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CloudStackとは

n Cloud.com社がオープンソースで公開
IaaS型クラウド環境構築用の基盤ソフトウェア
(パブリッククラウド、プライベートクラウドなど )

n経過
2010/5/4 【http://cloud.com/】サイトと共に突如公開
最初からバージョン 2.0
現在は Community Edition 2.1.0、Enterprise Edition 2.2.1を提供中
Cloud.comドメイン取得価格不明
⇒案外安かった・・とのこと!? (前後して $17 millionの投資を受ける。)

n国内状況
日本語ドキュメントも増加
Eucalyptusユーザ会のwiki「CloudStack/メモ」
岩間さんドキュメント(雲Labo)
クリエーションライン「CloudStack調査報告書」



CloudStack - Webサイト

http://cloud.com/ ( http://www.cloud.com/ , http://open.cloud.com/ )

http://cloud.com/


Cloud.com社とは

Cloud.com, Inc.

Ø所在地
カルフォルニア州 クパチーノ(Cupertino)

元々の社名は【VMops】で、Cloud.com取得、
CloudStackリリースに併せて社名変更

Øメンバー
元Sun, Citrix, Zimbra, SEVEN Networks, Openwaveなどにいた
インフラストラクチャと仮想化のベテランによって設立
CEO: Sheng Liang (設立者) - Java Virtual Machine team at Sun Microsystems.

現在、クパチーノとサンノゼで多数の職種を求人中
( インド ハイデラバードでも優秀な技術者を求人中 )

この辺



CloudStackのメリット

n リッチなGUIが標準装備
GUIのカスタマイズドキュメントもあり

n LoadBalancerと、
Firewallも標準で

n コンソール(VNC)も使える

nスケーラブルなアーキテクチャ

nネットワーク設計も良い(VLAN / UDPトンネリング)

n Community Editionでも比較的機能が多い

n RightScaleやenStratus等でもサポートされている



CloudStackの概要

Ø Hypervisor Support
KVM, XenServer
VMware vSphere ESX/ESXi
Hyper-V(予定)

Ø Guest OS Support
Windows, Linux

Ø API Support
CloudStack API
Amazon Web Services API(β)
VMware vCloud API(対応予定)
※API Documentあり

Øライセンス
Community Edition: GPLv3 license

Øソースコード
Community Edition: githubにて取得可能
http://github.com/tryggvil/cloudstack

実装言語
Manager、Agentプロセスなど、Javaで実装

Øインストール方法
Webサイト⇒ community⇒ Documentation
⇒ Community Edition Installation Guide
「CloudStack/メモ」「CloudStack調査報告書」にも
記載

http://github.com/tryggvil/cloudstack/


オープンソース
クラウド比較

「日経Linux 3月号」より





CloudStackの最新状況

² Enterprise Edition

2.2リリース - 2/10
・機能追加メイン
VMware vSphere ESX/ESXiサポート
KVM環境でのVLAN,スナップショット、クラスタ機能対応
1VMで複数NIC対応
1対1NAT対応
cloudadmコマンドラインツール(Beta)
Juniper SRX, F5 LBサポート
API拡張

他多数(合計25機能)

※2.1.xからのアップロードはまだサポートされていない(アップロードパスは用
意される予定)

2.2.1リリース - 2/17
・bugfix 2件、機能追加なし



CloudStackの最新状況

² CommunityEdition

まもなく 2.2公開予定 -期待！ KVMに加え、XenServerもサポート

現在: 2.2のAPIドキュメントは追加されているが、
公開されているが、 「Installation Guide」は2.1のまま
http://cloud.com/kb/cloudstack-22-documentation

以下がダウンロード可能に
http://www.cloud.com/community/downloads

üCloudBridge Amazon EC2 Compatibility Server
üPassword Management Scripts (Linux用 + Windows用)
üVirtual Machine Templates

Citrix XenServer

CentOS 5.5 HVM (VHD)

Ubuntu 10.04 64-bit Server (VHD)

Debian Lenny 32-bit (VHD)

KVM - Coming soon

http://cloud.com/kb/cloudstack-22-documentation
http://www.cloud.com/community/downloads
http://download.cloud.com/templates/2.x/centos5.5hvm.vhd.gz
http://download.cloud.com/templates/2.x/Password-Ubuntu-10-04-64bit-Server.vhd
http://download.cloud.com/templates/2.x/lenny32bit.vhd


CloudStack採用実績

n Tata Communications (InstaCompute)
http://iaas.tatacommunications.com/

n Korea Telecom
http://cs.ucloud.com/

n Cloud Central
http://www.cloudcentral.com.au/

n ReliaCloud
http://www.reliacloud.com/

http://iaas.tatacommunications.com/
http://cs.ucloud.com/
http://www.cloudcentral.com.au/
http://www.reliacloud.com/


CloudStackデモ



CloudStackのアーキテクチャ(基本)

ØManagement Server

Ø Computing Node

Ø Primary Storage

Ø Secoudary Storage



nManagement Server
ユーザGUI提供、イベント管理、クラウドメタデータ管理(MySQLへ)
システム内のリソース管理
+ Computing NodeへのVM割り当て管理
+ストレージ，IPアドレスなどのVMへの割り当て管理

n Computing Node
+ VMを起動するノード
+起動するVMはManagement Serverから割り当てられる

n Primary Storage Server
NFS, iSCSIが利用可能 (仮想ディスク領域を提供) - 2.1はNFSのみ

n Secondary Storage
NFSが利用可能 (OSテンプレート、ISOイメージを保管)

CloudStackのアーキテクチャ
( コンポーネント )



CloudStackのアーキテクチャ
(ストレージ周り )

kimotuki@sheepdog6:/$ ps afxwww
5941 ? Rl 489:10 /usr/bin/kvm -S -M pc-0.12 -cpu qemu32 -enable-kvm -m
128 -smp 1 -name r-5-VM-1804 (省略) -boot dc -drive
file=/mnt/0e2f580e-339c-34fc-b69e-ac8ff2f54663/958a046f-37bb-4f6e-84fe-833
6f559984f,if=ide,index=0,boot=on,format=qcow2 -drive
file=/mnt/0e2f580e-339c-34fc-b69e-ac8ff2f54663/c4d7413a-fe1d-4ed5-ba5e-030
1e8e6303a,if=ide,index=1,format=raw -net
nic,macaddr=02:00:07:0c:00:01,vlan=0,model=virtio,name=virtio.2
(省略) -vnc :0 -vga cirrus

kimotuki@sheepdog6:/$ mount
sheepdog9.jpcert.cc:/primary on /mnt/0e2f580e-339c-34fc-b69e-ac8ff2f54663
type nfs (rw,addr=192.50.109.189)



CloudStackのアーキテクチャ
(論理ネットワーク )



CloudStackのアーキテクチャ
(物理ネットワーク )



CloudStackのアーキテクチャ
(POD)



CloudStackのアーキテクチャ
(Zone)



CloudStackのEdition

n Community Edition (OpenSource)
オープンソース、無料で利用可能

n Enterprise Edition
エンタープライズ用
コード所有権あり、要申込み、
商用サポートあり

n Service Provider Edition
サービスプロバイダ用
(サービス事業者用)





http://cloud.com/resources/Edition_Comparison.pdf

HA機能は何故か
使える・・!?

http://cloud.com/resources/Edition_Comparison.pdf/


CloudStack Community Editionの微妙なところ

n 2.1によるネットワーク変更で多数でデグレード
VNCが使えなくなった。(そもそもSystemが起動しない)
ISOイメージがダウンロードできない

n 2.1でネットワークモードが大幅に変更
直接Public Networkと接続するDirectモードがデフォルトに
vnetモードにするのにひと手間必要
( vnetモードでないとFW, LoadBalancerは使えない)

nサイト & ドキュメントで、2.0と2.1の記述が混じっている

n AMQPは使わず、TCPでManagerとAgentプロセスが
通信している -要調査

Community Edition独自の問題でした・・。
(Enterprise / Service Provider Edtionはアーキテクチャ、

信頼性が大きく異なる。)



OpenStackとの絡みについて

Webサイトの会社紹介にblogあり

「Why Cloud.com Joined the OpenStack Initiative」
Monday, July 19, 2010 - 08:00 Posted by Sheng
--------------------------------------------------------------------------
The OpenStack initiative is good for open source. We at Cloud.com are fanatic believers of open
source technology. We built our product on great open source technologies such as Linux, Java,
Python, Xen, and KVM. We ship our product under an open source licensing model. We look forward
to drawing from and contributing code to the OpenStack community. As the first project released
under the initiative, the Cloud File technology is immediately useful for anyone who is building a
cloud using Cloud.com CloudStack. We are committed to our own CloudStack open source effort, and
by working closely with the OpenStack community, we will be able to increase the velocity of
innovation in cloud technologies.
--------------------------------------------------------------------------
オープンソース歓迎！！緊密に連携しましょう！
OpenStackにもコード寄付するよ！
CloudFileの技術は直ぐにCloudStackで使えるし役に立つYo！
OpenStack Swift⇒ CloudStack Storage

※ OpenStackのHyper-VサポートについてもCloud.com経由で
マイクロソフトから技術指導
http://www.microsoft.com/presspass/press/2010/oct10/10-22openstackpr.mspx
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CloudStack API
ユーザがAPI経由でアクセスするには以下の情報が必要
・API URL
例: http://test.cloudstack.jp:8080/client/api

・API Key
例:9v4lK2iEa5rl0xDTj7SahZr1wQ6OmLNDZ4x7F231FsOvKDgS6SPlXMBp7l7kV9uCZX1fObh-VNNtbF-oeH-B4Q

・Secret Key
例:HxofdJMWPBRBLPnFOwrBQvJ5zlKMoPqXm0w4s4KO7kBapWinAjyeXhsDcSnaq2PEC2EzIsnqPTJCOzta17_XtQ

2種類のAPIポート

・integration API port -管理用ポート
※ 許可された環境からのみアクセスできるようネットワーク側で制限が必要
例:
Configurationタブ ⇒ integration.api.port の値を変えることで変更できる
# wget 'http://test.cloudstack.jp:8096/?command=startRouter&id=x'

・standard API port -通常ポート
※ ユーザ用GUIと同じポート
Tomcatの設定ファイルで変更できる
例:
# wget 'http://test.cloudstack.jp:8080/client/api?command=listVirtualMachines'



CloudStack API
APIキーの取得方法
Integration API Portに対して【registerUserKeys】コマンドを実行する。
例:
# wget 'http://test.cloudstack.jp:8096/?command=registerUserKeys&id=4'

==========================================
<registeruserkeysresponse>
<apikey>
9v4lK2iEa5rl0xDTj7SahZr1wQ6OmLNDZ4x7F231FsOvKDgS6SPlXMBp7l7kV9uCZX1fObh-
VNNtbF-oeH-B4Q
</apikey>
<secretkey>
HxofdJMWPBRBLPnFOwrBQvJ5zlKMoPqXm0w4s4KO7kBapWinAjyeXhsDcSnaq2PEC2EzI
snqPTJCOzta17_XtQ
</secretkey>
</registeruserkeysresponse>
==========================================

※参考ドキュメント
http://cloud.com/kb/registeruserkeys

2.2ではGUIから確認することが可能に！

http://cloud.com/kb/registeruserkeys/


CloudStack API
APIの書式
http://<api_url>?command=<api-command>&<param1=val1>&<param2=val2>

権限(role)毎に実行可能なコマンドが異なる
・User API Command
・Domain Admin Commmand
・Admin Commmand

※参考ドキュメント
http://cloud.com/kb/cloudstack-20-developer-api

応答結果はXMLフォーマットで返される
# wget 'http://test.cloudstack.jp:8080/client/api?command=listVirtualMachines'
==========================================
<virtualmachine>
<id>1829</id>
<name>i-1107-1829-VM</name>
<created>2010-12-03T03:07:31+0000</created>
<ipaddress>10.1.1.2</ipaddress>
<state>Running</state>
<account>kimotuki</account>
<domainid>870</domainid>
<domain>AA001599</domain>
<haenable>true</haenable>
<displayname>test1</displayname>
<group>aaa</group>
<zoneid>1</zoneid>
<zonename>India-South-01</zonename>
<hostid>14</hostid>
<hostname>INDHDPSCLCN0009.TCLVSP.COM</hostname>

TataCommunicationsの
環境でも使えるよ！

http://cloud.com/kb/cloudstack-20-developer-api/


CloudStack API
サンプルコマンド
http://test.cloudstack.jp:8080/client/api?command=deployVirtualMachine&serviceOfferingId=1&diskOfferi
ngId=1&templateId=2&zoneId=4&displayName=Test&apiKey=miVr6X7u6bN_sdahOBpjNejPgEsT35eXq-j
B8CG20YI3yaxXcgpyuaIRmFI_EJTVwZ0nUkkJbPmY3y2bciKwFQ
secretKey=AdpTvsQMZwv9MNvfqDcQhWSL9pHQvq7z13CFP2SU1iToDkkM3d8iZciWEKsGREhMtV9yL
VMxmbbJJgrXo8O5jg

サンプルコード
package com.cloud.sample;
import java.io.DataInputStream;
(省略)
public class UserCloudAPIExecutor {

public static void main(String[] args) {
String host = null; ★
String apiUrl = null; ★
String apiKey = null; ★
String secretKey = null; ★

(省略)
String finalUrl = host + "?" + apiUrl + "&apiKey=" + apiKey +

"&signature=" + encodedSignature;
System.out.println("final URL : " + finalUrl);
HttpClient client = new HttpClient();
HttpMethod method = new GetMethod(finalUrl);
int responseCode = client.executeMethod(method);
if (responseCode == 200) {

System.out.println("Successfully executed command");
} else {

System.out.println("Unable to execute command with response
code: " + responseCode);

※参考ドキュメント
http://cloud.com/kb/example-code

http://cloud.com/kb/example-code/


CloudStack纏め
(1)基本アーキテクチャは非常に良い

機能を提供するのに、不必要な複雑さがなくシンプル
スケールアウトを考慮した合理的な設計
⇒ クラウドインフラ構築の実装・機能の参照に

(2) GUIの操作性・完成度も高い

(3) Enterprise Edition / Service Provider EdtionはGUIは同じだが
対応HyperVisor、ネットワークアーキテクチャ、安定性は異なる

(4) RightScaleと連携させることで強力な機能が利用できる

(5)国内での知名度はイマイチだったが・・・
『日本CloudStackユーザ会(Japan CloudStack Users Group)』設立
2010/12/6 『CloudStackユーザ会(CloudStack勉強会) -第1回』
本日 『CloudStackユーザ会(CloudStack勉強会) -第2回』

2.2や今後の3.0リリースに期待



日本CloudStackユーザ会(JCSUG)
CloudStackユーザ会はまだメーリングリストのみです。今後、日本語に

よるCloudStackの情報発信、情報共有を行っていく予定です。

https://groups.google.com/group/clou
dstack-ja?hl=ja&pli=1

？？



ご清聴ありがとうござい
ました！

今後も CloudStackユーザ会を
宜しくお願いいたします！


