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はじめに

企業内業務システムでは，最大負荷を想定して構築す
るのが一般的である．しかし，システムの平均負荷は数
分の一で，ピーク時以外では余剰リソースを抱えること
になり効率が悪い．
通常負荷を想定してシステムを構築し，それ以上の負
荷時は外部から計算機リソースを調達できれば，TCO
(Total Cost of Ownership) の削減効果が期待できる．
我々は，組織外から計算機リソースを調達し，自己の管
理下で運用するためのリソース融通の研究を行っている．
本稿では我々が提案するサーバ単位でのリソース融通
モデルの概要を述べ，サーバのリソースを借りたいユー
ザ企業が，サーバの貸出専業業者から融通する場合の，
サーバ移送方法について紹介する．
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くことが困難なため，リソース融通の度に整合性
を取る必要が出てくる．
• ブート制御
組織外からの遠隔ブートは，ファイアウォールが
障害となり，既存の遠隔ブート機構をそのまま適
用することができない．
この他に，組織間データの安全性や，貸出業者内の貸出
サーバ同士の通信といった考慮すべき点があるが，これ
ら点についての詳細は文献 [1] に記す．

3 サーバ移送機構の提案
前節で挙げた問題点に対し，以下の機能を持つサーバ
移送機構を提案する．
• 組織外からの遠隔ブートができる
• インストール設定情報の合成
• リソース融通に関する通信の暗号化 [1]

企業間でのリソース融通

リソース融通では，ユーザ企業側がネットワークを介
して貸出業者側のリソースを利用するため，企業間の
ネットワーク回線の速度，安全性等の品質が重要であ
る．本稿ではネットワーク回線に起因する問題を無視で
きる環境でのリソース融通を想定し，複数の企業が同居
するデータセンター内でのリソース融通を検討した．
リソース融通は，サーバ計算機，ストレージ，ネット
ワーク，ソフトウェア等，様々なリソースを包含する．
リソースの種類によって，融通の形態や状況，必要な技
術が大きく異なってくる．企業間でのリソース融通の場
合，例えばジョブ単位の融通では同じサーバ計算機を他
のユーザ企業も使用する可能性が出てくるため，それ
によって計算機リソース毎の実行権限の管理が複雑に
なる．
そこで，本稿ではユーザ企業が持つ OS イメージを貸
出業者に安全に送り，OS イメージを用いて遠隔ブート
させてユーザ企業の管理下に置くことによる，サーバ単
位でのリソース融通を提案する．
遠隔ブートはサーバのローカルファイルシステムやメ
モリファイルシステムを全く使わずに遠隔ファイルシス
テムとして利用する完全ディスクレス型，ファイルシス
テムのイメージをローカルディスク等に書き込むデプロ
イメント型等の種類が存在し，デプロイメント型の中で
も OS イメージをコピーする方法と，OS の自動インス
トールで実現する方法が存在する．本稿では組織間での
融通を考慮し，セキュリティとハードウェア構成への柔
軟性の観点から OS の自動インストールでの実現を目
指す．
OS の自動インストールによる遠隔ブートを検討した
場合の，考慮すべき点を以下に述べる．
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このうち，組織外からの遠隔ブートに関しては，既
存の遠隔ブート機構を用いて 2 段階で行う．1 段目は貸
出業者側に置かれたブートローダから PXE(Pre-boot
eXecution Environment) を使って実現する．計算機が
PXE に対応した BIOS とネットワークインターフェイ
スを持っていれば，計算機外からブートローダをダウン
ロードしてブートすることが可能である．1 段目のブー
ト処理で貸出サーバとユーザ企業側との間に VPN を構
築する．
2 段目の遠隔ブートは，ユーザ企業内のブートイメー
ジを用いて行われる．1 段目で構築した VPN により，
貸出サーバはブートイメージにアクセス可能になる．こ
のブートイメージによる遠隔ブートによって，OS のイ
ンストールが開始される．
インストールに関する設定情報のうち，ユーザ企業側
からはアプリケーションパッケージの指定，貸出サーバ
に付与するユーザ企業側ネットワーク用の IP アドレス
等を貸出業者側に送る．貸出業者側では貸出業者ネット
ワーク上の IP アドレス，貸出サーバのハードウェア情
報を管理しておき，ユーザ企業から受け取った設定情報
と組み合わせたものを貸出サーバに送って貸出サーバへ
のインストールを行う．インストール用の設定情報をリ
ソース融通の度に動的に生成することで，サービスイ
メージの変更やサーバのハードウェア変更に対して柔軟
に対応することができる．

3.1 全体構成
ここでは我々が提案するサーバ移送機構の処理の流れ
を説明する．
• 自動インストール情報の整合性
ユーザ企業側と，貸出業者側にそれぞれリソース融
OS の自動インストールを想定した場合，ユーザ 通用のマネージャを配置する．ユーザ企業側においてリ
企業側が送りたい OS のインストール設定情報と， ソースの調達及びサービスからのイベントを受ける役割
貸出業者側計算機のスペックを事前に把握してお を持つマネージャを ProcurementOrganizer (以降 PO
と略す)，貸出業者側において，貸出サーバ群を管理す
るマネージャを LeaseManager (以降 LM と略す) と呼
Outline of server transfer mechanism for resource borrowing.
Yuichi Koba, Teruyoshi Zenmyo, Tetsuro Kimura, Hideki Yoshida, ぶことにする (図 1)．両マネージャ間でサーバ移送の制
御を行う．
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貸出サーバではブート後にインストールのための VPN
設定が行われる一方，ユーザ企業側で設置されているイ
ンストールパッケージ配布用のサーバ (FTP サーバ等)
が貸出サーバと通信できるような設定を，PO が指示
する．

3.2.3 インストール〜インストール後フェイズ

図 1 サーバ移送機構モデル
3.2 サーバ移送の流れ
サーバ移送は，大きく分けて 3 つのフェーズに分けら
れ，順に処理が進む (図 2)．

• サーバ検索フェイズ
• インストール準備フェイズ
• インストール〜インストール後フェイズ

図 2 サーバ移送の流れ

3.2.1 サーバ検索フェイズ
ユーザ企業側のサービスで何らかの理由でリソース融
通イベントが発生してから，実際に借用するサーバが決
まるまでのフェイズである．PO はユーザ企業側のサー
ビスからリソース融通イベントを受信し，サービスが要
求するサーバの条件やその他設定情報を LM へ送信す
る．LM は受信したデータから要求を満たすサーバを見
つけ出す．
貸出企業が提供するサーバ群は同一のスペックを前提
にしていない．そのため，ユーザ企業側の要求スペック
を満たすサーバが，貸出業者側の計算機に存在するかを
事前に判断しなくてはならない．その際の判断基準とな
る検索条件や検索方式に関しては，既にプロトタイプ実
装を行っている [2]．

3.2.2 インストール準備フェイズ

インストールパッケージサーバと貸出サーバが通信で
きる状態になったら，パッケージのインストールが開始
される．インストール完了後，貸出サーバが再起動後に
サービスを起動したり，VPN 設定を有効にするための
設定は予め埋め込んでおく．そのための設定情報はイン
ストール準備フェイズで PO から取得しておく．
一方，ユーザ企業側も，貸出サーバのインストール完
了に伴って，貸出サーバをサービスとして管理下に置く
ために，ユーザ企業側のネットワーク設定を再設定を行
う．具体的にはインストール後の VPN 設定にあわせた
設定を PO が指示する．
設定が終わった後に貸出サーバが再起動すると，貸出
サーバは起動完了と同時にユーザ企業のサーバとして使
用可能となる．

4 サーバ移送機構のプロトタイプ実装
インストールに使用する OS は FedoraCore2 (Linux)
を用いた．FedoraCore2 は RedHat ディストリビュー
ションの流れを組むもので，Red Hat 社が開発した kickstart と呼ばれる自動インストールが可能である．kickstart の設定ファイルには，インストール内容の設定を
細かく記述できる他，パッケージのインストール開始前
とインストール完了直後にシェルコマンドを実行するこ
とができる．
PXE ブートのためのブートプログラムには GRUB
を採用した．GRUB は PCUNIX 系で提供されるプロ
グラムで，多くの OS のブートに利用できる．そして，
ネットワークブート設定やブートイメージの置き場の設
定を設定ファイルに記述することで柔軟に対応できる．
PXE ブート直後に必要となるインストーラ用ブートイ
メージは貸出業者側に置く．このイメージにはサーバ移
送に必要な IPsec 周りのプログラムを組み込んだ．上記
実装環境で，サーバ移送の後に，貸出サーバがユーザ企
業側のネットワークに参加し，ユーザ企業側サーバから
通信ができることを確認できた．
5 おわりに
本稿では，我々が提案するサーバ単位でのリソース融
通モデルを述べ，データセンターにおけるサーバ移送モ
デルでの実現方法を提案した．我々は既にプロトタイプ
の実装を行っており，今後はプロトタイプ実装をベース
に，より広域展開するための検討と評価を行っていく予
定である．
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