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近年の情報化の流れにより，BYOD（個人端末持ち込み）とクラウド化が広く謳われるようになった．大学においても例
外ではなく，従来の計算機実習室等に多数の端末を設置することで電子計算機システムを成す時代は徐々に変革されつ
つある．個人端末の持ち込みという流れに対して，東京農工大学ならびに北海道総合通信網（株）は，大学等の主に高
等教育機関における新たな電子計算機システムの形として，新しい仮想デスクトップサービスのプランニングと実証実
験を共同で行った．本システムは，持込端末の多様性を考慮し，HTML5 準拠の Web ブラウザのみでアクセス可能な仮
想デスクトップサービスである．本稿では，これまでの大学における電子計算機システムを概観した上で，我々の新た
なサービスのプランニング，サービス提供に向けた実地での評価検証，サービス化に向けた両者の取り組みについて詳
述する．

1．はじめに

うこと，自身の所有物として機器をより大切に扱うこと

情報社会の進展に伴い，情報機器の利活用といった教

による機器故障率の低減，多数の端末を大学が管理する

育は社会上必須のものとなった．大学において全学的に

コストの低減といった点が挙げられる．特に，計算機実

基礎知識として修学すべき内容を教育する「情報基礎教

習室等の専用教室を維持管理するコストは多数の計算機

育」は，教養としての情報リテラシーを身につけるため

を管理することから非常に高いものであり，これを低減

だけでなく，教職課程を持つ大学では教育職員免許状取

し，他の教育研究に対してそのコストを振り替えること

得に必須の単位取得のためにも行われる．国内の多くの

でより高度な教育研究を望むことも可能となる．このよ

大学では情報基礎教育を必修として設置し，これらが行

うな点からも今後より多くの大学において BYOD 化が進

われるための情報環境を提供している．この情報環境の

んでいくものと考えられる．東京農工大学（以下，本学）

多くは，計算機実習室等の専用教室を設け，そこに多数

でも，情報基礎教育に活用される電子計算機システムの

の教育用電子計算機を設置することで学生に対して教育

将来を見据え，BYOD 化を進める方針となっており，現

を提供するかたちとなっている．

在これに必要な諸課題の検討を進めている．

近年，情報機器の高度化と通信ネットワーク設備の高

本稿では，北海道総合通信網（株）（以下，HOTnet）

度化の両面により大学における情報環境も変容してい

とともに，BYOD 時代を想定した大学における情報教育

る．情報機器の低価格化と情報設備の運用コスト，情報

のための新しい電子計算機システムのかたちを模索し，

関連教育の変化に伴い，BYOD（個人端末持ち込み）化

それに対応する新たな仮想デスクトップサービスを相互

の機運がより高まっている．BYOD 化はこれまで「PC

の強みを活かしたかたちで検討，実証を行った際の知見

必携化」という呼び方によって国内の多くの大学にて取

をまとめる．研究開発機関であり，実際のサービスター

り組みがなされている．たとえば，九州大学 [1]，金沢

ゲットとなる教育機関である本学と，サービス開発・提

大学 [2]，東京学芸大学 [3] などの事例が挙げられる．ユ

供機関であり，通信事業者である HOTnet との共同によ

ーザが自身の端末を持ち込み，学内の環境を利用するこ

るサービス創造は，実サービスに向けたより高いシナジ

との利点としては，すぐに利用できるかたちですでに用

ー効果を生むことが期待される．

意された環境を使うのではなく，自身の端末を使いこな
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2．大学における教育用電子計算機システム
の実状

画面転送型（仮想デスクトップ）：
OS やアプリケーションをデスクトップ環境とし
てひとまとめにし，複数のデスクトップ環境を

2.1 端末設置を伴う電子計算機システムとその課題

サーバ上で集約して起動させ，その表示結果（画

大学における教育用電子計算機システムは先述の通

面）のみを各端末に対してネットワークを通じて

り，計算機実習室等の専用教室に PC 等の電子計算機を

配信することで端末にて仮想的にデスクトップ環

複数台設置することでシステムが運用されているケー

境を利用する方式である．仮想デスクトップ方式

スが多い．1 つの教室における端末の設置台数は 20 〜

には，サーバ側でのデスクトップ環境の保持方法

100 台程度であり，端末台数が多くなればなるほど担当

により，SBC（Server Base Computing）方式，VDI

教員の負担が非常に高くなるため，平均的には 50 台程

（Virtual Desktop Infrastructure）方式，Server VDI

度の端末が設置されることが多い．また，可能な限り多

方式などがある [4]．仮想デスクトップ方式では，

くの学生が利用できるよう，大学の規模によって複数の

端末に通常の OS を搭載した PC などを端末として

端末室が運用される．このような端末室に端末を置くか

利用することもできるが，これ以外にも端末に最

たちでの電子計算機システムは，2 つの種類に大別され

低限の OS 機能のみを搭載したシンクライアント

る．図 1 にそれぞれの概要を示す．

や，OS 自体もネットワークを通じて取得し起動

端末型（ファットクライアント）：

するゼロクライアントといった端末も利用可能で

端末ごとに OS が起動する方式である．ファット

ある．

クライアントは，一般的な PC の利用方法と同様，

本学においても，現時点では複数の端末機器を設置

端末の持つ補助記憶装置に OS やアプリケーショ

した端末室を複数運用している [5],[6]．本学の電子計算

ンがインストールされ，端末自体から起動させる

機システムは，Wyse 社製のシンクライアント（Wyse

ことによってユーザは計算機本体を利用する．通

C90LEW ThinClient）を端末機器として利用した VDI 方

常の PC と同様，各端末をそれぞれ個別に管理す

式のシステムである．仮想デスクトップを提供するシ

ることも可能であるが，台数が多くなるとアプリ

ステムとしては，Cisco Systems 社の UCS ブレードシス

ケーションのインストールやセキュリティアップ

テム，EMC 社の Celerra ストレージシステム，VMware

デートなどの作業を端末台数分の回数実行する必

社の VMware Horizon[7]（当時，VMware View）を組み

要があり，単純な作業であっても非常に作業量を

合わせたものとなっている．これら現在のシステムは，

要する結果となる．これを低減するために，各端

2011 年 2 月 1 日より運用されている．現在運用している

末のひな形となるベースイメージを持ち，一定の

端末室としては，本学（農学部と工学部の 2 学部，大学

操作により各端末に対してそのイメージを転送

院として農学府，工学府，生物システム応用化学府の 3

し，各端末個別の設定を投入するイメージ配信シ

学府，連合農学研究科，連合獣医学研究科，学生数約

ステムが広く利用されている．各端末は投入され

6,000 人規模）では，表 1 の通りとなる．
端末型，画面転送型のいずれの方式にかかわらず，端

たイメージを元に端末を起動する．
ベース
イメージ

サーバ上で起動

イメージの転送

ソースサーバ

サーバ

動作画面のみ転送

各端末から起動

端末 1

端末 2

端末 n

端末型方式

端末 1

端末 2

端末 n

画像転送型方式

図 1 端末型方式と画面転送型（仮想デスクトップ）方式
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無線 LAN などの場所を選ばず通信を利用できるインフ

表 1 本学における端末室と端末数の一覧
端末室

キャンパス

端末数

K2A 教室

小金井

76 台
76 台
61 台
15 台
（40 台）
85 台
33 台
29 台
20 台
（30 台）

K3A 教室

小金井

L0812 室

小金井

K4A 教室

小金井

（その他自習用）

（小金井）

F2A 教室

府中

F2B 教室

府中

F2D 室

府中

F2C 教室

府中

（その他自習用）

（府中）

ラストラクチャの増強も検討する必要がある．なお，本
稿ではこれらインフラストラクチャ増強の議論は行わ
ない．
さらに，各ユーザの端末持ち込みによる課題として，
端末間の差違が挙げられる．持込機器の OS やメーカ，
機種等を厳密に指定し，それ以外を認めないようにする
ことでこの差違は限りなく少なくすることは可能であ
る．しかし，このような厳密な指定は多様な学部・学科
がある大学にとっては非常に困難な選択肢であり，また，
すでに機器を所有しているユーザが自身の機器を利用す

末室等に実際の端末機器を設置する方式では，物理的な

ることができず，別途端末を用意する必要が出てくる．

機器の管理を行う必要性が生じ，機器の故障やサーバの

一定の推奨仕様を設定し，それに合わせた機器を用意さ

メンテナンス作業のほか，周辺機器を含むすべての機器

せる方法もあるが，これも容易ではない．ユーザ間の差

の盗難防止や掃除（マウスやキーボード内の埃の除去等

違は，OS が異なる，インストールしているアプリケー

を含む）といった細かい作業まで含まれる．特に，端末

ションが異なる，アプリケーションのバージョンが異な

ごとに行う必要のある作業は端末台数が多くなればなる

るなどのかたちで表面化する．表面化した差違の吸収

ほど，これらの作業を行う担当者をより多く用意する必

は，最終的に各担当教員の教授法で対応を行うこととな

要が出てくる．本学では，学内での電子計算機利用支援

る．具体的には，履修者の端末環境を把握し，使用アプ

を行う要員，端末室のメンテナンスならびに電子計算機

リケーションが適切に導入されているか確認した上で，

システム自体の管理を行う要員が職員として複数人，学

操作法の違いを考慮に入れた授業展開を行う必要が出て

生支援員として複数人おり，人的コストがかかっている．

くる．これは「各担当者の負担」を非常に高くすること

このように端末を設置するケースでは「端末を設置する

につながるため，何かしらの手段によってこの差違を吸

ためのコスト（機器費用，構築費用，保守費用）」と「端

収できる方策を検討する必要がある．

末の管理にかかるコスト（管理要員の技術力を含む）」
を見込む必要があるといえる．

この方策として，前節にて挙げた仮想デスクトップ方
式システムを併用することが考えられる．各ユーザが利
用する共通のデスクトップ環境をサーバ上に展開し，各

2.2 端末の持ち込み化とその課題
大学における BYOD 化により，端末を維持管理するこ

の OS・画面・アプリケーション環境を利用させること

とに対するコストを低減するだけでなく，よりユーザに

ができる．もちろん，仮想デスクトップ方式システムを

即した計算機の利用ができるメリットが享受できる．ユ

併用する場合は，「共通環境を提供するシステムにかか

ーザ自身が所有する情報機器を持ち込み利用すること

るコスト」は考慮する必要がある．システムを構成する

で，これまでの多数の端末を端末室に設置するかたちで

ハードウェアコストや VDI 環境を構築するためのソフト

あった電子計算機システムの利用形態は大きく変容し，

ウェアライセンス（たとえば，VMware Horizon にかか

自身の端末を利用することで，どこでも自由に電子計算

る費用）はもちろんのこと，ユーザに端末を持ち込ませ

機が利用可能となる．このため，端末室という場所に依

る場合，オペレーティングシステムやアプリケーション

存していた電子計算機システムが，学内のネットワーク

などのソフトウェアにおいて特有のライセンスコストが

環境さえ利用できれば，一般教室や研究室などを含め，

発生する．本学も採用している VDI 方式にて端末の持ち

場所に対する依存性がなくなる．

込み化を実施した場合，持ち込む端末数（少なくとも大

端末持ち込みの課題の 1 つとして，通信環境への課題

学の所属員数以上の数）を考慮したライセンスの導入が

が挙げられる．端末を利用可能となる場所が広くなるこ

必要となるため，大幅にライセンスコストが高くなる（本

とで，これまで利用率の高くなかった場所でのネットワ

学規模で試算した場合，年間 1,300 万円超のライセンス

ーク使用率が高まる可能性があり，これらネットワー

コスト増が想定された）．

クの増強が必要となる．また，有線 LAN 環境に限らず，
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コスト」，「端末の管理にかかるコスト」，端末の持ち込

かたちとなる．このような方式を我々は「サービス」と

み化における「各担当者の負担」，「共通環境を提供する

いう単語を付し，仮想デスクトップシステムを提供する

システムにかかるコスト」などを合わせて考慮した新た

一式の機能を「仮想デスクトップサービス」と称する．

なかたちの電子計算機システムが必要となる．また，こ

今回検討している仮想デスクトップサービスは，機器を

れまでの仮想デスクトップ方式システムでは，専用のク

設置する外部データセンタとサービス提供先との間は，

ライアントを用意し，接続に必要な設定を行った上で，

国立情報学研究所が運営する学術ネットワークである

デスクトップ環境にアクセスするといった，ユーザが行

SINET[8] を経由する構成をとる．一部のアクセス回線と

うべき事前の準備が必要である．たとえば，VDI 方式の

して SINET を利用したサービスとなるため，最終的には，

VMware Horizon では VMware Horizon Client を，SBC 方式

HOTnet がサービス提供機関となる「SINET クラウドサ

のリモートデスクトップではリモートデスクトップクラ

ービス [9]」の 1 つとしてのサービス化を検討している．

イアントを用意し，設定を行うといったことが考えら

現段階における，本仮想デスクトップサービスの役割範

れる．

囲は，図 3 に示すものとしている．本仮想デスクトップ
サービスは，サービス提供元である HOTnet がまずイン
フラクトラクチャ（IaaS 基盤）を構築し，その上に仮想

3．多様な持込機器を想定した次世代型仮想

デスクトップの利用に必要なシステムを構築し，仮想デ

デスクトップサービス

スクトップ機能をサービス提供先に提供する DaaS を構

既存の教育用電子計算機システムにおける諸課題に対

成するものである．本仮想デスクトップサービスでは，

して，本学ならびに HOTnet では，仮想デスクトップシ

サービス提供先はあくまでも「サービス」の提供を受け

ステムを軸とした BYOD 時代の新たな電子計算機システ

るものとし，システムの構築・提供，各種保守，各種運

ムの実現を目指し，サービス検討と基礎となるシステム

用（アップデート・ソフトウェアインストール等）につ

の設計を共同で行ってきた．本システムでは，BYOD に

いてはサービス提供元側で行うものとしている．これに

よるユーザの個人端末の持ち込みを前提とする．また，

対してサービス提供先は，運用にあたっての判断指示や

サーバ等のその他の機器の管理コストも低減させるべ

システム内で構成するソフトウェアの内容や検証，ユー

く，これまでサービス提供先のサーバ室等に多くの機器

ザへのサポート等について行うものとしている．また，

を設置するオンプレミス型のシステム構成（図 2）から，

この内容に関しては契約時に明確化するものとし，サー

外部データセンタを利用するクラウド型システムを併用

ビス提供先によって柔軟に対応できるものとしている．

するオンプレミス・クラウドハイブリッド型システム（図

次に，仮想デスクトップサービスとして提供するシス

2）に転換し，サーバ等の機器管理についても外部デー

テムを検討した．我々が検討してきたサービスでは，ユ

タセンタ側で対応する方式とする．本システムでは，サ

ーザの個人端末の持ち込みを前提とし，かつ，特定の端

ービス提供先の施設に機器を設置する必要があるものは

末に依存することなく利用できることを重要な要件とし

低遅延時間等の性能を要する機器のみとなり，それ以外

て設定した（要件 1：端末非依存）．可能な限り OS，メ

についてはすべて外部データセンタでの運用管理を行う

ーカ，機種の制約を行わないことで各ユーザが端末を用
意するコストを最小限とする
ことが可能となる．また，授
業時の担当教員のコストを考
外部データ
センタ

慮し，利用者によって異なる
端末環境の差違を吸収できる
システムであることも要件

大学

として設定した（要件 2：端

大学

末差違の吸収）．これにより，
ネットワーク

オンプレミス型システム

オンプレミス・クラウド
ハイブリッド型システム

図 2 オンプレミス型システムとオンプレミス・クラウドハイブリッド型システム

授業時に担当教員が環境ごと
に授業設計を個別に行うこと
なしに，共通環境にて授業を
行うことが可能となる．なお，
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・インストールソフトウェアの選定
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・学内ユーザへのサポート
・ライセンスの取得・提供 など
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・システムの構築・提供
・ハードウェアの保守
・ソフトウェアの定期保守
（OS・ファーム等アップデート）
・システムの監視・障害時対応
・ソフトウェアのインストール など
ネットワークセンタ

るWeb Socket通信 [13] に変換を行うソフトウェアである．
Ericom Access Now は，独自の手法により，Web Socket 経
由であってもリモートデスクトップの利用に対して性能
の低下が起こりにくくするための機能を有している．本
学ならびに HOTnet の両者はそれぞれ事前の試用を実施

SINET
サービス
提供先

ともとリモートデスクトップ通信を HTML5[12] におけ

した．実際に，動画再生試験を行ったが，再生に遅延や
サービス自体はホスティング（DaaS）
（ただし設備は提供先ごとに構築）

．
ロス等もなく非常に良好な性能であった
（要件4の充足）
さらに，Ericom Access Now の大きな特徴としては，

図 3 仮想デスクトップサービスの役割範囲

Web Socket 通 信 に よ っ て， 端 末 に HTML5 に 準 拠 し た

仮想デスクトップでは環境の共通化を図れることから，

Chrome など）のみを用意するだけでリモートデスクト

本要件は仮想デスクトップを採用した段階で満たされる

ップサービスが利用可能となることが挙げられる．図 4

（要件 2 は充足）．さらに，我々は各ユーザが仮想デスク

には，ブラウザからリモートデスクトップサービスへ

トップをより利用しやすくするため，専用クライアント

接続した様子を示している．このように Web ブラウザ

を個別にインストールしたり，設定を行った上で利用し

の 1 画面（ここでは 1 つのタブ）としてリモートデスク

たり，といったことのないシステムであることも要件の

トップ画面が表示されるかたちとなる．ブラウザをその

1 つとして設定した（要件 3：クライアント非依存）．こ

ままで利用している場合，ウィンドウの中にデスクトッ

れに加えて，CAD やマルチメディアアプリケーションな

プが入れ子のようなかたちになるが，ブラウザを全画

どのソフトウェアを利用する可能性を考慮し，各ユーザ

面表示すると単なるデスクトップ端末のように利用で

の利用する端末環境（OS 等）によってこれらアプリケ

きる．Web ブラウザのみで仮想デスクトップに対してア

ーション性能がなるべく低下しないことを要件とした

クセスできることは，多様な持込端末を想定した際に，

（要件 4：マルチメディア性能）．
我々は，これらの要件を考慮し，仮想デスクトップサ

Web ブラウザ（Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google

端末に対する制約を可能な限り排することにつながる
（要件 1 の充足）．加えて，専用のクライアントではなく，

ービスに用いるシステムとして VDI 方式である VMware

多様な Web ブラウザを利用できることはクライアント

Horizon や Citrix XenDesktop[10] といったシステムを利用す

に対する依存性を低減させる（要件 3 の充足）．

ることをまず検討したが，先述したライセンスコストの

これらの検討の結果，我々が検討を行ってきた仮想デ

問題があることから，ライセンスコストの低減を見込む

スクトップサービスには，SBC 方式を採用し，かつ，性

ため，SBC 方式のリモートデスクトップでのシステムの

能の改善が図れると判断し，サービス提供を行うソフト

提供を検討した（SBC 方式を採用する場合，本学規模で

ウェアとして Ericom Access Now を利用することとした．

．
のライセンスコストの増分は 400 万円弱と見込まれた）

また，SBC 方式のシステムは，サービス提供基盤とし

しかし，SBC 方式で最も単純な構成であるリモートデ

てサーバ OS である Microsoft Windows Server が用いられ

スクトップ単体では，マルチメディア系アプリケーショ
ンが端末環境によっては性能が低下することがある．実

Web ブラウザ（HTML5 準拠ブラウザ）

際に，Linux OS 上においてリモートデスクトップを利
用する場合，純正クライアントが存在しないため，激
しい画面描画を伴う CAD やマルチメディアアプリケー
ションの動作が不安定になる事象を確認している．VDI
方式では，独自のアクセラレーション機能によりこの

リモートデスクトップ画面

問題を回避している．そこで，我々は SBC 方式での弱
点を克服するため，SBC 方式で独自のアクセラレーショ
ン機能を持つソフトウェアが存在しないか調査を行い，
これを満たすものとして，Ericom 社製の Ericom Access
Now[11] があることを確認した．Ericom Access Now はも
140

図 4 ブラウザからアクセスするリモートデスクトップ画面

多様な BYOD 機器を考慮した次世代型仮想デスクトップ（DaaS）サービスの共創

ることが多い．サーバ OS では，マルチユーザ環境を実

これにより，HOTnet は検証用の仮想デスクトップサ

現するために，シングルユーザ環境を想定した一部のク

ービス向けシステムを構築した．構築されたシステムな

ライアント OS 向けアプリケーションの動作が不安定に

らびにネットワークの構成は図 5，検証用仮想デスクト

なることがある．このため，アプリケーション動作に対

ップサーバの機器構成は表 2 に示す通りである．HOTnet

する課題があり，これらを事前に検証する必要がある．

により，仮想デスクトップサービス向けシステムが札幌

我々は，アプリケーション動作に関する検討，端末から

ネットワークセンタ内に構築され，本学との接続性確保

のアクセス時の性能等の観点から実際の環境にて検証を
行っており，これらについて次章にて詳述する．

デスクトップ
サーバ

Active Directory

加えて，本仮想デスクトップサービスの提供にあたっ
て，仮想デスクトップ上でインストールされるソフトウ
ェアのライセンスの取り扱いについても検討している．

DNS

/0/0/0VM

ライセンス
サーバ

25VM

VM
25VM

DaaS ではサービス提供元がソフトウェアライセンスも
包括して提供することもあるが，本仮想デスクトップサ

100Mbps
（広域イーサ）

ービスでは，ライセンスはサービス提供先である各機関
から提供するものとしている．各種ソフトウェアライセ
ンスをサービス提供元が提供する方式と比較して，学術

農工大
ノード

機関としてのライセンスを利用する方がより安価である

札幌 DC

10Gbps
（ノード校接続）

ことが多い．実際に，Microsoft 社のライセンスでいえば，
サービス提供元であるホスティングサービスプロバイダ
向けのライセンスも十分に安価なものが提供されている

1 vCPU
4GB MEM
Active Directory

DaaS 用 VM #1

DaaS 用 VM #26

DNS

DaaS 用 VM #2

DaaS 用 VM #27

DaaS 用 VM #3

DaaS 用 VM #28

DaaS 用 VM #25

DaaS 用 VM #50

ものの，サービス提供先である学術機関向けのライセン
スの方がより安価に利用できることを確認している．こ
のため，本仮想デスクトップサービスはこれら提供先機

イメージ管理
ライセンス管理

仮想化プラットフォーム

関の持つライセンスが利用可能な構成としている．

ESXi

ESXi

ESXi

4．実サービス化に向けた実地検証
先述した仮想デスクトップサービスのサービス化を目
指すにあたり，本稿にて挙げたシステムが問題なく動作
するか，性能はどの程度かといったことを検証するため
に，我々は実際にシステムを構築し試験を実施した．本
学ならびに HOTnet という教育研究機関と企業が共同で
サービスの創造を図るというメリットを十分活かすた
め，相互に役割を設定し，それに合わせた実地評価を行
うこととした．まず，HOTnet は，実際のサービス提供
を想定した試験環境の構築を担当し，さらに試験に必要

HP DL360p GB

HP DL360p GB

HP DL360p GB

600GB×8 SAS 10k
RAID5
（内蔵ストレージ）

600GB×8 SAS 10k
RAID5
（内蔵ストレージ）

600GB×8 SAS 10k
RAID5
（内蔵ストレージ）

図 5 構築した検証用仮想デスクトップサービスのシステム・ネッ
トワーク構成

表 2 構築した検証用仮想デスクトップサーバ構成
機器
デスクトップ
サービス用
ESXi サーバ
（計 2 台）

な端末実機の用意を行うこととした．これに対して，本

想デスクトップサービスを利用することを想定し，本学
では実証実験に必要となる大学施設（大講義室・中会議
室），キャンパスネットワーク（無線 LAN）への接続性，
サービス構築に必要となる IPv4 サブネットアドレスを
HOTnet に対して期間を設定し提供した．

CPU：Intel Xeon E5-2650 Processor 2.6GHz

（2P8C/Total：16core, 32 logical processor）

Memory：128GB（16GB PC3-14900R x8）

HDD：4.8TB（600HB 10k SAS x8）

学は，構築にあたっての技術支援，サービス内容に関す
る助言を行った．さらに，実際に大学という環境にて仮

構成
HP DL360p Gen8

NIC：HP 10Gb Ehternet 2port SFP+NIC
仮想化ソフトウェア：VMware ESXi

管理用 ESXi
ホスト

HP DL360p Gen8
CPU：Intel Xeon E5-2650 Processor 2.6GHz

（2P8C/Total：16core, 32 logical processor）

Memory：128GB（16GB PC3-14900R x8）

HDD：4.8TB（600HB 10k SAS x8）

NIC：HP 10Gb Ehternet 2port SFP+NIC
仮想化ソフトウェア：VMware ESXi
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のため，SINET4 札幌データセンタ（以下，札幌 DC）に

に Microsoft Windows Server 2012 R2 を OS とした仮想マ

対して広域イーサネット回線（100Mbps）を敷設した．

シンを構築し，リモートデスクトップサービスと Active

本学は SINET ノード校であるため，現在は学内のノー

Directory サービスを展開させ，その上で各アプリケー

ドに対して 10Gbps での接続性を有している．このため，

ションのインストールと起動・ファイルダイアログのオ

最も帯域幅が狭い区間は HOTnet 札幌ネットワークセン

ープンといった動作が行われるか確認した．いずれのア

タと SINET4 札幌 DC 間となる．また，HOTnet 札幌ネッ

プリケーションについてもインストールについては問題

トワークセンタと本学との間は，SINET L2VPN サービ

なかった．しかし，一部アプリケーション（たとえば，

スを利用し，仮想的な専用線にて学内のネットワークと

gCAD3D）は起動時に読み込まれるバッチファイル等に

同様の IP アドレスブロックにて疎通させた．検証用サ

プロファイルフォルダが静的に設定されているため，ア

ーバは，デスクトップサービス用 ESXi サーバ 2 台と管理

クセス権により起動しないといった問題があったが，い

用 ESXi ホスト 1 台で構成され，クライアントが利用する

ずれもバッチファイル等の修正により問題なく稼働する

DaaS 領域は 1 クライアントにつき 1VM を割り当てる構

ことが確認できた．なお，一部アプリケーションについ

成としている．今回用いた ESXi 用サーバは 16 コア搭載

てはメーカによる動作保証 OS に Windows Server が含ま

し，論理プロセッサでは 32，メモリは 128GB 搭載して

れていないものがあり，一応動作はするが正式な保証が

いることから，DaaS 用の 1VM には 1vCPU，4GB のメモ

受けられなくなるものがあることに留意されたい．

リ領域を仮想的に割り当て，1 ホストにつき 25VM 収容

我々は，試験環境の構築完了後，実際に本学の大学

する設計としている．検証環境は複数のホストを効率的

施設にて，本学のキャンパスネットワーク（無線 LAN）

に運用するために，ESXi にて環境構築している．DaaS

を通じて，HOTnet 札幌ネットワークセンタに構築した

用に VM を 1 台ずつ割り当てる形態が Server VDI 方式や

仮想デスクトップサービスが支障なく利用可能であるか

VDI 方式のように見える可能性はあるが，あくまでもリ

どうかを実地にて検証を行った．本検証は，広めの教室

モートデスクトップ環境を提供するための仮想マシン群

を想定した本学小金井キャンパス講義棟 L0026 教室（教

であるため，VDI 的な管理ソフトウェアは導入しておら

室定員 317 名，試験時定員 176 名）と，狭めの教室を想

ず，方式としては SBC 方式となる．

定した本学小金井キャンパス 8 号館 3 階多目的会議室（総

これら実環境の構築に先駆け，本学では，SBC 方式の

合情報メディアセンタ会議室：50 名程度の定員）の居

仮想デスクトップ上でのアプリケーション動作について

室に，表 4 に示すノートブック型端末 50 台と無線 LAN

の検証を実施した．検証を行ったアプリケーション一覧

アクセスポイント（Cisco Systems 社製 Aironet 2600）4 台

は表 3 に示す．これらの多くは現在本学の電子計算機シ

を設置し，無線 LAN アクセス環境から札幌に設置され

ステムにて導入されているソフトウェアである．アプリ
ケーション動作の検証については，本学の持つブレー
ドサーバ（Cisco Systems 社製 UCS ブレードシステム）上

表 4 実地評価に用いたノートブック型端末一覧
機器
実験端末 #1
（9 台）

表 3 動作確認を行ったアプリケーション一覧
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構成
富士通 LIFEBOOK E742/F
CPU：Intel Core i7-3520M Processor
Memory：2GB
OS：Windows8.1

ソフトウェア名・バージョン
Adobe Reader XI

QGIS Chugiak 2.4.0

Wi-Fi：802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g

ArcGIS 1.2 for Desktop

R for Windows 3.1.1

Browser：Google Chrome Browser（最新版）

Avogadro 1.1.1

sakura editor 2.1.1.4

Cn3D 4.3

scilab 5.5.1

FreeMind 0.9.0

SMPlayer 14.9.0

Memory：2GB

Gaussian 09W

SolidWorks 2011

OS：Windows7

gCAD3D 2.20

Tera Term 4.84

Wi-Fi：802.11n, 802.11b, 802.11g

GIMP 2.8.14

TYPETREK 2.01 LITE

Browser：Google Chrome Browser（最新版）

Google Chrome

UltraVnc 1.2.0.3

GRASS 6.4

VLC Media Player 2.1.5

IBM SPSS Statistics 21

WinSCP 5.5.6

Memory：4GB

MATLAB R2011b

Wolfram Mathematica 10

OS：Windows7

Microsoft Office ProPlus 2013

Xming 6.9.0.31

Wi-Fi：802.11n, 802.11b, 802.11g

Mozilla Firefox

XnView 2.24

Browser：Google Chrome Browser（最新版）

実験端末 #2
（40 台）

実験端末 #3
（1 台）

HP ProBook 6550b
CPU：Intel Core i5-460M Processor

Acer Aspire S3-391-H34D
CPU：Intel Core i3-2377M Processor

多様な BYOD 機器を考慮した次世代型仮想デスクトップ（DaaS）サービスの共創

た仮想デスクトップサービスを利用する形態にて実施し

ス）の不足により発生することから，クライアント端

た．無線 LAN アクセスポイントは，無線 LAN コントロ

末 1 台ごとに操作し，その前に行った操作と比較して仮

ーラ（Cisco Systems 社製 WLC5508）配下とし，設定項目

想デスクトップの応答が極端に悪化しないか，加えて同

は WLC の標準設定とした．無線チャネルも自動設定さ

時に実行する動画再生において映像と音声のずれ（リッ

れるが，2.4GHz 帯では 3 台がそれぞれ別チャネル（1 台

プシンクのずれ）を起こしていないかを定性的に確認し

はいずれかの AP と同チャネル）に，5GHz 帯ではいずれ

た．特に動画再生などのマルチメディアアプリケーショ

の AP も同一チャネルにならないよう設定された．この

ンの動作を確認することで，遠隔地に設置された仮想デ

際の本学内でのネットワーク構成を図 6 に示す．

スクトップサービスでの遅延時間による影響を含めた性

検証項目としては，従来の端末室での情報系実習を想

能を観測することができる．また，Web を通じて利用す

定して，基本的なアプリケーションの操作・マルチメデ

る YouTube は，単純明快なサービスでありながら，動画

ィアアプリケーションの利用といった観点から以下の項

再生に伴うハードウェアリソース，ネットワークを通じ

目を設定し，実際に 50 台の端末で以下に挙げる一連の

たデータ受信によるネットワークリソースの両面を大き

操作を行い，その状況を確認した．一連の操作は 1 台ず

く消費することから容易な性能評価を可能とする．

1 台から 50 台までクライアント端末数を増やして行っ

つ順に実行するかたちを取った．

1. クライアント端末から DaaS 用 VM 上に用意され
2.

3.
4.

た際も，仮想デスクトップの応答が極端に悪化し，マウ

た仮想デスクトップ領域にログインする．

スポインタが飛ぶ，アプリケーションが起動できないな

仮想デスクトップ上で Mozilla Firefox を起動し，

どの操作不能になることはなかった．このほか，情報基

動画投稿サイトである YouTube にて 240p 品質の動

礎教育の実習にて広く利用される Word 以外の Microsoft

画再生を繰り返し実行する（Firefox のキャッシュ

Office アプリケーションスイートである Excel，Power-

はクリアした上で実行し，音声はオーディオリダ

Point についてもアプリケーション操作に問題がないか

イレクトによりクライアント端末上で再生する）．

を確認している．一連の操作を行う検証を実施した際

Microsoft Word 2013 を起動し，キーボード入力を

の DaaS 用 ESXi ホストの CPU 使用率を示したものが図 7

実施し，入力に遅延がないか確認する．

である．いずれの ESXi ホストにおいても仮想デスクト

Adobe Reader XI を起動し，正常に起動するか，任

ップを ESXi ホストに対する設計上の最大数である VM25

意の PDF ファイルの閲覧が正常に行われるか確

台稼働させた場合でも約 50% 台で推移しており，ホスト

認する．

のハードウェアリソース不足が発生しているとはいえな

このような構成下においては，ユーザ数の増加に合

い．また，各 DaaS 用 VM の CPU 使用率ならびにメモリ

わせて，リソースが消費され，操作に対する応答状況が

使用量を確認した．いずれの VM も同様の傾向を示して

悪化する．これらは，サーバのハードウェアリソース低

いるため平均となる VM の結果を図 8 に示す．これによ

下，もしくは，ネットワーク帯域（ネットワークリソー

り，動画再生を継続的に伴う処理を行う場合，メモリは
最大 1GB 程度の使用で安定しているが，CPU は 100% に

SINET

10Gbps
Firewall
コア
スイッチ

実験用
アクセス
ポイント

フロア
スイッチ

1Gbps

フロア
スイッチ

フロア
スイッチ

1Gbps x8
無線 LAN
コントローラ

図 6 実地検証を行った本学内のネットワーク構成

DaaS 用
ESXi ホスト #1
実験用
iPerf サーバ

DaaS 用
ESXi ホスト #2

図 7 DaaS 用 ESXi ホスト（2 台）の CPU 使用率
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近い使用量であることが確認された．このため，実際の

ックがネットワーク帯域の最大値である 100Mbps を頭打

サービス化においては DaaS 用の VM に割り当てる CPU

ちしており，ボトルネックである HOTnet ネットワーク

リソース量をさらに増やすことで各 VM の安定化が図れ

センタと SINET 札幌 DC 間の 100Mbps 回線のネットワー

ると考えられる．また，ESXi ホストの CPU 使用率が非

クリソースが不足していることが分かった．このように，

常に高いという状況ではないため，ホストでの VM への

50 台程度の端末で 240p 品質程度までの利用であれば，

CPU リソース割り当てはリソース状況を精査した上で

外部データセンタと仮想デスクトップを利用するサービ

オーバーコミットを行うことで，ハードウェアにかかる

ス提供先までの間の通信回線は，Fast Ethernet（100Mbps）

費用低減が見込める．

程度の通信帯域を具備していれば問題ない．しかし，本

また，一連の手順を実施する際のネットワークリソー

学の規模であっても端末室の端末台数が 500 台程度が想

スに関しての検証を行った．この際のネットワークトラ

定され，一般的な大学における計算機台数を考慮すると，

フィックの推移を図 9 に示す．240p 品質の動画再生を行

Gigabit Ehternet（1Gbps） な い し は 10 Gigabit Ethernet

っている際のネットワークトラフィックは最大 60Mbps

（10Gbps）にて疎通できる回線が外部データセンタとサ

程度であり，ネットワークリソースも十分な量であった

ービス提供先間に必要であるといえる．

といえる．実際，50 台程度の端末で 240p 品質の動画再

また，今回の検証でも利用したような無線 LAN アク

生であれば，再生自体の動作は問題なく，かつ，リップ

セス端末が集中する環境下では，ワイヤレスプロトコル

シンクのずれを発生させることもなかった．さらに，試

によって各端末が得られるスループットが十分に得られ

験的に動画の品質を HD 品質・4K 品質まで向上させた

ないことがある [14]．実サービス化に向けて，ユーザの

場合，リップシンクのずれやアプリケーション動作に明

利用する無線 LAN 環境についての基礎的な情報を得る

らかな性能低下が確認された．実際に HD 品質の映像を

ため，すでにネットワーク回線のボトルネックを確認し

Youtube にて閲覧し，クライアント端末 24 台が接続した

ているが，このワイヤレスプロトコルによるスループッ

段階で動作が不安定になった．その際のネットワークト

トの差についても簡易的な測定を実施した．測定のため

ラフィックの推移を確認したところ（図 10），動作が不

に，学内のサーバ室に設置したフロアスイッチ（コアス

安定となった 24 台の端末を稼働させた時点でトラフィ

イッチから直結）配下に 10 Gigabit Ethernet にて接続し
たトラフィック測定用の iPerf ホストを設置した．5GHz
帯（802.11an），2.4GHz 帯（802.11bn）を利用可能なそ
れぞれのクライアント端末から各 770 サンプル（iPerf ホ
ストに対して試行した 770 回分の結果）を取得し，解析
を行った．5GHz 帯の無線 LAN アクセス環境を得られる
クライアント端末では，平均 7.99Mbps，いずれのクラ
イアントも 3.88Mbps 以上のスループットを得られてい
たのに対して，2.4GHz 帯の無線 LAN アクセス環境を得
られるクライアント端末では，平均 1.92Mbps，約 12%
のサンプルでは 500Kbps を下回る結果となった．このた
め，ネットワーク回線のボトルネック以外にも，ユーザ
が利用するワイヤレスプロトコルについてもサービス時
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図 8 ユーザが接続する VM の CPU 使用率・メモリ使用量

には注意を払う必要があることも分かった．

図 9 実地評価の際のネットワークトラフィックの推移

図 10 実地評価の際に発生したボトルネックトラフィック

多様な BYOD 機器を考慮した次世代型仮想デスクトップ（DaaS）サービスの共創

素が強いため，SINET との間に 100Mbps の広域イーサネ

5．実サービスの提供にあたって検討すべき要
素と本学次期電子計算機システムに向け
た設計

ット 1 本のみを敷設するかたちとしたが，実際にはより
高速な回線が必要になる．さらに，システムの堅牢性を
高めるためには複数の回線を確保し，一部回線に障害が
発生した際はその障害を回避できる構成が必要になる．

本学とHOTnetでは前章に挙げた実地での検証を行い，

また，SINET をアクセス網として利用するサービス提供

仮想デスクトップサービスの可能性について検討してき

先では，インターネット接続を SINET 経由にて行うケー

た．これに加え，実際にサービスとしてシステムを提供

スが多い．外部データセンタに設置した仮想デスクトッ

する際には，さらなる要素の検討が必要である．実際

プサービスでは図 12 に示すように，サービス提供先内

にサービスと提供する際に考えられるシステム構成を

で仮想デスクトップを利用してインターネット（たとえ

図 11 に示す．

ば，外部 Web サイト）への接続を行うと，外部データ

まず，検討を行うべき項目としては，要求されるシス

センタを経由し，再びサービス提供先のルータを経由

テム規模に応じた性能を発揮させるための機器構成であ

し，SINET を通じてインターネットへ接続されることと

る．実地評価では上図と比較して非常に単純な構成でシ

なる．これでは，学内の端末室に設置された端末を利用

ステムを構築していた．50 台程度というごく限られた

して同一通信を行う際と比較し，トラフィック量が明ら

端末台数を想定した場合であれば仮想デスクトップを構

かに増大する．このため，仮想デスクトップサービスを

成する「デスクトップサーバ」と認証情報を持つ「Active

利用するサービス提供先では SINET とサービス提供先と

Directory サーバ」を分離する程度でも十分動作するが，

を結ぶ回線の増強を余儀なくなることとなる．障害発生

規模が大きくなると，デスクトップサーバをさらに増強

時の対応だけでなく，このような課題の対策も検討すべ

するだけでなく，ディスク装置を分離し「ファイルサー

き要素である．このため，HOTnet は，ネットワークセ

バ」を構築する必要が出てくるであろう．また，デスク

ンタ内にてインターネット向けトラフィックのみを別途

トップサーバが複数になった場合，どのデスクトップサ

通信させる回線を用意することでこの問題を回避する構

ーバにユーザが接続すべきか制御する必要も出てくる．

成を検討する必要がある．

これに対しては「SLB（Server Load Balancer）」や接続先

これらを踏まえ，本学では次期教育用電子計算機シス

を動的制御するコネクションブローカ等の導入が必要に

テムに今回設計した新たな仮想デスクトップサービスを

なるであろう．また，ネットワーク回線の有効活用のた

利用するため，2015 年 12 月現在，導入プロジェクトが

めに「プロキシサーバ」の導入の検討も必要になると考

進行している．詳細な設計を行っている段階ではある

えられる．これらの具体的な構成は，一定のパターン化

が，仮想デスクトップサービスは，図 13 に示したよう

は可能であっても，導入するシステムの要件に応じてそ

な構成にて運用を行う予定である．この構成は，HOT-

れぞれカスタマイズしていく必要がある．

net による IaaS 基盤に対して，仮想デスクトップサービ

さらに検討すべきは外部データセンタとサービス提供
者とを結ぶネットワーク回線である．今回は，実験的要

SLB

AD サーバ

デスクトップ
サーバ（複数）

ファイル
サーバ

プロキシサーバ
Web キャッシュ用

外部データ
センタ

デスクトップサービス
Multi-function
Switch
主回線

Firewall
副回線

インターネット回線

サービス
提供先

SINET

Internet

札幌 DC
サービス
提供先

SINET

図 11 実サービス時に想定されるシステム・ネットワーク構成

Internet

図 12 SINET 経由でインターネット接続する際に発生する仮想デ
スクトップサービスによる重複トラフィック
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ス（DaaS）のほか，公開用 Web サーバシステムや統合

が遠隔地となる大学では大学情報システムの BCP（事業

認証システム，図書館システムなども同居するかたちと

継続計画）対応という観点からも利点が出てくると考え

なる．また，先述した仮想デスクトップ用サーバの増強，

られる．

ディスクストレージの分離，インターネット向け回線の

すでに本学の次期電子計算機システムとして導入すべ

SINET 向け回線からの分離などを盛り込んだ設計となっ

く，HOTnet とともにプロジェクトを推進している．本学

ている．さらに，限られた仮想デスクトップ環境を効率

以外のサービス提供を想定すると，それぞれの組織に応

的に利用するため，SLB とコネクションブローカの機能

じた構成を検討する必要があるなど，今後検討すべき課

を有し，かつ，時間割・履修情報と連動した仮想デスク

題もある．今回得られた知見を元に，今後も本学と HOT-

トップ管理が行える仕組みを構築予定である．これら本

net とともに，さらなるシステム構成の検討と検証，サー

学の次期電子計算機システムの詳細については，追って

ビスの高度化に向けてブラッシュアップしていきたい．

報告を行いたい．

また，本学システムの構築によって得られる知見も多く，
また，時間割と連動した仮想デスクトップ管理システム
など新たな仕組みも導入していく．今後も引き続き，報

6．まとめ

告を継続できるよう積極的な活動を続けていきたい．

本稿では，BYOD 時代を想定した新たな仮想デスクト
ップサービスをプランニングし，実サービス化に向けて，
本学ならびに HOTnet と共同で評価実験を行った際の知
見を詳述した．また，実際のサービス提供にあたって想
定される検討課題を挙げ，さらに，本方式を用いて実現
する本学の次期電子計算機システムの現段階での設計に
ついて説明した．本稿にて挙げた仮想デスクトップサー
ビスは，HTML5 準拠の Web ブラウザ経由で仮想デスク
トップにアクセス可能なソフトウェアを導入し，HOTnet の持つ札幌ネットワークセンタから SINET を経由し
て利用するものである．本学と HOTnet と共同で，サー
ビス提供先である大学という環境に，より即したサービ
スの検討と技術検証を行うことができた．この仮想デス
クトップサービスは，一般的な大学における電子計算機
システムの在り方を一新し，クラウドを十分に活用し，
かつ，ユーザの持つ端末の多様性を許容できる革新的な
サービスである．また，本文では触れていないが，札幌

ユーザ端末

コア
スイッチ
SINET

vCenter
サーバ

ESXi
ホスト
サーバ

DaaS ホスト

Internet 向け回線
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管理用セグメント
AD セッション 管理系
サーバ 管理サーバ サーバ
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Network Switch

DaaS 用セグメント
監視
サーバ
監視用セグメント
ストレージ用セグメント

バックアップ
ストレージ
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※ハードウェア・ネットワークは冗長構成

図 13 本学次期計算機システム DaaS 関連システム構成
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