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はじめに 

 CloudFoundryとは、VMWare社が提供している Rubyで実装された PaaSのことである。 

 

 CloudFoundryは次の手段で利用できる。 

● CloudFoundry.com (beta) 

 VMWareがホスティングしているインフラであり、無償枠の制限でのみ利用できる。 

● Micro Cloud Foundry 

オールインワンで CloudFoundryの機能が内包されている VMWare仮想イメージであり、

VMWare Playerで利用できる。 

● PaaSプロバイダ 

 ソースが公開されているため、CloudFoundryを提供する基盤を独自にカスタマイズし

て構築できる。 

● AppFog https://www.appfog.com/ など CloudFoundryを利用した PaaSプロバイダが存

在する。CoreCloudFoundry.orgに互換性のあるプロバイダのリストがある。 

 

以下では CloudFoundry.com (beta) [CloudFoundryと略す。]についてみていく 

https://www.appfog.com/
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対応プラットフォーム 

CloudFoundryでは次のアプリケーション開発フレームワークをサポートしている。 

開発言語とフレームワーク 

 以下に２０１３年２月１５日現在の対応する開発言語とフレームワークを示す。

http://docs.cloudfoundry.com/ を参照した。 

○ Spring 

○ Grails 

○ Scala/Lift 

○ Play 

○ Node.js 

○ Ruby/Rails/Sinatra 

 Rubyのバージョンは 1.8.7-p302またはそれ以上、1.9.2-p180またはそれ以上でサポー

トされる。Railsは 3.0, 3.1, 3.2である。 

サーバ 

 アプリケーションサーバの種類は指定できない。 

データベース 

 

● MongoDB 

● MySQL 

● vFabric Postgres 

その他 

 

● RabbitMQ 

● Redis 

http://docs.cloudfoundry.com/
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PaaS 

 ここでは、CloudFoundry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、CloudFoundryには無償のみ存在する。下表に詳細を示す。 

 CloudFoundry.com (beta) 

価格 無償 

アカウント制限 

 最大メモリサイズ 

 最大サービス 

 最大アプリ数 

 
2GB 
16 
20 

アプリケーション制限 

 最大メモリサイズ 

 最大ディスクサイズ 

 最大 CPU数 

 ネットワーク 

 最大ファイルディスクリプタ数 

 URIs 

 

2GB 

2GB 

fair share of 4 cores 

fair share 

256 

4 

サービス制限 

 MySQL DB max database size 
 Radis max memory size 
 MongoDB max memory size 

 
128MB 
16MB 
240MB 

スケーリング 

 オートスケール 

アカウントの制限範囲内でアプリに割り当て

られる数は指定できる。 

自動的な割り当ては出来ない。 

カスタムドメイン × 

追加ストレージ × 

サポート コミュニティ 

ソースコードリポジトリ CloudFoundryの範囲外 

CIサポート 特にない 

SLA × 

パフォーマンス ？ 
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 CloudFoundry.com (beta) 

Job管理 × 

連携 

 チケット管理 

× 

※ http://docs.cloudfoundry.com/faq.html#capacity 参照 

 

http://docs.cloudfoundry.com/faq.html#capacity
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開発ツール 

 開発ツールには、コマンドラインインタフェース、IDEの２つの主要ツールがある。 

CLI（vmc） 

 様々なプラットフォーム上で、アプリケーションをフルコントロールしコーディングできる。 

 コーディングとデバッグ、アプリケーション管理に向いている。 

インストール方法 

 Windowsクライアント（Windows XP, 7, 8）の場合のインストール方法を記述する。 

 その他の OSも、ほぼ同じ手順である。 

 http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/installing-vmc.html 参照 

 事前準備として、CloudFoundry.com( https://my.cloudfoundry.com/signup )にて SignUpを行

いアカウントを作成しておく、次に Ruby 1.8.7 or 1.9.2と RubyGemsをインストールする。 

Rubyのインストール 

 

1 以下のサイトから、最新の Rubyインストーラ パッケージをダウンロードする。 

 http://rubyinstaller.org/ 

2 インストーラを実行し、ウィザードの手順通りにセットアップを進める。 

その際、「パスに Ruby実行モジュールを追加する」のオプションが選択されているこ

とを確認する。 

3 RubyGemsも一緒にインストールされる。 

CLIのインストール 

 

1 Windows コマンド プロンプトを開く 

2 gemのアップデートを行う 

  $ gem update --system 

3 以下のコマンドを実行し、クライアントツールをインストールする。 

 $ gem install vmc 

4 インストールが完了したら、次のコマンドを実行する。 

 $ vmc target https://api.cloudfoundry.com 

5 CloudFoundry.comへのログイン ID及びパスーワドや SSHキーの情報など入力を求め

られるので、入力していく。 

  $ vmc login 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/installing-vmc.html
https://my.cloudfoundry.com/signup
http://rubyinstaller.org/
https://api.cloudfoundry.com/
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利用方法 

 CloudFoundryの CLIでは、次のような操作が可能である。 

● Cloud Foundryのターゲットを登録、参照、一覧 

 vmc target/targets 

● ログインとアカウント管理 

 vmc longin/passwd/logout/info/add-user/delete-user 

● アプリケーションのデプロイ、更新、リソース変更 

 vmc push/update/mem/map/unmap/instances 

● 開発ライフサイクルの管理 

 vmc start/stop/restart/delete/rename 

● サービスの管理とバインド 

 vmc services/create-service/bind-service/unbind-service/delete-service 

● アプリケーションについての情報取得 

 vmc apps/logs/crashes/crashlogs/stats/env/end-add/env-del 

GUI（IDE） 

 eclispeまたは Spring Tool Suite(STS)開発環境とのシームレスな統合が可能。 

 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/STS/sts-eclipse.html 参照 

事前準備 

 eclipse (Indigo以上) または STS 2.9.0以上にて Cloud Foundry Integration for Eclipse 1.1.0の

プラグインをインストールする。 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/STS/sts-eclipse.html


10 / 13 

開発～運用 

デプロイ方法 

 アプリケーションをデプロイするときは CLIからの vmc push コマンドで行う方法と STSか

ら行う方法がある。もし、アプリケーションのトップディレクトリに Manifest.ymlファイルが

存在しない場合は対話的なウィザードにより作成される。アプリケーションの更新する場合は

vmc updateにより行う。 

データ 

 データ(DB)のバックアップ、リストアについては CloudFoundryでは MySQL serviceの CLI

と接続出来る tunnelの機能を利用することで可能である。 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/caldecott.html 参照 

データベースを操作する手順を示す。 

1 caldhecottをインストールする。 

 $ sudo gem install caldecott --no-rdoc --no-ri 

2 services一覧から接続したい DBを選択する。 

$ vmc services 

3 サービスへのトンネルを作成する。 

$ vmc tunnel mysql-service 

4 出力された情報を元に利用したい clientを選択し、tunnel経由でリモートサービスへ接

続する。 

 

アプリ 

 アプリケーションの作成、更新は CLI，IDEから行うことができる。 

 ここでは，CLIから PHPのアプリケーション wordpressを作成し，MySQLサービスをバイ

ンドしたものを記す。 

新規 

 

1 アプリケーションを作成する。 

$ git clone https://github.com/phpfog/af-sample-wordpress 

 $ cd af-sample-wordpress 

 $ vmc push 

 workpress-testをアプリケーション名とする。 

2 mysqlサービスを作成する。 

 $ vmc create-service mysql-service 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/caldecott.html
https://github.com/phpfog/af-sample-wordpress
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3 アプリケーションをmysqlサービスにバインドする。 

 $ vmc bind-service mysql-service wordpress-test 

更新 

 

一度 CloudFoundryへデプロイした作業ディレクトリで vmc updateを行うことで再デプロイ出

来る。 

 

テスト・デバッグ  

リモート・デバッグ 

 CloudFoundry上で実行しているアプリケーションをデバッグする方法 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/STS/deploying-CF-Eclipse.html 参照 

ログ 

 ログは次の方法で取得できる。 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/debugging.html 参照 

1 ファイル一覧を取得する。 

 $ vmc files app logs 

2 指定のファイルを閲覧またはリダイレクトでファイル出力させる。 

 $ vmc files app logs/error.log > error.log 

メンテナンス 

アプリケーション 

 メンテナンスを行う仕組みは CloudFoundryでは用意されていないため、アプリ側で用意し

ないといけない。 

http://docs.cloudfoundry.com/tools/STS/deploying-CF-Eclipse.html
http://docs.cloudfoundry.com/tools/vmc/debugging.html
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PaaS実績 

コミュニティの活動 

 CloudFoundryの公式ページにコミュニティサイトがあり，フォーラムや FAQ、ナレッジペ

ージ、開発者のブログページなどがある。 

http://support.cloudfoundry.com/home 

 

日本のコミュニティ ユーザー会 

http://www.cloudfoundry.gr.jp/ 

グーグルグループ 

https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cloudfoundryjp 

 

最新のソースコード githubにある。 

https://github.com/cloudfoundry/vcap  

情報量 

 2011/4にオープンな PaaSで VMware社により公開された CloudFoundryはオープン PaaS

の中では一番古株にあたり、技術サイトの特集ページや個人ブログに CloudFoundry.comの簡

単な利用方法は他の PaaSよりも多く存在する。 

サービスの更新間隔 

 CloudFoundry本体の更新は頻繁に行われており、CloudFoundry.comにも適宜反映されてい

る。 

ロードマップは以下で確認できる。 

http://cloudfoundry.github.com/docs/roadmap.html 

 

利用企業、サービスなど 

 日本では楽天が 2011/11にプライベート PaaSとして採用したことを筆頭に 2012/12には

NTTコムが CloudFoundryベースの Bizホスティング Cloud n PaaSを発表している。他のプロ

バイダ実績としては、AppFog, Iron Foundryの Tier 3, Uhuruがある。 

http://support.cloudfoundry.com/home
http://www.cloudfoundry.gr.jp/
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/cloudfoundryjp
https://github.com/cloudfoundry/vcap
http://cloudfoundry.github.com/docs/roadmap.html
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ビジネス 

費用 

 CloudFoundry.comでの利用は無料枠のみである。 

中立性 

ライセンス 

 Apache License, Version 2.0でソースを公開している。 

ベンダー依存 

 CloudFoundry特有の言語やフレームワーク、サービスは特に存在しない。しかし、作成した

アプリが CloudFoundryに依存する設定は serviceとの接続する部分になると思われる。その部

分を注意してソース管理を行えば、ベンダー依存は低いと評価する。 

ポータビリティ 

 ベンダー依存が低いため他の PaaSへの移行がスムーズに行えポータビリティも高いと評価

する。 

また、CloudFoundryで開発したアプリが他の PaaSと互換があるかどうかチェックが出来る

Cloud Foundry Coreという機能を CloudFoundry.orgが発表している。 

http://blog.cloudfoundry.org/2012/11/13/cloud-application-portability-made-easy-introducing-

cloud-foundry-core/ 

おわりに 

 他の PaaSと比べサポートされる言語・フレームワーク・サービスのバリエーションの少な

いことや、簡素な機能しか提供していないこと、無料枠しかないことから PaaSとして利用す

る観点での評価は低い。しかし、特徴として CloudFoundryをベースとしたプロバイダとして

利用される実績が多いことがあげられる。オープン PaaSの火付け役として登場した

CloudFoundryの仕様は今もなお盛んにバージョンアップが行われ、PaaSプロバイダにとって

は CloudFoundryの動向は注目しておくべきポイントとなっている。 

 

 

以上 

 

 

http://blog.cloudfoundry.org/2012/11/13/cloud-application-portability-made-easy-introducing-cloud-foundry-core/
http://blog.cloudfoundry.org/2012/11/13/cloud-application-portability-made-easy-introducing-cloud-foundry-core/

