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「Cloud Foundry」を活用したPaaS
基盤開発への取り組み

金山　健一　　　　　飯田　正樹

概要
　PaaS（Platform as a Service）は、アプリケーション開発における生産性の向上と、実行環境における
スケーラビリティを提供しており、アプリケーション開発者をインフラ構築・運用から解放し、開発業務に専念
できるように支援するものである。
　昨今ではOpenPaaSと呼ばれるオープン（ベンダ非依存）なアプリケーション実行環境を提供するPaaS
ソフトウェアが登場してきている。OpenPaaSの一つであるCloud Foundryは国内でもいくつかの採用事例が
あるなど注目度が高く、我々も活用に取り組んでいる。OpenPaaSの効果的な利用シーンとしては、アジャイル
ソフトウェア開発や、モバイルアプリケーション開発などがあると考えられる。
　また、Cloud Foundry は、複数の IaaS 上に構築可能であることや、アプリケーション開発支援のための
独自機能を追加する仕組みがあるなどの特徴がある。我々は、こうした特徴を活かしてマルチクラウドによる
BCP（事業継続計画）ソリューション、モバイルアプリケーション開発を支援する機能の研究開発に取り組んでいる。

  1.  はじめに
1.1  PaaSの概要
　IT は、様々な分野のビジネスにとってますます重要なもの

となり、激しい市場環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するこ

とが求められている。こうした背景の元、アプリケーションの

開発、および運用を効率化、高品質化するための手法やサー

ビスが注目されている。例えば、アプリケーションの継続的

な機能改善を行うアジャイルソフトウェア開発手法や、開発

（Development）と運用（Operation）の連携をスムーズに

行うための概念である DevOps などがある。また、本稿が取

り上げる PaaS は、同様のニーズに応えるサービスの一つで

ある。

　PaaS は、開発者にアプリケーションの開発・実行環境を

インターネット経由で提供するクラウドサービスである。代表

的なものとして、salesforce.com 社の Force.com がある。

PaaS は、アプリケーション開発・運用の効率化を目的として

下記の機能を提供する。

（１）プログラムの実行環境

　PaaS は、プログラムの実行環境を提供する。例えば、

Java や Ruby などのプログラムを PaaS 上にアップロー

ドするだけで、インターネット経由でアクセス可能な Web

アプリケーションが構築される。また、アプリケーション

のデータ格納領域として MySQL などのデータベース機能

も提供される。なお、サポートする開発言語やデータベー

スの種別は PaaS ごとに異なる。

（２）スケーラビリティ

　PaaS では、アプリケーションの稼働後に割当てる計算

リソースやデータ格納領域を拡張することができる。リソー

スの拡張は、アプリケーションの利用に合わせて自動的に
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行われるか、ユーザによる簡単な操作で実行できるように

なっている。

（３）アプリケーションの開発支援機能

　PaaS サービスによっては、アプリケーション開発でよ

く必要となる機能を開発支援機能として提供するものが

ある。例えば、モバイルアプリケーション向けに PUSH 通

知機能が提供されている場合、開発者はその機能を利用

することにより開発作業を省力化することができる。

　PaaS と IaaS（Infrastructure as a Service）を比較す

ると、IaaS は仮想マシンなどのインフラを提供するものであ

り、インフラを利用したアプリケーション実行環境の構築や、

インフラの運用管理はユーザが実施する必要がある。一方、

PaaS はプログラムの実行環境を提供し、サポートする開発

言語やデータベースなどに制限はあるが、配備したアプリケー

ションの運用・保守は PaaS に任せられるという点が異なる

（表１）。PaaS のメリットは、アプリケーション開発者がイン

フラの構築・運用作業から解放され、開発作業に注力するこ

とができる点である。

提供するもの 仮想マシン等のインフラ プログラム実行環境、
データベース等

使用できる開発言語・
データベース

自由に選択できる 制限がある

デプロイした
アプリケーションの
運用・保守

ユーザ自身が実施 サービス側で実施
● プロセス監視と自動復旧
● スケールアウト機能、など

比較項目　　　　　IaaS　　　　　　　PaaS
表１  IaaS と PaaS の特徴比較

1.2  PaaSの利用シーン
　前節で述べたように、PaaS では、アプリケーション開発者

はインフラの構築・運用作業から解放され、アプリケーション

を実行環境へ迅速に配備することができる。このメリットを活

かしたいくつかの利用シーンを下記に述べる。

（１）アジャイルソフトウェア開発

　アジャイルソフトウェア開発は、アプリケーションのリ

リース後も機能追加や改善を継続的に実施するため、その

都度発生するアプリケーションの配備作業を迅速化、省力

化できる PaaS の利用が有効である。開発者は、コマン

ドを一つ実行するだけで新しいバージョンのプログラムを

PaaS へアップロードし、テスト環境や本番環境を配備で

きる。そのため、プログラム作成に専念することができる。

（２）モバイルアプリケーション開発

　モバイルアプリケーションはスピード開発が求められる

ケースが多く、ユーザによる配備作業が不要な PaaS の

利用が有効である。さらに、PUSH 通知機能などのモバ

イルアプリケーション向けの開発支援機能が提供されてい

る場合、開発作業を省力化することができる。

（３）コンシューマ向けアプリケーションの実行環境

　PaaS ではアプリケーションの運用開始後でもリソース割当

てを簡単に拡張することができるため、サービス立ち上げ当

初には利用者数を見積もることが難しいコンシューマ向けの

アプリケーションの実行基盤としても有効である。開発者は、

コマンド一つを実行するだけで、アプリケーションの計算リ

ソースを追加することができる。

1.3  OpenPaaSの登場
　PaaS は、専用の開発言語を提供する salesforce.com 社

の Force.com など、プロプライエタリなサービスがある一方、

昨今では OpenPaaS と呼ばれるオープン（ベンダ非依存）な

アプリケーション実行環境を提供する PaaS ソフトウェアが

登場し、注目を集めている。まず、２０１１年４月に VMware 社

が同 社で 開 発を 進 める PaaS 基 盤ソフトウェアの Cloud 

Foundry をオープンソースとして公開した [1]。また、２０１２年

４月には RedHat 社も同様に同社で開発を進める PaaS 基盤

ソフトウェアのオープンソース版である OpenShift Origin を

公開している [ ２]。

　これら二つの OpenPaaS ソフトウェアは、機能的に似た部

分が多いが、およそ一年早くオープンソース化された Cloud 

Foundry は、海外のみならず国内でも通信事業者による商用

のパブリッククラウドサービスとしての採用事例や、ＩＴ事業者

による自社のプライベートクラウドとしての採用事例などが

ある [ ３]。

　現在、当社では OpenPaaS ソフトウェアの活用による自

社サービスの開発・運用の効率化や、お客様への PaaS サー

ビス提供のための取り組みを実施している。本稿では、国内

での採用事例も多い Cloud Foundry を取り上げ、その特徴

を紹介する。また、我々はこの Cloud Foundry を活用して、

BCP（事業継続計画）対応のためのマルチクラウドを活用し

た PaaS 構築技術の研究開発や、モバイルアプリケーション

開発を支援する機能の研究開発を行っており、この取り組み

についても紹介する。
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  2.  Cloud Foundry の概要
　Cloud Foundry は、Apache ２.０ライセンスによるオープン

ソースの PaaS 基盤ソフトウェアであり、これを利用することで

誰でも IaaS 上に PaaS 環境を構築することができる。公開当

初は VMware 社の管轄で開発が行われていたが、２０１４年夏に

は EMC、HP、IBM、Pivotal、Rackspace、VMware 各 社 に

より Cloud Foundry Foundation が設立され、オープンに

開発を進めるための体制が整えられる予定となっている [４]。

Cloud Foundry は、オープンなアプリケーション実行環境の

提供のため、下記の実現を目標に掲げている。

●  複数の開発言語・フレームワーク、データベースに対応（開

発者に選択肢を提供）

● 非ベンダロックイン（アプリケーションにPaaS間のポータ

ビリティを提供）

●  複数のIaaSに対応（Amazon Web Services、VMware 

vSphere等に構築可能）

　以下に、アプリケーション開発者の利用イメージ、特徴につ

いて説明する。

2.1  アプリケーション開発者の利用イメージ
　Cloud Foundryについて紹介するにあたり、まずアプリケー

ション開発者であるユーザによる利用イメージを説明する（図１）。

アプリケーションの開発と実行環境への配備において、ユー

ザが行う作業は、次の二つのみで非常にシンプルである。

①アプリケーションのプログラムを作成する（開発ツールは、通

　常の開発と同様のものを利用できる。また、PaaS が提供する

　開発支援機能を利用できる場合は、開発作業を省力化できる。）

②専用コマンドでプログラムを PaaS へアップロードする

　②の作業後のプログラムの実行環境への配置や、データベー

スの構築、冗長化／スケールアウト構成の設定などの配備作

業は PaaS 側ですべて実施する。ユーザは、これらのインフ

ラ周りの構築・運用を意識する必要がない。また、配備され

たアプリケーションには、アクセス用の URL が付与され、ア

プリケーション利用者は即座にアクセスできるようになる。

DB

プログラム

①アプリケーションプログラムを
　作成する（通常の開発と同様）

②専用コマンドでプログラムを
　PaaS へアップロードする

③アプリケーションをデプロイ
　（サーバへのプログラム配備、
　スケールアウト構成等を実施）

④アプリケーション利用者がアクセス

インターネット

アプリケーション
サービス

Cloud Foundry システム

IaaS

Cloud Foundy で構築した PaaS

ユーザ
（アプリケーション開発者）

アプリケーション利用者

プログラム

アップロード

ロードバランサ

プログラム

実行環境

プログラム

実行環境

プログラム

実行環境

図１  Cloud Foundry で構築した PaaS の利用イメージ

2.2  Cloud Foundry の特徴
　Cloud Foundry は、IaaS 上に PaaS を構築することを前

提としたソフトウェアであるが、これを含めいくつかアーキテ

クチャ上の特徴がある。以下に、主な特徴について説明する。

（１）複数の種類の IaaS 上に構築できる

　Cloud Foundry には、IaaS 上に複数の仮想マシンか

らなる大規模システムとして構築するための BOSH と呼

ばれるツールが提供されている。標準の BOSH は、AWS

（Amazon Web Services）、OpenStack、VMware 

vSphere 上での Cloud Foundry の構築に対応している

（図２）。また、２０１４年６月に試験的プロジェクトとして公

開されたバージョンでは、上記の IaaS に追加して VCHS

（VMware vCloud Hybrid Service）、CloudStack、

Google Compute Engine に対応している [５]。
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BOSH が IaaS を操作して Cloud Foundry を構成する
仮想マシン群を配備する。BOSH は、Cloud Foundry
の構築先として複数の IaaS に対応する。

Cloud Foundry を構成する仮想マシン群

配備

BOSH
（仮想マシン）

図２  Cloud Foundry の IaaS 上への構築イメージ

（２）自律分散型アーキテクチャ

　Cloud Foundry は、複数の機能コンポーネントが疎結

合に動作する自律分散型のアーキテクチャになっている。

主要コンポーネントをいくつか挙げると、アプリケーショ

ン管理の中心的役割を果たすクラウドコントローラ、コン

テナ（「（３）コンテナ技術の利用」で説明）の実行ホスト

（DEA：Droplet Execution Agent）、外部ネットワーク

からコンテナへの通信を転送するルータ、コンポーネント

間のメッセージングバス（NATS）などがある（図３）。

Cloud Foundry
外部ネットワークから
コンテナ、クラウド
コントローラへの通信
を転送

ユーザへのAPI※
提供とアプリケー
ション管理を実施

コンポーネント間の
メッセージング機能
を提供

アプリケーション
のコンテナ配備を
実施

※API：Application Programming Interface

注）上記、概要説明のためのコンポーネントのみを記載（その他は省略）

クラウド
コントローラ

コンテナの
実行ホスト
（DEA）

ルータ

ユーザ
（アプリケーション開発者） アプリケーション利用者

インターネットインターネット

メッセージング
バス

（NATS）

メッセージング
バス

（NATS）

図３  Cloud Foundry の自律分散型アーキテクチャ

各コンテナは、実行ホスト内に個別のプロセスとして作成される

コンテナの実行ホスト（仮想マシン）

プログラムA

コンテナ

実行環境

仮想インタフェース

プログラムB

コンテナ

実行環境

仮想インタフェース

プログラムC

コンテナ

実行環境

仮想インタフェース

仮想ネットワーク

仮想インタフェース 仮想インタフェース 仮想インタフェース

物理インタフェース

ルーティング機能

仮想ネットワーク 仮想ネットワーク 仮想ネットワーク

　この自律分散型のアーキテクチャにより、Cloud Foundry

は機能拡張が行いやすくなっている。また、NATS などの一

部機能を除いて各コンポーネントが冗長化できるようになって

おり、高いスケーラビリティと耐障害性を実現している。

（３）コンテナ技術の利用

　Cloud Foundryでは、アプリケーションの配備にコン

テナ技術を使用している。コンテナ技術とは、Linux など

の OS 上に仮想的に独立したプログラムの実行環境（コン

テナ）を構築するもので、ホストとなるマシン上に複数の

コンテナを構築することができる。Cloud Foundryでは

IaaS 上に構築されることを想定しており、各ホストは一台

の仮想マシンとして構築される。

　仮想マシンを提供するハイパーバイザ型の仮想化と比較して

下記の特徴がある。

①リソース消費のオーバーヘッドが少ない（カーネルプロセス

　など、コンテナ間で共通の機能が共有される）

②コンテナの起動が非常に早い（仮想マシンのように OS の立ち

　上げがなく、新たなコンテナのプロセスが作成されるだけな

　ので、数秒で完了する）

③ホストと異なる OS のコンテナを作成することはできない

　①、②の特徴は、ハイパーバイザ型の仮想化と比較しての

メリット、③はデメリットである。③のデメリットについては、

プログラムが特定の OS 上でしか動作しない場合以外は問題

ない。

図４  PaaS を構成するコンテナ技術
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（４）独自サービスを追加できる

　Cloud Foundryでは、アプリケーションが利用するデー

タベースなどの機能は、「サービスブローカ」と呼ばれる機

能を経由して「サービス」として提供される。サービスブロー

カの存在によって、開発者は専用コマンドから提供サービ

スの一覧を参照したり、利用を開始したりできる。

　また、サービスブローカの仕組みにより、運用者は独自

サービスを追加することができる。例えば、大量のメール

送信を代行してくれるサービスを追加したい場合には、メー

ル送信機能を提供するサーバと、対応するサービスブロー

カを別途追加することでこれを実現できる（図５）。

　サービスブローカは、具体的には Cloud Foundry が定め

る所定の API に対応した Web アプリケーションである。そ

のため、独自サービスの提供にはサービスブローカの開発

が必要となるが、元々の Cloud Foundry 自体のコードに手

を加えずに機能を追加できる点は大きなメリットである。

ユーザ
（アプリケーション開発者）

運用者

①運用者が新規サービス用のサーバを構築

②Cloud Foundry への
　サービスブローカの
　登録要求

登録ＯＫ

③サービス一覧要求

サービス一覧
（登録サービスが含まれる）

④サービス作成要求

作成ＯＫ

サービス
カタログ要求

カタログ登録

サービス
作成要求

作成ＯＫ
サービス作成※

※メール配送サービス利用のためのアカウント作成など。
　この部分の処理は、サービスごとに異なる

クラウド
コントローラ

メール配送
サービス
ブローカ

メール配送
サーバ

図５  メール配送サービスを例にしたサービス追加の流れ

  3.  Cloud Foundry を活用した我々の取り組み
　当社では、Cloud Foundryを活用し、モバイルアプリケーション

開発の支援、およびアプリケーション運用のBCP対策を実現する

ための取り組みを行っている。本章では、その内容を紹介する。

3.1  モバイル向けソリューション
　我々は、Cloud Foundry を活用したモバイル向けソリュー

ションを実現するための機能開発を行っている。本取り組み

について以下に紹介する。

　短期間でスピード感のある開発が求められるモバイル向け

アプリケーションは、１.２節でも述べたように PaaS との相性

がよいと考えられる。さらに、モバイル向けアプリケーションで

よく使われる機能をサービスとして提供すると、開発者は生産

性を向上させることができる。

　例えば、モバイル端末のアプリケーションへ簡単な通知メッ

セージを送信する PUSH 通知機能は、アプリケーションの

使い勝手を向上させる機能の一つである。しかし、アプリケー

ションごとにその機能を作り込むには、例えば iOS、Android

の両プラットフォームへの対応や、受信確認の仕組みが必要で

あるなど、面倒な点がある。

　こうした 機 能 を サービ スブ ロ ーカ 機 能 により、Cloud 

Foundry に組み込む機能開発を行っている。本機能は、他の

PaaS サービスでも既に提供されているものではあるが、将

来的には当社の独自技術であるモバイル端末向けの位置情報

技術なども同様の仕組みで追加していくことを検討している。

3.2  マルチクラウドPaaSによるBCPソリューション
　我々は、Cloud Foundry を活用した複数のクラウド利用に

よる BCP ソリューションの研究開発を行っている。本取り組

みについて以下に紹介する。

　前章で述べたように Cloud Foundry は、構築先として複数の

IaaS に対応している。また、自律分散型のアーキテクチャのため、

複数の IaaS 上に構築しやすくなっている。我々はこれらの特徴

を活かし、複数の IaaS 上に展開する PaaS（以降、マルチクラ

ウド PaaS）の構築と、その上で BCP ソリューションを提供す

るための研究開発を行っている。マルチクラウド PaaS の展

開先として地理的に離れた異なる事業者の IaaS を選択する

ことにより、地域レベルの自然災害による障害発生時だけで
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① モバイルアプリを作成、
　 アプリ利用者へ配布

アプリケーション利用者

モバイル
アプリ

iOS 端末 Android 端末

② PUSH 通知サービス
　 利用を開始

⑤ モバイル端末種別に応じて
　 メッセージングサービスにリクエストを送信

③ PUSH 通知サービスを利用する
　 サーバプログラムを作成、アップロード

インターネット

④ PUSH通知
 　を要求

Cloud Foundry

サーバ
プログラム

アプリケーション開発者

PUSH 通知用
サービス
ブローカ

PUSH 通知
サービス

サーバ
プログラム

コンテナホスト
サーバ
プログラム

コンテナホスト APNS
(Apple Push 
Notification

 Service)

GCM
(Google

Cloud Message)

図６  モバイルアプリケーション向け PUSH 通知サービスのイメージ

なく、IaaS 事業者レベルの障害発生時にもリカバリ可能な環

境を構築することができる。

　本取り組みのために、Cloud Foundry に下記３点の機能追

加を行っている。

（１）アプリケーションの配備先のクラウド（ゾーン）の選択機能

　● アプリケーション配備の API にクラウド（ゾーン）を指定

　するオプションを追加

　● ユーザが利用する Cloud Foundry の専用コマンドを上  

　記オプションに対応

（２）MySQL のクラウド間レプリケーションサービス

　　新たにサービスブローカを研究開発し、自動的にクラウ

ド間にまたがってレプリケーションが行われる仕組みを構

築。マスタ障害時のスレーブの昇格、アプリケーションか

らの接続先切替えの仕組みも用意する。

（３）GSLB（Global Service Load Balancer）

　　各クラウドのヘルスチェックを行い、クラウドレベルの

異常発生時に、異常のあるクラウド上に配備されたアプ

リケーションへアクセスがいかないよう DNS のレコード

設定を制御する。

　以上により、一方のクラウドのデータベース、またはクラウ

ドそのものがダウンした際に自動的にアプリケーションが存

続される仕組み提供できる。

①クラウドA、Bに
　アプリケーション
　デプロイを要求

②レプリケーション対応
　MySQLサーバの作成要求

クラウドA クラウドB

コンテナホスト コンテナホスト コンテナホスト

プログラム

MySQL
サービス
ブローカ

機能追加版

Private Network

MySQL
DB

コンテナホスト コンテナホスト コンテナホスト

プログラム

MySQL
サービス
ブローカ

機能追加版

クラウド
コントローラ
機能追加版

MySQL
DB

※クラウドコントローラ等各機能は、冗長構成のため各クラウドに配備

アプリケーションを配備

レプリケーション

VPNPrivate Network

各クラウドの
ヘルスチェック、

DNSの制御を実施
GSLB

クラウド
コントローラ
機能追加版

Private Network
MySQL のレプリケーション設定

Private Network
MySQL のレプリケーション設定

インターネットインターネット

図７  マルチクラウド PaaS による BCP ソリューション
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  4.  おわりに
　本稿では、OpenPaaS ソフトウェアの一つである Cloud 

Foundry の概要について紹介するとともに、どのようなア

プリケーション開発にまず活用できるかについて説明した。

PaaS は、アプリケーション開発における生産性の向上と、

スケーラビリティを提供するものであり、アプリケーション開

発者をインフラ構築・運用から解放し、開発業務に専念できる

ように支援するものである。

　また、我々は、自社サービスの開発・運用の効率化や、お

客様への PaaS サービス提供を目的として Cloud Foundry

の活用に取り組んでいる。具体的な内容としてマルチクラウド

における BCP ソリューション、モバイル向けサービスの研究

開発にについて紹介した。今後、OpenPaaS のソフトウェア

を活用しつつ、さらにアプリケーション開発の生産性向上、ス

ケーラビリティの向上、自動的なアプリケーション運用を実現

するための取り組みを行っていきたいと考えている。
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