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「データセンターの仮想化」

データセンターデータセンターデータセンターデータセンターをををを仮想化仮想化仮想化仮想化するするするする？？？？

データセンターデータセンターデータセンターデータセンターのののの中中中中でででで仮想化技術仮想化技術仮想化技術仮想化技術をををを使使使使うううう？？？？



Success Story： Animoto.com

静止画静止画静止画静止画やややや動画動画動画動画をををを音楽音楽音楽音楽とととと共共共共ににににアップロードアップロードアップロードアップロードするとするとするとすると「「「「クールクールクールクール」」」」ななななビビビビ
デオクリップデオクリップデオクリップデオクリップをををを自動的自動的自動的自動的にににに生成生成生成生成するするするするサービスサービスサービスサービス

http://animoto.com

Facebookで大ヒット

数十台から数千台数千台数千台数千台へ数日のうちに規模を拡大
http:/blog.rightscale.com/2008/04/12/animoto-facebook-scale-up/



クラウドコンピューティング

•管理が不要
•可用性が高い
•スケールによる低価格



Amazonのクラウド

Amazon will be like a book store that sells Amazon will be like a book store that sells Amazon will be like a book store that sells Amazon will be like a book store that sells concaineconcaineconcaineconcaine
out the back door. Books will be just a front to sell out the back door. Books will be just a front to sell out the back door. Books will be just a front to sell out the back door. Books will be just a front to sell 
storage and cloud computingstorage and cloud computingstorage and cloud computingstorage and cloud computing....．．．．

2008/4/18 – http://blogs.zdnet.com/BTL/?=8471

すでにすでにすでにすでに，，，，Amazon Amazon Amazon Amazon ののののクラウドクラウドクラウドクラウド系系系系サービスサービスサービスサービスののののトラフィックトラフィックトラフィックトラフィック
ははははリテールサービスリテールサービスリテールサービスリテールサービス（（（（本本本本などなどなどなど））））ののののトラフィックトラフィックトラフィックトラフィックをををを上回上回上回上回ってってってって
いるいるいるいる．．．．

Amazaon はははは裏口裏口裏口裏口ででででコカインコカインコカインコカインをををを売売売売っているっているっているっている本屋本屋本屋本屋のようになるのようになるのようになるのようになる

だろうだろうだろうだろう．．．．本本本本はははは，，，，裏裏裏裏ででででストレージストレージストレージストレージややややクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングクラウドコンピューティングをををを
売売売売るためのるためのるためのるための，，，，表向表向表向表向きのきのきのきの顔顔顔顔にににに過過過過ぎなくなるぎなくなるぎなくなるぎなくなる．．．．



2段階の「データセンター仮想化」



発表の概要

データセンターデータセンターデータセンターデータセンター内仮想化内仮想化内仮想化内仮想化

計算機仮想化とそのメリット

さまざまな計算機仮想化技術

データセンターデータセンターデータセンターデータセンター仮想化仮想化仮想化仮想化

クラウドコンピューティングの現在



仮想化とは – 抽象化と仮想化
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仮想化とは – 抽象化と仮想化

コンテナ

アプリ

ＯＳ

ハードウェア

コンテナ

アプリ

ＯＳ

ハードウェア

仮想化層

コンテナ

アプリ

ＯＳ

ハードウェア

仮想化層



なぜ仮想化？

コストコストコストコストのののの削減削減削減削減

ハードウェア保有コスト，リスク

管理コスト

仮想化仮想化仮想化仮想化のののの効果効果効果効果

サーバ集約
ハードウェア量削減 → 保有コスト低減

少人数での管理が可能に → 管理コスト低減

実資源と計算機の分離
マイグレーション

より効率的な運用が可能に → 管理コスト低減



なぜ仮想化するのか？

ハードウェアコストハードウェアコストハードウェアコストハードウェアコスト削減削減削減削減
集約によるメリット

管理管理管理管理コストコストコストコスト削減削減削減削減
ハードウェアの数の削減

管理する対象が減れば楽に
なる

ハードウェアからの分離
ハードウェアとシステムの
マッピングを自由に変更でき
る
ハードウェアのメンテナンス

ハードウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

仮想化層
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ソフトウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

ハードウェア

ミドルウェア

ソフトウェア

仮想化層

ハードウェア

仮想化層

ハードウェア



仮想化の背景

計算機計算機計算機計算機のののの性能性能性能性能ととととサーバサーバサーバサーバにににに要請要請要請要請されされされされ
るるるる性能性能性能性能ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチ

計算機性能はムーアの法則で
向上

プロセスの微細化
マルチコア
マルチチップ

サーバに要請される性能はそれ
ほど向上していない

ネットワーク性能が向上しないか
ら？

恒常的恒常的恒常的恒常的にににに余剰余剰余剰余剰

解離

要求性能

実際の
性能



仮想化の背景(2)

サーバサーバサーバサーバにににに要請要請要請要請されるされるされるされる性能性能性能性能のののの時間変動時間変動時間変動時間変動

24時間，7日単位の変動

昼休みに負荷集中，など

サービスインからサービスアウト
にかけての長期的変動

サービスイン直後は高負荷

負荷負荷負荷負荷のののの不均衡不均衡不均衡不均衡



サーバの集約

複数複数複数複数ののののサーバサーバサーバサーバをををを一一一一つのつのつのつの物理資源物理資源物理資源物理資源でででで提供提供提供提供

負荷の平準化

スループットを維持したままHWコストの低減を実現



サーバの集約（２）

負荷負荷負荷負荷がががが恒常的恒常的恒常的恒常的にににに低低低低いいいいサーバサーバサーバサーバをををを一一一一つのつのつのつの物理資源物理資源物理資源物理資源でででで提供提供提供提供
管理コストの低減
レガシーＮＴサーバをＰ２Ｖ変換で仮想化， 集約



ライブマイグレーション

稼動中稼動中稼動中稼動中のののの仮想計算機上仮想計算機上仮想計算機上仮想計算機上ののののシステムシステムシステムシステムをををを別別別別のののの計算機計算機計算機計算機にににに稼動稼動稼動稼動したましたましたましたま
まままま移動移動移動移動

ファイルシステムファイルシステムファイルシステムファイルシステムはははは送信元送信元送信元送信元とととと送信先送信先送信先送信先でででで共有共有共有共有していることがしていることがしていることがしていることが前提前提前提前提

NFS, SAN など

ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続もももも維持維持維持維持できるできるできるできる

ブリッジネットワークで同じサブネット内の移動であれば

スイッチがルーティングし損ねる場合があるが，パケットを
出してやれば大丈夫

別のサブネットであっても，VPNなどを援用することで可能

投機的投機的投機的投機的ににににコピーコピーコピーコピーしておいてしておいてしておいてしておいて，，，，書書書書きききき換換換換えられたえられたえられたえられたページページページページだけだけだけだけ停止停止停止停止しししし
てからてからてからてからコピーコピーコピーコピー

高速なマイグレーションが可能

Xen, VMware  Infrastructure Xen, VMware  Infrastructure Xen, VMware  Infrastructure Xen, VMware  Infrastructure などでなどでなどでなどでサポートサポートサポートサポート



ライブマイグレーション

ハードウェア

仮想化層

ディスク

ハードウェア

仮想化層



ライブマイグレーションの適用例

ハードウェアメンテナンスハードウェアメンテナンスハードウェアメンテナンスハードウェアメンテナンス

メンテナンスのために計画的に
ハードウェアをシャットダウン

ミドルウェア

ソフトウェア

仮想化層

ハードウェア

仮想化層

ハードウェア



ライブマイグレーションの適用例

動的負荷分散動的負荷分散動的負荷分散動的負荷分散

負荷の高い仮想サーバはノードを占有

負荷の低い仮想サーバは共有

仮想化層

ハードウェア

仮想化層

ハードウェア

A B CBB



ライブマイグレーションの適用例

省電力省電力省電力省電力

低負荷時には一部のノードに仮想サーバを集約

他のノードを停止

負荷負荷負荷負荷がががが上上上上がってきたらがってきたらがってきたらがってきたらハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアをををを再起動再起動再起動再起動してしてしてしてマイグレーマイグレーマイグレーマイグレー
ションションションション

仮想化層

ハードウェア

仮想化層

ハードウェア

A B C

仮想化層

ハードウェア

D



P2V変換

Physical to VirtualPhysical to VirtualPhysical to VirtualPhysical to Virtual

物理計算機上の稼動イメージを抽出して仮想計算
計算機上で稼動可能に

ドライバの入れ替えが必要

一部のOSに対してはOn lineでの抽出が可能

専用プログラムをインストール，実行

プログラムがドライバ情報などを抽出

ディスクイメージを吸出し



その他の計算機仮想化の用途

シンクライアントシンクライアントシンクライアントシンクライアント

クライアントサンドボックスクライアントサンドボックスクライアントサンドボックスクライアントサンドボックス



シンクライアントのバックエンドとして

シンクライアントシンクライアントシンクライアントシンクライアント

クライアントでは表示するだけ

情報漏えいへの対策として普及

USBメモリをクライアントにさしてもコピーできない

リモートデスクトップ



シンクライアントのバックエンドとして

バックエンドバックエンドバックエンドバックエンドののののサーバクラスタサーバクラスタサーバクラスタサーバクラスタ上上上上ででででWindowsWindowsWindowsWindowsをををを実行実行実行実行

仮想化することにより複数のWindowsを一つのサー
バ上で提供可能

ライブマイグレーションで動的に負荷分散も

OSイメージの配備なども実HWを用いるよりは楽

リモートデスクトップ



クライアント側サンドボックスとして

従業員従業員従業員従業員ののののＰＣＰＣＰＣＰＣにににに直接直接直接直接データデータデータデータをををを入入入入れるかられるかられるかられるから漏洩漏洩漏洩漏洩するするするする

VMMでサンドボックスを作ってその中でしか作業できないようにすれば
よい

ゲストOSからは，特定のネットワークアドレスにしかアクセスできないよ
うにVMMで制御

実行がローカルにおこなわれるのでネットワークが遅くても問題ない

VMware ACE 

機密

従業員のPC 従業員のPC

機密

仮想計算機



セキュアVMプロジェクト BitVisor

文科省文科省文科省文科省ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

国産国産国産国産のののの仮想化仮想化仮想化仮想化ソフトソフトソフトソフトをををを作成作成作成作成しししし，，，，これにこれにこれにこれにセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ機能機能機能機能をををを組組組組みみみみ
合合合合わせるわせるわせるわせる

仮想化ソフトのレイヤでセキュリティ機能を実現
VPN, リソース制御など

Ver.0.3 が先日公開

クライアントクライアントクライアントクライアント側側側側ででででセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティをををを制御制御制御制御

id 管理と一体化したストレージとネットワーク（VPN）の管理

組織組織組織組織

電通大，東工大，慶應，奈良先端，豊田高専

富士通，NEC，日立，NTT, NTTデータ，ソフトイーサ



仮想計算機の性能

CPU CPU CPU CPU だけをだけをだけをだけを利用利用利用利用するするするする計算計算計算計算ではではではでは実計算機実計算機実計算機実計算機とほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じじじじ

CPUをエミュレーションしているわけではない

メモリのマッピング部分でオーバヘッド

I/OI/OI/OI/Oはははは遅遅遅遅いいいい

ストレージ，ネットワーク

ドライバ部分で余分なソフトウェアスタックを経由するため

実際実際実際実際ののののアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションへのへのへのへのインパクトインパクトインパクトインパクトははははアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション依存依存依存依存

○ シングルCPU数値演算

○ Web application, Database

× MPI などによる並列数値演算



計算機仮想化技術の詳細

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションののののハードハードハードハード
ウェアウェアウェアウェアにににに対対対対するするするする操作操作操作操作はははは最終最終最終最終
的的的的ににににOSOSOSOSのののの一部一部一部一部ののののコードコードコードコードにににに
よってよってよってよって行行行行われるわれるわれるわれる

仮想化仮想化仮想化仮想化をををを行行行行うにはうにはうにはうには，，，，このこのこのこのルールールールー
トトトトにににに何何何何らかのらかのらかのらかの方法方法方法方法ででででVMMVMMVMMVMMをををを
介在介在介在介在させなければならないさせなければならないさせなければならないさせなければならない

Hardware

OS

アプリ アプリ アプリ



計算機仮想化の分類

Hypervisor

ドライバ
組み込み

Hypervisor

OSドライバ

HostOS型

完全仮想化
BT

完全仮想化
HWサポート 準仮想化

VMware WS 他

VMware ESX Server

Xen 2.0 

以降

Xen 1.0

Windows  Server 

Virtualization

Parallels

Xen HVM

Virtuozzo

/ OpenVZ

VMware ESX Server

VMware WS 他

計算機仮想化手法計算機仮想化手法計算機仮想化手法計算機仮想化手法
完全仮想化 （Full Virtualization）

ハードウェアを含め，計算機全体を完全に仮想化
ゲストOSの変更不要 - 何でも動く
2つの方法

コード変換 (Binary Translation)
ＣＰＵのハードウェアサポートを利用

準仮想化 （Para-virtualization）
ゲストOSを変更
ハードウェアをエミュレートするわけではない．

OSOSOSOSとのとのとのとの関係関係関係関係
OSの上 - ホストOS型
OSの下 - Hypervisor型



完全仮想化

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアをををを含含含含めてめてめてめて完全完全完全完全にににに計算機計算機計算機計算機ををををエミュレートエミュレートエミュレートエミュレート

実際のハードウェアとは関係なく，（ドライバが普及してい
る）仮想的なハードウェアを内部のOSに見せる

例： pcnet32 

BIOS や PXE boot のシーケンスもまったく同じ．

ゲストOSは改変する必要なし
どんなOSでも動く

基本的に，ゲストOSからはゲストであることがわからない



完全仮想化 バイナリ変換法

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアににににアクセスアクセスアクセスアクセスするするするするコーコーコーコー
ドドドドををををトラップトラップトラップトラップ，，，，動的動的動的動的にににに改変改変改変改変するするするする

動的に書き換えるので事前に
変更する必要はない

技術的に非常に高度

一度書き換えてしまえば，ト
ラップされないので，意外に
実行時のコストは小さい

Hardware

OS

アプリ アプリ アプリ

VMM



完全仮想化 CPUのハードウェアサポート

Intel VTIntel VTIntel VTIntel VT（（（（vanderpoolvanderpoolvanderpoolvanderpool））））, AMD, AMD, AMD, AMD----
V (V (V (V (pacificapacificapacificapacifica))))

CoreDuoやAM2ソケットの
Athlon でサポート
相互に互換性無し
新たに仮想計算機用の実
行モードを追加

仮想計算機上の特権命令
をトラップして，仮想化シス
テムに引き渡してくれる

サポートサポートサポートサポートされているされているされているされているCPUCPUCPUCPUがまがまがまがま
だだだだ少少少少ないがないがないがないが，，，，仮想化仮想化仮想化仮想化システムシステムシステムシステム
のののの構築構築構築構築はははは飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに容易容易容易容易にににに

Xenでもサポート （HVM）
必必必必ずしもずしもずしもずしも性能性能性能性能がががが向上向上向上向上するわけするわけするわけするわけ
ではないではないではないではない．．．．

Hardware

OS

アプリ アプリ アプリ

VMM



準仮想化

ゲストゲストゲストゲストOSOSOSOSをををを一部改変一部改変一部改変一部改変

ハードウェアにアクセスする
部分をVMMへの呼び出しに
変更

ハードウェアのエミュレーショ
ンコストを削減

より高速な実行

問題点問題点問題点問題点

ゲストOSが限定される
ソースが入手できるものしか改
変できない

改変のコストも大きい

Hardware

OS

アプリ アプリ アプリ

VMM

OS



ホスト型

通常通常通常通常ののののOSOSOSOSををををホストホストホストホストOSOSOSOSとしとしとしとし，，，，
そのそのそのその上上上上にににに仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機モニタモニタモニタモニタ
(VMM)(VMM)(VMM)(VMM)をををを置置置置くくくく

VMM上でゲストOSを稼
動

デバイスドライバデバイスドライバデバイスドライバデバイスドライバははははホストホストホストホスト
OSOSOSOSがががが提供提供提供提供

多様なハードウェアで利
用できる

Hardware

VMM

ゲ
ス

ト
O
S

ゲ
ス

ト
O
S

ゲ
ス

ト
O
S

Host OS
ドライバ



Hypervisor 型

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェアのののの直上直上直上直上ににににHypervisorHypervisorHypervisorHypervisor
とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれるソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア層層層層がががが稼動稼動稼動稼動．．．．
そのそのそのその上上上上ででででOSOSOSOSがががが動動動動くくくく

OSOSOSOS間間間間ののののスケジューリングスケジューリングスケジューリングスケジューリングをををを
HypervisorHypervisorHypervisorHypervisorでででで行行行行うううう

ホスト型よりも柔軟なスケ
ジューリングが可能

ドライバドライバドライバドライバのののの位置位置位置位置によりによりによりにより2222つのつのつのつのタイタイタイタイ
ププププ

ゲストOSの一つで？

Hypervisorで？

Hardware

Hypervisor

O
S

O
S

O
S

ドライバ？

ドライバ？



Hypervisor 型

HypervisorHypervisorHypervisorHypervisor ででででドライバドライバドライバドライバをををを実行実行実行実行

○性能的にはもっとも有利

Ｘ さまざまなハードウェアに
対して個別にHypervisorが対
応する必要がある

対応ハードウェアが限定される

例例例例

VMware ESX Server

初期のXen(1.X)

Hardware

Hypervisor

O
S

O
S

O
S

ドライバ



Hypervisor 型

ゲストゲストゲストゲストOSOSOSOSのののの一一一一つでつでつでつでドライバドライバドライバドライバをををを実行実行実行実行

○ OSの持つデバイスドライバ
をそのまま利用できる

× 性能を出しにくい．

例例例例

VMware ESX Server

初期のXen(1.X)

Hardware

Hypervisor

O
S

O
S

O
S

ドライバ



代表的な仮想計算機

VMwareVMwareVMwareVMware

XenXenXenXen

ParallelsParallelsParallelsParallels

Windows Server VirtualizationWindows Server VirtualizationWindows Server VirtualizationWindows Server Virtualization

VartuozzoVartuozzoVartuozzoVartuozzo / / / / OpenVZOpenVZOpenVZOpenVZ

…………

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_virtual_machines



VMWare の製品群

商用商用商用商用のののの代表的代表的代表的代表的なななな仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機システムシステムシステムシステム

VMware ESX Server

VMware Server

VMware Workstation

VMware Player

VMware ACE

完全仮想化完全仮想化完全仮想化完全仮想化

Hypervisor型

HostOS型



Xen

ケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジ大学発大学発大学発大学発

現在はXenSource 社が管理

オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースのののの仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機システムシステムシステムシステム

ＨｙｐｅｒＶｉｓｏｒ型

準仮想化
ゲストのOSの改変が必要

最近完全仮想化もサポート

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなディストリビューションディストリビューションディストリビューションディストリビューションにとりにとりにとりにとり
こまれつつあるこまれつつあるこまれつつあるこまれつつある

Hardware

Virtual Machine Monitor (Xen)
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Hyper-V

Windows Server 2008 (Longhorn) Windows Server 2008 (Longhorn) Windows Server 2008 (Longhorn) Windows Server 2008 (Longhorn) でででで仮想化仮想化仮想化仮想化ははははOSOSOSOS標準標準標準標準のののの組組組組みみみみ
込込込込みみみみ機能機能機能機能にににに

VMware Server ESX /Infrastructure 対抗

ハイパーバイザ型

完全仮想化，準仮想化双方をサポート
準仮想化ならより高速に

Ｘｅｎの準仮想化イメージをサポート． アダプタを介して高速に実行

P2V, V2V変換をサポート
捨てきれないＮＴサーバ類を収容することで管理コスト削減

現在RC1- 近いうちに正式版がリリース

ただし．．．
Live Migration が初期のバージョンにはない



計算機仮想化の分類

Hypervisor

ドライバ
組み込み

Hypervisor

OSドライバ

HostOS型

完全仮想化
BT

完全仮想化
HWサポート 準仮想化

VMware WS 他

VMware ESX Server

Xen 2.0 

以降

Xen 1.0

Windows  Server 

Virtualization

Parallels

Xen HVM

OS仮想化

Virtuozzo

/ OpenVZ

VMware ESX Server

VMware WS 他



OS仮想化

計算機仮想化計算機仮想化計算機仮想化計算機仮想化よりよりよりより軽量軽量軽量軽量

Virtuozzo / OpenVZ

Solaris コンテナ

ホストホストホストホストOSOSOSOSののののカーネルカーネルカーネルカーネルををををゲスゲスゲスゲス
トトトトがががが共有共有共有共有

ハードウェアの仮想化を
していないため，軽量/
高速

アプリケーションのテキ
ストエリアさえ共有 Hardware

Host OS

仮想環境 仮想環境 仮想環境
プ

ロ
セ

ス

プ
ロ

セ
ス

プ
ロ

セ
ス

プ
ロ

セ
ス

プ
ロ

セ
ス

プ
ロ

セ
ス
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ス
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ス
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OS仮想化 (2)

ホストホストホストホストOSOSOSOSととととゲストゲストゲストゲストOSOSOSOSがががが分離分離分離分離されていないされていないされていないされていない

ホストOSとゲストOSは基本的に同じOS

ゲストOS上でのアプリケーションの動作によってホ
ストOSに影響がでるおそれがある

軽量軽量軽量軽量であるためであるためであるためであるためホスティングホスティングホスティングホスティング業界業界業界業界ではではではでは広広広広くくくく用用用用いられていられていられていられて
いるいるいるいる

Virtuozzo - 4GByte メモリ，Apacheだけ動かして70
環境までスケール
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クラウドコンピューティング



データセンター仮想化のレベル

OS

コンテナ

サービス

ハードウェア

仮想化層
Amazon

EC2

Google

App Engine

SaaS



Amazon のクラウドサービス群

EC2(Elastic Computing EC2(Elastic Computing EC2(Elastic Computing EC2(Elastic Computing CluoudCluoudCluoudCluoud))))

Xenによる仮想サーバをクラウド上でホスティング

S3 (Simple Storage Service)S3 (Simple Storage Service)S3 (Simple Storage Service)S3 (Simple Storage Service)

大容量のデータを安価， 高信頼で保持

SimpleDBSimpleDBSimpleDBSimpleDB

非常に単純なデータベース機構

属性と値のペア －RDBではない

SQS (Simple Queue Service)SQS (Simple Queue Service)SQS (Simple Queue Service)SQS (Simple Queue Service)

8キロバイトまでのメッセージを高信頼でキューイン
グ



Amazon EC2

特定特定特定特定ののののフォーマットフォーマットフォーマットフォーマットででででディスクイメージディスクイメージディスクイメージディスクイメージをををを作成作成作成作成，，，，S3 S3 S3 S3 ににににアップロードアップロードアップロードアップロード

イメージイメージイメージイメージをををを指定指定指定指定してしてしてして，，，，仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機インスタンスインスタンスインスタンスインスタンスををををクラウドクラウドクラウドクラウド上上上上にににに構築構築構築構築

WebサービスAPIで制御

Root権限：ごく普通の計算機として利用可能

インスタンスインスタンスインスタンスインスタンスををををシャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウンするとするとするとすると，，，，ディスクディスクディスクディスクにににに書書書書いたいたいたいた内容内容内容内容もももも失失失失われるわれるわれるわれる

Core Core Core Core –––– 2007200720072007ののののOpteronOpteronOpteronOpteron換算換算換算換算でででで1.0GHz 1.0GHz 1.0GHz 1.0GHz ----1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 1.2GHz 程度程度程度程度

$0.8/hour$0.8/hour$0.8/hour$0.8/hour64bit64bit64bit64bit1690GB1690GB1690GB1690GB7G7G7G7G20202020HPDHPDHPDHPD特大特大特大特大

$0.2/hour$0.2/hour$0.2/hour$0.2/hour32bit32bit32bit32bit350GB350GB350GB350GB1.7G1.7G1.7G1.7G5555HPCHPCHPCHPC中中中中

$0.8/hour$0.8/hour$0.8/hour$0.8/hour64bit64bit64bit64bit1690GB1690GB1690GB1690GB15G15G15G15G8888特大特大特大特大

$0.4/hour$0.4/hour$0.4/hour$0.4/hour64bit64bit64bit64bit850GB850GB850GB850GB7.5G7.5G7.5G7.5G4444大大大大

$0.1/hour$0.1/hour$0.1/hour$0.1/hour32bit32bit32bit32bit160GB160GB160GB160GB1.7G1.7G1.7G1.7G1111小小小小

価格価格価格価格アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャストレージストレージストレージストレージメモリメモリメモリメモリCoreCoreCoreCore数数数数



EC2 – お値段

小小小小をををを1111ヶヶヶヶ月月月月

$0.1 * 24(時間) * 30 = 72ドル

激安ＰＣを考えるとそれほど安くない？

HPCHPCHPCHPC特大特大特大特大をををを10101010ノードノードノードノード * * * * 1111日日日日

200Core!

$0.8 * 24 * 10 = 192ドル



Amazon S3

高信頼高信頼高信頼高信頼，，，，大容量大容量大容量大容量ストレージストレージストレージストレージををををクラウドクラウドクラウドクラウドででででホスティングホスティングホスティングホスティング

APIAPIAPIAPIははははWebServiceWebServiceWebServiceWebService

おおおお値段値段値段値段

データ保持1GB 15セント/月

書き込み 10セント /1GB

読み出し 17セント – 10セント /1GB

典型的使典型的使典型的使典型的使いいいい方方方方

Webの画像置き場

バックアップストレージ
PCから直接マウントも可能



Amazon Simple Queue Service

高信頼高信頼高信頼高信頼ののののメッセージキューメッセージキューメッセージキューメッセージキュー

Ｆｉｒｓｔ In – First Out

メッセージ追加

メッセージ取り出し

メッセージ削除

取り出し時にタイムアウト付のロックがかかる

一定時間削除されないとロックが解除され，再度取り出
し対象となる．



使用イメージ：ビデオコーデック変換アプリ

Ｓ３

SQSSQS EC2EC2

負荷に応じて
台数を制御



Amazon クラウドのエコシステム

Amazon Amazon Amazon Amazon はははは基本的基本的基本的基本的ななななWeb Service APIWeb Service APIWeb Service APIWeb Service APIしかしかしかしか提供提供提供提供しないしないしないしない

機能は十分だがインターフェイスとしては不十分

３３３３ｒｄｒｄｒｄｒｄ パーティパーティパーティパーティがががが，，，，さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなサービスサービスサービスサービスをををを展開展開展開展開

RightScale – EC2上でのシステム構築サポート

Animoto 社もRightScaleの技術を使用

JungleDisk – S3をバックアップストレージとして使
用．



Googleのクラウド

GoogleGoogleGoogleGoogle AppsAppsAppsApps

Mail, Calender, Docsなどを企業を対象に有料でホスティン
グ

GoogleGoogleGoogleGoogle App EngineApp EngineApp EngineApp Engine

特定のＡＰＩを用いて記述したサービスをGoogleがホスティ
ング

Ruby on Rails と等価なWeb Application Frameworkを提供

スケーラブル・リライアブルなＤＢアクセス，Googleのアカウントでの
ユーザ認証

負荷に応じて自動的にスケールアウト
APIが非常に注意深く設計されている

現在のところPythonのみ．次はＪａｖａか？

一定量までは無料， それ以上に対しては従量課金を予定
料金体系はAmazonとほぼ同じになりそう



Amazon, Google クラウドのメリット

固定費用固定費用固定費用固定費用 ----> > > > 従量課金従量課金従量課金従量課金

固定資産を持つリスクを回避

超大規模化超大規模化超大規模化超大規模化によるによるによるによるスケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリットでででで低価格低価格低価格低価格

1000台でも10000台でも管理コストは同じ（？）

管理コストが相対的に安くできる

Amazon, Amazon, Amazon, Amazon, GoogleGoogleGoogleGoogleのののの技術力技術力技術力技術力によるによるによるによる高可用性高可用性高可用性高可用性,  ,  ,  ,  スケールスケールスケールスケール
アウトアウトアウトアウト性性性性

Google App Engine のDB

Amazon SimpleDB，S3



Amazon, Google クラウドのデメリット

ネットワークネットワークネットワークネットワーク的的的的にににに遠遠遠遠いいいい

データセンターが北米にある（と思われる）ため．

レイテンシだけでなくスループットも低い

データデータデータデータをををを外部外部外部外部にににに出出出出すことにすことにすことにすことに対対対対するするするする心理的心理的心理的心理的，，，，法的障壁法的障壁法的障壁法的障壁
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「コンピュータ」は世界に５つあればいい？

The world needs only five The world needs only five The world needs only five The world needs only five ““““ComputersComputersComputersComputers””””

2006/11/10 Sun Microsystems CTO, 
Greg Papadopoulous in his blog

http://blogs.sun.com/Gregp/entry/the_world_needs_only_five

ここでいう大文字の「Computer」は，いわゆる単体
の計算機ではなくて， 大量の計算機を束ねたもの．

高速ネットワークで接続された，大量の計算機とス
トレージ群から構成される5000ノード程度のクラス
タが分散して配置され， それらがさらに高速ネット
ワークで接続されている

Google, Microsoft.live, Yahoo!, Amazon, eBay, 
Salesforce.com …



今後の展望

仮想計算機技術仮想計算機技術仮想計算機技術仮想計算機技術はははは成熟期成熟期成熟期成熟期にににに

もはや「当たり前」の技術

ハードウェアサポートは今後も進展
応用可能範囲の拡大

今後はストレージの仮想化が重要

データセンターデータセンターデータセンターデータセンターそのものをそのものをそのものをそのものを仮想化仮想化仮想化仮想化ししししクラウドクラウドクラウドクラウドにににに置置置置くことくことくことくこと
がががが一般的一般的一般的一般的にににに

省エネルギーの観点からも「超大規模」データセン
ターが有利

仮想化計算機技術はデータセンター仮想化の基盤
技術に
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