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情報系学科における教育情報システムの構築及び
運用管理に関する取り組み
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概要：琉球大学情報工学科では，教育情報システムを 4 年に 1 度更新しており，昨年 10 月にシステムの更
新が行われた．従来のシステムでは，仮想マシンを用いて Web サービス等を提供していた．新システム
でも引き続き仮想マシンを利用するために仮想環境を構築する．従来のシステムでは，仮想化に VMWare
を用いていたが，新システムでは導入コストの少ない KVM を利用することとした．ここで，新システム
の仮想環境で求められる要件は次の通りである．まず，従来のシステムで運用していた VMWare の仮想
マシンを KVM の仮想マシンにコンバートし，次に，物理マシンのメンテナンス等に対応するため，ライ
ブマイグレーションが行えることである．新システムの構築にあたっては，ハードウェアトラブルや仮想
システム及びファイルシステムの運用上のトラブルに遭遇したが，教員，学生による構築作業によってそ
れらを克服し，システムの運用開始に至った．本論文では，仮想環境を中心に，本学科における新システ
ムの構築及び運用管理に関する取り組みを報告する．

1. はじめに
琉球大学情報工学科で利用されている教育情報システム
の運用管理は，実践的なシステム構築及び運用管理に関す
るスキルを習得するために，演習科目におけるテーマの 1
つとして行われてきた [1]．しかし，サービスの多様化やシ
ステムの高度化，そして，年々増加しているサイバー攻撃
の脅威に対する対策等，非常に高い技術力が求められる．
そのため，経験の浅い学生には荷が重く，過度な負担を強
いることになり，演習科目として行うことは非常に困難に
なった．そこで，学生と教員の有志による「システム管理
チーム」を結成した [2]．以降，本学科におけるシステムの
運用管理は同チームによって行われている．
また，本学科では，4 年に 1 度システムの更新を行って

2. 従来のシステム
2.1 オンプレミス環境
本学科では，研究等のためにある程度のリソースを有し
た計算機環境を学生等の利用者に提供する必要がある．し
かし，学生及び教員に物理マシンを割り当てることは不可
能であるため，仮想化技術を用いて利用者が必要とするリ
ソースを提供する．そのため，導入する物理サーバには十
分なスペックが求められる．そこで，表 1 のスペックのブ
レードサーバを 16 台導入した．ブレードサーバを用いる
ことにより，小スペースで高密度にサーバを設置できる．
Intel Xeon X5650 (2.67GHz / 6 コア)

CPU
CPU のユニット数

2

おり，貴重な教育の機会と考えている．そのため，昨年 10

メモリ

128GB

月に行われたシステム更新では，事前の導入機材及びハイ

SSD

パーバイザー等の導入技術に関する試用機を使った性能テ

32GB
表 1 前システムの物理サーバ

スト，並びに新システムの構築は同チームが中心となって
行った．
本論文では，仮想環境を中心に，本学科における新シス
テムの構築及び運用管理に関する取り組みを報告する．

次に，仮想マシン (VM) を保存するために，表 2 の大容
量ストレージを導入した．運用期間中にハードディスクド
ライブの故障が想定されるため，RAID5 を採用することに
より，信頼性及び可用性の向上を行った．また，ストレー
ジとブレードサーバの通信には信頼性と高速性が求められ
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るため，Fibre Channel を複数用いた FC-SAN を図 1 のよ
うに構築した．これにより，ブレードサーバとストレージ
間の速度は 2Gbps×4 を実現し，ネットワーク機器の故障
1
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等にも対応できる．

2.2 仮想環境
オンプレミス環境で使用するハイパーバイザーは
SAS 600GB × 36

VMWare 社が開発している，VMware vSphere Hypervisor

RAID

5

(VMWare ESXi) を採用した．ESXi を管理するために 2.1

ホットスペア

3本

節で述べた汎用サーバに Windows Server 2008 R2 をイン

HDD

実効容量
18.6TB
表 2 前システムの SAN 用ストレージ

ストールし，VMWare vCenter Server を構築した．vCen-

ter を用いることで，複数台の ESXi を一括管理でき，VM
の運用管理の利便性が向上する．
また，VM を無停止状態のままで，物理マシンのメンテ
ナンス等を行うために，ライブマイグレーション機能も構

ブレードサーバ

築する．マイグレーションには VMware vSphere vMotion
を利用する．ファイルシステムには複数ノードから同時に

slot slot slot slot
1 2 3 4

slot slot
15 16

・・・

アクセスができ，整合性を保つことが可能なクラスタファ
イルシステムである VMware VMFS を利用する．これに
より，物理マシンの状態に影響を受けにくい，仮想環境が
実現できる．

2.3 ネットワーク構成
本学科の大まかなネットワーク構成を図 2 に示す．本大
FC-SW

FC-SW

学では，キャンパスネットワークの管理は総合情報処理セ
ンターが行っている．そのため，本学科では，同センター
が管理している一部の VLAN 帯を自主管理することによっ

ストレージ

て，学科ネットワークを構成している．
同センターと学科のメインスイッチ，学科のメインスイッ
チとブレードサーバ及びサーバ集約用スイッチは，10Gbps

図 1

FC-SAN の構成図

の光ファイバーケーブル 2 本で接続している．さらに，各
研究室や自習室に配置されるルームスイッチとフロアス

そして，利用者のホームディレクトリ及び複数サーバで

イッチは 1Gbps の光ファイバーケーブル 2 本でメインス

共有するためのストレージとして，表 3 の汎用ストレー

イッチに接続し，無線 LAN コントローラはコントローラ

ジを 2 台導入した．このストレージは NFS(Network File

をスタックし冗長化しているため，1Gbps の UTP ケーブ

System) を利用して，複数のサーバで共有して利用する．

ル 1 本ずつをメインスイッチと接続している．
そして，無線 LAN アクセスポイントは 802.11a/b/g/n

HDD

SAS 1.0TB × 24

RAID

5

ホットスペア

2本

実効容量
20.0TB
表 3 前システムの汎用ストレージ

の規格に対応し，本学科が利用する各フロア及び教室に設
置されている．認証には，本学科が提供する LDAP を用い
た 802.1x 認証を利用している．
また，メインスイッチとブレードサーバ等の重要な経
路は 802.3ad で Ether Channel を組み伝送経路を二重化し
て，断線等の故障が発生した場合でも，接続を維持できる

最後に，汎用サーバを 3 台導入した．汎用サーバのス

構成になっている．

ペックを表 4 に示す．これらのサーバにはブレードサーバ
の監視等，ブレードサーバで利用できないサービスを運用
することが目的である．

2.4 前システムの問題点
前システムでは運用期間の経過によって様々な問題が生
じた．まず，2.1 節で述べたように，本学科では，学生及

CPU

8 コア

び教員に VM によるリソースの貸出を行っている．しか

メモリ

24GB

し，一部の学生は，必要なリソースの見積もりができず，

HDD
SAS 1.8TB
表 4 前システムの汎用サーバ

コア数及びメモリ容量のリソースを過剰に提供していた，
また，スナップショット機能も提供していたが，回数制限
等を設けていなかったため，無制限にスナップショットを
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利用することで，全体容量は約 40TB になり，前システム

SINET

の 2 倍以上のストレージ容量になった．さらに，接続プロ

総合情報処理センター

2.4Gbps

トコルは Fibre Channel から iSCSI へ変更となった．これ

10Gbps x 2
1Gbps

無線LANコントローラ1
無線LANコントローラ2
無線AP 教官室等

情報工学科
サーバ集約用スイッチ

メインスイッチ

1Gbps
UTM

10Gbps x 2

1Gbps x 2

汎用サーバ

1Gbps x 2

1Gbps

フロアスイッチ(EPS)
ルームスイッチ
(研究室，自習室)

汎用ストレージ
1GBps x4

1Gbps x 2

10Gbps x 2

ブレードサーバ

100Mbps

シンクライアント
Edy電子錠
レーザープリンタ

学生の演習として適しているためである．加えて，iSCSI
は Fibre Channel と比べ，非常に安価であり，メモリ容量
やストレージ容量に導入コストを割り当てられる．また，
汎用ストレージとして表 7 のスペックのストレージを 2 台
導入した．SAN 用ストレージと同様に，2 台のストレージ
をスタックして利用することで，全体容量は約 137TB に
なった．

8Gbps

用ストレージ

100Mbps

100Mbps

は，iSCSI は Fibre Channel と比べ，設定が容易であり，

SAN

表 6

HDD

SAS 1.2TB × 24

回転数

15000rpm

RAID

6

実効容量
19.7TB
新システムの SAN 用ストレージ

図 2 前システムのネットワーク構成図

作成できた．このため，CPU 以外のリソースは常に不足
HDD

SAS 4.0TB × 24

次に，他学科等からの電波干渉によって無線 LAN のア

回転数

7200rpm

クセスポイントから離れた研究室等は接続が不安定であっ

RAID

6

していた．

実効容量
68.5TB
表 7 新システムの汎用ストレージ

た．そのため，次期システムでは，利用者から改善を強く
求められた．
最後に，本学科では，グローバル IP アドレスをネット
ワークに接続する端末やサービスに付与していたため，常

そして，物理サーバとストレージを高速に接続するため

に ssh のブルートフォース攻撃の脅威に晒され，脆弱なパ

に，サーバ集約用スイッチを 2 台導入した．2 台のスイッ

スワードを設定していた一部の VM や端末が狙われた．

チをスタックすることで，スイッチの故障等が発生しても，
システムへの影響を減らすことができる．また，iSCSI は

3. 新システム

Fibre Channel より低速になることが予想される．そこで，
前システムより帯域幅を増やすために，サーバとスイッチ

3.1 オンプレミス環境
新システムでは，前システムの課題であったリソース不

及びスイッチとストレージを 10Gbps×4 の Direct Attach

足を補うために，メモリ容量並びにストレージの容量を増

Cable (DAC) で接続し，スタックに 40Gbps×2 の DAC を

やした．新システムで採用した機材について詳しく述べる．

用いた．

まず，表 5 のスペックの 1U サーバを 4 台採用した．前

最後に，オンプレミス環境及び稼働する VM を監視する

システムから台数及びコア数は減少したが，メモリ容量は

ために，表 8 のスペックのサーバを導入した．これは，監

システム全体で 2TB から 3TB へ増加した．また，ブレー

視サーバがオンプレミス環境の VM 上で動作していた場

ドサーバは汎用性が低く，学生の教育には適していなかっ

合，物理サーバに障害等が発生した時に，適切に通知及び

たため，汎用サーバへ変更した．

ログの収集などが適切に行えない．そのため，外部に監視
サーバを構築した．

Intel Xeon E5-2699 v3 (2.30GHz / 18 コア)

CPU
CPU のユニット数

2

メモリ

768GB (32GB x 24)

HDD

600GB
表 5 新システムの物理サーバ

CPU

Intel Core i7-6700 (3.40GHz / 4 コア)

メモリ

32GB (8GB x 4)

SDD

240GB

HDD
表 8

4TB
新システムの監視用サーバ

次に，SAN 用ストレージとして表 6 のスペックのスト
レージを 2 台導入した．2 台のストレージをスタックして
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan
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3.2 仮想環境
前システムでは，VMWare を用いたが，新システムでは

KVM Host 1

導入コストの少ない KVM を利用することとした．前シス

GFS2

テムと同様に，物理マシンのメンテナンス等に対応するた
め，ライブマイグレーションを行いたい．KVM は標準で

DLM

ライブマイグレーションに対応しているため，共有ファイ

CLVM
iSCSI
Initiator

Corosync

ルシステムを構築すれば良い．そこで，クラスタファイル
システムとして利用可能なファイルシステムである，GFS2

KVM Host 2

を用いる [3]．GFS2 をクラスタファイルシステムで用いる

GFS2

iSCSI Target

場合は，別途クラスタを構成しなければならない．また，

GFS2 には共有ストレージに対するアクセスを同期する機

DLM

能は存在しない．そのため，アクセスの同期を行うため

用ストレージ 1

CLVM

SAN

iSCSI
Initiator

Corosync

に，プラグインもしくは分散ロックマネージャ (DLM) を
用いる．

KVM Host 3

新システムでは，クラスタ基盤ソフトウェアに Corosync

GFS2

を用い，共有リソースへのアクセスの同期は DLM を用い
る．加えて，以後の運用中にパーティション等の再構成す

DLM

る可能性があるため，LVM の情報をクラスタで共有でき

CLVM
iSCSI
Initiator

Corosync

る CLVM を用いて，クラスタ上で共有ストレージのパー
ティション変更等を可能にする．また，iSCSI initiator の

用ストレージ 2

SAN

KVM Host 4

通信は，10Gbps×4 の回線を用いるが，Corosync 等のクラ

GFS2

スタが通信は 1Gbps の回線を用いる．これは，iSCSI の通
信が帯域幅を専有した場合，Corosync が通信できなくな

DLM

CLVM
10Gbps x 4

り，正常に動作しているノードが Fence されるのを防ぐた

Corosync

めである．これらの技術を用いて構成した IP-SAN の構成

iSCSI
Initiator

1Gbps

図を図 3 に示す．

3.3 ネットワーク構成

図 3

IP-SAN の構成図

ここでは，前システムと新システムで変更された点につ
いて述べる．

ることが求められた．そこで，VMWare で動作している

はじめに，利用者から要望の強かった無線 LAN の改善

VM をコンバートして，引き続き KVM で利用することに

のために，IEEE802.11ac に対応した無線 LAN アクセスポ

した．また，コンバートの際には KVM でコンソールを取

イント導入し，5GHz 帯を用いて電波干渉を抑える．また，

得するために，事前に VM のシリアル接続を設定する必要

アクセスポイントを増設し，電波の届きにくい場所を削減

がある．

する．
次に，外部に公開しない端末を，プライベート IP へ移
行した．これにより，ブルートフォース攻撃の脅威が減っ

4.1 移行手順
停止期間を短くするために，以下の手順でシステム移行

たが，外部から接続できなくなったため，VPN サービス

を行うことを計画した．

の提供を希望する利用者が多く見られた．そのため，VPN

( 1 ) 事前に仮想環境及び SAN を構築する

用の VLAN 帯を作成しサービスを開始した．VPN の認証

( 2 ) ネットワーク構成の変更を行う

には学科が提供する LDAP 情報を用いている．

( 3 ) Web や DNS 等の基幹サーバ VM をコンバートする

最後に，プライベート IP への移行では，防ぐことので
きない脅威に対応するために，統合脅威管理 (UTM) を本
格的に導入した．これにより，ベンダーが提供する既知の

( 4 ) dhcp サーバで付与する IP アドレスをグローバル IP
からプライベート IP へ変更を設定する

( 5 ) ユーザー貸出 VM をコンバートする

攻撃を未然に防ぐことが容易となる．

4. システム移行
システム移行の際に，システムの停止期間は最小限であ
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

4.2 システム移行時に発生した問題
システム移行時に発生した重要なトラブルついて述べる．

1 つ目は，3.1 節で述べたサーバ集約用スイッチのファー
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ムウェアにバグが存在し，スタック環境下において負荷がか

べる．

かると正常にパケットが流れなくなった．そのため，iSCSI
ストレージとの接続が不安定となり，その結果，GFS2 の

5.1 IP 管理サービス

ファイルシステムが破損した．このように，サーバ集約用

本学科が提供している LDAP に登録されたユーザー情報

スイッチが正常に動作しないため，他社スイッチで一時代

を用いて，MAC アドレスと希望のドメイン名を申請する．

用した．しかし，このスイッチは 1Gbps しかサポートして

希望ドメイン及び MAC アドレスに不備がなければ，一意

いないため，接続が遅いなどの問題が発生した．

の IP アドレスを DHCP で配布し，希望したドメイン名で

2 つ目は，VMWare が提供するスナップショットは新し

配布される IP アドレスが解決できる．これにより，DNS

くイメージを作成し，差分を作成したイメージに書き込む．

及び DHCP の情報を動的に変更でき，利用者がゾーン情

しかし，差分を結合しないまま VM イメージをコンバート

報等を変更できるため管理者の負担が削減できる．また，

したため，一部の貸出 VM に対してロールバックが発生し

障害等が発生した時，利用者の特定が容易になる．

た．また，結合には VMWare が必要なため，急遽物理サー
バ 1 台に ESXi をインストールし，結合作業を行った．

このシステムの概要を図 4 に示し，システムの構造を
述べる．まず，ユーザーは希望のドメインと MAC アドレ

3 つ目は，1 つ目のバグを修正したファームウェアにアッ

スを Web コントロールパネルで申請する．次に，申請さ

プデートされたサーバ集約用スイッチが，再びハングアッ

れたドメインと MAC アドレスに重複がないことを確認

プし正常にパケットが流れなくなったことで，GFS2 のファ

し，PostgreSQL に格納する．そして，格納されたデータ

イルシステムが再び破損し，長時間システムが停止した．

は，PostgreSQL の View 機能を使い DNS サーバと DHCP

また，代用スイッチを用いる期間が長期になることが予測

サーバから参照される．DNS サーバは，ISC が提供する

されたため，1Gbps×4 でサーバとストレージを接続する

PostgreSQL ドライバーである，BIND-SDB を用いて Post-

環境を構築した．

greSQL と連携している．また，DHCP サーバは，ISC が

4 つ目は，UTM を用いて NAT を行っているが，設定が

提供する ISC DHCP では PostgreSQL と連携できないた

不十分であり，学科外との接続が不安定であった．そのた

め，前システムでは，ISC DHCP の OMAPI を用いて動

め，一部 Web ページやサービスに接続できない問題が発

的に変更してきた．しかし，PostgreSQL と OMAPI で 2

生した．

つのデータベースを持つことになり，データベースの整

5 つ目は，無線 LAN の認証と DHCP サーバを行って

合性を確保できない．そこで，PostgreSQL ドライバーと

いる FreeRADIUS が頻繁に異常終了していた．コアダン

DHCP サーバ機能が標準で搭載され，導入コストの低い

プを収集しデバッグを行って問題箇所を特定し，原因は

FreeRADIUS を利用することにした．これにより，デー

FreeRADIUS のコードレベルでの問題であった．この問題

タベースの整合性を確保し，安定したシステムの運用がで

は，FreeRADIUS のバージョンが 3.0.9 では修正されてい

きる．

たが，本学科で利用している CentOS7 がサポートを行っ
ている FreeRADIUS のバージョンは 3.0.4 であったためで

5.2 VM 貸出サービス

ある．そして，ソースコードから設定ファイルに特定の値

3.2 節で述べた仮想環境で動作する VM を利用者に貸出

を記述することで回避できることが判明し，安定したサー

す場合，利用者の権限を用いて VM の作成及び電源操作を

ビスの運用が行えるに至った．しかし，問題の特定及び解

行いたい．そこで，本学科では，前節で述べた Web コント

決には，非常に長い時間を要した．

ロールパネルに VM の作成等の機能を実装し，利用者に貸

6 つ目は，VM をバックアップしている時に，クラスタか

出システムを提供している．利用者に提供している VM の

ら Fence されることがあった．これは，以前は，10Gbps×4

電源管理を行うページは図 5 であり，電源が入っていない

で iSCSI の通信，クラスタの通信，そして VM の通信を

ため，PowerOn ボタンを押すことにより VM を立ち上げ

行っていた．しかし，VM のバックアップが開始されると

ることができる．また，ユーザーに提供するリソース量は

iSCSI の通信が肥大化し，クラスタの通信に必要な帯域幅

CPU1 コア，メモリ容量 1GB，ストレージ容量 10GB であ

が確保できないためであると考えられる．そこで，物理的

る．これは，2.4 節で述べた，過剰なリソースの専有を防

に通信回線を分けることにより常に安定した帯域幅を確保

ぐためであり，利用者の希望によりリソースを増やすこと

することとした．

ができる．

5. 基幹サービス

VM 貸出のワークフローを図 6 に示し，システムの構造
を述べる．Web コントロールパネルのバックエンドである

本学科では，IP 管理システム，VM 貸出システム，Web

PostgreSQL には，利用者が使用している VM の情報と作

システム等，様々なシステムを利用者に提供している．こ

成可能数が格納されている．VM の情報は，稼働してる 4

こでは，IP 管理システムと VM 貸出システムについて述

台の KVM ホストがある中で，利用している VM が稼働し
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図 6

図 4 IP 管理システムの概要

VM 貸出システムの概要

サービスが利用できなくなることが問題となっていた．そ

ている KVM ホストの情報が記憶されている．また，前節

のため，本学科では前システム時にさくら VPS を契約し，

で述べた IP アドレスの申請システムと連携しており，使

DNS 及び LDAP の外部バックアップとして利用していた．

用している IP アドレス及びドメイン名と対応付けられて

さらに，2012 年に本学科のメールサービスを Google Apps

いる．加えて，VM 作成時に MAC アドレスの申請は自動

for Education へ移行し，停電等が発生した場合でも，メー

で行うため，利用者が IP アドレスの申請を行う必要はな

ルサービスを利用可能な状態にしていた．しかし，講義の

い．Web コントロールパネルから KVM の操作は SSH を

資料や連絡事項などを掲載している Web サービスは冗長

トンネリングして libvirt に接続して行っている．SSH を

化されていないため，休講通知など重要な連絡ができな

利用することにより一定のセキュリティを確保できる．

かった．そこで，新システムでは，さくらクラウドと契約
し，基幹システムの冗長化を行う．また，学生の講義演習
用クラウドも準備し，演習環境の充実化を図る．

6.1 基幹システム用
基幹システム用のクラウド構成を図 7 に示す．基幹シス
テム用クラウドは VM8 台と専用の物理サーバ 1 台が利用
できる．物理サーバには，20TB のストレージが搭載され
ており，内部の 1Gbps 回線を使い，VM から NFS や iSCSI
でマウントして利用できる．
このクラウド上の VM は，本学科のオンプレミス環境と
図 5 VM の電源操作ページ

連携しており，DNS の外部バックアップとして活用してい
る．今後は Web 及び LDAP 等，他のシステムも連携する

6. クラウドサービスの活用
沖縄では，台風及び大雨等の自然災害によって停電する
ことが多い．停電によって Web サービスの閲覧やメール
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan
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6.2 学生演習用
学生演習用のクラウド構成を図 8 に示す．学生演習用
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育情報システムを安定した運用管理には以下の課題がある．

インターネット

• Web コントロールパネルのユーザーインターフェー
スは，未だ簡素なものとなっている．そのため，ユー

共有回線

100Mbps

ザーインターフェースのユーザービリティ向上を目
指す．

• クラウドサービスと学科オンプレミス環境の連携は，
VM1

・・・

VM2

DNS のみ行っている．Web や LDAP 等も連携し，シ

VM8

ステムの冗長化を行いたい．

• 本学科でシステムの運用管理を主に行っている学生は，
一定年数で卒業し世代交代が行われる．そのため，構

専用回線

築及び運用管理で必要とする知識を引き継ぐため，後

1Gbps

共有回線
IPMI

輩の育成に積極的に取り組む．

100Mbps

ストレージサーバ

今後は，これらの問題に取り組み，安定したシステムの
管理運用を行いたい．

図 7 基幹システム用のクラウド構成図
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7. まとめと今後の課題
本論文では，本学科における新システムの構築及び運管
理に関する取り組みを報告を述べた．しかし，本学科の教
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