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はじめに

（１）．リソース要求

一般的に企業情報システムは、想定される最大負荷
に合わせて構築される。多くの場合、システムにかか
る平均負荷は最大負荷の数分の一である。このため、最
大負荷に合わせて構築された企業情報システムは、余
剰コンピューティング資源を大量に抱えることになり、
      の増加につながる。
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 リソース融通の概要
我々は、データセンター内に共存するリソース貸出
業者とユーザ企業間でのサーバの融通を想定している。
例えば 、スパイク的な負荷などにより、計算機リソー
スが不足したユーザ企業は、リソース貸出業者にリソー
スを要求する。リソース貸出業者は、ユーザ企業から
の要求を受けると、貸出用サーバをユーザ企業の持つ
 のブ ート イメージを利用して起動し 、貸出用サー
バをユーザ企業の管理下に置く。

図  に、リソース融通の概要  を示す。ここで、ユー
ザ企業システム内で、リソースの調達を管理するマネー
ジャを        と呼び 、貸出業者シス
テム内で、貸出用サーバを管理するマネージャを  
  と呼ぶ。
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リソースを外部から調達することが有効である。そこ
で、我々は、企業情報システムが外部から計算機リソー
スを調達し 、それを自己の管理下で運用するためのリ
ソース融通の研究開発を行なっている。

本稿では 、  を用いて  やサービ スの実行イ
メージをセキュアに移送する方法を提案する。
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 削減のためには 、状況に応じて必要な計算機

リソース融通は、借用側企業の運用するサービ スを
貸出用サーバ上で運用可能にすることを目的とする。
そのためには、借用側企業の持つ  イメージで貸出
用サーバをブートする必要がある 。この時、借用側
企業が持つ  やサービ スの実行イメージを、セキュ
アに貸出用サーバに移送する必要がある。
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リソース貸出業者

リソース融通の概要

リソースの借入れを要求するユーザ企業の  
     は 、貸出業者の     にリ
ソースを要求する 図 。要求を受けた   
 は、自分の管理する貸出用サーバの中で貸出可能
なものを起動させる 図 !。起動された貸出用サー
バは、ユーザ企業情報システム内のブート イメージを
自身にインストールする 図 "。これをサーバ移送
と呼ぶ。ここで、ブート イメージとは、貸出用サーバ
が 、ユーザ企業が要求するサーバとしてブートするた
めのイメージのことである。ブート イメージには、
やサービ スの実行イメージなどが含まれる。サーバ移
送が終了すると、貸出用サーバは、ユーザ企業情報シ
ステムとの間に #$ を構築し 、ユーザ企業の管理下
にはいる 図 %。
ユーザ企業の持つブート イメージを貸出用サーバに
移送することにより、ユーザ企業の運用するサービ ス
を、貸出用サーバで運用することが可能となる。
ブート イメージを移送する際には、ブート イメージ
に対するセキュリティを確保する必要がある。ブート
イメージが、例えば 、 イメージといった、借用側企
業の機密情報を含んでいるためである。

 セキュアなサーバ移送機構
本節では、リソース融通におけるサーバ移送の際の
課題とその解決法について述べる。
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 サーバ移送の際の課題

サーバ移送の際の課題として、以下の ! 点がある。
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貸出用サーバは、-. 、 /  を利用して  
  からブ ート ローダ と )* デ ィスクイ
メージを取得する。
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貸出用サーバは、)* ディスクイメージが持つ鍵
生成コマンドを利用して、公開鍵と秘密鍵を生成す
る。また、生成した公開鍵を基に    
に電子証明書への署名を要求する。
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IPsecの設定、
ＩＫＥデーモンの起動

は、署名した電子証明書を貸出用
サーバに発行する。また、貸出用サーバにユーザ
企業側ファイアウォールのアドレスを教える。

! サーバ移送シーケンス

0&

¯ 移送するデータの機密性の確保
サーバ移送の際には、移送するデータが盗聴され
る可能性がある。これは、ユーザ企業と貸出業者
間のネットワークが 、データセンター内の他の企
業とも共有されているためである。
¯ 移送するデータへの到達可能性
移送する  やサービスの実行イメージは、セキュ
リティ上の理由で、ファイアウォールなどによっ
て保護された、外部から直接到達できない場所に
配置されるべき場合がある。

   を利用したサーバ移送

"& 節に示した課題を解決するために、サーバ移送の
直前に貸出用サーバとユーザ企業間に  #$ を構
築することを考える。
  のセキュリティプロトコルとして '! を利
用することで、移送するデータの機密性を確保するこ
とができる。また、  をトンネルモードで利用する
ことによって、貸出用サーバとユーザ企業ネットワー
クを #$ で接続することが可能となる。
  通信を行なうためには 、貸出用サーバに以下
の機能が必要となる。
¯ 電子証明書の準備½
¯ セキュリティポリシーの設定 "
¯

なお、ここで 、ユーザ企業側ファイアウォールは 、
から署名された電子証明書を持ってい
ることを前堤としている。
ユーザ企業側ファイアウォールとの間に  #$
を確立することで、移送するブート イメージの機密性
を確保できる。また、ファイアウォールなどによって
保護されたところにブート イメージが存在しても、貸
出用サーバは、ユーザ企業側ファイアウォールとの間
に構築された  #$ を利用してブート イメージに
アクセスできる。

   

 まとめ

本稿では、リソース融通のための、 やサービスの
実行イメージの移送を、 #$ を利用することで
セキュアに行なう方法を提案した。
我々は、サーバ移送機構のプロトタイプを開発して
おり、今後は、試験運用などを通して提案手法の評価
をおこなう予定である。



そこで 、我々は 、)* デ ィスクイメージに上述の
機能をもたせ、それを利用したサーバ移送機構を開発
した。
図 ! に、 #$ を利用したサーバ移送の流れを
示す。サーバ移送は以下の順序でおこなわれる。
は、+, 
て貸出用サーバを起動する。

貸出用サーバは、ユーザ企業側ファイアウォール
との間に  #$ を確立し 、サーバ移送を開始
する。
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貸出用サーバは 、)* デ ィスクイメージの機能
を利用してセキュリティポリシーの設定を行ない、
(' デーモンを起動する。

*$ などを利用し

½ 認証用の鍵を利用することも考えられるが 、セキュアに鍵を共
有する方法が必要となる。
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