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プライベートクラウド環境を利用した ICT 人材育成への取り組み
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愛媛大学大学院理工学研究科電子情報工学専攻 ICT スペシャリスト育成コースではプライベートクラウド環境を構築
し，遠隔教育システムや PBL で大いに活用している．本稿では，プライベートクラウド環境を利用した ICT 人材育
成の取り組みについて述べる．また，プライベートクラウド環境が快適に利用できるかどうかの一つの指標となるフ
ァイルシステムの性能とプライベートクラウド環境のセキュリティ確保のために導入したファイアウォールサーバ
ーの動作原理について述べる．

The Approach of ICT Human Resource Development
through the Use of Private Cloud Environment
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In the Advanced Course for Information and Communication Technology Specialists of Graduate School of Science and
Engineering at Ehime University, our own private cloud environment has been introduced. It is used for the e-Learning system
and Project Based Learning. This paper describes the approach of ICT human resource development through the use of the
private cloud environment. In addition, we show the performance of the file system as a measure of the usability on our private
cloud system, and also show how our firewall server works.

1. はじめに

ファイアウォールサーバーの動作原理についても述べる．
学内でプライベートクラウド環境を構築し運用している

愛媛大学大学院理工学研究科電子情報工学専攻 ICT スペ

例も増えてきている[2][3]．本コースでは，学生がクラウド

シャリスト育成コースは「地域の ICT を支える人材の育成」

環境を利用者という立場からだけではなく，クラウド環境

を目的に，産学官協働の取り組みとして 2009 年 4 月に新設

の構築や運用に深く関わっているという点で大きく異なっ

された修士課程のコースである[1]．本コースでは実践的な

ている．

教育手法として，積極的に PBL(Project Based Learning)を導
入している．PBL は，プロジェクトを通じて実践的な知識

2. 教育内容

や経験を習得するための学習アプローチであり，メンバー

プライベートクラウド環境は，ICT スペシャリスト育成

全員で一つのシステムやサービスを構築することを目的と

コースの Web サーバーやメールサーバーに加え，遠隔教育

している．その PBL を実施する上で，クラウド環境を利用

システムと PBL の 2 つで利用されている．本章では，これ

することは利便性の点からも効率が良い．

らについて説明する．

すでにパブリッククラウドとして提供されているサービ
ス に は Amazon.com 社 の Amazon EC2 ， Microsoft 社 の

2.1 遠隔教育システム
ICT スペシャリスト育成コースでは，実践的な教育が指

Windows Azure，Google 社の Google App Engine などがあり，

導できる講師を外部から招聘している．しかしながら，そ

比較的安価な料金でサービスを利用できるようになってき

ういった講師が所属する組織の多くは首都圏に集中してお

た．しかし，本コースでは ICT の最前線で活躍できるスペ

り，集中講義の形式ではなく毎週行われる演習や講義で来

シャリストの育成を目指しており，仮想化技術の習得に加

学する場合には，予算面あるいは時間的にも困難を伴う．

え，クラウド環境の構築や運用に関する実践的技術の習得

こうした問題を解消するために本コースでは，e ラーニン

も重要であると考えている．そのため，独自にプライベー

グ教材の開発や遠隔講義システムの導入を進めている．

トクラウド環境を構築し，遠隔教育システムや PBL で大い

平成 22 年度から，総務省が進めている最先端ネットワ

に活用している．そこで，本稿では本コースで導入したプ

ーク技術を活用した遠隔教育システムの開発・実証実験（総

ライベートクラウド環境の概要や教育内容について述べる．

務省委託事業，日本ユニシス実施（高度情報通信人材育成

また，プライベートクラウド環境が快適に利用できるかど

支援センター））に参加している．この遠隔教育システムは

うかの一つの指標となるファイルシステムの性能とプライ

オンライン上でいつでもどこでも学習できるコンテンツと

ベートクラウド環境のセキュリティ確保のために導入した

それを運用するサーバーソフトウェアから成り立っている．
コンテンツの内容は，大学院修士課程のレベルを想定して

†1 愛媛大学大学院理工学研究科
Graduate School of Science and Engineering, Ehime University
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育成コースの学生全員が e ラーニングによる学習を体験し

上にグループ毎に 1 台の PBL 用サーバーを構築しているが，

ている．この遠隔教育システムは使い勝手が良く，e ラー

その際，遠隔教育システムと各グループの PBL 用サーバー

ニングの教材も良くまとまっていて勉強になるとのアンケ

とを連携させて，PBL の担当教員あるいは学生自身が PBL

ート結果が報告されている．

の進捗状況の確認，及び，提出物や成果物の内容確認が行

なお実証実験が行われたシステムを普及促進するため，

えるようになっている．

現在，希望する全国の大学へシステムの導入が図られてい

大学院入学時点において大学院生の持つ技術スキルに

る．ICT スペシャリスト育成コースでは平成 23 年度におい

はかなりのバラつきがある．例えば Java などのオブジェク

て，本コースが所有するプライベートクラウド環境にこの

ト指向プログラミング言語に触れたことのない学生もいる．

遠隔教育システムを導入した．遠隔教育システムが提供し

さらに，社会人学生の場合は出身学科が情報工学系ではな

ている機能の概略を図 1 に示す．

いこともある．そのような場合において，この遠隔教育シ

図 1 のポータル機能と e ラーニング教材は Web ブラウザ

ステムを利用すれば，学習者自身が自らのペースで学習を

から遠隔教育システムのサイトにログインして利用するこ

進められるため学習効果が高い．さらに，e ラーニング教

とができる．ポータル機能のベースの部分は Moodle で作

材ではただ読んでいくだけではなく問題も用意されている

成されており，本学出身の学生の場合は Moodle にはすで

ため，一定水準のスキルを短期間で身に付けるには一番良

に慣れ親しんでいるので特に問題なく使いこなすことがで

い方法だと考えられる．また，提供されている教材コンテ

きる．e ラーニング教材は Adobe Flash と JavaScript で作成

ンツの全ての内容を大学院の一つの専攻に所属する教員だ

されており，動作が軽くストレスなく学習が進められる．

けで講義科目として開講することは大変難しいが，遠隔教

プログラミング言語学習では，Java の開発環境を各学習

育システムを利用することで全国どこの大学院に所属して

者が各自のパソコンに構築した上で，実際に Java のプログ

いても一定水準の教育が行える．実際に提供されている教

ラミング演習を行う．作成した Java のプログラムを Web

材コンテンツの内容は，高度な ICT 人材となる上で必要な

ブラウザ経由で遠隔教育システムにアップロードすると，

専門領域をカバーしていると考えられる．

遠隔教育システム上で動作する合否判定のプログラムが学

本コースにおいては，この遠隔教育システムを次章で説明

習者の提出したプログラムを自動検査し，正しく仕様を満

するプライベートクラウド環境上に構築しており，学習者

たしているかどうかの判定を行うようになっている．

は学外からも利用できるようになっている．また，インフ

インフラ環境構築実習については，学習者が実際に 1 台

ラ環境構築実習についても，プライベートクラウド環境上

のマシン上で Apache，Tomcat，PostgreSQL が動作する Web

で実施できるようになっており，研究室や自宅のパソコン

サーバーを構築するといった実習を行う．この実習におい

に Web サーバーやデーターベースサーバーなどを立ち上

て，本コースでは学習者一人一人がプライベートクラウド

げなくてもインフラ環境構築の実習が行える．また，プラ

環境上に仮想マシンを構築して OS のインストールから始

イベートクラウド環境では仮想マシンの複製を行うことな

めるといった形式を取っている．

ども簡単にできるため，気兼ねなくいろいろな機能や設定

PBL 進捗管理機能は，PBL の学習を効果的に行うために
利用される．PBL で用いるサーバーは遠隔教育システムが

などを試して，失敗したら元に戻すといったことも容易に
行えるという利点もある．

動作しているサーバーとは別にプライベートクラウド環境
プログラミング言語学習

ポータル機能
FAQ
Q&A フォーラム

Java 言語プログラミング演習

e ラーニング教材

インフラ環境構築実習

UNIX 基本操作と Web/DB サーバー機能
Java プログラミング –基本文法編–
Java プログラミング –アルゴリズム実践編 –
サーブレット/JSP による Web アプリケーション開発
システム開発の基礎
最先端ネットワーク概念と活用例
オブジェクト指向に基づく Java プログラミング
ネットワークの基礎
インフラ環境構築実習（e ラーニング用）

図1

PBL 進捗管理機能
PBL 進捗状況の確認
成果物の参照
PBL 教材サンブル
各種文書サンプル

遠隔教育システムで提供されているコンテンツ
Figure 1
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(1)

2.2 PBL への取り組み
これまで本コースで行った PBL の開発課題を表 1 に示す．

サーバー

仮想化サーバー（仮想化ソフトウェアを載せるためのサ

毎年，第 3 クォーター（本コースは 4 学期制）にあたる 10

ーバー）を 5 台，システムのパフォーマンス測定や動作テ

月から 11 月にかけて M1（科目名：ICT システムデザイン

ストなどに用いる性能測定用サーバー1 台がある．

Ⅱ）と M2（科目名：ICT システムデザインⅢ）が合同で

5 台ある仮想化サーバーの内，仮想化サーバー1 と仮想

PBL を行っている．講師は主に地元の企業の方にお願いし

化サーバー2 の 2 台がメインで使われているもので，IBM

ており，全員が 1 つのチームとなりそれぞれの役割のもと

System x3550 M2 Express 7946-PAA を利用している．スペ
ックは CPU が Intel Xeon E5405 2.00GHz の 2 ソケットで，

で PBL を進める．

メモリは DDR3-1333 ECC RDIMM を 32GB 搭載している．
内臓 HDD は 73GB ディスク 2 台で，それを RAID1 の構成

表 1 これまでの主な PBL の開発課題
Table 1

PBL Theme of the Past

テーマ

実施期間

インターネットを利用した

2009/10/05

従量課金システム
Web アンケートシステム
～CWEES～
Twitter を利用した図書館
利用推進 SNS
～Yonjatter～
Yonjatter 機能追加
学内電子掲示板システム
～iBoard～
情報の近さを利用した
コミュニケーションサイト
の構築 ～nearch～

～

11/30

2010/06/01
～

09/30

2010/10/15
～

12/03

日

人

学

の図 2 のネットワーク構成図の中にハードウェア構成を記

数

数

年

載しているが，5 台の仮想化サーバーのハードウェア構成

56

4

M1

121

2

M2

49

9

M1
M2

が大きく異なるのは購入時期とそのときの予算が異なるた
めである．
(2)

ファイルサーバー

5 台の仮想化サーバーの内臓 HDD には最小限の容量の
ものしか搭載されておらず，各仮想化サーバーから下記の
2 台のファイルサーバーを NFS でマウントしている．プラ
イベートクラウド環境構築当初は(i)のみで運用していたが，

2011/03/06
～

03/27

2011/04/26
～

09/30

2011/10/11
～

11/29

覚えて破る! 新感覚

2012/05/02

覚え Tear!

～ 09/27

英単語帳

とし，VMware ESX 4 を動作させている．なお，次ページ

21

3

M1

ディスク容量が不足してきたため(ii)を追加した．
(i)

157

3

M2

NetApp 社製 FAS2050A-20X300-BASE-R5
高 い ア ク セ ス 性 能 と 信 頼 性 を 兼 ね 備 え た SAS(Serial

Attached SCSI)ドライブを搭載し，RAID ボリュームあたり
49

11

148

5

M1

2 台までのドライブ障害に耐える RAID-DP（拡張版 RAID6）

M2

によってボリューム全体を保護している．2 つのノードで
構成されており，それぞれのノードに 2 個の Gigabit LAN

M2

これらの PBL の開発課題は全て，次章で説明するプライ
ベートクラウド環境を利用して行われている．また，PBL
の開発課題の多くは，開発終了後も継続して学内あるいは
学外向けに公開されており，また，毎年 6 月に開催されて
いる「えひめ IT フェア*1」においても PBL の成果物を発表
している．そのため，本コースのプライベートクラウド環
境では高い可用性と信頼性も必要となってくる．

インターフェースと管理用の BMC ポートを備えている．1
ノードに 2.7TB（274GB×10 個）のディスクが搭載されて
おり，ユーザー利用領域は約 1.5TB である．2 ノードの合
計で約 3TB になる．
(ii)

Isilon 社製 IQ6000x ストレージシステム

1 ノードで 6TB（500GB×12 個）のディスクが搭載され
ており全体では 3 ノードで 18TB の構成となっている．ユ
ーザー利用領域としては 12TB であり，全体を 1 つのファ
イルシステムとして利用できる．3 ノード間はプライベー
トな InfiniBand で相互に接続されており 3 ノード間のデー
タ転送は高速に行える仕組みとなっている．各ノードには

3. プライベートクラウド環境

2 個の Gigabit LAN インターフェースを備えている．

3.1 プライベートクラウドの概要

(3)

ネットワーク機器

本コースのプライベートクラウド環境は 2 台の 19 イン

グ ロ ー バ ル IP の ネ ッ ト ワ ー ク 用 に Cisco Catalyst

チラックの中に収まっており，その中に，サーバー，ファ

WS-3750E を 1 台，ローカル IP のネットワーク用に Cisco

イルサーバー，ネットワーク機器，無停電電源装置が入っ

Catalyst WS-C2960G を 2 台利用している．

ている．ここでは主要な機器について簡単に述べる．

(4)

無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置として，APC Smart-UPS 1500 を 5 台，APC
Smart-UPS 750 を 3 台利用している．
*1 2000 年から毎年，産官学連携による展示，セミナーを通じて，愛媛県全
体の ICT リテラシー向上を図るという目的のもとで開催されているイベン
トである．

ⓒ2012 Information Processing Society of Japan
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サーバーとスイッチとの間を 2Gbps の速度で通信が行える

プライベートクラウド環境のネットワーク構成図を図 2

ように設定している．ネットワークの性能やファイルシス

に示す．スイッチとサーバーとの間の直線はそれぞれが 1

テムの性能評価に利用している．

本の LAN ケーブルの接続状況を示す．APC Smart-UPS 750

3.3 プライベートクラウドの運用

についてはネットワークインターフェースが搭載されてい
ないためネットワーク構成図への記載は省略している．

PBL で開発したシステムの多くは Web サービス系のも
のであり外部にも一般公開している．そのため，常時安定
して稼働する必要がある．そのような高い安定性を求めら

インターネット

れる仮想マシンは，仮想化サーバー1 または 2 の上で動作
している．この 2 つの仮想化サーバーには，VMware ESX

ファイアウォールサーバー

Server 4 Standard を導入しており，Standard 版では物理マシ
仮想化サーバー 1
Xeon E5502×2 / 32GB
L3 スイッチ

仮想化サーバー 2

Cisco
Catalyst
WS-3750E

Xeon E5502×2 / 32GB

仮想化サーバー 3

グローバル
IP 用

Xeon E5405×2 / 8GB

ファイルサーバー 1
Isilon IQ6000x (3 ノード)

管理用 LAN
ポート

ファイルサーバー 2
ポート
NetApp FAS2050A BMC
BMC ポート

Fast
EtherChannel

セッサーあたり 6 コアまで）まで対応している．また，
Fast
EtherChannel

VMware vCenter Agent (VMware vCenter Server 4 の管理下に

L2 スイッチ

入るためのもの)，vStorage API，VMsafe，DVfilter，VMware

Cisco
Catalyst

HA(High Availability) の機能が利用できる．この仮想化サ

WS-C2960G
ローカル
IP 用
Fast
EtherChannel

性能測定用サーバー

Core i7-930 / 24GB

APC Smart UPS 1500
5台

Foundation で管理している．そのため，新規に仮想マシン
を作成するときには，2 つの仮想化サーバーを特に区別す
る必要はなく，vSphere vCenter Server 上で行うことができ
Windows Server 2008 R2 自体も仮想マシン上で動作してい

仮想化サーバー 4
仮想化サーバー 5

ーバー1 と 2 を 1 つのクラスタとして vCenter Server 4

る．なお，vCenter Server 4 Foundation が動作している

Xeon E5502 / 8GB

Core i7-975EE / 24GB

ン 1 台あたり最大 256GB メモリで 4 プロセッサー（1 プロ

L2 スイッチ

る．そして，2 章で示した遠隔教育システムや PBL の開発

Cisco
Catalyst

課題は全て仮想マシン上で開発や運用が行われている．

WS-C2960G
ローカル
IP 用

ESXi 5.1，Hyper-V 3.0，Xen など最新の仮想化ソフトウェ

作業用 PC

仮想化サーバー3 から 5 については，無償版の VMWare
アの導入試験や各種 OS の評価等のために用いられている．
また，遠隔教育システムにおけるインフラ環境構築実習で
も用いられている．

図2
Figure 2

プライベートクラウドのネットワーク構成図
Network Configuration Diagram of Private Cloud

4. ファイルシステムの性能
プライベートクラウド環境では，サーバーの設定を自分
たちでやらなくてはならない一方，自分たちの好きなよう

仮想化サーバー1 と 2 からは各 4 本の LAN がローカル IP

に構成を変更できるという利点がある．そして，クラウド

用の L2 スイッチに接続されている．仮想化サーバー1 と 2

環境の快適さにはファイルシステムの性能が重要になって

では，NIC チーミングで 4 本の LAN を束ねた運用として

くる．それは，仮想マシン全体からファイルサーバーにア

いる．VMware ESX 4 の NIC チーミングでは冗長化の機能

クセスがあるため，システム全体のパフォーマンスとして，

を備えているため 4 本の内の 1 本が生きていれば問題なく

CPU の性能よりも通信性能やディスクの読み書き性能が

通信ができる．また，IP アドレスを 4 つ以上付加している

大きく影響してくるからである．そこで，どういった構成

状態であれば合計で最大 4Gbps の通信性能が得られる．た

にするとどういったパフォーマンスが得られるのかを調べ

だし，VMware ESX 4 においては，1 個の IP を使用して

ることはプライベートクラウド環境を構築する上で非常に

4Gbps にするなどの帯域向上の機能はない．

重要になってくる．これに関連して，ICT スペシャリスト

また，L2 スイッチ側では Fast EtherChannel（Cisco 社に

育成コースでは，修士 1 年生の第 1 クォーターの開講科目

おけるリンクアグリゲーション実装の名前）の設定を行っ

「システム解析特論」において，システムの各種パフォー

ており，複数の物理的なイーサネットリンクを 1 つの論理

マンス（CPU 性能，メモリ性能，ファイルシステム性能，

チャネルに統合し，ネットワークの冗長化と高速化を図っ

ネットワーク性能など）を測定するプログラムの開発実習

ている．

も行っている．ここでは，実際にプライベートクラウド環

性能測定用サーバーからは 2 本の LAN を LACP（Link

境におけるファイルシステムの性能について紹介する．

Aggegation Control Protocol）で接続しており，性能測定用
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4.1 測定方法
仮想化サーバー1 と仮想化サーバー2 に仮想マシン（OS
は CentOS 6.3）をそれぞれ 3 台ずつ用意し，最大 6 台の仮
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2 つの LAN ポートに異なる IP アドレスを 1 つずつ割り
当てる．2 つ以上の IP アドレスからアクセスした際，それ
ぞれ最大 1Gbps の通信性能が得られることが期待できる．

想マシンから同時にファイルシステムにアクセスしてファ
イルの読み出し性能とファイルの書き込み性能を測定した．
ファイルの読み出し性能では，キャッシュの効果を減ら
すために 1GB のファイルを最初に十分な数（本測定では
60 個）用意しておき，各仮想マシンからそれぞれ異なるフ
ァイルを読み出すようにした．また，一度読み出したファ
イルはしばらく読み出しを行わないようにするなど，ファ
イルサーバーと仮想マシン上で動作している CentOS の両
方でキャッシュの効果が働かないようにした．また，各読
み出し開始時点では全仮想マシン間で同期を取るようにし
ている．また，ファイルシステムの性能は一度に読み書き
するバッファーサイズで大きく性能が変化するためバッフ

図3

ァーサイズを変えて測定を行った．

Figure 3

ファイル読み出し性能（FAS2050A）
File Read Performance (FAS2050A)

ファイルの読み出し，書き込みとも低水準入出力関数で
ある open，read，write，close を利用し，バッファーのメモ

図 3 にファイル読み出し性能の結果を示す．縦軸は全て

リ確保は posix_memalign 関数を用いて 4096 バイトのアラ

の仮想マシンからの読み出し性能の合計値を示し，MB/s

インメントでメモリを確保している．また，ファイルの読

の単位の正確な意味は 106 バイト/秒である．仮想マシン 1

み出し，書き込みとも open 時にはキャッシュの効果を少な

台からアクセスした場合，Single モードと LACP モードで

くするため O_DIRECT フラグを指定した．

はほとんど同じ読み出し性能となった．2 台の仮想マシン

また，NFS マウントを行う際の mount コマンドのオプシ

から同時にアクセスした場合，LACP モードよりも Single

ョンには，rsize=8192,wsize=8192,hard,intr,tcp,nfsvers=3 を指

モードの方が若干高い読み出し性能を示したが，2IP モー

定した．この設定は性能を出すために一般的によく使われ

ド（2 つの異なる IP アドレスを指定）ではさらに高い性能

ている設定であり，rsize=8192 は読み出し時のバッファー

を示し，Single モードに比べて約 13%高い読み出し性能と

サイズを 8192 バイトに，wsize=8192 は書き込み時のバッ

なった．このことから 2IP モードでの運用が一番高い性能

ファーサイズを 8192 バイトに，hard と intr は NFS サーバ

が得られることがわかる．そこで，2IP モードで 4 台の仮

ーが応答しなくなったときの動作の指定であり，tcp は通信

想マシンから同時に読み出しを行ったときの性能を測定し

に TCP プロトコルを用いるという指定，nfsvers=3 は使用

たところ，バッファーサイズが 32KB で 90MB/s を超えて

する NFS プロトコルのバージョンとして 3 を指定している．

91MB/s となり，バッファーサイズが 16MB のときには

4.2 NetApp 社製 FAS2050A の性能

96MB/s の読み出し性能となった．

内部的には 2 ノード構成となっているが，性能は同一の
ため 1 ノードのみを用いて性能測定を行った．また，ネッ
トワークの接続形態として，Single モード，LACP モード，
2 つの LAN インターフェースにそれぞれ異なる IP アドレ
スを付加した場合の 3 通りで性能を測定した．それぞれの
意味は次のとおりである．
・Single モード
2 つの LAN ポートの常に片方だけを利用し，もう片方は
スタンバイ状態となっており，障害発生時に切り替わる．
・LACP モード
2 つの LAN ポートに 1 つの IP アドレスを割り当て，冗
長化と帯域向上を図る．冗長化の機能として片方の接続が

図4

切れてももう片方で通信が行える．また，帯域向上の機能

Figure 4

として，2 つ以上の IP アドレスからアクセスした際に，合
計で最大 2Gbps の通信性能が出る．
・2IP モード（2 つの異なる IP アドレスを設定）
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ファイル書き込み性能（FAS2050A）
File Write Performance (FAS2050A)

図 4 にファイル書き込み性能の結果を示す．まず，1 台
の仮想マシンからアクセスした場合，Single モードと LACP
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モードでほとんど性能差がない．2 台の仮想マシンからア
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データのやりとりは高速に行われていると考えられる．

クセスした場合，LACP モードの方が Single モードよりも
若干高い書き込み性能を示したが，それらよりも 2IP モー
ドが一番高い書き込み性能を示した．そこで，2IP モード
で 4 台の仮想マシンからのファイル書き込み性能を測定し
たところ，バッ ファーサイ ズが 8KB～16MB のときに
38MB/s～41MB/s（バッファーサイズが 8MB と 16MB のと
きに最大の 41MB/s）の書き込み性能が得られた．
これらの結果から，NetApp 社製の FAS2050A では，ファ
イルの読み出し性能が書き込み性能に比べて 2 倍以上速い
ことや，ファイルサーバーの各ノードには 2 つの異なる IP
アドレスを付加し，各仮想マシンや仮想化サーバーからフ
ァイルサーバーに NFS マウントする際にマウント先の IP

図6

ファイル書き込み性能(IQ6000x)

アドレスをうまく分散させることでパフォーマンスを上げ

Figure 6

File Write Performance(IQ6000x)

ることが可能であるということがわかる．
4.3 Isilon 社製 IQ6000x の性能
Isilon 社製 IQ6000x は 3 ノード構成となっているが，そ
の 3 ノード間は専用ネットワークの InfiniBand で接続され
ている．そこで，ファイルシステムに同時にアクセスする
仮想マシンの数を 1 台，2 台，3 台，6 台と変え，各仮想マ
シン毎にマウント先のファイルサーバー側 IP アドレスを
変えて性能の測定を行った．

図 6 にファイル書き込み性能の結果を示す．書き込み性
能については，バッファーサイズが小さいときに読み出し
性能に比べて性能が低いという傾向が確認できる．また，
バッファーサイズが 16MB のとき仮想マシン 1 台での性能
は 87MB/s である．6 台の仮想マシンから 3 つのノードに 2
台ずつ 1 ノードへの書き込みを行ったときは 303MB/s とい
う結果となった．
これらの結果から，1 台の仮想マシンからファイルサー
バーにアクセスするのであれば，読み出し性能は最大で
102B/s で，書き込み性能は最大で 87MB/s となることがわ
かる．また，複数の仮想マシンから同時にファイルシステ
ムにアクセスする場合には，各仮想マシンからの性能の合
計値は最大で読み出しに対して 257MB/s，書き込みに対し
て 303MB/s であるということがわかる．

5. ファイアウォールサーバー
学生がプライベートクラウド環境を自由に利用できる
ようにすると，教員側はセキュリティの確保に十分な注意
を払う必要が出てくる．しかしながら，何台も稼働してい
図5

ファイル読み出し性能(IQ6000x)

Figure 5

File Read Performance (IQ6000x)

図 5 にファイル読み出し性能の結果を示す．バッファー
サイズが 16MB のとき仮想マシン 1 台からの読み出し性能
は 102MB/s である．2 台の仮想マシンから 1 つのノード上
の 2 個の IP アドレスに対して同時読み出しを行うと
127MB/s である．2 台の仮想マシンからそれぞれ異なるノ
ードに対して同時読み出しを行うと 118MB/s である．3 台
の 仮 想 マ シ ン か ら それ ぞ れ異 な る ノ ー ド に 接 続す る と
151MB/s，6 台の仮想マシンから 3 つのノードに 2 台ずつ 1
つのノードからの読み出しを行ったときは 257MB/s という
読み出し性能となった．仮想マシン 2 台のとき 2 ノードに
分散してアクセスした場合と 1 ノードに集中してアクセス
した場合で同じような性能が得られたことからノード間の
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る仮想マシンについて一つ一つ設定を確認するようなこと
は困難である．そこで，2 台の 19 インチラックとは物理的
に少し離れた場所にファイアウォールサーバーを設置し，2
台の 19 インチラックとインターネットとの間の通信を監
視するようにした．
このファイアウォールサーバーは，プライベートクラウ
ド環境のネットワーク構成から独立しており，ネットワー
ク上でブリッジ接続させている．そのため，各仮想化サー
バーや各仮想マシンのゲートウェイの設定に影響すること
はなく，ネットワーク上の任意の場所に設置できる．
また，このファイアウォールサーバーには独自に開発し
たパケット監視プログラムが動作しており，パケットの送
信元 IP アドレスや送信先 IP アドレス，ポート番号，回数，
サイズなどの情報を記録するようにしている[4][5]．
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Ethernet タイプが ARP であるもの，及び，Ethernet タイ

5.1 計算機環境
ファイアウォールサーバーの計算機環境を表 2 に示す．
表 2 ファイアウォールサーバーの計算機環境
Table 2
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Computer Environment of Firewall Server

筐体

Century CF-A6719BK150（150W 内臓電源）

マザーボード

ASUS Hummingbird
(CPU に Atom D510 搭載)

メモリ

4GB（SODIMM DDR2-667 2GB×2）

HDD

日立 HDP725050GLA360

プが IPv4 で前述の(1)と(2)に含まれないものは下記のログ
形式とする．
hh:mm:ss プロトコル番号 sip(smac) dip size
なお，Ethernet タイプが ARP の場合には，プロトコル番
号のところには ARP の文字列が入る．このログにより
MAC アドレスと IP アドレスの対応を監視することができ，
IP アドレスの衝突を検知することができる．
表 3 ログ形式におけるキーワードの説明

(500G SATA300 7200rpm)
OS

FreeBSD 9.0

マザーボードの ASUS Hummingbird は Mini-ITX 規格なが
ら Gigabit LAN ポートが 2 個装備されており，さらにリモ
ート管理を行うための LAN ポートも備えている．OS に
FreeBSD を採用しているのは，FreeBSD で標準に備わって
いる IPFW2 と dummynet を利用しているためである．
dummynet は任意の IP アドレスやポートに対し遅延や帯域
制限をかける機能で，様々なネットワークのテストを行う
のに役立つ．

Table 3
hh:mm:ss
kind
sip
smac
sport
dip
dmac
dport
cnt

ファイアウォールサーバー上で動作しているパケット
監視プログラムは libpcap ライブラリを用いて開発した．
5.2 ログ形式
我々の開発したパケット監視プログラムは，ネットワー
クトラフィックを解析する機能も備えている．そのため，
どういったログを保存しておくかということも重要なポイ
ントになってくる．
ここでは，Ethernet タイプが IPv4(0x0800)と ARP(0x0806)
の 2 種類についてログの保存形式について説明する．
(1)

標準形式

Ethernet タイプが IPv4 の中で，IPv4 プロトコル名（プロ
トコル番号）が ICMP(1)，IP(4)，TCP(6)，UDP(17)， GRE(47)
のものは下記のログ形式とする．各キーワードについては
表 3 に示す．

size
tsize
tcpflag

Description of Log Format Specification
時間（時：分：秒）
I:ICMP，P:IP，T:TCP，U:UDP，G:GRE
送信元 IP アドレス
送信元 MAC アドレス
送信元ポート番号（TCP と UDP のみ）
相手先 IP アドレス
相手先 MAC アドレス
相手先ポート番号（TCP と UDP のみ）
sip, sport, dip, dport の 4 つが同じパケット
の出現回数．1，2，4，8，16，…のように
2 の冪乗回目のときファイルに記録する．
パケット全体のサイズ（バイト数）
sip, sport, dip, dport の 4 つが同じパケット
のこれまでの size 値の合計値
制御コントロールフラグ（TCP のみ）
FIN，SYN，RST，PUSH，ACK，URG，ECE，
CMR の組み合わせ

本パケット監視プログラムでは，ファイルへの記録の際
にログの肥大化を防ぐために sip，sport，dip，dport の 4 つ
について同一の組み合わせが現れた回数が 1，2，4，8，…
のように 2 の冪乗になっているときのみ保存している．そ
のため，大きなファイルを転送しているような場合でも，
大量のログが出力されないようになっている．
5.3 メモリ使用量
本パケット監視プログラムでは，動作の単位を 1 時間と

hh:mm:ss kind sip:sport dip:dport cnt size tsize tcpflag

しており 1 時間毎にプログラム内部で保存されているデー

ただし，UDP プロトコルの中でも DHCP（送信元と相手

タをクリアしている．プログラム内部のデータ構造として，

先ポート番号が 67 と 68 の組）については，(2)の DHCP 形

1 レコードは送信元 IP アドレス（4 バイト），送信元ポート

式を採用する．

番号（2 バイト），相手先 IP アドレス（4 バイト），相手先

(2)

ポート番号（2 バイト），パケットの回数（4 バイト），総デ

DHCP 形式

DHCP は UDP の中の 1 つのサービスプロトコルに過ぎな

ータサイズ（8 バイト）の 24 バイトで構成されている．高

いが，MAC アドレスの情報が重要となるため下記のログ

速にレコードにアクセスするためにハッシュを利用してお

形式とする．

り，ハッシュテーブルのサイズは 224×4 バイトで 64MB で

hh:mm:ss DHCP sip(smac):sport dip(dmac):dport size
本 来 DHCP の 運 用 を 行 っ て い な い ネ ッ ト ワ ー ク 上 に
DHCP サーバーや DHCP クライアントが立ち上がっていな
いかどうかの確認を行うことが可能となる．
(3)

ARP 形式
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ある．通常の設定では，登録レコードの最大数を 5000 万と
しており，この場合，ログの記録に必要なメモリ量は，(24
＋ハッシュ管理用 4 バイト)×50,000,000 で 1335MB になる．
これらを合計して 1399MB であり，メインメモリが 2GB の
サーバーでも十分に動作が可能である．sip，sport，dip，dport
の組み合わせが 5000 万になった時点で，メモリ内のログを
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クリアしているので，メモリが足りなくなることもない．

アクセスとして記録されるだけなので不正アクセスとして

1 時間毎あるいは登録レコード数が 5000 万になった時点

検知することができない．そのため，サーバーのセキュリ

で登録された全レコードの情報をまとめてディスクに保存

ティは常に意識しておく必要がある．

している．これにより，sip，sport，dip，dport の全組み合

6. おわりに

わせに対し，1 時間毎のパケットの個数と総データサイズ

本コースではプライベートクラウド環境を構築し，遠隔

を正確に記録している．

教育システムや PBL などを通して積極的に利用している

5.4 ファイアウォールサーバーの負荷について
ファイアウォールサーバーを導入すると，一般にはその

ことについて述べた．そして，クラウド環境が快適に利用

処理のために通信に遅延が発生する．その遅延を軽減する

できるかどうかの一つの指標となるファイルシステムの性

には，ファイウォールサーバーの負荷をできるだけ下げる

能について述べた．ファイルシステムの性能を正しく評価

ことである．本ファイアウォールサーバーは研究室とサー

することで，プライベートクラウド環境のネットワーク構

バー室の 2 箇所に設置しているが，ファイアウォールサー

成を改善したり，ファイルサーバーとネットワーク機器の

バー上のパケット監視プログラムの 1 週間の CPU 利用率を

設定を見直したりすることが可能となり，プライベートク

測定した結果を表 4 に示す．ただし，研究室のファイアウ

ラウド環境の効果的な構築と運用が可能となる．また，学

ォールサーバーのハードウェアは表 2 に記載のものと同一

生が自由にプライベートクラウド環境を利用できるように

であるが，OS は CentOS 6.3 を入れている．

するとセキュリティの対策には十分な注意を払う必要が出
てくるが，我々は自前のファイアウォールサーバーを構

表4
Table 4

CPU 利用率

設置

平均パケット数

平均登録

場所

平均データサイズ

レコード数

2.9×105 / 時間

3.9×103

236MB / 時間

/ 時間

サーバ

1.1×106 / 時間

6.2×104

ー室

623MB / 時間

/ 時間

研究室

築・運用することでセキュリティ対策としている一方，学

Utilization Ratio of CPU

生がセキュリティ技術を身に付ける絶好の機会にもなって

CPU 利用率
システム

ことは，パブリッククラウドで提供されているサービスを

時間

時間

利用することに比べて，実に多くの技術を実践的に学ぶこ

0.034%

0.14%

とが可能となる．
大学においては基礎をしっかりマスターし，応用的なこ

0.071%

0.081%

表 4 より，パケット監視プログラムの CPU 利用率は十分
に小さく，負荷はほとんどかかっていないことがわかる．
5.5 ファイアウォールサーバーの運用による効果
IP アドレスの設定ミス，不要なポートが開いていないか
どうかのチェック，外部からの不正侵入などの検知が可能
となる．特に Web サーバーなどを運用している場合，クロ
スサイトスクリティング（XSS）の脆弱性に注意する必要
がある．例えば，HTTP プロトコルの POST メソッドを用
いて，不正なプログラムを直接 CGI に渡して実行を試みる
といったことはめずらしくない．通常，これらの不正プロ
グラムはサーバー内部から外部の特定のサーバーに対して，
不正な通信を行おうとする．我々の開発したパケット監視
プログラムは，こういったサーバー内部から外部への接続
要求を常に検知しており，登録されていない IP アドレスへ
の接続を検知すると，該当するサーバーから外部への通信
を自動的に遮断することが可能である．
注意すべき点は，このファイアウォールサーバーだけで
は情報の外部流出が防げているわけではないということで
ある．Web サーバーの設定ミス等で，本来は第三者に公開
するつもりがないものを公開してしまっている場合などは
パケット監視プログラムからは一般的な外部からの HTTP
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いる．このように，プライベートクラウド環境を利用する

ユーザー

とは会社に就職してから学んでいけばよいという意見をた
まに聞く．確かに社内教育や研修制度が充実し，入社後に
じっくり時間をかけて社員を育てていくといった会社があ
ることは否定しない．しかし，入社後にすぐに活躍できる
ような即戦力を期待している会社があることもまた事実で
ある．特に地方大学では，地元の中小企業に就職するよう
なケースも多く，地域の活性化のためにも大学で基礎から
応用までを教え，ICT スキルの高い人材を育てていくこと
が責務だと考えている．そのためには，多少の時間と手間
をかけてでもプライベートクラウド環境を構築し，高度
ICT 人材育成のために活用することに意味があると考えて
いる．
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