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GGF/EGAからOGFへ

Gridの標準化にとって、昨年は大きな動きが
いくつかあった。まず、最初に、そうした動きを
概観しよう。



2006年2月6日
GGF、EGAの合併についての覚書

グリッドの採用を促進する標準化やアーキ
テクチャーの開発を加速させることができる。

我々の見解、方向性、進捗状況、成果物を
より明瞭な形で伝達・発表できる。

他のグリッド団体、業界団体、政府機関、ベ
ンダー、研究機関との協力が、これまで以
上に効果的に行える。

http://www.ggf.org/Announcement/memberCommuniqueFinal_Japanese.pdf



Grid groups agree to merge
One group focused on standards, 
the other on industry

米国イルミネータのアナリスト、ジョナサン・
ユーニス氏は、「これまでさまざまなベンダー
が異なる団体に組みし、それらの団体の意見
は衝突していた。かなりのエネルギーがその
プロセスで発散・消費されていた」と指摘して
いる。

http://www.computerworld.com/hardwaretopics/hardware/story
/0,10801,108689,00.html?source=NLT_AM&nid=108689



2006年3月15日
WS-RTの発表

Toward Converging Web 
Service Standards for 
Resources, Events, and 
Management

リソース、イベント、管理のWebサービス標準
の収束に向かって

http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/dw/
webservices/Harmonization_Roadmap.pdf



HP-IBM-Intel-Microsoft の
新しいロードマップ

今日、リソース、イベント、管理に対してWeb
サービスのケーパビリティを与える仕様が、数
多く存在している

顧客とユーザの経験はまた、これらの仕様が、
共通のコアな諸機能に対して、ただ一つの定
義を提供するように、少しずつ収束することが
必要であることを示している。



2006年3月16日
Globus Ian Fosterの声明

The Holy Grail: Industry-Wide 
System Management 
Standards at Last?

聖杯: 全産業界のシステム管理の標準化、
ついになるか？

http://www.globus.org/wsrf/convergence.php



The Holy Grail

我々は、この声明が、何故、グリッドとWeb
サービスのコミュニティにとって、いいニュース
であるかを説明しよう。また、これらの新しい
仕様が登場した時点で、 それらの仕様を実装
するために、また、現在のソフトウェアからの
痛みの無い移行の道を可能にするために、
Globusのオープンソース・コミュニティが、ど
のように働くことを期待しているかについて概
略を述べようと思う。



The Holy Grail
しかしながら、大きなな問題が残っていた。競合する
WS-Manの仕様の存在である。それは、一方では、
異なった実装間の相互運用を妨げ、他方では、ユー
ザ、特に産業界のユーザの間に、恐れと確信のなさ
と疑いの念を引き起こした。

我々は、また、疑いもなく他の多くの人々も、これらの
提案された諸仕様についての議論が、できるだけ早く、
適切な標準化団体に移されることを見たいと望むだ
ろう。しかしながら、これらの主要なプレーヤたちが、
ばらばらなアプローチを和解させるために、こうした公
的な（かつ、詳細な）コミットを行っているという事実は、
前進への、大きな一歩である。



2006年6月26日
OGFの誕生

OGF のミッション

オープン・グリッド・フォーラムは、グリッドの革
新の為のオープンなフォーラムを提供し、ま
た、グリッド・ソフトウェアの相互運用可能性
のためのオープンな標準技術を開発すること
によって、ビジネス価値と科学的な発見を可
能とするグリッドの受容を加速する。

http://www.ogf.org/About/abt_overview.php



Grid standard groups unite to form 
Open Grid Forum 

過去を振り返ると、ITベンダーのグリッドに関
する要求に対して重点的に取り組んできた
GGFと、ユーザー企業のニーズにこたえる方
向で活動していたEGAは、しばしば対立する
関係にあり、そのあからさまとも思える衝突に、
周囲は両団体を1つに統合したほうが互いの
要求を共に満たせるのではという見方が出始
めていた。

http://www.networkworld.com/news/
2006/062606-grid-standard-groups-unite-to.html



WS-RFからWS-RTへ

Gridの「標準技術」自体も、皮肉なことに、比
較的短いサイクルで変化してきた。Globusの
内部に限っても、独自実装のGT2,Webサー
ビスを採用したOGSA＋OGSIのGT3,そして
OGSA＋WS-RFのGT4と、大きな変化を経
てきた。そして、今また、新しい標準が提案さ
れようとしている。



OGSIからWS-RFへ

当初Grid/OGSAの基礎とされたOGSIは、
いくつかの理由でWS-RFに変更された。

その理由の一つは、OGSIが状態を持つサー
ビスだったことがある。Grid/OGSIとWeb
サービスとは乖離する可能性があった。WS-
RFは、GridとWebサービスを統合する技術と
して構想された。



Grid と Web Servicesは接近してきた。

Grid

Web

しかし、すれ違って別の道を進む
可能性が出てきた。

最初は
アプリも
技術も
遠く離れ
ていた

OGSI

GT2

GT1

HTTP
WSDL, 

WS-*

WSDL 2,

WSDM

両者は、接近を
続けてきた。 ?



Grid と Web Servicesは
WS-RFで、一体化する。

Grid

Web

WS-RFの定義は、GridとWebサービスのコミュニティが、
共通の土台の上に前進できるということを意味している。

最初は
アプリも
技術も
遠く離れ
ていた

OGSI

GT2

GT1

HTTP
WSDL, 

WS-*

WSDL 2,

WSDM

両者は、接近を
続けてきた。

WSRF



WS-RFが登場した背景には、「状態を持つリ
ソース」と「状態を持たないサービス」の関係を
どう考えるべきかという問題がある。これは、
Gridだけの問題ではなく、Webサービスで
SOAを実現しようとする以上避けて通れない
問題となる。

「状態を持つリソース」と
「状態を持たないサービス」



「状態を持たないWebサービス」と
「状態を持つリソース」を

分離したうえで、組み合わせたもの

WS-Resourseとは何か?

状態を持つリソース状態を持たないWebサービス

WS-Resourse



Statefull-Resourseの「Projection」としての

WS-Resource Properties Document

<GenericDiskDriveProperties
xmlns:tns="http://example.com/….” >

<tns:NumberOfBlocks>
22

</tns:NumberOfBlocks>
<tns:BlockSize>

1024
</tns:BlockSize>
<tns:Manufacturer>

DrivesRUs
</tns:Manufacturer>

</GenericDiskDriveProperties>

wsrp:ResourceProperties=………..

同期が
必要



WS-リソースとWS-Addressing

WS-リソースとWS-Addressingは、深く結び
ついている。ここでは、両者の基本的な関係
を見ておこう。



Resource
Requestor

A
Ｃ

B

Webサービス

状態を持つリソース

WS-Resource

FactoryによるWS-Resourceの生成は、
EndpointReferenceを返す

WS-Resource Factory

createResource



A
B

C

<wsa:EndpointReference> 
<wsa:Address>

http://someOrg.com/aWebService
</wsa:Address> 
<wsa:ReferenceProperties>

<tns:resourceID> C </tns:resourceID> 
</wsa:ReferenceProperties> 

</wsa:EndpointReference>

Service
Requestor

Webサービス

EndpointReference

状態を持つリソース

Address要素

ReferenceProperties要素

A
B

WS-Resource



A

B

C

Service
Requestor

<soap:Envelope> 
<soap:Header> 

<wsa:To> http://someOrg.com/aWebService </wsa:To>
<tns:resourceID> C </tns:resourceID>

</soap:Header> 
<soap:Body>
… some message 
</soap:Body> 

</soap:Envelope>

クライアントから
WS-リソースを参照する

C



RESTにおける表現と状態
Representational State Transfer

REST は、ある意味、WS-RFの対極にある
技術だが、リソースの状態とそのXML表現に
かかわるという点で、WS-RFと共通点を持つ。

REST is an architectural style,
not a standard - Dr. Roy T. Fielding



RESTの「状態」概念

REST アプリは、明確な状態遷移を持つ。

サーバは、本質的にstatelessである。

リソースの表現は、データとリンクを含んでい
る。

クライアントは、状態とリンクを、保持している。



RESTの「表現」概念

リソースの表現は、リソースの現在の状態を
反映するXML/HTMLドキュメントである。

リソースの表現は、コンポーネント間を転送さ
れる。

クライアントが受け取る表現によって、クライア
ントの状態が定まる。

リソースの表現には、関連するリソースへのリ
ンクが含まれることがある。



RESTの「リソース」概念

すべてのものがリソースである。

すべてのリソースは、URIによってアドレス可
能である。

リソースに対する操作は、HTTPの基本的な
オペレーション、Get, Put, Post, Delete 
によって定義される。



SOAPとの対比

SOAP/Webサービスのエントリーポイントは
一つのURIを持ち、リソースは、サービス固有
のアドレスを持つ

SOAPは、汎用のオペレーションを提供せず、
それぞれのアプリケーションが、独自のオペ
レーションのセットを定義する。

SOAP アプリは暗黙の状態遷移をする。メッ
セージは、データだけを含みリンクを含まない。



WS-Transfer

WS-RTは、WS-Transferの拡張である。

ここでは、WS-Transferの特徴を、RESTの影響と
いう観点から概観する。

This specification defines a mechanism for acquiring 
XML-based representations of entities using 
the Web service  infrastructure



Web Services Transfer (WS-Transfer)

W3C Member Submission 15 March 
2006
This version:

http://www.w3.org/Submission/2006/SU
BM-WS-Transfer-20060315/

Latest version:
http://www.w3.org/Submission/WS-
Transfer/



WS-Transfer
2つのエンティティ

リソース：
XMLの表現を与える、エンドポイント・リファ
レンスによってアドレス可能なエンティティ

リソース・ファクトリー：
XMLの表現から、新しいリソースを生成す
ることのできるWebサービス



WS-Transfer
4つのオペレーション

Put, Get:
与えられたリソースの表現を、送り、受け取
る二つのオペレーション。

Create, Delete:
リソースとそれに対応する表現を、生成、削
除する二つのオペレーション。



WS-Transfer
ベスト・エフォート

リソースの状態の管理は、サービスを提供す
るサーバの「ベストエフォート」に従属する。

クライアントがサーバからリソースを生成ある
いは更新するリクエストを受け取ったという通
知を受けた時には、そのリソースが確認され
た場所に確認された表現で存在すると、合理
的に、期待することは出来る。しかし、それは、
保障ではない。



WS-Transfer REST

リソースは、表現
を持つ

リソースは、WS-
Addressingの
EPRでアドレスさ
れる。

基本的なオペレー
ションは、Get, 
Put, Delete, 
Create

リソースは、表現
を持つ

リソースは、URL
でアドレスされる。

基本的なオペレー
ションは、Get, 
Put, Post, 
Delete



WS-Transfer        WS-RF
リソースは、表現を持つ

リソースは、WS-Addressing
のEPRでアドレスされる。

基本的なオペレーションは、
Get, Put, Delete, Create

リソースは、そのProjectionと
して、リソース・プロパティ・ド
キュメントを持つ。

リソースは、WS-Addressing
のEPRでアドレスされる。

基本的なオペレーションは、
GetResourceProperty, 
GetMultipleResourceProper
ties,SetResourceProperties
QueryResourceProperties



WS-ResourceTransfer

Version 1.0, August 2006



WS-RT
WS-Transferの拡張

WS-Transfer は、リソースの表現につい
て、Get, Put, Create, Delete といった
オペレーションを定義している。

WS-ResourceTransfer は、これらのオ
ペレーションを、リソースの表現のフラグメ
ントについて操作する能力を追加すること
で、拡大する。



WS-RT
フラグメント

EPRは、リソースを全体として参照するので、
リソースの表現のある部分に対する参照な
いしアクセスの為に利用される技術は、「フ
ラグメント・アクセス」と呼ばれる。ここでは、
リソースのXML表現のフラグメントがアクセ
スされる。

この仕様では、それによってフラグメントが
同定され計算される表現式のシンタックス
を指定するための拡張メカニズムを定義す
るとともに、こうした標準的な表現式のシン
タックス、「方言」のいくつかを定義する。



WS-RT 
Get

WS-TransferのGet オペレーションは、
存在するリソースの表現を、全体として丸
ごと取得するのに利用される。

WS-ResourceTransferは、このGetオペ
レーションを、存在する表現のフラグメント
を取得するように拡張したものである。



WS-RT 
Put

WS-TransferのPutオペレーションは、存在
するリソースの表現に、それを置き換える
XML表現を与えることで更新するために利
用される。

WS-ResourceTransferは、このPutオペ
レーションを、存在するリソースの表現に、そ
れに置き換えるXML表現のフラグメントを与
えて更新するように拡張したものである。



WS-RT 
Get with QName

<wsrt:Get Dialect="http://schemas.xmlsoap.org/
ws/2006/08/ resourceTransfer/Dialect/QName"
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Expression>

d:Volume
</wsrt:Expression>
<wsrt:Expression>

d:DiskCapacity
</wsrt:Expression>

</wsrt:Get>



<wsrt:GetResponse
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Result>

<d:Volume>
<d:Drive>C:</d:Drive>

……
</d:Volume>
<d:Volume>

<d:Drive>D:</d:Drive>
……

</d:Volume> 
……

</wsrt:Result>
<wsrt:Result>

<d:DiskCapacity>62500000000</d:DiskCapacity>
</wsrt:Result>

</wsrt:GetResponse>

WS-RT GetResponse



WS-RT 
Get with XPath 1.0

<wsrt:Get Dialect=
"http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Expression>
count( d:Volume[d:TotalCapacity > 20000000000] )

</wsrt:Expression>
</wsrt:Get>



WS-RT
GetResponse

<wsrt:GetResponse>
<wsrt:Result>2</wsrt:Result>

</wsrt:GetResponse>



WS-RT 
Metadata 

リソースは、リソースが生成されたとき指定さ
れうる、そのリソースに関連したメタデータを持
つことが出来る。

リソースは、生成されてから、このメタデータへ
のアクセス法を提供することがある。あるリ
ソースのメタデータの一部は、複製可能かもし
れない。



WS-RT
Resource lifecycle metadata

<wsrt:Lifetime>
( <wsrt:TerminateAt>

<wsrt:TerminationTime>  xs:dateTime
</wsrt:TerminationTime>
<wsrt:CurrentTime>         xs:dateTime
</wsrt:CurrentTime>

</wsrt:TerminateAt> |
<wsrt:TerminateAfter>       xs:duration
</wsrt:TerminateAfter> |
<wsrt:TerminateAfterIdle> xs:duration
</wsrt:TerminateAfterIdle> )

</wsrt:Lifetime>



WS-RT 
Resource expression metadata

<wsrt:SupportedDialect DialectName="xs:anyURI">
<wsrt:SupportedOperation

OperationName="xs:anyURI">
<wsrt:SupportedPutMode>

ModeType
</wsrt:SupportedPutMode> *
<wsrt:MultipartLimit>

xs:positiveInteger
</wsrt:MultipartLimit> ?

</wsrt:SupportedOperation> *
</wsrt:SupportedDialect>



Cloudとは何か？

Internet “Cloud”というのは、昔からある
言葉である。ただ、空からサービスが降ってく
る時代の始まりとともに、Cloudは、ネット
ワークの脇役から主役に踊りだそうとしてい
る。



Web2.0 Summit
2006





A Secret Google Discovered 
Along the Way…

Marissa Mayer
Web 2.0 Summit
November 2006





小さなCloud



Request

Response

invoke

小さなCloud



大きな “Cloud”



Cloud という偉大な経験

世界中の人々が、いつもインターネットの
cloudにつながっていると信じています。

それはまさに、我々が望んでいたことです。
我々の顧客は、望んだものを、望んだ時間に、
望んだデバイス上で得ることが出来るのです。

我々の顧客は、サービスや情報がcloudから
来ると考えています。-- この経験こそ、まさに、
我々が彼らに持たせようとしたものなのです。

“It's All About the Infrastructure”, Web2.0 Summit
Debra Chrapaty, MicroSoft



Cloudの実体

ネットワークのインフラ

多数のサーバ

データセンタ



End User
San Francisco

Datacenter 1

CAUTION 
Datacenter 

Heavily Loaded

ACCEPTED
Processing query

Datacenter 2

A Secret Google Discovered
Along the Way、
Web2.0 Summit
Google、Marissa Mayer 



Load Balancer

Results Page

Google
Web Server

Load 
Balancer

Google
Web ServerMixer

Ads + 
WebSearch Mixer

“lightning-fast Ajax”



End User
San Francisco

Datacenter 2



Real Computingから
Cloud Computingへ



Amazon S3/EC2



AmazonとGoogle

Amazon EC2/S3
Google GFS/BigTable/MapReduce



Amazon S3/EC2

Amazonは、これまでのオンライン・ショップ、
Amazon Web ServiceのAPI提供に加えて、
昨年度から、”Web-Scale Computing”とい
う新しい取り組みをスタートさせ、Cloud 利用
の先頭を走っている。 その中核がS3/EC2で
ある。



Amazon S3/EC2

Amazon Simple Storage Service (S3)
Storage in the cloud
ネット上でストレージを貸し出す

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Compute capacity in the cloud
ネット上でコンピュータを貸し出す



Amazon S3

Cloudの中のストレージ

WebサービスのAPIを通じての
プログラム

簡単

高速

高信頼性

非常に安価



Amazon EC2

Cloudの中のコンピュータ

数分で、マシン数を増減できる

開発者は、自分のマシンのインスタンスを
コントロールする

非常に安価

Amazon S3との統合



Amazon S3/EC2の値付け

Amazon S3
使っただけ払う。最小費用・初期費用なし。

$0.15 / GB-月 ストレージ使用について

$0.20 / GB データ転送について

Amazon EC2
使っただけ払う。最小費用・初期費用なし。

$0.1 / マシン-時間

$0.20 / GB インターネットとのデータ転送

$0.15 / GB Amazon S3とのデータ転送



Amazon S3

Strage in the cloud



Amazon S3の基本機能

１バイトから５Gバイトまでのデータを含むオブジェクト
の読み、書き、削除。格納できるオブジェクトの数に
は制限が無い。

それぞれのオブジェクトは、開発者が指定したユニー
クなキーによって読み書きされる。

認証の機能と、アクセス・コントロールの機能が備
わっている。

RESTとWebサービス、両方のインターフェースが提
供されている。

標準のプロトコルはHTTPだが、BitTorrent のイン
ターフェースも用意されている。



Amazon S3の基本構造

Object
Bucket
Key ユニーク

基本Map : Bucket + Key               Object

Buckets グローバルな名前空間：100個まで

Objects数 制限なし



Bucketを作る

PUT /[bucket-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:15 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com 

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: VjzdTviQorQtSjcgLshzCZSzN+7CnewvHA+6sNxR3V
RcUPyO5fmSmo8bWnIS52qa 
x-amz-request-id: 91A8CC60F9FC49E7 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:15 GMT 
Location: /[bucket-name] 
Content-Length:0 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 



Bucketを作る

Response response = 
conn.createBucket("[bucket-name]", null); 

if (response.connection.getResponseCode() == 200) { 
// bucket was created 

} else { 
// something bad happened 

} 



Objectを書き込む（Request）

PUT /[bucket-name]/[key-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:16 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com 
Content-Length: 14 
x-amz-meta-title: my title 
Content-Type: text/plain 

this is a test 



Objectを書き込む（Response）

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: wc15E1LUrjDZhNtT4QZtsbtadnOMKGjw5QTxkR
DVO1owwbA6YoiqJJEuKShopufw 
x-amz-request-id: 7487CD42C5CA7524 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:16 GMT 
ETag: "54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938" 
Content-Length: 0 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 



Amazon S3/EC2





The Google File System et Al.

GFS
BigTable
MapReduce



The Google File System et Al.

Google File System
Chubby Lock Service for Loosely-
Coupled Distributed Systems 
Bigtable: A Distributed Storage 
System for Structured Data 
MapReduce: Simplified Data 
Processing on Large Clusters 



The Google File System

GFSの特徴

GFSデザインの概観

http://209.85.163.132/papers/gfs-sosp2003.pdf



GFSの特徴

第一。コンポーネントの失敗は、例外というよりは、
通常のことである。

第二。ファイルは、伝統的な標準から見ると巨大
である。マルチ・ギガ・ファイルは、普通である。

第三。ほとんどのファイルは、既存のデータを上
書きするのではなく、新しいデータを追記して変化
する。

第四。アプリケーションとファイル・システムのco-
designは、フレキシビリティを高めて、システム全
体にとってメリットがある。



マシンがおちるのは、普通のことである

ファイル・システムは、数百、時には、数千も
のストレージ・マシンから構成されている。こ
れらのマシンは、安価などこでも手に入る部
品から構築されて、おなじくらい多数のクライ
アント・マシンによってアクセスされる。

ですから、恒常的なモニタリング、エラーの検
出、誤りに対する強さ、自動的な回復機能が、
システムに統合されている必要がある。



巨大なファイル

急速に大きくなってゆく、数十億のオブジェ
クトからなる数テラ・バイトのデータセットを、
定期的に扱っていると、ファイルシステムが
それをサポートしているにしても、大体KB
サイズの数十億のファイルを管理するのは、
扱いにくいものである。

その結果、I/O操作やブロックサイズに関
するデザインの想定やパラメータは、再検
討されなければならなかった。



新しいデータの追記

実践的には、ファイル内のランダムな書き込み
は存在しない。

ひとたび書き込まれると、ファイルは読まれる
だけである。しかも、しばしば、シーケンシャル
に読まれるだけである。

巨大なファイルへのこうしたアクセス・パターン
が与えられると、追記は、パーフォーマンスの
最適化と、データの単一性（atomicity）保障
の焦点となる。一方、クライアントの中での
データ・ブロックのキャッシュは、魅力を失う。



Co-design

例えば、我々は、アプリケーションに面倒な
負担をかけることなしに、ファイル・システム
を、大幅に単純化するために、 GFSの整
合性のモデルを緩めたのだ。

我々は、アトミックな追記操作を導入したが、
それによって、複数のクライアントが、それ
らの間で余分な同期を取ることなく、同時に、
あるファイルへの追記が可能である。



Linux File System

GFS chunkserver

Linux File System

GFS chunkserver

GFS Client

Application

GFS Architecture

Chunk 2ef0
GFS Master

File NameSpace

/foo/bar
(file name,chunk index)

(chunk handle,
chunk location)

(chunk handle,byte range)

chunk data

Instruction to chunkserver

Chunkserver state

・・・・・・・・

・・・・



Client Master

Secondary
Replica A

Primary
Replica

Secondary
Replica B
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Bigtable: A Distributed Storage 
System for Structured Data

Bigtable は、数千台のサーバ上のペタ
バイト単位の非常に大きなサイズにまで
スケールするようにデザインされた、構
造化されたデータを管理する、分散スト
レージ・システムである。

http://209.85.163.132/papers/bigtable-osdi06.pdf



Bigtable

Googleの多くのプロジェクトは、Bigtableに
データを格納している。Webのindexing, 
Google Earth, Google Finance等がそう
である。これらのアプリケーションは、データの
サイズに関しても、遅延に対する要求でも、全
く異なる要求をBigtableに課している。



Bigtable

こうした様々な要求にもかかわらず、
Bigtableはこれら全てのGoogle製品に対し
て、柔軟で、ハイ・パフォーマンスのソリュー
ションを提供するのに成功してきた。

この論文では、Bigtableによって提供される
単純なデータモデルについて述べ、それが
データのレイアウトやフォーマットについて、ク
ライアントがダイナミックにコントロールできる
ことを示す。また、Bigtableのデザインと実装
について述べる。



Bigtable



Tablets

大きなテーブルは、行の境界で、タブレット
に分割される

タブレットは行の連続する範囲を維持する
クライアントは、局所性を達成するために、行のキーを
選択できる
1つのタブレットあたりの100MB~200MBが目処

100程度までのタブレットに責任を持つよう
にマシンを立てる

早いリカバリ
100台のマシンが、故障したマシンから一つのタブレット
をピックアップすればよい
きめ細かいロードバランシング
過負荷のマシンから、タブレットを移す



Tablets & Splitting

“aaa.com”
“cnn.com”

“cnn.com’sports.h
tml

“webside.com”

…

“zuppa.com’menu.h
tml”

…

“language:” “contents:”



Tablets & Splitting

“aaa.com”
“cnn.com”

“cnn.com/sports.
html

“webside.com”
…

“yahoo.com/kids.ht
ml”

“yahoo.com/kids.ht
ml”

…
“zuppa.com’menu.ht

ml”

…

“language:” “contents:”

Tablets



Bigtable



MapReduce: Simplified Data 
Processing on Large Clusters

MapReduce は、関数型のプログラミン
グ・モデルに基づいた、大規模なデー
タ・セットの処理・生成を行う

http://209.85.163.132/papers/mapreduce-osdi04.pdf



MapReduce

ユーザは、 key/value のペアを処理して、中
間的なkey/value ペアの集合を生成する
map関数を定義する。そして、同じ中間的な
キーに関連した、全ての中間的な値をマージ
するreduce関数を定義する。

実世界の多くの仕事が、この論文で示すよう
に、このモデルで表現されうる。



MapReduce

この関数型のスタイルで書かれたプログラム
は、自動的に並列化され、安価なマシンの大
規模なクラスタで実行される。

実行時のシステムが、入力データの分割の詳
細、マシン群でのプログラム実行のスケジュー
リング、マシンの故障への対応、必要なマシン
間のコミュニケーションの管理の面倒を見る。

これによって、並列・分散のシステムの経験が
ないプログラマも、簡単に大規模な分散システ
ムのリソースを利用することが出来るようにな
る。



MapReduce

我々の MapReduceの実装は、 安価なマシ
ンの大規模なクラスタの上で走り、非常にス
ケーラブルである。典型的なMapReduceの
計算は、数千のマシン上の数テラバイトの
データを処理する。

プログラマには、このシステムは使いやすいも
のである。数百のMapReduceプログラムが
実装され、千以上のMapReduceジョブが、
Googleのクラスター上で毎日実行されている。



MapReduce





GridとCloud

Cloudがサービスを提供するという考えは、
Gridがサービスを提供するという考えと、基
本的には、同じものである。

同時に、Gridの定義によっては、大きな違い
も存在することになる。



「電力グリッド」とのアナロジー

電気を使う時、我々は、電気がどこで作られた
ものなのかを意識する必要はない。正確に言え
ば、それを知ることは出来ない。
大事なポイントは、我々は、電力会社に対して
電気供給という「サービス」を要求しているとい
うこと。
電力グリッドは、発電や送電の細部を利用者に
は隠しながら、同時に、簡単なインターフェース
で、安定した電力サービスを提供することを可
能にしている。



Gridとは？

ネットワーク上で複数のマシンが仮想的な組
織を形成して協調動作し、ユーザ（主体）に
ネットワークを通じて一つのまとまりのある
サービスを提供する時、その提供者をGridと
呼ぶ。

Gridサービスの利用者は、Gridにサービスの
提供を要求するだけで、Grid内部での処理に
関心を持たない。









I.FosterによるGridの定義

ネットワーク上のノードを......集中管理する
のではなく、異なった管理のもとにあるリ
モート・リソースやリモート・ユーザを、ネッ
トワーク上で統合し協調させることを目指
したシステムをGridと呼ぶ



What is the Grid? 
A Three Point Checklist

1. coordinates resources that are not 
subject to centralized control …

2. … using standard, open, general-
purpose protocols and interfaces

3. … to deliver nontrivial qualities of 
service.

http://www-fp.mcs.anl.gov/~foster/Articles/WhatIsTheGrid.pdf



GridとCloud

GridもCloudも、密なクラスターではなく、ネッ
トワークによって疎に結合されている。

ただし、Gridは、管理主体が異なっていること
を前提としているが、Cloudは、管理主体は同
一である。



End of the world



概要

Webサービスでの、リソースと「状態」の扱いを、
Gridの中核技術における、WS-RFからWS-
RTへの流れの中で見る。

こうした変化に、RESTのリソースとその「表現」
という考え方が大きな影響を与えていることを
見る。

同時に、こうした問題の背景に、ネットワークの
複雑さの問題があることを確認する。



Agenda

WS-ResourceFramework
RESTにおける表現と状態

複雑さを考える --- Jim Waldoの
Complexity Quanta（複雑さの量子）

WS-TransferへのRESTの影響

WS-ResourceTransfer



WS-Resource Framework

OGSIからWS-RFへ

「状態を持つリソース」と「状態を持たないサービス」

WS-リソースとは何か?
WS-Addressing
WS-リソースとWS-Addressing
WS-ResourceProperties
WS-RFでのリソース操作

JavaでのWS-リソースの生成



OGSIからWS-RFへ

当初Grid/OGSAの基礎とされたOGSIは、
いくつかの理由でWS-RFに変更された。

その理由の一つは、OGSIが状態を持つサー
ビスだったことがある。Grid/OGSIとWeb
サービスとは乖離する可能性があった。WS-
RFは、GridとWebサービスを統合する技術と
して構想された。



Grid と Web Servicesは接近してきた。

Grid

Web

しかし、すれ違って別の道を進む
可能性が出てきた。

最初は
アプリも
技術も
遠く離れ
ていた

OGSI

GT2

GT1

HTTP
WSDL, 

WS-*

WSDL 2,

WSDM

両者は、接近を
続けてきた。 ?



<gwsdl:portType name="HandleResolver" 
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="Factory" 
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="NotificationSource"
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="NotificationSubscription" 
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="ServiceGroupEntry" 
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="ServiceGroup" 
extends="ogsi:GridService"> ....

<gwsdl:portType name="ServiceGroupRegistration" 
extends="ogsi:ServiceGroup"> ....

基本的なportTypeの継承による定義

OGSI



<gwsdl:portType name="GridService">
<operation name="findServiceData“ …. />
<operation name="setServiceData“ …. />
<operation name="requestTerminationAfter" …. />
<operation name="requestTerminationBefore" …. />
<operation name="destroy" …. />
<sd:serviceData name="interface“…. />
<sd:serviceData name="serviceDataName" …. />
<sd:serviceData name="factoryLocator" …. />
<sd:serviceData name="gridServiceHandle" …. />
<sd:serviceData name="gridServiceReference" …. />
<sd:serviceData name="findServiceDataExtensibility" …. />
<sd:serviceData name="setServiceDataExtensibility" …. />
<sd:serviceData name="terminationTime" …. />
<sd:staticServiceDataValues> …..
</sd:staticServiceDataValues>

</gwsdl:portType> GridService

OGSI



同じ カウンター値

設定時刻

"initializedStatus“, "addStatus“,
"subtractStatus“, "getValueStatus"

ServiceDataCounter

ServiceData status

ServiceData state

timestamp

status

value

CounterClient状態を持つサービス
GRID/OGSI

add 123
subtract 23
get
state



WS-RFが登場した背景には、「状態を持つリ
ソース」と「状態を持たないサービス」の関係を
どう考えるべきかという問題がある。これは、
Gridだけの問題ではなく、Webサービスで
SOAを実現しようとする以上避けて通れない
問題となる。

「状態を持つリソース」と
「状態を持たないサービス」



Grid と Web Servicesは
WS-RFで、一体化する。

Grid

Web

WS-RFの定義は、GridとWebサービスのコミュニティが、
共通の土台の上に前進できるということを意味している。

最初は
アプリも
技術も
遠く離れ
ていた

OGSI

GT2

GT1

HTTP
WSDL, 

WS-*

WSDL 2,

WSDM

両者は、接近を
続けてきた。

WSRF



Gridでの「状態」の扱いの変化

OGSI：サービス自体が情報を持つ

WSRF：状態を持たないサービスと
状態を持つリソースの組み合わせ



WS-リソースとは何か?

「状態を持たないWebサービス」と「状態を持
つリソース」を分離したうえで、組み合わせた
もの



「状態を持たないWebサービス」と
「状態を持つリソース」を

分離したうえで、組み合わせたもの

WS-Resourseとは何か?

状態を持つリソース状態を持たないWebサービス

WS-Resourse



WS-Resourseの「状態」としての

WS-Resource Properties Document

WS-Resourse

<!-- Association of resource properties document to a portType -->
<wsdl:portType name="GenericDiskDrive"
wsrp:ResourceProperties="tns:GenericDiskDriveProperties" >

<GenericDiskDriveProperties
xmlns:tns="http://example.com/….” >

<tns:NumberOfBlocks>
22

</tns:NumberOfBlocks>
<tns:BlockSize>

1024
</tns:BlockSize>
<tns:Manufacturer>

DrivesRUs
</tns:Manufacturer>

</GenericDiskDriveProperties>

WSDLのportTypeでResource
Properties Documentoを定義



Statefull-Resourseの「Projection」としての

WS-Resource Properties Document

<GenericDiskDriveProperties
xmlns:tns="http://example.com/….” >

<tns:NumberOfBlocks>
22

</tns:NumberOfBlocks>
<tns:BlockSize>

1024
</tns:BlockSize>
<tns:Manufacturer>

DrivesRUs
</tns:Manufacturer>

</GenericDiskDriveProperties>

wsrp:ResourceProperties=………..

同期が
必要



WS-Addressing

非同期One Way Messageをサポートする
上で、WS-Addressingは、単純であるが、
本質的に重要である。同時にこの技術は、
statelessなサーバで、statefulなリソースを
扱うという、WS-RFの基礎を提供している。

http://www.w3.org/TR/2006/PR-ws-addr-core-20060321/



[宛先] (必須）
<wsa:To> xs:anyURI </wsa:To>

[送信元エンドポイント]
<wsa:From> エンドポイントリファレンス </wsa:From>

[応答先エンドポイント]
<wsa:ReplyTo> エンドポイントリファレン</wsa:ReplyTo>

[障害報告エンドポイント]
<wsa:FaultTo> エンドポイントリファレン</wsa:FaultTo>

Message Information Headers



[アクション] (必須）
<wsa:Action> xs:anyURI </wsa:Action>

[メッセージID]
<wsa:MessageID> xs:anyURI </wsa:MessageID>

[関係]
<wsa:RelatesTo RelationshipType="..."> 
xs:anyURI </wsa:RelatesTo>

Message Information Headers



Endpoint Reference
<wsa:EndpointReference> 

<wsa:Address>
http://someOrg.com/aWebService

</wsa:Address> 
<wsa:ReferenceProperties>

<tns:resourceID> 
C 

</tns:resourceID> 
</wsa:ReferenceProperties> 

</wsa:EndpointReference>

Address
Component

Reference
Property
Component

<tns:resourceID> 
C 

</tns:resourceID>

WS-Resource context

A

B



Endpoint Reference 

[address] : URI (mandatory) 
[reference properties] : xs:any
(0..unbounded). 
[reference parameters] : xs:any
(0..unbounded). 
[selected port type] : QName (0..1) 
[service-port] : (QName, NCName
(0..1)) (0..1) 
[policy] : wsp:policy (0..unbounded) 



EndpointReferenceの
SOAPヘッダへのマッピング

A) エンドポイントリファレンスのwsa:Address情報は、
SOAPメッセージヘッダの宛先wsa:Toにコピーされる。

B) エンドポイントリファレンスのwsa:ReferenceProperties
情報は、SOAPメッセージのヘッダブロックになる。
wsa:ReferenceProperties内のそれぞれの要素が、直接、
ヘッダーブロックに追加される。



<wsa:EndpointReference> 
<wsa:Address>

http://someOrg.com/aWebService
</wsa:Address> 
<wsa:ReferenceProperties>

<tns:resourceID> C </tns:resourceID> 
</wsa:ReferenceProperties> 

</wsa:EndpointReference>

<soap:Envelope> 
<soap:Header> 

<wsa:To> http://someOrg.com/aWebService </wsa:To>
<tns:resourceID> C </tns:resourceID>

</soap:Header> 
<soap:Body>
… some message 
</soap:Body> 

</soap:Envelope>

A

B



WS-リソースとWS-Addressing

WS-リソースとWS-Addressingは、深く結び
ついている。ここでは、両者の基本的な関係
を見ておこう。



Resource
Requestor

A
Ｃ

B

Webサービス

状態を持つリソース

WS-Resource

FactoryによるWS-Resourceの生成は、
EndpointReferenceを返す

WS-Resource Factory

createResource



A
B

C

<wsa:EndpointReference> 
<wsa:Address>

http://someOrg.com/aWebService
</wsa:Address> 
<wsa:ReferenceProperties>

<tns:resourceID> C </tns:resourceID> 
</wsa:ReferenceProperties> 

</wsa:EndpointReference>

Service
Requestor

Webサービス

EndpointReference

状態を持つリソース

Address要素

ReferenceProperties要素

A
B

WS-Resource



A

B

C

Service
Requestor

<soap:Envelope> 
<soap:Header> 

<wsa:To> http://someOrg.com/aWebService </wsa:To>
<tns:resourceID> C </tns:resourceID>

</soap:Header> 
<soap:Body>
… some message 
</soap:Body> 

</soap:Envelope>

クライアントから
WS-リソースを参照する

C



WS-ResourceProperties

WS-RFでは、リソースの型の名前は、WSDL
のportTypeのResourceProperties属性で
定義され、その型はWSDLのtypes節で
schema定義される。リソースは、この
schemaを持つResource Property 
Documentとして表現される。

http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16226/
wsrf-ws_resource_properties-1.2-spec-cs-01.pdf



<wsdl:definitions … xmlns:tns="http://example.com/diskDrive" …>
<wsdl:types>

<xsd:schema targetNamespace="http://example.com/diskDrive" ...  
<xsd:element name="NumberOfBlocks" type="xsd:integer"/>
<xsd:element name="BlockSize" type="xsd:integer" /> 
<xsd:element name="Manufacturer" type="xsd:string" /> 
<xsd:element name="GenericDiskDriveProperties"> 

<xsd:complexType>
<xsd:sequence> 

<xsd:element ref="tns:NumberOfBlocks"/> 
<xsd:element ref="tns:BlockSize" /> 
<xsd:element ref="tns:Manufacturer" /> 
<xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element> 
</xsd:schema> 

</wsdl:types> 
<wsdl:portType name="GenericDiskDrive" 

wsrp:ResourceProperties="tns:GenericDiskDriveProperties" > 
<operation name="start" …/> 
<operation name="stop" …/>

</wsdl:portType> 
</wsdl:definitions>



WSDL portTypeでのプロパティ定義

<xsd:element name="Value" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/>

<xsd:element name="MathResourceProperties">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref="tns:Value" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="tns:LastOp" 

minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element> 

<portType name=“MathPortType"
wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty”
wsrp:ResourceProperties ="tns:MathResourceProperties">

Types節



WSDL portTypeでのプロパティ定義

<xsd:element name="CounterRP">
<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element ref="tns:Value"        

minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>

<portType name="CounterPortType"
wsdlpp:extends="wsntw:NotificationProducer

wsrlw:ImmediateResourceTermination
wsrlw:ScheduledResourceTermination"

wsrp:ResourceProperties ="tns:CounterRP">



WS-RFでのリソース操作

WS-RFでは、リソースの操作は、リソースの
projectionである、リソース・プロパティ・ドキュメ
ントに対する操作を通じて行われる。



WS-RFでの、
Resource Propertyに対する操作

GetResourceProperty
GetMultipleResourceProperties
SetResourceProperties
QueryResourceProperties



<s12:Envelope 
xmlns:s12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" 
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/...1.2-draft-01.xsd" 
xmlns:ex="http://example.com/exampleNS"> 
<s12:Header> 
<wsa:Action> 
http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/WS-
ResourceProperties/GetResourceProperty

</wsa:Action> 
<wsa:To s12:mustUnderstand="1"> 
http://www.provider.org/ProviderEndpoint

</wsa:To> 

WS-RF
GetResourceProperty リクエスト



ResourcePropertyDocumentサンプル

<GenericDiskDriveProperties
xmlns:tns="http://example.com/diskDrive" >

<tns:NumberOfBlocks>22</tns:NumberOfBlocks> 
<tns:BlockSize>1024</tns:BlockSize>
<tns:Manufacturer>DrivesRUs</tns:Manufacturer>

</GenericDiskDriveProperties> 



WS-RF
GetResourceProperty リクエスト

<ex:ResourceDisambiguator> 
uuid:84decd55-7d3f-65ad-ac44-675d9fce5d22 

</ex:ResourceDisambiguator> 
</s12:Header> 
<s12:Body> 

<wsrp:GetResourceProperty
xmlns:tns="http://example.com/diskDrive"> 
tns:NumberOfBlocks

</wsrp: GetResourceProperty>
</s12:Body>

</s12:Envelope>



<s12:Envelope 
xmlns:s12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing" 
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/
wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.xsd" 

xmlns:resp="http://www.other.org/otherNS"> 
<s12:Header> 
<wsa:Action> 
http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/WS-
ResourceProperties/GetResourcePropertyResponse

</wsa:Action> 
<wsa:To s12:mustUnderstand="1"> 
http://www.requestor.org/someEndpoint

</wsa:To>

WS-RF 
GetResourceProperty レスポンス



WS-RF 
GetResourceProperty レスポンス

<resp:SomeResourceRef> 
uuid:9fef5fec-6dc3-44a2-ba32-8680cace43f9

</resp:SomeResourceRef> 
</s12:Header> 
<s12:Body> 

<wsrp:GetResourcePropertyResponse
xmlns:ns1="http://example.com/diskDrive"> 
<ns1:NumberOfBlocks>22</ns1:NumberOfBlocks>

</wsrp:GetResourcePropertyResponse>
</s12:Body> 

</s12:Envelope>



WS-RF
GetResourceProperty

<wsrp:GetResourcePropertyRequest
xmlns:tns="http://example.com/diskdrive">
tns:NumberOfBlocks

</wsrp:GetResourcePropertyRequest>

<wsrp:GetResourcePropertyResponse
xmlns:ns1="http://example.com/diskdrive" …>
<ns1:NumberOfBlocks>22</ns1:NumberOfBlocks>

</wsrp:GetResourcePropertyResponse>



WS-RF
GetMultipleResourceProperties

<wsrp:GetMultipleResourceProperties
xmlns:tns="http://example.com/diskdrive" …> 
<wsrp:ResourceProperty>

tns:NumberOfBlocks
</wsrp:ResourceProperty> 
<wsrp:ResourceProperty>

tns:BlockSize
</wsrp:ResourceProperty>

</wsrp:GetMultipleResourceProperties>



WS-RF
GetMultipleResourcePropertiesの
Response

<wsrp:GetMultipleResourcePropertiesResponse
xmlns:ns1="http://example.com/diskdrive" …> 
<ns1:NumberOfBlocks>22</ns1:NumberOfBlocks> 
<ns1:BlockSize>1024</ns1:BlockSize> 

</wsrp:GetMultipleResourcePropertiesRespon



WS-RF
SetResourceProperties

<wsrp:SetResourcePropertiesRequest
xmlns:tns="http://example.com/diskdrive">
<wsrp:Update resourceProperty="tns:NumberOfBlocks">

<tns:NumberOfBlocks>143</tns:NumberOfBlocks>
</wsrp:Update>
<wsrp:Delete resourceProperty="tns:Manufacturer" />
<wsrp:Insert> 

<tns:someElement>42</tns:someElement>
</wsrp:Insert>

</wsrp:SetResourcePropertiesRequest>



WS-RF
SetResourceProperties

/wsrp:SetResourceProperties
/wsrp:SetResourceProperties/wsrp:Insert
/wsrp:SetResourceProperties/wsrp:Insert/{a
ny}
/wsrp: SetResourceProperties/wsrp:Update
/wsrp: 
SetResourceProperties/wsrp:Update/{any} 
/wsrp: SetResourceProperties/wsrp:Delete
/wsrp: 
SetResourceProperties/wsrp:Delete/@Resour
ceProperty



WS-RF
QueryResourceProperties

/wsrp:QueryResourceProperties/wsrp:QueryEx
pression
/wsrp:QueryResourceProperties/wsrp:QueryEx
pression/@Dialect
/wsrp:QueryResourceProperties/QueryExpressi
on/{any} 
/wsrp:QueryResourcePropertiesResponse/{any
} 



Content-Type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-
ResourceLifetime/QueryResourceProperties"
Host: localhost
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/addressing"
xmlns:wsrp="http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-

ResourceProperties"
xmlns:widget="http://widgets.com">

<soap:Header>
<wsa:Action soap:mustUnderstand="1">
http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-

ResourceProperties/QueryResourceProperties
</wsa:Action>
<wsa:MessageID soap:mustUnderstand="1">
uuid:00765982-76f1-41bd-9573-58ca18cee299
</wsa:MessageID> 

Sample QueryResourceProperties Message



<wsa:To soap:mustUnderstand="1">
http://localhost/services/widgetService
</wsa:To>
<widget:ResourceID>12345</widget:ResourceID>
</soap:Header>
<soap:Body>
<wsrp:QueryResourceProperties>
<wsrp:QueryExpression
xmlns:wsrl="http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-services/WS-

ResourceLifetime"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
dialect="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
boolean(/*/*[namespace-uri()='http://www.ibm.com/xmlns/stdwip/web-

services/WS-ResourceLifetime' and local-name()='TerminationTime']) 
</wsrp:QueryExpression>
</wsrp:QueryResourceProperties>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

A

B

Sample QueryResourceProperties Message



WS-RF
QueryResourceProperties

<wsrp:QueryResourceProperties> 
<wsrp:QueryExpression
Dialect=”http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116” > 
boolean(/*/NumberOfBlocks > 20

and /*/BlockSize=1024)
</wsrp:QueryExpression> 

</wsrp:QueryResourceProperties>

<wsrp:QueryResourcePropertiesResponse> 
true

</wsrp:QueryResourcePropertiesResponse>



JavaでのWS-リソースの生成

Javaで、WS-リソースを生成するコードを見
てみよう。かなり、複雑である。



クライアントからのWS-リソースの生成

1. ServiceAddressingLocatorのインスタンスを生成
する

2. Endpointに対してget*Portを行って、Stubを獲得
する

3. Stub上のcreate*は、サーバ上でcreate*を呼び出
す

4. サーバ上のcreate*はHomeクラスのcreateメソッ
ドを通じてリソースを生成する

5. Stub上のcreate*メソッドの呼び出しは、レスポンス
を返す

6. ResponseからEndpointReferenceを獲得する



// 1. ServiceAddressingLocatorのインスタンスを生成する
CounterServiceAddressingLocator locator =

new CounterServiceAddressingLocator();

// 2. Endpointに対してget*Portを行って、Stubを獲得する
service = "http://localhost:8080//services/CounterService";
URL endpoint = new URL(service);
CounterPortType port = locator.getCounterPortTypePort(endpoint);

// 3. Stub上のcreate*は、サーバ上でcreate*を呼び出す
// 4. サーバ上のcreate*はHomeクラスのcreateメソッドを通じてリソースを生成する
// 5. Stub上のcreate*メソッドの呼び出しは、レスポンスを返す
CreateCounterResponse createResponse =

port.createCounter(new CreateCounter());

// 6. ResponseからEndpointReferenceを獲得する
EndpointReferenceType epr = 

createResponse.getEndpointReference();



ServiceAddressingLocatorを生成し
Endpointに対してget*Portを実行すると

Stubが獲得される
1. *ServiceAddressingLocator

WS-RF クライアント
WS-RF サーバEndPoint

2. get*Port

Stub



3. create＊

Stub上のcreate*は、メッセージを通じて
サーバ上でcreate*を呼び出す

Stub

Request

状態を持つリソース

4. home.create（）

create＊

WS-RF クライアント
WS-RF サーバ



状態を持つリソース

Responseに対するgetEPRで、
WS-リソースへのEPRが返る

5. Response

6. getEPR

EndpointReference

WS-RF サーバWS-RF クライアント



RESTにおける表現と状態
Representational State Transfer

REST は、ある意味、WS-RFの対極にある
技術だが、リソースの状態とそのXML表現に
かかわるという点で、WS-RFと共通点を持つ。

REST is an architectural style,
not a standard - Dr. Roy T. Fielding



"Representation State Transfer is intended 
to evoke an image of how a well-designed
Web application behaves: a network of web 
pages (a virtual state-machine), where
the user progresses through an application 
by selecting links (state transitions), 
resulting in the next page (representing the 
next state of the application) being 
transferred to the user and rendered for 
their use."

- Roy Fielding

RESTにおける「状態」の解釈



RESTの状態遷移

Webページのリンクを通じたネットワーク：

バーチャルな状態マシン

アプリケーションでのリンクの選択：

状態遷移

ユーザに転送され表示された次のページ：

そのアプリケーションの次の状態の表現



Webページのリンクを通じたネットワーク



RESTの「状態」概念

REST アプリは、明確な状態遷移を持つ。

サーバは、本質的にstatelessである。

リソースの表現は、データとリンクを含んでい
る。

クライアントは、状態とリンクを、保持している。



RESTの「表現」概念

リソースの表現は、リソースの現在の状態を
反映するXML/HTMLドキュメントである。

リソースの表現は、コンポーネント間を転送さ
れる。

クライアントが受け取る表現によって、クライア
ントの状態が定まる。

リソースの表現には、関連するリソースへのリ
ンクが含まれることがある。



RESTの「リソース」概念

すべてのものがリソースである。

すべてのリソースは、URIによってアドレス可
能である。

リソースに対する操作は、HTTPの基本的なオ
ペレーション、Get, Put, Post, Delete に
よって定義される。



SOAPとの対比

SOAP/Webサービスのエントリーポイントは
一つのURIを持ち、リソースは、サービス固有
のアドレスを持つ

SOAPは、汎用のオペレーションを提供せず、
それぞれのアプリケーションが、独自のオペ
レーションのセットを定義する。

SOAP アプリは暗黙の状態遷移をする。メッ
セージは、データだけを含みリンクを含まない。



RESTとWS-*



WS-* の利点

産業界の標準
Security, reliable messaging, 
transactions, etc.
Metadata, business process, 
management, etc.

環境・情報の豊富さ

沢山のツールのサポート

沢山の書籍、論文、情報が利用できる



WS-* の問題点

仕様が大きくて複雑である。

デフォールトでは、webのアーキテクチャーを
乱用したり無視したりする。

RPC は、粒度が大きくなる傾向がある。



Tim Bray's WS-Pagecount
Security                                                230 pages
Reliable messaging                                  21 pages
Transactions                                           39 pages
Metadata                                               111 pages
Messaging                                             211 pages
Management                                           23 pages
Business process                                     74 pages
Specification profiles                                74 pages

Total 783 pages*

* and that's not counting XML and XML schema 
specifications, add 599 pages



RESTの利点

単純さ： XMLとHTTPだけ。

ツールや仕様への依存を最小限に出来る

Webのキャッシュが利く

単純なコマンドラインツールでデバッグが出来
る

別々のURIが、簡単に分散処理を行うことを
可能とする



RESTの問題点

WSDLのような、共通のサービスの仕様を決
めるフォーマットが無い。

UDDIのような、サービス発見の手段が無い。



REST vs. WS-*
単純さ vs. 複雑さ？

Yes, 
WS-* には、大規模で複雑な従属性がある。

No, 
いいツールは、SOAPを非常に簡単にする



REST vs. WS-*
RPC vs. “just use XML”?

Yes, 
SOAP は典型的に、RPCスタイルのWeb
サービスで利用される。

No, 
SOAPのDoc-Literalで、 “just use XML”に
出来る。



REST vs. WS-*
HTTP を適切に使うかが問題?

Yes, 
デフォールトではSOAP はHTTPを誤用してい
る。

No, 
SOAP は、RESTfulに出来る。



複雑さを考える --- Complexity 
Quanta and Platform Definition

Summary of Jim Waldo‘s Keynote at 
the 10th Jini Community Meeting
http://www.jini.org/files/meetings/tenth/vid
eo/Complexity_Quanta_and_Platform_Defin
ition.mov
http://www.jini.org/files/meetings/tenth/pr
esentations/Waldo_keynote.pdf



Jim Waldo et al.

“A Note on Distributed Computing”
（http://www.sunlabs.com/techrep/199
4/smli_tr-94-29.pdf）

ローカルなプログラミングとリモートなプ
ログラミングを、はっきりと区別すべきだ
という立場



複雑さにおける基本的な飛躍

線形実行 (SEQ) – 人生は善良でシンプルであった

マルチ･スレッド (MT) – ツールと優秀なプログラマが
MTについて考えることが必要

マルチ･プロセス (MP) – カーネルの開発者だけでな
く誰もが利用できる。実際には、MTの前に起きた。

マルチ・マシン (MM) 同一ネットワーク上の –
マルチ・プロセスと同じではないのだが、ある人たちは、
そう考えている

信頼できないマルチ・マシンたち(MMU) – 本質的に
は、Webの世界である



それぞれの段階を通り抜ける際、
我々は、何かを失う

マルチ・スレッドへ：
我々は、順序を失う（複数のことが同時に起こ
る）。これは、難しい。なぜなら、我々は、自然
には、シーケンシャルに考えるから。

マルチ・プロセスへ：
単一のコンテキスト（すなわち、我々が信頼し
うる共有コンテキスト）を失う。グローバルな状
態が、開発のあらゆるところで利用される。
（すべてをスタティックに考えよ）



それぞれの段階を通り抜ける際、
我々は、何かを失う

マルチ・プロセスからマルチ・マシンへ：
我々は、状態を失う。「システム」のグローバ
ルな状態というのは、虚構である。興味深い
分散システムには、整合的な状態というもの
は存在しない。 （Lamport: http://research. 
microsoft.com/users/lamport/pubs/pubs.html ）
分散OSのプロジェクトは、グローバルな状態
を導入しようとしたが、大々的に失敗した。

信頼できないマルチ・マシンたちへ：
誰を信ずることが出来るか分からない難しい
状況の中で、我々は信頼を失う。



しかし、我々は何かを得てきた

Seq to MT : 並列処理

MT to MP : プロセスの分離(安全を与える)
MP to MM : 独立した失敗 (何かまずいこと
が起きても、システムの部分は生きのこる)
MM to MMU : スケール (webスケール、イ
ンターネットスケール). 誰か他の人のリソース
を利用せよ（あるいは、他の誰かが、我々のリ
ソースを利用することを認めよ）



プラットフォーム
仕事をすることを可能とするもの

SEQ – バッチOSで結構。

MT – 正しさを保障するために言語の拡張が
必要である（知らないところで、システムが命
令を変更しないような保障が必要である）。



プラットフォーム
仕事をすることを可能とするもの

MP – プロセス間のコミュニケーションのメカニ
ズムが必要となる。

MM – 何がプラットフォームか明確でない。
RPC, CORBA, Jini, XML/SOAP 等を含め
ようという試み。これで充分かは明確でない。
ただ、何がプラットフォームでないかは、我々
は知っている。Gridは、MMのプラットフォーム
になろうとしている。



Grid

大部分のGridは、大規模（科学技術計算等）
に、バッチを行う試みである。ジョブをスケ
ジューリングし、個別のOSを、好きなように使
うが、プラットフォームではなく、プラットフォー
ムたちを集約する一つの方法である。プログラ
ミングとしての抽象をどう与えればいいか?
Jiniはいい試みである。ただし、その始まりに
過ぎない。Gridの外側にあるもの vs. 内側に
あるもの。外側は、信頼できず、内側は信頼で
きる。相互信頼である。



二つの非連続性

二つの非連続性 – 内側と外側
我々はそれらを、一緒にしようとしている。
すべての問題を同時に解決しようとするのは
うまく行かない。我々は、二つのソリューション
を必要としている。



WS-TransferへのRESTの影響

“This specification defines a mechanism for 
acquiring XML-based representations of entities 
using the Web service  infrastructure.”



Web Services Transfer (WS-Transfer)

W3C Member Submission 15 March 
2006
This version:

http://www.w3.org/Submission/2006/SU
BM-WS-Transfer-20060315/

Latest version:
http://www.w3.org/Submission/WS-
Transfer/



WS-Transferの目的

リソースとその表現を管理する、SOAPベース
のプロトコルを提供する。

現在のWebサービスの構造を越えた、余計な
メカニズムを最小にする。



WS-Transferの2つのエンティティ

リソース：
XMLの表現を与える、エンドポイント・リファレ
ンスによってアドレス可能なエンティティ

リソース・ファクトリー：
XMLの表現から、新しいリソースを生成するこ
とのできるWebサービス



WS-Transfer
リソース

WS-Addressingで定義されたエンドポイン
ト・リファレンスによってアドレスされ、この仕様
で定義されるGet / Put オペレーションを使っ
て、XMLで表現されるWebサービス。



WS-Transfer
リソース・ファクトリー

この仕様で定義されるCreateオペレーション
を使って、新しいリソースを生成することの出
来るWebサービス。



WS-Transferの4つのオペレーション

Put, Get:
与えられたリソースの表現を、送り、受け取る
二つのオペレーション。

Create, Delete:
リソースとそれに対応する表現を、生成、削除
する二つのオペレーション。



WS-Transfer
ベスト・エフォート

リソースの状態の管理は、サービスを提供す
るサーバの「ベストエフォート」に従属する。

クライアントがサーバからリソースを生成ある
いは更新するリクエストを受け取ったという通
知を受けた時には、そのリソースが確認され
た場所に確認された表現で存在すると、合理
的に、期待することは出来る。しかし、それは、
保障ではない。



WS-Transfer
ベスト・エフォート

サーバが、リソースの表現を変えるかもしれな
いし、リソースを丸ごと削除するかもしれない
し、削除されたリソースを復活させるかも知れ
ない。

本質的には、サービスが、リソースを生成・修
正・削除するというリクエストを処理したという
確認をしたとしても、そのことは、その確認が
なされた瞬間においてだけのコミットを意味す
るのである。



WS-Transfer         REST
リソースは、表現を持
つ

リソースは、WS-
AddressingのEPRで
アドレスされる。

基本的なオペレーショ
ンは、Get, Put, 
Delete, Create

リソースは、表現を持
つ

リソースは、URLでアド
レスされる。

基本的なオペレーショ
ンは、Get, Put, Post, 
Delete



WS-Transfer        WS-RF
リソースは、表現を持つ

リソースは、WS-
AddressingのEPRでアド
レスされる。

基本的なオペレーションは、
Get, Put, Delete, 
Create

リソースは、そのProjectionと
して、リソース・プロパティ・ド
キュメントを持つ。

リソースは、WS-Addressing
のEPRでアドレスされる。

基本的なオペレーションは、
GetResourceProperty, 
GetMultipleResourceProper
ties,SetResourceProperties
QueryResourceProperties



WS-Transfer 
Resource Operations

Get
Put
Delete



WS-Transfer 
Get オペレーション

WS-Transferの仕様は、あるリソースの表現
のその時点でのスナップショットを獲得するた
めのWebサービスの一つのオペレーション
（Get）を定義している。



WS-Transfer
Get リクエスト・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/Get

</wsa:Action>
<wsa:MessageID>xs:anyURI</wsa:MessageID>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>
…

</s:Header>
<s:Body … />

</s:Envelope>



WS-Transfer 
Get レスポンス･メッセージ
<s:Envelope …>

<s:Header …>
<wsa:Action>

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/GetResponse

</wsa:Action>
<wsa:RelatesTo>xs:anyURI</wsa:RelatesTo>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>

…
</s:Header>
<s:Body …>

xs:any
</s:Body>

</s:Envelope>



WS-Transfer
Get リクエスト・メッセージ サンプル

<s:Envelope
xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:xxx="http://fabrikam123.example.com/resource-model" >
<s:Header>
<wsa:ReplyTo>
<wsa:Address>
soap://www.fabrikam123.example.org/pullport

</wsa:Address>
</wsa:ReplyTo>
<wsa:To>soap://www.example.org/repository</wsa:To>



WS-Transfer 
Get リクエスト・メッセージ サンプル

<xxx:CustomerID>732199</xxx:CustomerID>
<xxx:Region>EMEA</xxx:Region>
<wsa:Action>

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer/Get
</wsa:Action>
<wsa:MessageID>

uuid:00000000-0000-0000-C000-000000000046
</wsa:MessageID>

</s:Header>
<s:Body/>

</s:Envelope>



WS-Transfer 
Get レスポンス・メッセージ サンプル

<s:Envelope
xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:xxx="http://fabrikam123.example.com/resource-model" >
<s:Header>
<wsa:To>soap://www.fabrikam123.example.org/pullport
</wsa:Address>
<wsa:Action>

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/GetResponse

</wsa:Action>
<wsa:MessageID>
uuid:0000010e-0000-0000-C000-000000000046

</wsa:MessageID>



WS-Transfer 
Get レスポンス・メッセージ サンプル

<wsa:RelatesTo>
uuid:00000000-0000-0000-C000-000000000046

</wsa:RelatesTo>
</s:Header>
<s:Body>
<xxx:Customer>
<xxx:first>Roy</xxx:first><xxx:last>Hill</xxx:last>
<xxx:address>123 Main Street</xxx:address>
<xxx:city>Manhattan Beach</xxx:city>
<xxx:state>CA</xxx:state>
<xxx:zip>90266</xxx:zip>

</xxx:Customer>
</s:Body>

</s:Envelope>



WS-Transfer
Put オペレーション

WS-Transferの仕様は、置き換える表現を
与えることで、リソースを更新する、Webサー
ビスの一つのオペレーション（Put）を定義して
いる。



WS-Transfer 
Put リクエスト・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/Put

</wsa:Action>
<wsa:MessageID>xs:anyURI</wsa:MessageID>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>
…

</s:Header>
<s:Body>

xs:any
</s:Body>

</s:Envelope>



WS-Transfer
Put レスポンス・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/PutResponse

</wsa:Action>
<wsa:RelatesTo>xs:anyURI</wsa:RelatesTo>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>

…
</s:Header>
<s:Body …>

xs:any
</s:Body>

</s:Envelope>



WS-Transfer
Delete オペレーション

WS-Transferの仕様は、リソースを削除する、
Webサービスの一つのオペレーション
（ Delete ）を定義している。



WS-Transfer
Delete リクエスト・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/Delete

</wsa:Action>
<wsa:MessageID>xs:anyURI</wsa:MessageID>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>
…

</s:Header>
<s:Body … />

</s:Envelope>



WS-Transfer 
Delete レスポンス・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/DeleteResponse

</wsa:Action>
<wsa:RelatesTo>xs:anyURI</wsa:RelatesTo>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>

…
</s:Header>
<s:Body …/>

</s:Envelope>



WS-Transfer
Resource Factory Operations
Create

WS-Transferの仕様は、リソースとその最初
の表現を生成する、 Webサービスの一つの
オペレーション（ Create ）を定義している。



WS-Transfer 
Resource Factory

Createリクエストを受け取ったリソース･ファクトリ
は、与えられた表現で初期化された新しいリソー
スを割り当てる。

この新しいリソースには、サービスによって決めら
れた、レスポンスのメッセージで返されるエンドポ
イント・リファレンスが指定される。



WS-Transfer 
Create リクエスト・メッセージ

<s:Envelope …>
<s:Header …>

<wsa:Action>
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/Create

</wsa:Action>
<wsa:MessageID>xs:anyURI</wsa:MessageID>
<wsa:To>xs:anyURI</wsa:To>
…

</s:Header>
<s:Body>

xs:any
</s:Body>

</s:Envelope>



WS-Transfer 
Create レスポンス・メッセージ
<s:Envelope …>

<s:Header …>
<wsa:Action>

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer
/CreateResponse

</wsa:Action>
…

</s:Header>
<s:Body …>
<wxf:ResourceCreated>endpoint-reference
</wxf:ResourceCreated>
xs:any

</s:Body>
</s:Envelope>



WS-Transfer
ResourceCreated

<s:Body>
<wxf:ResourceCreated>

<wsa:Address>
soap://www.example.org/pushport

</wsa:Address>
<wsa:ReferenceProperties>

<xxx:CustomerID>732199</xxx:CustomerID>
<xxx:Region>EMEA</xxx:Region>

</wsa:ReferenceProperties>
</wxf:ResourceCreated>

</s:Body>



Service
Requestor

Create

リソースの生成で
エンドポイント・リファレンスが返る

A
B

C

Webサービス

状態を持つリソース

エンドポイント・リファレンス



A
B

C

<wsa:EndpointReference> 
<wsa:Address>

http://someOrg.com/aWebService
</wsa:Address> 
<wsa:ReferenceProperties>

<tns:resourceID> C </tns:resourceID> 
</wsa:ReferenceProperties> 

</wsa:EndpointReference>

Service
Requestor

Webサービス

エンドポイントリファレンス

状態を持つリソース

Address要素

ReferenceProperties要素

X
Y

返されるエンドポイント・リファレンスの詳細
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WS-RT
WS-Transferの拡張

WS-Transfer は、リソースの表現について、
Get, Put, Create, Delete といったオペ
レーションを定義している。

WS-ResourceTransfer は、これらのオペ
レーションを、リソースの表現のフラグメントに
ついて操作する能力を追加することで、拡大
する。



WS-RT
フラグメント

EPRは、リソースを全体として参照するので、
リソースの表現のある部分に対する参照ない
しアクセスの為に利用される技術は、「フラグ
メント・アクセス」と呼ばれる。ここでは、リソー
スのXML表現のフラグメントがアクセスされる。

この仕様では、それによってフラグメントが同
定され計算される表現式のシンタックスを指定
するための拡張メカニズムを定義するとともに、
こうした標準的な表現式のシンタックス、「方
言」のいくつかを定義する。



WS-RT
表現式の方言

表現式は、関心のあるXMLのフラグメントへ
の論理的な「ポインタ」を形成するかも知れな
い。あるいは、方言によっては、XMLドキュメ
ントに適用されて評価された結果を生み出す、
クエリーを形成するかもしれない。



WS-RT 
QName 方言

QName 表現式方言は、リソースの表現の
ルート・エレメントの直下の子要素の参照に
Qnamaを利用する、単純な方言である。



<Disk xmlns="http://example.org/sample">
<DiskCapacity>62500000000</DiskCapacity>
<DiskFreeSpace>524182841</DiskFreeSpace>
<SerialNumber>123-F2560</SerialNumber>
<LastAuditDate>1998-05-25T13:30:15</LastAuditDate>
<Volume>

<Drive>C:</Drive>
<Label>MyDrive-C</Label>
<TotalCapacity>10000000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>6234794528</FreeSpace>

</Volume>
<Volume>

<Drive>D:</Drive>
<Label>MyDrive-D</Label>
<TotalCapacity>30000000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>26462809800</FreeSpace>

</Volume>
<Volume>

<Drive>E:</Drive>
<Label>MyDrive-E</Label>
<TotalCapacity>22500000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>16056784170</FreeSpace>

</Volume>
</Disk>



<Disk xmlns="http://example.org/sample">
<DiskCapacity>62500000000</DiskCapacity>
<DiskFreeSpace>524182841</DiskFreeSpace>
<SerialNumber>123-F2560</SerialNumber>
<LastAuditDate>1998-05-25T13:30:15</LastAuditDate>
<Volume>

<Drive>C:</Drive>
<Label>MyDrive-C</Label>
<TotalCapacity>10000000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>6234794528</FreeSpace>

</Volume>
<Volume>

<Drive>D:</Drive>
<Label>MyDrive-D</Label>
<TotalCapacity>30000000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>26462809800</FreeSpace>

</Volume>
<Volume>

<Drive>E:</Drive>
<Label>MyDrive-E</Label>
<TotalCapacity>22500000000</TotalCapacity>
<FreeSpace>16056784170</FreeSpace>

</Volume>
</Disk>



WS-RT 
Get

WS-TransferのGet オペレーションは、存在
するリソースの表現を、全体として丸ごと取得
するのに利用される。

WS-ResourceTransferは、このGetオペ
レーションを、存在する表現のフラグメントを取
得するように拡張したものである。



WS-RT 
Get with QName

<wsrt:Get Dialect="http://schemas.xmlsoap.org/
ws/2006/08/ resourceTransfer/Dialect/QName"
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Expression>

d:Volume
</wsrt:Expression>
<wsrt:Expression>

d:DiskCapacity
</wsrt:Expression>

</wsrt:Get>



<wsrt:GetResponse
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Result>

<d:Volume>
<d:Drive>C:</d:Drive>

……
</d:Volume>
<d:Volume>

<d:Drive>D:</d:Drive>
……

</d:Volume> 
……

</wsrt:Result>
<wsrt:Result>

<d:DiskCapacity>62500000000</d:DiskCapacity>
</wsrt:Result>

</wsrt:GetResponse>

WS-RT GetResponse



WS-RT 
Get with XPath 1.0

<wsrt:Get Dialect=
"http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Expression>
count( d:Volume[d:TotalCapacity > 20000000000] )

</wsrt:Expression>
</wsrt:Get>



WS-RT
GetResponse

<wsrt:GetResponse>
<wsrt:Result>2</wsrt:Result>

</wsrt:GetResponse>



WS-RT 
Put

WS-TransferのPutオペレーションは、存在
するリソースの表現に、それを置き換える
XML表現を与えることで更新するために利用
される。

WS-ResourceTransferは、このPutオペ
レーションを、存在するリソースの表現に、そ
れに置き換えるXML表現のフラグメントを与え
て更新するように拡張したものである。



WS-RT
Put

[Headers]
<wsrt:ResourceTransfer s:mustUnderstand="true"/>
[Action]
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer/Put
[Body]
<wsrt:Put Dialect=”xs:anyURI”?>

<wsrt:Fragment Mode=”Modify|Insert|Remove”>
<wsrt:Expression>xs:any</wsrt:Expression> ?
<wsrt:Value ...>xs:any</wsrt:Value> ?

</wsrt:Fragment> +
</wsrt:Put>



<wsrt:Put Dialect="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/08/
resourceTransfer/Dialect/XPath-Level-1"
xmlns:d="http://example.org/sample">
<wsrt:Fragment Mode=”Remove”>
<wsrt:Expression>
d:Volume[1]

</wsrt:Expression>
</wsrt:Fragment>
<wsrt:Fragment Mode=”Insert”>
<wsrt:Expression>

d:Volume[2]
</wsrt:Expression>
<wsrt:Value>
<d:Volume>
<d:Drive>X:</d:Drive>
<d:Label>MyDrive-X</d:Label>
<d:TotalCapacity>5000000000</d:TotalCapacity>

</d:Volume>
</wsrt:Value>

</wsrt:Fragment>
</wsrt:Put>

WS-RT Put Sample
with XPath 1.0



WS-RF
SetResourceProperties

<wsrp:SetResourcePropertiesRequest
xmlns:tns="http://example.com/diskdrive">
<wsrp:Update resourceProperty="tns:NumberOfBlocks">

<tns:NumberOfBlocks>143</tns:NumberOfBlocks>
</wsrp:Update>
<wsrp:Delete resourceProperty="tns:Manufacturer" />
<wsrp:Insert> 

<tns:someElement>42</tns:someElement>
</wsrp:Insert>

</wsrp:SetResourcePropertiesRequest>



WS-RT
Create

WS-TransferのCreateオペレーションは、表
現の初期値を与えることを通じて、リソースを生
成するために利用される。

このCreateリクエストを受け取ったリソース・
ファクトリーは、与えられた表現から新しいリ
ソースを初期化し、割り当てる。

この新しいリソースは、レスポンス・メッセージで
返されるファクトリー・サービスが決める、エンド
ポイント・リファレンスを指定される。



WS-RT
Create 

[Headers]
<wsrt:ResourceTransfer s:mustUnderstand="true"/>
[Action]
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer/Creat
e
[Body]
<wsrt:Create Dialect=”xs:anyURI”?>

<wsmex:Metadata>resource metadata
</wsmex:Metadata> ?
<wsrt:Fragment>

<wsrt:Expression>xs:any</wsrt:Expression> ?
<wsrt:Value ...>xs:any</wsrt:Value>

</wsrt:Fragment> *
</wsrt:Create>



WS-RT 
CreateResponse

[Headers]
<wsrt:ResourceTransfer/>
[Action]
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/transfer/
CreateResponse
[Body]
<wxf:ResourceCreated>

wsa:EndpointReferenceType
</wxf:ResourceCreated>



WS-RT 
Example CreateResponse

<wxf:ResourceCreated>
<wsa:Address>

http://www.example.org/diskport
</wsa:Address>
<wsa:ReferenceParameters>

<xyz:ManagedResource>
44355

</xyz:ManagedResource>
</wsa:ReferenceParameters>

</wxf:ResourceCreated>



WS-RT 
Metadata 

リソースは、リソースが生成されたとき指定さ
れうる、そのリソースに関連したメタデータを持
つことが出来る。

リソースは、生成されてから、このメタデータへ
のアクセス法を提供することがある。あるリ
ソースのメタデータの一部は、複製可能かもし
れない。



<wsmex:Metadata>
<wsmex:MetadataSection Dialect="http://schemas.

xmlsoap.org/ws/2006/08/resourceTransfer">
<wsrt:Metadata>

<wsrt:Lifetime>
<wsrt:TerminateAt>

<wsrt:TerminationTime>
2006-04-11T12:00:00Z

</wsrt:TerminationTime>
<wsrt:CurrentTime>

2006-04-10T10:00:54Z
</wsrt:CurrentTime>

</wsrt:TerminateAt>
</wsrt:Lifetime>

</wsrt:Metadata>
</wsmex:MetadataSection>

</wsmex:Metadata>

Metadata



WS-RT 
Lifecycle metadata

それぞれのリソースは、その中でリソースが生
成され破棄される、異なったライフサイクルを
持つ。

リソースのあいだでは、破棄されたリソースと、
生成されなかったリソースとは、区別が無い。



WS-RT
Resource lifecycle metadata

<wsrt:Lifetime>
( <wsrt:TerminateAt>

<wsrt:TerminationTime>  xs:dateTime
</wsrt:TerminationTime>
<wsrt:CurrentTime>         xs:dateTime
</wsrt:CurrentTime>

</wsrt:TerminateAt> |
<wsrt:TerminateAfter>       xs:duration
</wsrt:TerminateAfter> |
<wsrt:TerminateAfterIdle> xs:duration
</wsrt:TerminateAfterIdle> )

</wsrt:Lifetime>



WS-RT
Expression Dialect metadata

リソースは、異なった表現式方言をサポートで
きる。

リソースは、どの方言をサポートするかを、そ
のリソースのメタデータを通じて宣言できる。



WS-RT 
Resource expression metadata

<wsrt:SupportedDialect DialectName="xs:anyURI">
<wsrt:SupportedOperation

OperationName="xs:anyURI">
<wsrt:SupportedPutMode>

ModeType
</wsrt:SupportedPutMode> *
<wsrt:MultipartLimit>

xs:positiveInteger
</wsrt:MultipartLimit> ?

</wsrt:SupportedOperation> *
</wsrt:SupportedDialect>



WS-RT
Fault

WS-ResourceTransferのfaultsは、
[Action] propertyとして、次のfaultアクショ
ンを含まなければならない。

URI:http://schemas.xmlsoap.org/ws/
2006/08/resourceTransfer/fault



<s12:Fault>
<s12:Code>

<s12:Value>[Code]</s12:Value>
<s12:Subcode>

<s12:Value>[Subcode]</s12:Value>
</s12:Subcode>

</s12:Code>
<s12:Reason>

<s12:Text xml:lang="en">[Reason]</s12:Text>
</s12:Reason>
<s12:Detail>

[Detail]
...

</s12:Detail>
</s12:Fault>

SOAP 1.2 fault



<s11:Fault>
<faultcode>

[Subcode]
</faultcode>
<faultstring xml:lang="en">

[Reason]
</faultstring>
<detail>

[Detail]
...

</detail>
</s11:Fault>  

SOAP 1.1 fault



WS-RT
基本的なFaultたち (1)

wsa:DestinationUnreachable
wsa:EndpointUnavailable
ConcurrencyFault
UnsupportedDialectFault
InvalidExpressionFault
GetFault
ResourceValidityFault
FragmentAlreadyExistsFault



WS-RT
基本的なFaultたち (2)

PutFault
PutModeUnsupportedFault
CreateFault
InvalidMetadataFault
MultipartLimitExceededFault
InvalidPutSyntaxFault





現在のweb2.0論の方向を決めた報告







Where the 
Metal Meets 
the Web



What Keeps the Web 
Running?

THEN



What Keeps the Web 
Running?

NOW



Who Is Rackable Systems?

Leading provider of X86 open 
architecture servers & 

storage for large-scale data 
centers.

Fastest growing X86 (Intel, AMD) server 
vendor in the world
4th largest X86 provider in North America 
(IDC)
IPO’d June 10 (first server IPO in 5 years)
Sample deployment = 8,000 servers in one 
data center



Huge Market Size

Servers 
2005:  $15 billion spend on data center 
X86 servers
2005:  4 million units expected to ship
Approximately 1/3 of that spend is for 
the Web

Storage
By 2008:  $7.5 billion spend on high 
capacity, low cost storage Source: IDC, Rackable Systems estimates



What Does It Take?



Space, Power, Cooling
Space

Big Web sites require thousands or tens of 
thousands or hundreds of thousands of 
servers
Data centers are expensive to build and 
operate: compute power per square foot is 
key

Power 
Google:  13 data centers with 100,000–
200,000 servers?
Our estimate:  $25 to $50 million per year 
just to power the servers; another 60% ($15-
30 million) for HVAC.  Total could be as high 



Why Are We Different?

HIGHER DENSITY  
We put 88 servers in 8 
square feet (that’s 176 
Intel or AMD CPUs)
Twice our competitors’
rack mount solutions; 
typically >= blades

MORE EFFICIENT POWER 
USE
10-30% power savings 
using DC power



Predictions

All computing will trend toward 
Internet-style computing; Internet is 
in its infancy

Think phones moving to the Web
Think online travel

Web facing storage will become as 
important as Web facing servers 

Video, music, email, etc.
Post-bubble overcapacity in the data 
center market will be gone within 2 
years
Price/performance/watt will drive 



Web 2.0 summit 2006

インフラとしてのインターネット

Web2.0を支えるシステム



Web2.0 Summit
2006



Web-Scale Computing
November 8, 2006



October 2006
“The client you download may just seem like a 
5-minute nuisance to you. Magnified ten 
thousand times, it becomes a severe issue for 
our webservers…We have elected to move the 
client download over to Amazon’s S3 
service…on the webserver, we can all breathe 
a sigh of relief.”

– Second Life Official Blog
(Jeff Linden)





Web 2.0 Conference
High Order Bit
It's all about the infrastructure

Debra Chrapaty
Corporate VP, Global Foundation 
Services
Microsoft Corporation
debrac@microsoft.com
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A Secret Google Discovered 
Along the Way…

Marissa Mayer
Web 2.0 Summit
November 2006



SPEED

“ajax applications”



Cloud
Google File System とAmazon S3/EC2

稚内北星学園大学

丸山不二夫



Agenda

What is Cloud?
Grid/SOAとCloud

Sunの戦略

Google File System et al.
Amazon S3/EC2



Cloudとは何か？

Internet “Cloud”というのは、昔からある言
葉である。ただ、空からサービスが降ってくる
時代の始まりとともに、Cloudは、ネットワーク
の脇役から主役に踊りだそうとしている。



小さなCloud



Request

Response

invoke

小さなCloud



大きな “Cloud”



Cloud という偉大な経験

世界中の人々が、いつもインターネットの
cloudにつながっていると信じています。

それはまさに、我々が望んでいたことです。
我々の顧客は、望んだものを、望んだ時間に、
望んだデバイス上で得ることが出来るのです。

我々の顧客は、サービスや情報がcloudから
来ると考えています。-- この経験こそ、まさに、
我々が彼らに持たせようとしたものなのです。

“It's All About the Infrastructure”, Web2.0 Summit
Debra Chrapaty, MicroSoft



Cloudの実体

ネットワークのインフラ

多数のサーバ

データセンタ



End User
San Francisco

Datacenter 1

CAUTION 
Datacenter 

Heavily Loaded

ACCEPTED
Processing query

Datacenter 2

A Secret Google Discovered
Along the Way、
Web2.0 Summit
Google、Marissa Mayer 



Load Balancer

Results Page

Google
Web Server

Load 
Balancer

Google
Web ServerMixer

Ads + 
WebSearch Mixer

“lightning-fast Ajax”



End User
San Francisco

Datacenter 2



Grid/SOAとCloud

Cloudがサービスを提供するという考えは、
Gridがサービスを提供するという考えと、基
本的には、同じものである。



1998年
The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure

Ian Foster 



「電力グリッド」とのアナロジー

電気を使う時、我々は、電気がどこで作られた
ものなのかを意識する必要はない。正確に言え
ば、それを知ることは出来ない。
大事なポイントは、我々は、電力会社に対して
電気供給という「サービス」を要求しているとい
うこと。
電力グリッドは、発電や送電の細部を利用者に
は隠しながら、同時に、簡単なインターフェース
で、安定した電力サービスを提供することを可
能にしている。



Gridとは？

ネットワーク上で複数のマシンが仮想的な組
織を形成して協調動作し、ユーザ（主体）に
ネットワークを通じて一つのまとまりのある
サービスを提供する時、その提供者をGridと
呼ぶ。

Gridサービスの利用者は、Gridにサービスの
提供を要求するだけで、Grid内部での処理に
関心を持たない。



I.FosterによるGridの定義

ネットワーク上のノードを......集中管理する
のではなく、異なった管理のもとにあるリ
モート・リソースやリモート・ユーザを、ネッ
トワーク上で統合し協調させることを目指
したシステムをGridと呼ぶ

密なクラスターではなく、疎な結合 ○
異なった管理のもとにある？ ×

GridとCloud



Gilderの奇妙な予想

Gilderの法則の、Gilderはコンピュータの未
来について興味ある予想を立てた。Cloudの
経験は、彼の奇妙とも思えた予想が現実のも
のとなったと考えることが出来る。



ネットワークの進化(Gilder則)
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ギルダーの予想

ネットワークがコンピュータの内部バスと
同じぐらい早くなれば、マシンは、特定
の目的を持ったデバイスのあつまりへと
ネットワーク上で分解するだろう。



Azul
Network Attached Processing 

10G Ether



CISCO / Topspin 
Programmable Server Switch

InfiniBand



http://www.sun.com/events/sas2007/docs/01_schwartz_sas_07.pdf 





























The Google File System et Al.

GFS
Chubby
BigTable
MapReduce



The Google File System et Al.

Google File System
Chubby Lock Service for Loosely-
Coupled Distributed Systems 
Bigtable: A Distributed Storage 
System for Structured Data 
MapReduce: Simplified Data 
Processing on Large Clusters 



The Google File System

GFSの特徴

GFSデザインの概観



GFSの特徴

第一。コンポーネントの失敗は、例外というよりは、
通常のことである。

第二。ファイルは、伝統的な標準から見ると巨大
である。マルチ・ギガ・ファイルは、普通である。

第三。ほとんどのファイルは、既存のデータを上
書きするのではなく、新しいデータを追記して変化
する。

第四。アプリケーションとファイル・システムのco-
designは、フレキシビリティを高めて、システム全
体にとってメリットがある。



マシンがおちるのは、普通のことである

ファイル・システムは、数百、時には、数千もの
ストレージ・マシンから構成されている。これらの
マシンは、安価などこでも手に入る部品から構
築されて、おなじくらい多数のクライアント・マシ
ンによってアクセスされる。

ですから、恒常的なモニタリング、エラーの検出、
誤りに対する強さ、自動的な回復機能が、シス
テムに統合されている必要がある。



巨大なファイル

急速に大きくなってゆく、数十億のオブジェクト
からなる数テラ・バイトのデータセットを、定期
的に扱っていると、ファイルシステムがそれを
サポートしているにしても、大体KBサイズの
数十億のファイルを管理するのは、扱いにくい
ものである。

その結果、I/O操作やブロックサイズに関する
デザインの想定やパラメータは、再検討されな
ければならなかった。



新しいデータの追記

実践的には、ファイル内のランダムな書き込みは
存在しない。

ひとたび書き込まれると、ファイルは読まれるだ
けである。しかも、しばしば、シーケンシャルに読
まれるだけである。

巨大なファイルへのこうしたアクセス・パターンが
与えられると、追記は、パーフォーマンスの最適
化と、データの単一性（atomicity）保障の焦点
となる。一方、クライアントの中でのデータ・ブロッ
クのキャッシュは、魅力を失う。



Co-designing

例えば、我々は、アプリケーションに面倒な負
担をかけることなしに、ファイル・システムを、
大幅に単純化するために、 GFSの整合性の
モデルを緩めたのだ。

我々は、アトミックな追記操作を導入したが、
それによって、複数のクライアントが、それら
の間で余分な同期を取ることなく、同時に、あ
るファイルへの追記が可能である。



GFSデザインの概観

Assumptions
Interface
Architecture
Single Master

Chunk Size
Metadata
Consistency Model



基本的な想定

システムは、安価な、どこでも手に入る、よく落
ちるマシンから構成されている。

システムはかなりの数の巨大なファイルを格
納している。典型的には、100MBかそれ以上
の大きさのファイル数百万個を想定している。

作業は基本的には二種類のReadを想定して
いる。大規模なストリームのReadと、小規模
なランダムReadである。



基本的な想定

仕事には、ファイルにデータを追加する、沢山
の巨大なシーケンシャルなwriteもある。

システムは、同一のファイルに複数のクライア
ントが同時に書き込むことを許すように、うま
いセマンティックスを効率的に実装しなければ
ならない。

遅延をなくすことよりも、高速な帯域を維持す
ることのほうが重要である。



GFSのファイルInterface
基本操作

GFS は、他のファイルシステムとよく似たイン
ターフェースを提供する。ただ、POSIXのよう
な標準的なインターフェースを実装しているわ
けではない。

ファイルは、階層的にディレクトリに組織されて、
パス名で指定される。

次のような通常の操作がサポートされている。
create, delete,open, close, read, 
write である。



GFSのファイルInterface
snapshotと record append

それに加えて GFSは snapshotと record 
append の命令を持っている。

Snapshot は、安価に、ファイルあるいはディ
レクトリのコピーを生成する。

Record append は、それぞれ独立のクライ
アントの追記のアトミシティを保障しながら、複
数のクライアントが同一のファイルにデータを
追記することを許す。



GFSのArchitecture
chunk

GFSのクラスタは、一つのマスタと複数の
chunkserversから構成され、 複数のクライ
アントによってアクセスされる。

ファイルは、固定長のchunkに分割される。

それぞれのchunkは、chunkの生成時にマ
スターによって割り当てられた、変化しないグ
ローバルにユニークな64ビットのchunk
handleによって同定される。

chunkサイズは、６４MBである。



GFSのArchitecture
Replica

Chunkserversは、ローカル・ディスクにLinux
のファイルとしてchunkを格納している。また、
Chunkserverは、chunk handleとバイトの範
囲で指定されたchunkデータを読み書きする。

信頼性を高めるのために、それぞれのchunk
は、複数のchunkserver上に複製が作られる。

デフォールトでは、三つのレプリカに格納される。
ユーザは、ファイルの名前空間の異なるところ
では、異なった複製のレベルを指定できる。



GFSのArchitecture
マスターの役割

マスターは、全てのファイルシステムのメタデータ
を管理している。

このメタデータには、名前空間、アクセス・コント
ロールの情報、ファイルからchunkへのマッピン
グ、chunkの現在の場所が含まれている。

マスターは、chunkのリースの管理や、孤立した
chunkのガーベージ・コレクションや、
chunkserver間でのchunkの移動などの、シス
テム・レベルの活動をコントロールしている。.
マスターは、定期的に、HeartBeatメッセージを
通じて、それぞれのcunkserverとコミュニケー
ションしている。



Architecture
マスターとchunkserver

GFSの、それぞれのアプリケーションにリンク
されたコクライアントのコードは、ファイル・シス
テムのAPIを実装して、アプリケーション用に
データを読み書きするために、マスター、
chunkserverとコミュニケートする。

クライアントは、マスターとメタデータの操作の
ために相互に交渉するが、データにかかわる
コミュニケーションは、直接にchunkserverと
行う。



Single Master

一つのマスターを持つことは、デザインを大い
に簡単なものにし、マスターが、グローバルな
知識を用いて、うまいchunkの配置や、複製
の決定を行うことを可能にした。

クライアントは、マスターを通じては、ファイル
を読み書きしない。そのかわり、クライアントは、
マスターに、どのchunkserverとコンタクトす
べきかを問い合わせを行う。

クライアントは、時間の制限のために、この情
報をキャッシュして、その後の操作では、直接
にchunkserverと交渉する。



Metadata

マスターは、次の三つのタイプのメタデータ

を保持している。

ファイルとChunkの名前空間

ファイルからChunkへのマップ

Chunkの複製の場所



GFS Architecture



Googleの他の分散システム

Chubby Lock Service
Bigtable
MapReduce



Chubby Lock Service

Chubbyロックサービスは、疎結合する分散
システムに対して、（容量は小さいが）信頼性
の高いストレージと、粒度の粗いロックを提供
しようとするものである。

Chubby は、分散ファイルシステムにアドバイ
ザリ・ロックによく似た、インターフェースを提
供する。もっとも、そのデザインは、パフォーマ
ンスの高さを犠牲にしても、可用性と信頼性を
強調したものとなっている。



Chubby Lock Service

このサービスのインスタンスは、数年にわたっ
て利用され、それのうちのあるものは、同時に
数万ものクライアントを扱ってきた。

この論文では、当初のデザインと期待されて
いた利用法について述べ、実際の利用法と比
較する。そして、こうした違いに適合するため
に、デザインがどのように修正されねばならな
かったかを説明する。



Bigtable

Bigtable は、数千台のサーバ上のペタバイト
単位の非常に大きなサイズにまでスケールす
るようにデザインされた、構造化されたデータ
を管理する、分散ストレージ・システムである。

Googleの多くのプロジェクトは、Bigtableに
データを格納している。Webのindexing, 
Google Earth, Google Finance等がそう
である。これらのアプリケーションは、データの
サイズに関しても、遅延に対する要求でも、全
く異なる要求をBigtableに課している。



Bigtable

こうした様々な要求にもかかわらず、
Bigtableはこれら全てのGoogle製品に対し
て、柔軟で、ハイ・パフォーマンスのソリュー
ションを提供するのに成功してきた。

この論文では、Bigtableによって提供される
単純なデータモデルについて述べ、それが
データのレイアウトやフォーマットについて、ク
ライアントがダイナミックにコントロールできる
ことを示す。また、Bigtableのデザインと実装
について述べる。



Bigtable



Bigtable



MapReduce

MapReduce はプログラミング・モデルで、大
規模なデータ・セットの処理・生成に関連した
実装である。

ユーザは、 key/value のペアを処理して、中
間的なkey/value ペアの集合を生成する
map関数を定義する。そして、同じ中間的な
キーに関連した、全ての中間的な値をマージ
するreduce関数を定義する。

実世界の多くの仕事が、この論文で示すよう
に、このモデルで表現されうる。



MapReduce



MapReduce

この関数型のスタイルで書かれたプログラム
は、自動的に並列化され、安価なマシンの大
規模なクラスタで実行される。

実行時のシステムが、入力データの分割の詳
細、マシン群でのプログラム実行のスケジュー
リング、マシンの故障への対応、必要なマシン
間のコミュニケーションの管理の面倒を見る。

これによって、並列・分散のシステムの経験が
ないプログラマも、簡単に大規模な分散システ
ムのリソースを利用することが出来るようにな
る。



MapReduce

我々の MapReduceの実装は、 安価なマシ
ンの大規模なクラスタの上で走り、非常にス
ケーラブルである。典型的なMapReduceの
計算は、数千のマシン上の数テラバイトの
データを処理する。

プログラマには、このシステムは使いやすいも
のである。数百のMapReduceプログラムが
実装され、千以上のMapReduceジョブが、
Googleのクラスター上で毎日実行されている。



Amazon S3/EC2

Amazonは、これまでのオンライン・ショップ、
Amazon Web ServiceのAPI提供に加えて、
昨年度から、”Web-Scale Computing”とい
う新しい取り組みをスタートさせ、Cloud 利用
の先頭を走っている。 その中核がS3/EC2で
ある。



Amazon S3/EC2

Amazon Simple Storage Service (S3)
Storage in the cloud
ネット上でストレージを貸し出す

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Compute capacity in the cloud
ネット上でコンピュータを貸し出す



Real Computingから
Cloud Computingへ



Amazon S3/EC2



Amazon S3

Cloudの中のストレージ

WebサービスのAPIを通じての
プログラム

簡単

高速

高信頼性

非常に安価



Amazon EC2

Cloudの中のコンピュータ

数分で、マシン数を増減できる

開発者は、自分のマシンのインスタンスを
コントロールする

非常に安価

Amazon S3との統合



Amazon S3/EC2の値付け

Amazon S3
使っただけ払う。最小費用・初期費用なし。

$0.15 / GB-月 ストレージ使用について

$0.20 / GB データ転送について

Amazon EC2
使っただけ払う。最小費用・初期費用なし。

$0.1 / マシン-時間

$0.20 / GB インターネットとのデータ転送

$0.15 / GB Amazon S3とのデータ転送



10001,5001,000K
2002,000472J

292,00084,00073,500I
160,00047,25042,000H

2003,150263G
5120840F

20,971015,750E
3009,0005,000D
501,000700C

1,50019,95042,000B
60019,95023,100A

Disk容量Mb 初期設定料月額利用料

レンタルサーバー料金サンプル



Amazon S3

Strage in the cloud



Amazon S3の基本機能

１バイトから５Gバイトまでのデータを含むオブジェクト
の読み、書き、削除。格納できるオブジェクトの数に
は制限が無い。

それぞれのオブジェクトは、開発者が指定したユニー
クなキーによって読み書きされる。

認証の機能と、アクセス・コントロールの機能が備
わっている。

RESTとWebサービス、両方のインターフェースが提
供されている。

標準のプロトコルはHTTPだが、BitTorrent のイン
ターフェースも用意されている。



Amazon S3の基本構造

Object
Bucket
Key ユニーク

基本Map : Bucket + Key               Object

Buckets グローバルな名前空間：100個まで

Objects数 制限なし



Bucketを作る

PUT /[bucket-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:15 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com 

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: VjzdTviQorQtSjcgLshzCZSzN+7CnewvHA+6sNxR3V
RcUPyO5fmSmo8bWnIS52qa 
x-amz-request-id: 91A8CC60F9FC49E7 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:15 GMT 
Location: /[bucket-name] 
Content-Length:0 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 



Bucketを作る

Response response = 
conn.createBucket("[bucket-name]", null); 

if (response.connection.getResponseCode() == 200) { 
// bucket was created 

} else { 
// something bad happened 

} 



Objectを書き込む（Request）

PUT /[bucket-name]/[key-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:16 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com 
Content-Length: 14 
x-amz-meta-title: my title 
Content-Type: text/plain 

this is a test 



Objectを書き込む（Response）

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: wc15E1LUrjDZhNtT4QZtsbtadnOMKGjw5QTxkR
DVO1owwbA6YoiqJJEuKShopufw 
x-amz-request-id: 7487CD42C5CA7524 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:16 GMT 
ETag: "54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938" 
Content-Length: 0 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 



Objectを書き込む

# simple object put 
conn.put("[bucket-name]", "[key-name]", 

S3::S3Object.new("this is a test")); 

# put a more complex object with some 
# metadata and http headers. 
$conn->put(

"[bucket-name]", 
"[key-name]", 
S3::S3Object.new("this is a test", 

{ "title" => "my title" }), 
{ "Content-Type" => "text/plain" }) 



Objectを読む（Request）

GET /[bucket-name]/[key-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:18 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com 



Objectを読む（Response）

HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: FbGpiykb9oJEdJd0bcfwkL6S3lc06X0y7XSeA
/GWyRdvlNEZ0irthljxKoeGFfB6 
x-amz-request-id: 9298531013923634 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:18 GMT 
Last-Modified: Wed, 08 Mar 2006 04:06:16 GMT 
ETag: "54b0c58c7ce9f2a8b551351102ee0938" 
x-amz-meta-title: my title 
Content-Type: text/plain 
Content-Length: 14 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 

this is a test



Objectを読む

GetResponse response = 
conn.get("[bucket-name]", "[key-name]", null); 

String value = response.object.data; 
Map metadata = response.object.metadata; 
List values = (List)metadata.get("title"); 
String title = (String)values.get(0); 

response = conn.get("[bucket-name]", "[key-name]"); 
data = response.object.data
metadata = response.object.metadata
title = metadata["title"] 



Objectを削除する

DELETE /[bucket-name]/[key-name] HTTP/1.0
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:19 GMT 
Authorization: AWS [aws-access-key-id]:[header-signature] 
Host: s3.amazonaws.com

HTTP/1.1 204 No Content 
x-amz-id-2: RvtfYQa0bFoavLma0eYJ1tgK17N/N6AWs6
VQOUBSdzNTXwTL5W9BGIxt+D6gK+7I 
x-amz-request-id: 6F7B7DB829785419 
Date: Wed, 08 Mar 2006 04:06:19 GMT 
Connection: keep-alive 
Server: AmazonS3 



Objectを削除する

Response response = 
conn.delete("[bucket-name]", "[key-name]", null); 

if (response.connection.getResponseCode() == 204) { 
// object was deleted 

} else { 
// something bad happened 

} 

conn.delete("[bucket-name]", "[key-name]"); 
if response.http_response.status == 204 

# object was deleted 
else 

# something bad happened 
end



S3 Backup



S3 Backup



Amazon EC2

Compute capacity in the cloud



Amazon EC2の機能

バーチャルなコンピュータ環境を提供する。

利用するマシンを調達するのに、Webサービ
スのインターフェースが使える。

ユーザが、カスタマイズした専用環境をマシン
にロードできる。

そのマシンのネットワーク上でのアクセス権限
を設定できる。

設定したイメージを、多くのマシンにも少数の
マシンにも、必要に応じて走らせることが出来
る。



Amazon Machine Image (AMI)

EC2を使うためには、Amazon Machine 
Image (AMI) を作成する必要がある。

AMIは、ユーザのアプリケーション、ライブラ
リー、データと設定用の情報を含んでいる。

あらかじめ設定されたテンプレートのAMIを利
用することも可能である。この場合は、面倒な
設定抜きで、すぐ動作させられる。



Amazon Public Images
あらかじめ提供されているAMI

Amazon Public Images - Fedora Core 4: 
Developer 
Amazon Public Images - Fedora Core 4: 
Apache and MySQL
Amazon Public Images - Fedora Core 4: 
MySQL
Amazon Public Images - Fedora Core 4: 
Apache 
Amazon Public Images - Fedora Core 4: 
Base 
Amazon Public Images - Getting Started 
Guide 



Amazon Public Images以外で
提供されているAMI

Debian Etch Base Image
Small Debian 3.1 Base Image
Gentoo Linux Public Image
Windows Server 2003 on Fedora Core 
6 [Qemu] V.1.1 
CentOS 4.4 Base Image 
Fedora Core 6 Lite Base Image 
Ubuntu 6.10 Public Image 



Amazon EC2 と Amazon S3

Amazon EC2のAMIは、Amazon S3にアッ
プロードできる。

EC2は、簡単にAMIをS3にストアするツール
を提供する。

S3は、安全で信頼性の高い高速な、AMIのレ
ポジトリを提供する。



AMIとInstance

Amazon Machine Imageは、暗号化され、
S3に格納されたファイルである。それは、
bootに必要な情報と、ユーザのソフトウェア全
ての情報を含んでいる。

AMIに基づいて起動されたそれぞれのシステ
ムは、Instanceと呼ばれる。同じAMIから作
られた全てのインスタンスは、同一の動作をす
る。インスタンスの情報は、インスタンスが終
了した時、失われる。



可変性 Elastic 

EC2は、数分のうちに利用できるマシンのイン
スタンスの数を増減できる。

一つ、数百、ある場合には、数千ものサーバ
のインスタンスを、同時に使用できる。

これらの操作は、全てWebサービスのAPIで
コントロールされているので、アプリケーション
自身が必要に応じて、自動的にサーバの数を
増減することが出来る。



Root権限とマシン・スペック

サーバのインスタンスに対して、完全なコント
ロールが可能である。

ユーザは、それぞれのインスタンスに対して
rootの権限を持っている。

1.7Ghz x86 processor
1.75GB of RAM
160GB of local disk
250Mb/s of network bandwidth



基本的な操作

アカウントの設定：
Amazon EC2にサインして、認証に必要な証
明書類を取得する。

ツールの設定とインスタンスの起動：
インスタンスを起動し管理するためのツールを
利用する。

イメージの生成：
既存のインスタンスから、新しいAMIを生成す
る。



アカウントの設定

Amazon S3とのサインアップ。
AMIは、S3にストアされ、そこからインスタン
スにロードされる。EC2を動かすには、S3が
必要である。

Amazon EC2とのサインアップ。
コマンドライン・ツールを動かすために、X509
証明書が必要になる。



ツールの設定

コマンドライン・ツールの取得。

コマンドライン・ツールのホーム、環境設定。
C:¥> set EC2_HOME=<path-to-tools>
C:¥> set PATH=%PATH%;%EC2_HOME%¥bin

コマンドライン・ツールへの証明書の設定。
C:¥> set EC2_PRIVATE_KEY=c:¥ec2¥pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem
C:¥> set EC2_CERT=c:¥ec2¥cert-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem



インスタンスの起動

適当なAMIを見つける。
PROMPT> ec2-describe-images -o self -o amazon

キー・ペアを生成する。
PROMPT> ec2-add-keypair gsg-keypair

インスタンスの起動
PROMPT> ec2-run-instances ami-5bae4b32 -k 
gsg-keypair



イメージの生成

バンドリングの準備

バンドリング
# ec2-bundle-vol -d /mnt -k ~root/pk-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem
-c cert-
HKZYKTAIG2ECMXYIBH3HXV4ZBZQ55CLO.pem
-u 495219933132 -s 1536

AMIのS3へのアップロード
# ec2-upload-bundle -b <your-s3-bucket> -m 
/mnt/image.manifest.xml -a <aws-access-key-
id> -s <aws-secret-access-key>



Amazon S3/EC2


