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はじめに 

 dotCloudは、近代的なサービス指向のプラットフォームを実現するためにゼロから設計され

たアプリケーションプラットフォーム（PaaS基盤）である。dotCloudは、強力な設定済みの

スタックとサービスをアセンブルし、カスタマイズすることで、前例のない使いやすさと柔軟

性を開発者やサービスプロバイダに提供するとともに、アプリケーションの公開、管理、およ

びスケーリングを可能にする。 

 dotCloud社は、サンフランシスコに拠点を置き、ベンチャーキャピタルから出資を受け、運

用している。 
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対応プラットフォーム 

 以下に 2013 年 2 月 1 日現在の対応する開発言語とフレームワーク、およびサービスを示す。 

開発言語とフレームワーク 

● Java 6/7 

○ Clojure 

○ Scala 

○ Groovy 

○ JRuby 

○ Lift 

○ Play! 

○ Grails 

○ JRuby on Rails 

● Perl 5.12.x/5.24.x/5.26.x 

○ PSGIと互換性のあるWebアプリケーションフレームワークをサポート 

■ Mojolicious 

■ Dancer 

■ Catalyst 等 

● Perl worker(バックグランドジョブ) 

● PHP 5 

○ Symfony 

○ CakePHP 

○ Droupal 

○ Joomia 

○ WordPress 

○ PHPBB 等 

● PHP worker(バックグランドジョブ) 

● Python 

○ WSGIと互換性のあるWebアプリケーションフレームワークをサポート 

■ Django 

■ Pyramid 

■ web.py 

■ web2py 等 

● Python worker(バックグランドジョブ) 

● Ruby 1.8/1.9.2/1.9.3 

○ RACKと互換性のあるWebアプリケーションフレームワークをサポート 

■ Ruby on Rails 

■ Sinatra 等 

● Ruby worker(バックグランドジョブ) 
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● Node.js 0.4.x/0.6.x/0.8.x 

● Opa 

データベース/No SQL 

● MySQL 5.1 

● PostgreSQL 9.0 and PostGIS 

● MongoDB 2.2.2 

● Redis 2.4.11 

サービス 

● RabbitMQ 

● Solr 3.4.0 

● SMTP(Postfix) 

その他 

● static(静的コンテンツ) 

● Nginx 

● Web Socket 
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PaaS基盤の基本情報 

 dotCloudの PaaS基盤としての基本的な情報を示す。2013年 2月 1日現在、dotCloudには

「フレーバー」と呼ばれるの３つのサービスレベルが存在する。 

● Sandbox(無償) 

● Live(有償) 

● Enterprise(有償) 

 

 ここでは Sandboxと Liveについて、下表に詳細を示す。 

 Sandbox Live 

価格 無償 $4.32/月〜 

アプリケーション 

 最大アプリ数 

 最大インスタンス数 

 最大メモリサイズ 

 最大ファイルサイズ 

 最大サービス数 

 

制限なし 

－ 

不明 

不明 

制限なし 

 

制限なし 

１スタックにつき５つまで 

4096MB（最小 64MB） 

不明 

制限なし 

Webソケットサポート 〇 〇 

SSLサポート 共有 共有または 

カスタムドメイン 

スケーリング 

 オートスケール 

 水平 

 垂直 

－ 対応 

〇 

〇 

〇 

カスタムドメイン － 〇（無制限） 

追加ストレージ 不明 不明 

サポート コミュニティ 24/7モニタリング 

ソースコードリポジトリ 必要なし 

(git/mercurialとの連携可能) 

必要なし 

(git/mercurialとの連携可能) 

CIサポート － － 
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 Sandbox Live 

SLA － － 

パフォーマンス ベストエフォート パフォーマンス保証 

Job管理 〇（worker） 〇（worker） 

連携／チケット管理 － － 
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開発ツール 

 開発ツールは、2013年 2月 1日現在でコマンドラインインタフェース、Webダッシュボー

ドの２つの主要ツールが用意されてある。アプリケーションの操作は主にコマンドラインイン

タフェースになる。Webダッシュボードはデプロイしたアプリケーションのステータスを確認

するために利用する。 

CLI（dotcloud） 

 dotCloud上にアプリケーションをデプロイしたり、すべての操作を行うために CLI(dotcloud)

が用意されている。dotCloudを利用する上で、この CLIは必須となる。 

 

CLIは、次の３つのプラットフォームで利用できる。 

● Linux 

● Windows 

● Mac OS X 

 

インストール方法 

 ここでは、CLI(dotcloud)のインストール方法について示す。 

Linux 

 ターミナルを開き、次のコマンドを実行することで CLIをインストールできる。 

sudo easy_install pip && sudo pip install dotcloud 

 

easy_installが利用できない場合は、別途インストールする必要がある。 

Fedora, RHEL: sudo yum intall python-setuptools 

Debian, Ubuntu: sudo apt-get install python-setuptools 

Windows 

 Windowsは正式にサポートされていないが、Cygwin上で利用することは可能である。 

ここでは、Cygwin上に CLIをインストールする手順を紹介する。 

 

1 Cygwinをセットアップする 

2 Cygwinの次のパッケージを有効にする 

・net/openssh 

・net/rsync 

・devel/git 

・devel/mercurial 
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・python/python(2.6系の最新版) 

・web/wget 

3 Cygwinのシェルを開き、easy_installをダウンロードする 

wget http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py 

4 easy_installをセットアップする 

python ez_setup.py 

5 pipをインストールする 

easy_install pip 

6 dotcloudをインストールする 

easy_install dotcloud 

Mac OS X 

 ターミナルを開き、次のコマンドを実行することで CLIをインストールできる。 

sudo easy_install pip && sudo pip install dotcloud 

CLIのセットアップ 

 CLIは一度セットアップを行わないと正常に利用することができない。セットアップは、CLI

から dotCloudのアカウントに接続を行うための手続きを行う。 

 

 ターミナルを開き、次のコマンドを実行し、セットアップを行う。 

dotcloud setup 

 

http://peak.telecommunity.com/dist/ez_setup.py
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利用方法 

 ここでは、CLIのコマンドについて示す。 

 

usage: dotcloud [-h] [--application APPLICATION] [--debug] [--version] 

 

コマンド 説明 

setup Setup the client authentication 

check Check the installation and authentication 

list List all applications 

connect Connect a local directory to an existing application 

disconnect Disconnect the current directory from its application 

create Create a new application 

destroy Destroy an existing app 

app Display the application name connected to the current directory 

activity Display your recent activity 

info Get information about the application or service 

url Display the URL(s) for the application 

status Probe the status of a service 

open Open the application in the browser 

run Open a shell or run a command inside a service instance 

ssh  DEPRECATED. Use "dotcloud run" 

push Push the code 

deploy Deploy a specific version 

dlist List recent deployments 

dlogs Review past deployments or watch one in-flight 

logs View your application logs or watch logs live 

env Manipulate application environment variables 

scale Scale services 
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コマンド 説明 

restart Restart a service instance 

domain Manage domains for the service 

revisions Display all the known revision of the application 

upgrade Upgrade a service to a new image revision 
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Webダッシュボード 

 dotCloud上のアプリケーションの状態の確認やアカウント管理（パスワード、請求設定）を

行うことができる。 

ダッシュボード 

 dotCloud上にデプロイしているアプリケーションを確認することができる。更にアプリケー

ションを選択すると、Overview、Metrics、Traffic、Logs、Environments、Domains、Billing、

Adminのビューでアプリケーションの状況を確認することができる。 

 

overviews 

 アプリケーションの構成を確認することができる。 
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Metrics 

 アプリケーションのメモリの使用状況を確認することができる。 

 

Traffic 

 アプリケーションへのリクエスト状況を確認することができる。 
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Logs 

 アプリケーションのログを確認することができる。ログの内容をフィルタすることも可能で

ある。 
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Environments 

 アプリケーションの環境を確認することができる。アプリケーションの URLやポート番号、

DBのユーザー／パスワードやポート番号等を確認できる。 

 

Domains 

 カスタムドメインを確認したり、新たに設定することができる。 
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Billing 

 過去の請求履歴を確認することができる。 

 

Admin 

 アプリケーションを有料サービスに移行したり、削除することができる。 

 

アカウント管理 

 アカウントの情報、パスワードの変更、請求（クレジットカード）の設定を行うことができ

る。  
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開発～運用 

 ここでは実際に開発したWebアプリケーションを dotCloud上にデプロイしたり、Webアプ

リケーションの運用について示す。Webアプリケーションについては、Word Press 

(http://wordpress.org/)をデプロイして検証を行うこととする。 

 

 なお、これ以降の内容は Sandboxのサービス範囲で検証・確認したものとなる。 

デプロイ 

 WordPressを dotCloudにデプロイする手順について示す。なお、WordPressはダウロード

しており、<wordpress>というフォルダにプログラムが解凍されていることとする。 

アプリケーション 

 dotCloudにアプリケーションをデプロイするには、アプリケーション毎に dotCloud向けの

デプロイメント定義が必要になる。デプロイメント定義は YAMLで記述することになる。ここ

では、<wordpress>に次のファイルを作成し、WordPress用のデプロイメント定義を行う。 

 

dotcloud.yml 

www: 

  type: php 

db: 

  type: mysql 

 

 デプロイメント定義では、アプリケーション(www)のタイプとデータベース（db）のタイプ

を指定する。WordPressは PHPで DBは MySQLとなる。 
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 デプロイメント定義は、開発言語やサービス毎に設定が異なるため、詳細は dotCloudのドキ

ュメント(http://docs.dotcloud.com/0.9/firststeps/install/)を参照して欲しい。 

 

 次に dotCloud上にアプリケーションを作成する。ターミナルを開き、<wordpress>に移動し

て、次のコマンドを実行する。 

dotcloud create wordpress 

 

次に dotCloud上にアプリケーションをプッシュする。 

dotcloud push 

 

正常に完了すると次のようなメッセージが表示される。 

〜省略〜 
sent 6.45M bytes  received 21.27K bytes  227.16K bytes/sec 
total size is 14.79M  speedup is 2.29 
==> Submitting a deployment request for application wordpress 
==> Deployment of revision rsync-1358528120404 scheduled for wordpress 
- 2013-01-19 (wordpress deployment, deploy_id=c1530687-aaf9-4905-b127-ab5c7ddfb2c1) 
01:55:29: [www] Build completed successfully. Compiled image size is 6MB 
01:55:29: [www] Build successful for service (www) 
01:55:29: --> Application (wordpress) build is done 
01:55:29: --> Provisioning services' instances... (This may take a few minutes) 
01:55:29: [www] Using default scaling for service www (1 instance(s)). 
01:55:29: [www.0] Provisioning service (www) instance #0 
01:55:31: [db] Using default scaling for service db (1 instance(s)). 
01:55:31: [db.0] Provisioning service (db) instance #0 
01:55:54: --> All services' instances have been provisioned. Installing code... 
01:55:54: [www.0] Installing build revision rsync-1358528120404 for service (www) instance #0 
01:56:03: [www.0] Running postinstall script... 
01:56:04: [www.0] Launching... 
01:56:08: [www.0] Waiting for the instance to become responsive... 
01:56:09: [www.0] Re-routing traffic to the new build... 
01:56:11: [www.0] Successfully installed build revision rsync-1358528120404 for service (www) instance #0 
01:56:11: [www.0] Installation successful for service (www) instance #0 
01:56:11: --> Application (wordpress) fully installed 
==> Application is live at http://wordpress-rising3.dotcloud.com 

 

改めてアプリケーションの情報を取得するには infoコマンドを実行する。 

dotcloud info 

 

 
 

http://docs.dotcloud.com/0.9/firststeps/install/
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アプリケーションの詳細情報を取得するには wwwまたは dbを指定して infoコマンドを実行す

る。 

dotcloud info www 

 

 

データベース 

 MySQLにWordPress用のデータベースとユーザーを作成する。まず、infoコマンドで DB

にアクセスするための情報を取得する。 

dotcloud info db 

 

== db 
type:            mysql 
instances:       1 
reserved memory: N/A 
config: 
  mysql_password:    *************** 
  mysql_masterslave: True 
URLs:            N/A 
 
=== db.0 
datacenter: Amazon-us-east-1d 
ports: 
  ssh:   ssh://mysql@wordpress-rising3.azva.dotcloud.net:33433 
  mysql: mysql://root:dPhjN6qt3yIBxXcriatX@wordpress-rising3.azva.dotcloud.net:30423 

 

 dotCloudは runコマンドで直接 dotCloud上の DBにアクセスできる。 

dotcloud run db --mysql 

 



21 / 30 

 MySQLへのログインは、先ほど確認したパスワードを用いる。ログイン後は、データベー

ス(wp_db)とユーザー(wp_user)を作成する。 

mysql -u root -p 
mysql> CREATE USER 'wp_user' IDENTIFIED BY 'wp_user'; 
mysql> CREATE DATABASE wp_db; 
mysql> GRANT ALL ON wp_db.* TO 'wp_user'@'%'; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
mysql> EXIT; 

 

このように特別な知識は必要なく、MySQLの操作が可能である。 

WordPressのセットアップ 

最後にWord Pressの書誌設定を行う。openコマンドでアプリケーションを起動する。 

dotcloud open 

 

次の情報を入力し、セットアップを完了する。 

● データベース wp_db 

● ユーザー名 wp_user 

● パスワード ****** 

● ホスト名  wordpress-rising3.azva.dotcloud.net:33433 

テスト・デバッグ 

 ここでは、dotCloudにデプロイしたアプリケーションのテスト・デバッグに関して示す。 

テスト（リモートデバッグ） 

 dotCloudをステージング／プロダクション環境として利用する場合、dotCloud上のアプリケ

ーションを直接リモートデバッグする方法は存在しない。ステージング／プロダクション環境

でのみ確認できる障害が発生した場合は、デバッグログを有効にするなど、ログを中心とした

デバッグを行う。 

ログ解析 

 dotCloud上のアプリケーションを動作ログを確認する方法は２つある。１つはWebダッシ

ュボードでログを確認する方法で、もう１つは logs コマンドで動作ログを取得する方法である。

しかし、どちらも単純に動作ログを表示することしかできない。従って、必要に応じて別途ロ

グを解析する手段を用意しなければならない。 
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ターゲット 

 ここでは、dotCloudをステージング環境・プロダクション環境として利用する際のポイント

に関して示す。 

ステージング環境 

 ステージング環境を構築する際、不特定多数からのアクセスを許さないようにアクセス制限

を行う必要がある。dotCloudでアクセス制限を行う手段として、BASIC認証を推奨している。 

 

 dotCloudでは、HTTPサーバとして Nginxを採用しており、設定の追加で URLリライティ

ングやアクセス制限、認証等を実現できる。Nginxはデプロイするアプリケーションの前段で

利用する。BASIC認証を有効にするためには、次のような設定ファイルを作成し、dotCloudに

配置する必要がある。 

 

/etc/nginx.conf.d/basic_auth.conf 

location / { 

    auth_basic           "Private User Realm"; 

    auth_basic_user_file /home/dotcloud/current/admin/htpasswd; 

} 

 

dotCloudにファイルをアップロードするには、次のコマンドを実行する。 

$ dotcloud run --application wordpress www “cat > /etc/nginx.conf.d/basic_auth.conf 

” < basic_auth.conf 

 

htpasswdファイルは htpaaswdコマンドで作成する。 

$ dotcloud run --application wordpress www “htpasswd -b -c -m 
/home/dotcloud/current/admin/htpasswd ユーザー名 パスワード” 

プロダクション環境 

 プロダクション環境を構築する際、dotCloudでは次のような機能が利用できる。 

24/7サポート（有償） 

 24/7のモニタリングとオペレータによるサポートを受けることができる。 

カスタムドメインと SSL(有償) 

 必要に応じてカスタムドメインを持ち込み、利用することができる。また、カスタムドメイ

ンで SSLを利用したい場合は、別途独自の CA署名付き証明書を持ち込み、利用することがで

きる。 
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スケーリング（有償） 

 ネットワークのトラフィック量やメモリの使用量をWebダッシュボードからモニタリングす

ることができる。モニタリングの結果から、アプリケーションやサービスを止めずにスケール

の設定を行うことが可能である。 

● 水平スケーリング 

 アプリケーションの場合、ステートレスなアプリケーションと見なされ、受け付けた

リクエストをラウンドロビンアルゴリズムで自動的にインスタンスに負荷分散すること

ができる。 

 データベースサービスの場合は、サービスによって実現する構成が異なる。例えば、

MySQLや PostgreSQL、Redisは、master/slaveの関係で構成し、信頼性を高めること

ができる。一方、MongoDBの場合は、レプリカセット（3または 5メンバーを含む）

として構成し、信頼性およびパフォーマンスを高めることができる。 

● 垂直スケーリング 

 メモリの使用量を動的に変更できる。CPUやファイルシステムについては、現在対

応中である。 

フェイルオーバー（有償） 

 スケーリングしたアプリケーションの１つが何らかの原因でダウンした場合、dotCloudは自

動的にそのアプリケーションへのリクエストの振り分けを中断する。 

 スケーリングしたサービスの１つが何らかの原因でダウンした場合、dotCloudは自動的にバ

ックアップサービスのいずれかにフェイルオーバーする。 

自動復旧 

 アプリケーションやサービスが何らかの原因でダウンした場合、dotCloudはそのアプリケー

ションやサービスを自動復旧する。 

メンテナンスモード 

 長時間のメンテナンス等でアプリケーションやサービスを止めなければいけない状況になっ

た場合、dotCloud ではメンテナンスモードが存在する。詳細は、メンテナンスの節で説明する。 

エラーページの設定 

 アプリケーション毎にエラーページをカスタマイズすることができる。エラーページは

/etc/nginx/sites-enabled/defaultにエラーコードに対応するファイル名（例えば、404.html, 

500.html等）で用意する。アプリケーションのソースコードと同様にエラーページを取り扱い

たい場合は、次のような Nginxの設定を追加し、dotCloudにアプリケーションを配備する。 

# choose an alias location that suits your code tree. 
location /static/ { 
   alias /home/dotcloud/current/static/; 
} 
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監視 

 ここでは、dotCloud上のアプリケーションやサービスの監視に関して示す。 

アプリケーション 

 ここでは、dotCloud上のアプリケーションの監視に関して示す。 

監視 

 dotCloudのプラットフォームでは、アプリケーションの死活監視の他にアプリケーションへ

のリクエスト量やメモリ使用量のリソース監視を行っている。 

自動復旧 

 何らかの原因でアプリケーションがダウンした場合、dotCloudはそのアプリケーションを自

動復旧する。 

サービス 

 ここでは、dotCloud上のサービスの監視に関して示す。 

監視 

 dotCloudのプラットフォームでは、サービスの死活監視の他にサービスのメモリ使用量のリ

ソース監視を行っている。 

自動復旧 

 何らかの原因でサービスがダウンした場合、dotCloudはそのサービスを自動復旧する。 

メンテナンス 

 ここでは、dotCloud上のアプリケーションやサービスのメンテナンスに関して示す。 

アプリケーション 

 ここでは、dotCloud上のアプリケーションのメンテナンスに関して示す。 

メンテナンスモード 

 長時間のメンテナンス等でアプリケーションやサービスを止めなければいけない状況になっ

た場合、dotCloudではメンテナンスモードが存在する。メンテナンスモードに移行したい場合

は、アプリケーションルートに「maintenance」というファイルを置く。 

dotcloud run --application wordpress www "touch current/maintenance" 

 

dotCloudは maintenanceファイルを検出し、自動的に HTTP 503 ”Service Unavailable”となる。

なお、メンテナンスモードのエラーページは必要に応じてカスタマイズすることができる。 
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世代管理 

 dotCloudでは、アプリケーション毎に pushした単位で世代管理を行う。 

世代管理の情報は revisionsコマンドで確認できる。 

dotcloud revisions 

 

$ dotcloud revisions 
==> Revisions for application wordpress: 
  rsync-1358528120404 
  rsync-1362295474144 
* rsync-1362295543957 

 

特定の世代のアプリケーションをデプロイするには、deployコマンドを利用する。 

dotcloud deploy rsync-1358528120404 

 

$ dotcloud deploy rsync-1358528120404 
==> Submitting a deployment request for revision rsync-1358528120404 of application wordpress 
==> Deployment of revision rsync-1358528120404 scheduled for wordpress 
07:52:12.384308: --> Deployment scheduled for application (wordpress) at revision rsync-1358528120404 
07:52:20.706790: [www.0] Running postinstall script... 
07:52:26.456817: [www.0] Launching... 
07:52:30.598853: [www.0] Waiting for the instance to become responsive... 
07:52:30.607026: [www.0] Re-routing traffic to the new build... 
07:52:32.161409: [www.0] Installation successful for service (www) instance #0 
07:52:32.163384: --> Application (wordpress) fully installed 
==> Application is live at http://wordpress-rising3.dotcloud.com 
$ dotcloud revisions 
==> Revisions for application wordpress: 
* rsync-1358528120404 
  rsync-1362295474144 
  rsync-1362295543957 

 

なお、deployコマンドは、latestと previousのシンボルによるデプロイも可能である。 
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サービス 

 ここでは、dotCloud上のサービスのメンテナンスに関して示す。 

サービスによって方法は異なるが、基本的な操作は runコマンドでサービスが動作するインス

タンスにリモートログインして行う。ここでは MySQLを例に説明する。 

バックアップ 

 MySQLの場合は、次のような手順でバックアップすることができる。 

$ dotcloud run db 
==> Opening a shell on service (db) instance #0 (application wordpress) 
Linux wordpress-default-db-0 2.6.38.2-grsec-dotcloud-ec2 #1 SMP Tue Mar 29 03:13:41 CEST 2011 x86_64 
GNU/Linux 
 
 
Welcome to Ubuntu! 
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/ 
mysql@wordpress-default-db-0:~$ mysqldump -u root -x --all-databases > dump.sql 
mysql@wordpress-default-db-0:~$ exit 
logout 
Connection to wordpress-rising3.azva.dotcloud.net closed. 

 

ダンプファイルをローカル PCにダウンロードするは次のように行う。 

$ dotcloud run db cat dump.sql > dump.sql 
==> Executing "cat dump.sql" on service (db) instance #0 (application wordpress) 
Connection to wordpress-rising3.azva.dotcloud.net closed. 
$ ls dump.sql  
dump.sql 

インポート 

 MySQLの場合は、次のような手順でインポートすることができる。 

 

ローカル PC上のダンプファイルを dotCloud上のインスタンスにアップロードする。 

$ dotcloud run db “cat > import.sql” < dump.sql 
==> Executing "cat > import.sql" on service (db) instance #0 (application wordpress) 

 

runコマンドでMySQLにアップロードしたダンプファイルをロードする。 

$ dotcloud run db “mysql -u root -p < import.sql”  
==> Executing "mysql -u root -p < import.sql" on service (db) instance #0 (application wordpress) 
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PaaS実績 

 ここでは、dotCloudのコミュニティの活動や情報量、利用企業等の実績に関して示す。 

コミュニティの活動 

  dotCloudのコミュニティの活動自体はまだ活発ではない。 

Q&A Forum(http://answers.dotcloud.com/questions/)が存在する。 

情報量 

 dotCloudの主要な情報は、dotCloud.comから入手できる。 

● dotCloud.com Docs(http://docs.dotcloud.com/0.9/firststeps/install/) 

● オフィシャルブログ(http://blog.dotcloud.com/) 

 

 ランタイム／フレームワークおよびサービスの利用に関しての情報は、dotCloud.comから得

ることが出来る。また Stack over flow(http://stackoverflow.com/questions/tagged/dotcloud)にも

130件程の Q&Aが存在する。その他の国内外での情報は個人ブログの利用記事がいくつか存在

するが、日本語の情報は少ない。 

サービスの更新間隔 

 メンテナンスに関する情報は、公開されていない。 

http://answers.dotcloud.com/questions/
http://docs.dotcloud.com/0.9/firststeps/install/
http://blog.dotcloud.com/
http://stackoverflow.com/questions/tagged/dotcloud
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利用企業、サービスなど 

 利用企業については、dotCloud.comのWho’s using 

it(https://www.dotcloud.com/whosusingit.html)で 18社を紹介している。 
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ビジネス 

 ここでは、dotCloudの費用面や中立性に関して示す。 

費用 

 ここでは、dotCloudの費用に関して示す。 

ランニングコスト 

 dotCloud.comの Prising(https://www.dotcloud.com/pricing.html)で月額料金を計算することが

できる。 

 
 

 金額はインスタンス数と RAMのサイズで決定するようになっている。例えば、Ruby on 

Rails(1インスタンス 256MB)＋MySQL(1インスタンス 64MB)の構成の場合は、1.84/Monthと

なる。 

オプション 

 エンタープライズ向けのアプリケーションをターゲットにした「Enterpise」というフレーバ

ーが用意されている。Live では対応出来ないカスタム要件（動作環境・運用監視）を提供する。

Enterpiseは、すべて個別見積となる。 

https://www.dotcloud.com/pricing.html
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中立性 

 ここでは、dotCloudの中立性に関して示す。 

ベンダー依存 

 dotCloudは、オープンソースで構成されたプラットフォームを提供するためベンダー依存す

る可能性は低い。ただし、dotCloudのみでサポートされているような次のランタイム／フレー

ムワークおよびサービスを利用する場合は、ベンダーロックする可能性が高くなる。 

● Opa 

● Perl/PHP/Python/Ruby Worker 

● Solr 

● PostGIS 

● WebSockets 

ポータビリティ 

 dotCloudに関する情報は、dotCloudのデプロイメント定義(dotcloud.yml)に記述するため、

アプリケーション中に dotCloudに依存する変更や追加設定を行う必要ない。よって、他の

PaaSから dotCloudへの移行や dotCloudから他の PasSへの移行は、容易に行うことができる

ためポータビリティ性は高いといえる。ただし、PaaSがサポートするランタイム／フレーム

ワークおよびサービスとそのバージョンによっては、移行時に問題が発生する可能性があるた

め、事前に簡単な移行確認を行った方がよい。 

おわりに 

 dotCloudは、数多くの開発言語・フレームワーク・サービスをサポートする。また PaaSと

しての機能は他の PaaSと比べても劣っている機能はなく、無償でも実行できるアプリケーシ

ョン数に制限がない等、大体の機能を利用することができる。さらに有償ではパフォーマンス

保証、オートスケール、カスタムドメイン、24/7モニタリング等をサポートしている。 

 

 dotCloudは、ユーザーの利用事例と運営企業の実績はまだまだ少ないが、PaaSとしてのオ

ープン性や機能性は高いと評価できる。 

以上 


