介3.1  拡張性（スケールアウト）
　これまでシステム全体の性能、規模（容量など）を拡大する

ためにはまず個々の機器の性能や容量アップを行ってきた。そ

れをスケールアップという。リアルクラウドでは個々の機器は

あまり高い性能を必要とせず、性能と規模両方の面で、「追加

すると追加した分だけ性能又は規模が増える」仕組みとなって

いる。これをスケールアウトという。

　リアルクラウドではパフォーマンス（ IO速度や多数アクセス

の並列処理）を向上するためにはアクセスノードを追加する。

また格納容量が足りなければコアノードを追加することで線形

に（つまり、足せば足すほど無限に拡大し、）規模が増える。図５

では５台から２０台までコアノードとして機能するIAサーバを増

やしたとき、線形にその読み・書き双方のスループットが増加

していることを示している。

　こうした性能と規模のスケールアウトは、遠隔に位置するロ

ケーション間であったとしても、何十万何百万という膨大なコ

ンピューティング資源を利用者へは1つの論理空間に見せて

サービスを可能とするリアルクラウドソリューションの最も重

要な特徴の1つである。

 中川　郁夫
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 HIRAI Hidemi

クシステム研究所ではインテックの研究会社としての独自技術

の価値を生かし、他社と差別化できインテックの強みを生かせ

る次世代サービス基盤の礎として、本プロジェクトを位置付け

ている。

性能拡大が可能な仕組みを内包する。またこうしたリソース台

数規模の最大化のうえで、徹底した共有化・共通化がもたらす

利点を供与できる技術でもある。

　言いかえると、事業戦略的にはこれまでの“個別の処理系の

最適化”ではなく、“ユーザあたりのコストの最小化”を狙うビ

ジネスモデルに適しており、これはクラウドの本家ともいえる

Googleなどが実現し今日皆が使っている彼らの IT事業その

ものを成り立たせている基盤にも同じことが言える。

3. リアルクラウドの技術的な特徴

(２)次世代の処理系：リアルタイム処理

(３)自動配信：基盤とアプリケーションの同時全自動配信

4.1  次世代のデータベース：NOSQL
　現在多く使われているRDB（Relational Database）とは別

に、NOSQL(Not Only SQL)とも呼ばれる新しい考え方のデータ

の格納機構が提唱されている。リアルクラウドストレージ上

に、こうした新しいデータの格納機構を構築できる仕組みを開

発しており、それはNOSQLの手法の中の1つである方式を利

用している。２０１０年９月現在βバージョンの検証を行っており、

今後ストレージに続くリアルクラウドの第２弾として詳細を発

表する予定である。

4.2  次世代の処理系：リアルタイム処理
　リアルクラウドではコアノードは単なるハードディスクではな

く、CPUやメモリを伴った“賢い格納場所”として機能する。そ

れも膨大な数のリソースとして論理的に1つの資源化された

CPUやメモリとして利用可能であるので、格納時または閲覧時

に随時要求としてあがってくるようなリアルタイム処理を行う

ことに適したアーキテクチャともいえる。

　従来の処理系では一般的にある要求に対して処理済のデー

タをストレージへ格納し、次回別の処理が要求されるとそれを

読み出すような処理の流れになっている。リアルタイム処理は

こうしたデータへの処理つまり加工、検索、変換などを、ある

5. システムインテグレーションへの
    リアルクラウドの適用
　リアルクラウドは成果を事業化するべき研究開発の題材と

してだけでなく、アプリケーション開発企業としてのインテッ

クグループにとってのSaaS、特に新しい価値やサービスを

創造しご提供して行くSaaSへ、その基盤となるIaaS、

PaaSを独自技術と付加価値を含んで具備できる位置付けに

なると考えている。

　またこれ以外にも以下のような３つの側面でインテックグ

ループの一員として、お客さまへの新しいソリューションのご提

供のために寄与して行けると考えている。

5.1  仮想技術や既存DBへの利用
　NASとしてのリアルクラウドは、台数を増やせば増やすだけ

パフォーマンスを出せる・容量を無限に増やせるという利点を、

仮想化サーバソリューションなどへの付加価値として最大限に

活用することが可能である。

　仮想化ソリューションでのボトルネックは共用ストレージ部

分であることは広く知られている。この共用ストレージ機材と

してクラウドストレージを利用することで、例えばVMware 

Storage VMotion のような、サーバの環境を丸ごとファイル

として格納し移動させるようなソリューションでは、性能面で

大変適しておりかつ従来のNASより費用対効果があげられ

る、という特徴がある。

　また大きな画像や映像ファイルなどのアーカイブストレージ

としてや、複数拠点をまたがるディザスタリカバリー用の

NAS、人気コンテンツを多く含むWEBサイトのコンテンツス

トレージとしてなどの用途は、その利用要求面での性能や容量

への要求が厳しいほど、他の解決策より訴求効果のあるシステ

ム構築が可能である。

　iSCSIとして接続される例では、トランザクション性能要求

が高いデータベースが利用するファイルシステムとしての用途

など、従来の大型NASには不向きだった利用用途にも対応で

きる。なぜならリアルクラウドは他のスケールアウト型アプライ

アンスNASなどでは難しい技術課題であったランダムアクセス

性能に優れているという強みがあるからである。なおiSCSIで

使える主なファイルシステムとしてはntfs, ext３, grs, ocfs２, 

vmfsなどがあり、多くのエンタープライズアプリケーションで

採用されているファイルシステムへの適用が可能である。

5.2  新顧客、新市場の開拓
　リアルクラウドの目下の最適な市場は増大し続けるデータの

運用管理を課題としている、通信キャリア、コンテンツホル

ダー、大型WEB・ECサイトなどである。インテックにとっての

チャレンジングマーケットであるこうした市場をさらに広く獲

得して行くための商材としてのリアルクラウドを今後は広くア

ピールしたいと考えている。

6. おわりに
　最後に展示会への参加、今後の予定等について簡単に説明

する。

　本技術は２０１０年11月１日～４日に米国Santa Claraで開催

されたCloud Computing Conference & Expo ２０１０ West

に出展・講演しその独自性や特徴などを発表した。

　また評価をして頂く予定のお客様へ、本稿で記載したような

ストレージ面での機能や性能をご提供することをまずは目標と

して活動したい。

　そして今後ご提供する予定のNOSQL、リアルタイム処理の

開発だけでなく、アプリケーションを本プラットフォーム上で開

発される方、加えてSaaSオペレーターとしてリアルクラウドを

ご利用頂く方のための各種ユーティリティにも力を注いでいき

たいと考えている。

　まだまだ開発すべき物は多く研究を重ねるべき技術課題も

多いが、研究事業会社として独自性のもつ価値を最大限に生か

した事業貢献をして行きたい。
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図1 リアルクラウドと仮想化クラウドの違い

図２  リアルクラウドの狙い

図３  ハードウエアアーキテクチャの概要図

　リアルクラウドを構成するハードウェア機材は汎用の IAサー

バとスイッチである。いわゆるストレージ専用機材は使わな

い。IAサーバはリアルクラウド内では大きく２つの用い方をす

る。1つはアプリケーションサーバや利用者からのアクセスが

入ってくるフロントエンドとして機能するアクセスノード、もう

1つは実際のデータが格納されるバックエンドとして機能する

コアノードである。アクセスノードはCPUとメモリのみでハー

ドディスクは搭載していない IAサーバである。コアノードはごく

一般的な1Tバイト又は２Tバイトのハードディスクを各々２台

ずつ２０１０年９月現在は搭載している。

　リアルクラウド全体はアプリケーションサーバやWEBサーバ

など外からは、いわゆるファイルサーバ、NAS(Network 

Attached Storage)として見えるようになっており、２０１０年

９月現在NFS, CIFS, iSCSIに対応している。

図４  スケールアウトの仕組み

図５  トータルスループットの特徴

5.3  SOA化促進への一助
　アプリケーションをサービスとして提供する場合、SOA

(Service Oriented Architecture）は大切な考え方、構築の

指針の1つである。アプリケーションのSOA化はどこの開発企

業にとっても簡単なことではないが、リアルクラウド上で動作

するために開発されるアプリケーションに対してSOA化の促

進を図り、結果として多くのSOAアプリケーションがリアルク

ラウドの上に構築されるよう支援して行きたいと考えている。

またそうしたリアルクラウド上SOAアプリケーション開発者の

ためのSDK（Software Development Kit）を随時拡充して

用意し、上述のNOSQLやリアルタイム処理などをアプリケー

ションにうまく適用させるための努力を継続したい。
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図６  冗長性（自律的なミラー処理）

●多重度（＝データ複製の数）を常に保つよう複数コアノードに格納
●アクセス頻度が高くなると多重度を増やし格納場所を新たに設ける
●データ破損の検知時に異常ノードを自律的に切り離し、新たな格納ノードを生成
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3.2  冗長性
　リアルクラウドでは1つのデータは最低２か所の異なるノー

ドに格納される。これを冗長化と呼びその冗長化度は２以上

の任意に設定可能である。冗長化度は常に自動で維持され、も

しa,b,cの３か所に書かれた冗長化度３のデータのうちcが機

材の故障や何かの原因で読み出しできない状況になると、aと

bから再度新たにdへ３つ目の格納が行われ冗長化度３が維持

される。

　またこうした冗長度の制御は故障時などだけではなく、特定

データへのアクセスの集中発生時にも機能し、a,b,c３か所だ

けでは読み出しに遅延を発生させるほど集中したアクセスが

あるとシステムが判断すると自動でd,e,f…と格納箇所を増や

しアクセスの集中を緩和させるような機能を内包している。

　こうした冗長化維持と制御の仕組みにはSingle Point of 

Failureがない、つまり単一の障害によりシステム停止を引き起

こしてしまう部分が全く存在しないという、本リアルクラウド

の特徴を示している。

3.3  運用容易性
　IAサーバを何百万台と並べた環境を想像した場合、もし機器

の故障が発生したらどう保守を行うのかという素朴な疑問が

沸く。リアルクラウドでは個々のサーバの故障時、又はサーバ

の増設時、全体を止めることはしない。システム全体は稼働状

態のまま故障したノードのみシステムから切り離され、後日、

全体は稼働した状態のまま管理画面に従って、その停止した

ノードのみをラックから引き抜くことが故障時の保守作業に

なる。同様に増設時も全体を止めずに、所定の場所へサーバを

追加接続しブートアップするだけで追加分はシステムの一部に

組み込まれる。

　運用する立場から見た場合は、膨大なコンピューティングリソー

スであってもデータセンターの床面積規模、顧客数、運用アプリ

ケーション数などに比例し運用費用が増加することがないよう

な、新世代のデータセンター運用を実現することができる。

条件に従い、格納や読み出しを行うのと同時に併行して実施す

る、と考えるとわかりやすい。

　格納する場所、つまりコアノード自身が個々にCPUとメモリ

を持つという本アーキテクチャの特徴が生かされ、個々のデー

タを併行してその格納場所で部分的に処理するという分散処

理が実現する。

　例えば写真などを格納するタイミングと同時にサムネイルな

どを生成するとか、ログを記録する際に異常データと認識され

る場合はその場でスナップショット機能を起動したり運用者

（人）への通知を行うなどが実施例として挙げられる。リアル

タイム処理の実現によってこれまでの情報処理系とは異なる

機動性あるサービス、機能が提供可能となる。

　この機能は設計段階だが、NOSQLの完成後、より高速でよ

り利用価値のある便利な機能として準備する計画である。

4.3  自動配信：基盤とアプリケーションの
　　  同時全自動配信
　INTEC TECHNICAL JOURNAL VOL１０. に「サービス配信

プラットフォーム」として論文を掲載した中に記載しているプ

ラットフォームの持つ機能の３つの特徴のうちの1つ“アプリ

ケーション配信”が、ここでご説明する自動配信に相当する。

　本機能はPaaS部分ならびに IaaS（Infrastructure　as　a 

Service）を制御する基盤のソフトウエアとその上に乗る

SaaS（Software as a Service）としてのアプリケーション

ソフトウエアを同時に自動で他のデータセンター、つまり本リ

アルクラウドを運用する遠隔地域のデータセンターへ送ると

いう機能である。

　この機能は設計ならびにプロトタイプの開発試験中である

が、多くの IT関連事業者の皆様と協調し協業する形で拡大を

図るようなモデルを目指した場合、サービス基盤として重要な

位置付けを今後持つと考える。

クラウド・コンピューティング


