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自己紹介

棟朝 雅晴（むねとも まさはる）

北海道大学情報基盤センター 大規模計算システム研究部門 准教授

1996 ～ 1999　北海道大学 助手

1998 ～ 1999　イリノイ大学 客員研究員

1999 ～　　　  北海道大学 助教授・准教授

専門：並列分散処理・進化計算などの

　　　「メタヒューリスティックス」

 →「あやしげなアルゴリズム」屋 (^^ 



北海道大学情報基盤センター

•ネットワーク型「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」
（他に 東大、京大、東北大、東工大、名大、阪大、九大）

• 1962年：大型計算機センターとして発足

• 2003年：1979年に発足した情報処理教育センター（後に情報メディア
教育研究総合センター）とともに情報基盤センターとなる

•スーパーコンピュータ、クラウドシステム、キャンパスネットワーク、
教育情報システムなどに関する研究開発を推進
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アカデミッククラウド



大学や研究所など学術機関での利用を想定した

“コミュニティクラウド”



コミュニティクラウド

•パブリッククラウドとプライベートクラウドの中間

•互いに信頼できる「コミュニティ」内で共有するクラウ
ド環境（例えば、大学、自治体、研究者コミュニティな
ど、利害関係や運用モデルが共通している組織間で）

•スケーラビリティおよび規模のメリットを生かしつつ、
それぞれのコミュニティごとの独自運用も可能とする



ありがちな「クラウド」との違い

• 商用クラウドと違って、大規模Webシステムとしてはほとんど使われない
　→　いわゆるWeb３階層モデルが当てはまらない

• 研究所内プライベートクラウドのようにエキスパートが使うわけではない。
　→　少々落ちても問題ない(^^ わけではない。簡単に使えないとだめ。

• 社内プライベートクラウドのように、業務命令でしばれない
　→　学生さんは基本「お客様」＆ 研究室という「零細企業」の集まり

• 結論：「混沌とした」利用形態であり、利用者のスキルもピンキリ
　→　使いやすく、安定したシステムが必要で、管理運用も大変



北海道大学アカデミッククラウド

•「学際大規模計算機システム」の一部として
本年11月よりサービス開始

•学術分野では国内最大規模（43TFlops）

•全体で2,000以上のバーチャルマシンを立ち上げ可能

•高性能ノード（40コア, Mem:128GB, 10GbE x 2）を採用

•ストレージについても、500TBytes 利用可能



学際大規模計算機システム
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クラウドシステムのハードウェア基盤

10GbE SW x 2 
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クラウドシステムのソフトウェア基盤

HW	�Boot/VM Image: SAN		Data: NAS��

RedHat/CentOS� Hypervisor ( XenServer / VMWare)�

Cloud Middleware (CloudStack)�

Portal system (��������SSO 
CloudStack 
API 
���



クラウドミドルウェア ”CloudStack” を採用

•ブラウザからポータルにアクセスして申請
→ １０分程度でバーチャルマシンが立ち上がる

•サーバの管理も
ポータルから
容易にできる



なぜ “CloudStack” を採用したか

•利用者向けポータル、管理システム周りの完成度が比較
的高かった

•センター内のスタッフに限りがあり、ベンダーも初めて
の構築事例だったので、十分なサポート体制を有するこ
とが必須条件だった

•相互運用性において優れていた



クラウドサービスの概要

• 仮想サーバの提供を基本とする：柔軟な運用

• ホスティングサーバの拡張：CMSホスティングの導入

• プロジェクトサーバの拡張：各種パッケージ、クラスタ

• 各種アプリケーションソフトウェア（Mathematica等）の利用*

• ブログサービスの導入：IIC-Blogサービス*

• オンラインストレージ（WebDAV対応）の導入：100GB*

 * 基本負担経費（年額12,600円）の負担で利用可能（スパコン利用も含む）



ホスティングサーバ：月額 1,470円

•シンプルホスティング

• CentOS+Apacheの標準インストール

• 利用者側でOSから管理する（自己責任で運用）

• CMS (Contents Management System) ホスティング

• CMSミドルウェアをインストール済みのバーチャルマシンイメージとして提供
Wordpress*, MediaWiki, Zope+Plone
Xoops, Movable Type, Open Conf System, Indico

* OSの管理はセンター側で行い、ミドルは利用者が管理
   残りはOSの管理から利用者が行う



ホスティングサーバ
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プロジェクトサーバ：月額 525円～

•研究プロジェクトで利用を想定した研究開発向けのバーチャル
マシン貸し出し

•クラスタ化も可能（Hadoop, MPIを自動設定）

•追加ストレージ（1TB, 月額1,050円）も利用可能（XLを除く）

クラス コア数 メモリ HDD 月額
S 1 3GB 100GB 525円
M 4 12GB 100GB 2,100円
L 10 30GB 100GB 5,250円
XL 40 128GB 2TB 21,000円



プロジェクトサーバ
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ホスティングサーバとプロジェクトサーバの違い
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（本音のところで）苦労したところ

• 最新のデバイス、ソフトウェアを採用したためリスクが高かった。
設計を開始した頃（２００８年）には、クラウドスタックは限られており、信頼性
にも問題があった

• スパコンと一緒の調達（政府調達による入札手続き）だったため、１年以上前にシ
ステム設計をFIXする必要があった

•  一般利用者向けの運用システムなので、高い信頼性、単純かつ使い易いインター
フェイス、管理システムが必要だった。従来からの運用システムとの整合性をとる
必要もあった

• 運用体制を確立するため、技術職員（ベンダーSEも含む）、事務職員等へのクラウ
ド技術の周知徹底、業務フローの改善をはかる必要があった



今後に向けた展望（野望？）

• 全国規模の「アカデミッククラウド連携」の実現

• 数万～数百万?VMを展開可能なクラウドインフラを実現したい

• JHPCN「分散クラウド連携技術に関する研究」をきっかけに

• 「グリーンクラウド」の実現

• Cost, Energy, Greenness を基準とした多目的資源最適割当・制御

• From “AutoScale” to “AutoEvolve” : 自律的に進化するクラウドの実現

• 分散クラウド上での”Virtualized Systems”の自律進化フレームワーク

• クラウドそのものの自律進化フレームワーク



学術クラウド連携プロジェクト

• JHPCN (Japan High Performance Computing Network) 共同研究：
「分散クラウドにおける遠隔連携技術」
（北大、東大、東工大、広島大、九州大、国立情報学研究所ほか）

• 異なるクラウド管理ミドルウェア
の間の相互連携方式の検討
（APIアクセスによる資源管理）

• 分散バーチャルマシンクラスタの
構成技術：VM+VPN+vStorage

• 大規模学術クラウドインフラの実現
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まとめにかえて

• 仮想化などの基盤技術やアイディアは昔からあった
 → 「情報科学」的には１９６０～７０年代から進歩なし？？
 →  ただし、とりまく環境やインフラが激変した

•  規模の経済：クラウドではスケーラビリティが本質的
 → 小規模だと「クラウド」になり得ない

• 技術も大事だがインフラへの投資をどれだけできるかが鍵
 →「インフラ」がなければ研究もできず、技術も育たない
 →  技術を「進化」させるためにもアカデミッククラウドインフラは必須


