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大阪大学における教育研究を支える情報基盤システム
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概要：大阪大学は学部学生約 1 万 5 千人，大学院生約 8 千人，教職員数約 6 千人 (非常勤職員等を含める
と約 9 千 3 百人) からなる国立大学である．全学的な情報資源の集約と利活用のため，情報仮想化基盤で
あるキャンパスクラウドと全学認証基盤を構築し，運用している．本稿ではその歴史的経緯，構築運用の
実情，および今後の展望について記述する．
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1. はじめに
2006 年 に 開 催 さ れ た Search Engine Strategies Con-

Kouhei Ichikawa2,d)

代表されるクラウド型 (スケールアウト型)HPCI や北海道
大学アカデミッククラウド [8] など計算能力の大きさに重
点をおいたサービスも提供されている．これらのクラウド

ference で Google の CEO(当 時) だ っ た Eric Emerson

(型) コンピュータは教育・研究用途を前提としていたり，

Schmidt 氏が Danny Sullivan 氏との対談で「クラウドコン

全学を構成する教員，職員，そして学生の全てが利用し得

ピューティング」という言葉を紹介した *1 ．これがクラウ

る大規模なサービスを対象としており，大規模な利用のポ

ドコンピューティングという言葉の初出とされている．ク

テンシャルに対応可能な規模のシステムとして構築が行わ

ラウドコンピュータの定義は Gartner，UC Berkeley，そ

れている．そしてこれらのシステムの利用は規模が大きく

して NIST による定義が引用されることが多いが [1–3] ，

なるほど，組織の構成員のアカウントと密接に関係する．

本稿では「仮想化技術等を用いて実現されるスケールアウ

学生数と教職員数の総数が数千人規模の大学ではスモール

ト可能な基盤の上に構築された，規模を収縮可能なサービ

スタートによる仮想化基盤の構築が有効であるという研究

ス」の意味で用いることとする．国内での研究機関でのク

もあるが [9]，数万人規模のアカウント情報の整理統合と

ラウドコンピューティング環境の構築事例としては，静岡

クラウドコンピュータの構築は並行して行われなければ規

大学がクラウドコンピューティングを全面採用した情報基

模の拡大に対応することが困難となるため，独自の戦略が

盤システムを構築しており [4]，また北陸先端科学技術大

必要となる．

学院大学では仮想デスクトップサービスを提供するために

たとえば大学の代表ウェブサーバにおいて合格発表の時

プライベートクラウドを構築している [5, 6]．佐賀大学は

期に偏ったアクセスの集中が発生するのは多くの大学に共

専用線で接続された外注先にプライベートクラウドを構築

通する現象であると思われる．特定時期に偏ったアクセス

しメールサービスの提供を行っている [7] など，研究機関

の集中は，他にも教務情報システムにおける履修登録の〆

の情報センターや研究科でのプライベートクラウドの構築

切時期にも観測される．大学内情報システムにおいてピー

が行われている．一方，東京工業大学の TSUBAME2 に

ク時に十分に高速なレスポンスを提供しようとするとき，
各システムごとに個別の物理サーバを用意する方法では閑
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散期における計算機リソースの余剰が問題となる．計算機
リソースの活用という観点で大学内情報システムのサーバ
仮想化は有効である．サーバの仮想化をする事により，パ
ブリッククラウドの IaaS に情報システムを稼働させる際
の移行がスムーズになるという利点もある．また仮想化技
術によるライブマイグレーションは障害や災害が発生した
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場合における対策として有効である．
大阪大学では，中長期的な目標として大学の ICT リソー
スを集約し，大学全体としての ICT 投資を効率化するこ

DMZ
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Firewall

Load
Balancer

とを掲げている．それに合わせて大阪大学全体としては業
務フロー全体の最適化を行い，業務の効率化も目指してい
る．大阪大学程度の規模の総合大学では，部局ごとに独自
に ICT 投資が行われ，事務業務フローも部局独自で構築さ

service
segment

core
switches
managed
segment

れる場合がある．大学全体を俯瞰すると ICT 投資が分散
し，業務改革も局所的な最適化に留まり，非効率な状態に
あることが少なくない．業務の全体最適化と ICT 投資の
集約を実現する手段として，大阪大学情報推進機構は仮想
化技術を中心に据えたクラウド技術の活用に取り組んでい
る．本機構は，将来的には ICT リソースを外部にアウト
ソースする可能性も選択肢の 1 つとして考えながら，現在

Storage Area
Segment

blade
servers

はプライベートクラウド方式のプラットフォームシステム
の構築を目指している [10, 11]．
本学では上述の背景のもと，事務業務の効率化・改革の
第一歩として事務系基幹システムを平成 22 年に刷新した．
本事務系基幹システムの刷新の際には，今後の大学の様々
なサービスを集約し実行可能なシステムの構築を目指し，

図1

大阪大学共通基盤プラットフォームシステム「大阪大学キャン
パスクラウド」概念図

仮想化技術を採用した共通基盤プラットフォームシステム

Fig. 1 A Diagram of Osaka University Common Infrastructure

「大阪大学キャンパスクラウド」(以下，キャンパスクラウ

System for Information Systems a.k.a “Osaka Univer-

ド) を設計，構築した．本システム上で，事務系基幹シス

sity Campus Cloud”

テム，Web システム，そしてキャンパスメールサービスが
動作している．本稿では本学のキャンパスクラウドへの取

ロージャであれば 11 台以上のサーバを搭載し，かつ 2 エ

り組みの現状と，各種情報システムにおいて必須となる認

ンクロージャー以上用意することでその省スペース性と高

証システムについて述べる．

可用性を実現できる．そのためあらかじめ十分な CPU お

2. システム構成
キャンパスクラウドの構成図を図 1 に示す．本システム

よびメモリ資源が必要であることが見込めているか，ある
いは 1 エンクロージャで稼働させ，ダウンタイムを運用体
制で吸収することが可能であることを見込む必要がある．

では，仮想マシン (VM) を動作させるハードウェアとして

本キャンパスクラウドでは導入当初はブレードエンクロー

ブレードサーバシステム複数台導入し，さらにファイア

ジャ 2 台の構成から運用を開始したが，現在は学内からの

ウォールやコアスイッチ，ロードバランサなど全てのネッ

サービスに対する要求の増加に対応して，1 台を追加導入

トワーク機器を冗長構成にすることでシステムの高可用性

し，3 台構成で運用している．

を実現している．ブレードサーバシステムは VM が利用す
る CPU およびメモリ資源を省スペースな領域に高密度に

2.1 仮想プラットフォーム環境

配備できることから，キャンパスクラウドのように様々な

本システムでは VM のプラットフォームとして VMware

サーバを集約するようなシステムにとっては非常に効率が

vSphere ESX を導入した．VMware vSphere は VM の実

よい．また，システム全体の要求リソースに応じてブレー

行環境 (ハイパーバイザ) である VMware ESX をインス

ドを追加導入するといった拡張が可能であり，効率のよい

トールしたブレードサーバ (ESX サーバ) 群をクラスタ構

ICT 投資を計画することが可能である．しかし一方で，ブ

成し，クラスタ内で実行される VM の集中管理を可能とし

レードエンクロージャのファームウェアアップデート時に

ている．VM の起動・終了・移動やインストール・設定な

はそのエンクロージャに含まれる全てのブレードサーバ

どが全て集約管理可能なため，運用の統一による効率化が

が電源断状態になるため，高可用性を実現するためには 2

容易である．またクラスタ内の ESX サーバに障害が発生

つ以上のエンクロージャが必須となる．エンクロージャは

した際に，VM 単位でフェイルオーバーを行う HA(High

6U に 8 台，あるいは 10U に 16 台のサーバを搭載すること

Availability) 構成を設定することが可能であり，上述のス

ができるモデルが一般的であるため，6U エンクロージャ

イッチ群の冗長構成と組み合わせることによって，システ

であれば 1 エンクロージャあたり 7 台以上，10U エンク

ムの高可用性をより高めている．このような構成は，サー
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ビスごとに機器を導入する従来手法では低コストでの実現
が困難であったが，現在のシステムではサービスを共用の
プラットフォーム上に集約することで互いの障害リスクを
カバーし合う運用を可能としている．

3. 運用サービス
現在，キャンパスクラウドでは以下の 3 つのカテゴリー
のサービスを運用している．

( 1 ) 事務系基幹システム
2.2 仮想ネットワーク環境
本システムでは仮想プラットフォームにおけるネット
ワーク環境を，Cisco 社の分散仮想スイッチソフトウェアで

( 2 ) キャンパスメールシステム
( 3 ) 他部局の情報システムのホスティング
事務系基幹システムはキャンパスクラウドを構築する理

ある Nexus 1000V 用いて一元管理・設定を行なっている．

由になったサービスである．キャンパスメールシステムは

本システムのように複数の ESX サーバ機をクラスタ構成

各部局に構築・運用が分散していたメールサーバを集約す

し，仮想プラットフォームを構築する際は，ネットワーク

ることを目的としたサービスである．他部局システムの情

の管理・設定作業が非常に煩雑になる．VMware ESX は，

報システムのホスティングは，他部局からの要望により計

個々の ESX サーバ内に仮想スイッチを作成し，VM をそ

算機リソースを貸し出しているサービスである．以下でそ

の仮想スイッチに接続することを標準でサポートしてい

の概要を説明する．

る．したがって，仮想ネットワークに関する設定は各 ESX
サーバに分散し，一元管理を行うことが困難である．また，

VMware が提供する仮想スイッチの設定は設定・運用方法
は従来の一般的なネットワークスイッチと異なり，仮想プ

3.1 事務系基幹システム
キャンパスクラウドでは事務系基幹システムとして，現
在，主に以下のサービスを運用している．

ラットフォームの管理者とネットワークの管理者の作業の

• グループウェア

切り分けを困難にしている．

• 出張旅費システム

Nexus 1000V は上記の問題を解決する手段であり，複数

• 勤務管理システム

の ESX サーバにまたがる，単一の巨大なネットワークス

• 財務会計システム

イッチを仮想的に実現することが可能である．これによっ

この中で財務会計システムのみ，従来システムで動いて

て，仮想プラットフォームにおけるネットワーク設定が一

いたサービスを仮想プラットフォームに移行したものだが，

元的に管理可能となる．また，ネットワークスイッチ設定

その他のサービスに関しては，大学全体の事務業務そのも

のインターフェースとしてネットワーク管理者が従来から

のの在り方から見直し，全学的に最適な処理ワークフロー

使用してきた Cisco IOS の CLI が利用可能であり，仮想プ

を設計し，それをサービスとして実装したものである．

ラットフォームの管理者の作業と，ネットワーク管理者の

グループウェアは，大阪大学における初めての全学的な

作業を容易に切り分けることを可能としている．本システ

グループウェアである．それまでは事務系職員のみが利用

ムでは，この Nexus 1000V を用いて，VM に対しては基

可能なグループウェアの導入はあったが，本グループウェ

本的には以下の 3 つのネットワークセグメントを提供して

アは教育系職員も含めたグループウェアあり，全学の情報

いる．

共有のハブとなることを期待されたシステムである．全学

( 1 ) サービスセグメント

的な共有文書の管理，スケジュール管理，事務系職員に対

( 2 ) 管理セグメント (含むバックアップセグメント)

するメールサービスを提供している．また，ワークフロー

( 3 ) ストレージセグメント

フレームワークを API で提供しており，出張旅費管理シス

サービスセグメントは実際にエンドユーザからファイア
ウォールを経由してアクセスされるセグメントである．管

テムや勤務管理システムにおけるワークフロー機能を提供
している．

理セグメントは VM 自体の管理に必要な通信や，バック

出張旅費システムは大阪大学における出張旅費処理を一

アップデータが通信される．ストレージセグメントメール

元化することによる事務業務の改革・効率化の一環として

サービスのスプール領域や文書管理サービスのファイルス

構築されたシステムである．事務改革の中で，本学は出張

トレージなど，ストレージ上にデータを確保する必要があ

旅費費用の計算，支払いなどを一元的に処理する一元化セ

るサービスに関して提供されている．これらのサービスセ

ンターという組織を作り，各部局の会計係で個別に処理し

グメントは予め Nexus 1000V で設定されているため，VM

ていた出張処理を集約することで業務の効率化を目指し

を作成する際には VM のネットワークカードをサービスセ

た．本システムは出張旅費の申請と，その一元処理を支援

グメントに接続するかを選択すればよい．この操作は，物

するシステムである．

理的なサーバのネットワークカードからケーブルをネット

勤務管理システムは，紙の文書ベースで管理・記録を

ワークスイッチのポートに接続するかを選択することに似

取っていた勤務予定・勤務実績を電子媒体で記録・保持す

ており，直感的な理解を助ける．

る仕組みを構築するものである．従来各部局において手計
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算で行なっていた超過勤務時間の計算，有給などの休暇申

き個々の部内管理者が独自に管理することを可能とした．

請，残日数の計算も自動化され，労働基準法を遵守する運

将来的には大学全体としてメールアカウントの管理業務を

用になっているかを検証する手間が改善されている．

一元化することも視野に入れているが，現時点ではそのよ

これらのシステム全てがキャンパスクラウド上で VM と

うな運用の最適化をも同時に実施することは困難と判断し，

して実装されている．これらのシステムは利用形態が異な

メールサーバの集約を行うまでに留まっている．また，本

り，サービス利用のピーク時間帯が各々異なる．そのため

システムは全学で一斉に導入するものではなく，希望する

仮想プラットフォーム上に集約することで効率よく ICT

部局から順次移行を進めていく状況にある．移行の受け入

資産を利用することを実現できている．例えば勤務管理は

れはメールアドレスのドメイン単位で可能である．この移

始業と終業時の勤務実績登録の際にアクセスのピークが存

行期間においては，学内においてキャンパスメールに移行

在するが，グループウェアシステムは日中時間帯に負荷が

完了した部局と，独自にサーバを運用し続ける部局が存在

集中するという偏りがある．

することになり，キャンパスメールシステムにより利益を
得ている部局と，そうでない部局が存在することになる．

3.2 キャンパスメールシステム

そのため，キャンパスメールに移行した部局に関しては受

キャンパスメールシステムは全学的な統合メールシステ
ム基盤を構築することを目指し，平成 23 年 4 月より運用
開始したシステムである．大阪大学では従来から各部局に

益者負担として，キャンパスクラウドの運用保守費の一部
費用を負担して頂くこととしている．
図 2 にキャンパスメールシステムの構成概要を示す．

おいて独自にメールサーバを構築し管理・運用を行なって

キャンパスメールシステムはメールサーバと，それに接続

きた．特に理系部局においては専攻や研究室 (講座) 単位で

されたメールスプール，バックアップ装置，アプリケーショ

サーバが構築されており，学内に数百に及ぶメールサーバ

ンサーバと DB サーバ，さらにサービス監視システムから

が存在している状況である．そのため，全体的な管理・把

なる．メールサーバは負荷分散と冗長構成を目的に 3 重化

握は実質的に不可能な状態であり，ぞれぞれのサービスの

している．アプリケーションサーバと DB サーバはそれぞ

管理ポリシー，セキュリティポリシーが異なる状態でもあ

れ 2 重化している．これらを構成するサーバは全てキャン

る．また，各部局内でサーバ機器管理に係る業務負担も，

パスクラウド上において VM として動作している．アプリ

全学的に合算すると相当な人的リソースの損失につながっ

ケーションサーバは，アカウント作成・管理用の Web ユー

ていると考えられる．

ザインタフェースを利用者に提供するものであり，キャン
パスメールシステム用に今回独自に開発したものである．
メールスプール
ストレージ

メール送受信

7000

テープバックアップ装置
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図 2 大阪大学キャンパスメールシステム概念図

Number of Joined Organization

転送設定
変更等

メールサーバ
設定反映 (SMTP/POP/IMAP)

アカウント管理

部局管理者

される仕組みになっている．

Number of Campus Mail User Accounts

一般利用者

ここで設定された内容に従い，メールサーバの設定が生成

2012 2012
May Jun

2012 2012 2012
Jul
Aug Sep

2012
Oct

2012 2012 2013
Nov Dec
Jan

2013 2013
Feb Mar

2013
Apr

Fig. 2 A Diagram of Osaka University Campus Mail System
図 3

大阪大学キャンパスメールシステムのアカウント数と参加組
織数の変化

本キャンパスメールシステムは，各部局で独自に運用し

Fig. 3 Changes of Number of User Accounts and Joined Or-

てきたメールサービスをキャンパスクラウド上に集約する

ganizations on Osaka University Campus Mail System

ことで，一定レベルのセキュリティを確保し，かつサーバ
機器運用に係るコストを削減することを目的に設計・構築

本学では，部局，専攻，講座の 3 階層の組織構造を持ち，

したものである．ただし集約にあたって，従来各部局が行

部局によっては専攻ごとや講座ごとに管理者をおいて，そ

なってきた部局におけるメールアカウント管理は，引き続

れぞれ独自のドメインでアカウントの管理をしている場合
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もある．一方，部局全体で一人の管理者で運用している場
合もある．キャンパスメールシステムにおいては，このよ
うな実際の管理運用の実態に柔軟に対応するように，大学
内部の組織構造をドメインおよびそのドメインの管理者と
を関連させ，階層的に管理する仕組みを実装している．上
位階層の組織に関連付けられた管理者は，下位の組織とド
メイン，アカウントの管理を可能としている．本設計にあ
たっては，学内で既に大規模な統合サーバを構築していた
工学部の統合メールサーバの設計を参考にした．本システ
ムは，運用開始した平成 23 年 4 月から半年間で 7 組織，
約 700 アカウントの移行を完了し，その後平成 25 年 4 月
までに 30 組織，6,880 アカウントの移行を完了した．非常
勤職員等を含めると大阪大学の教職員数は約 9,300 人であ

図 4

全学 IT 認証基盤システムと学内システム間連携の概要

Fig. 4 A Diagram of University IT Authentication Infrastructure and its Combination to IT Systems

り，おおまかな計算では 74%程度のアカウントがキャンパ
スメールシステムに収容されていると考えられる (図 3)．

である．特に，学生を対象にしたサービスでは学生の年間
スケジュールの中でサービスの利用がある一定期間にのみ

3.3 他部局システムのホスティング
他部局システムのホスティングはキャンパスクラウド上
の仮想マシンに他部局のシステムのホスティングを行って

集中する傾向にある．

4. 全学 IT 認証基盤システム

いるサービス，いわゆる IaaS(Infrastructure as a Service)

大阪大学では，学内で運用されている様々な情報システ

である．将来的には本学内の各部局に分散して設置されて

ムを統合的かつ安全に機能させることを目指して 2006 年

いるシステムを集約し，ICT 投資の効率化，一定のセキュ

より PKI 認証技術を用いた全学 IT 認証基盤システムの運

リティレベルの確保を目指しているが，現時点では小規

用・管理を開始した [12]．当システムは学内で運用されて

模なシステムを順次集約している段階にある．例えば，本

いる様々な情報システムに対して，SSO(シングルサインオ

学内での短期プロジェクトで必要とされる Web システム

ン) による統合的な認証連携及びデータ連携，ログイン認

や，比較的小規模な部局の Web システムなどである．こ

証サービスの推進を図ってきた．しかしながら，学内情勢

ういったシステムは数多く存在し，小規模な部局ではそれ

の変化に伴う認証基盤システムに対する様々な機能要求が

らのシステムのためにサーバ室を用意できず，執務室の片

増えていき，当システムではそれらの要求を満たす運用が

隅に設置して夏場は冷房を 24 時間切らずに運用するなど，

困難な状況となってきた．

電力使用量的にもハードウェアの耐久性的にも無理のある

これを受けて，学内システムに対する SSO 認証連携及

運用が行われていた．現在はこういったシステムを順次集

びデータ連携を推進していく上で必要とされる要求に対応

約している段階にある．

した新全学 IT 認証基盤システムの構築及び移行を行い，

本サービスはホスティングサービスであるため，安定し

2010 年より運用を開始した [13]．新システムでは，ユーザ

た計算機リソースの提供までの責任をキャンパスクラウ

の利便性を考慮した個人 ID 管理体系の再設計を行い，こ

ド側が担保し，貸し出したリソースの上で構築するサービ

れに対応した SSO 認証ログイン方式，加えて既存システ

スの管理・運用に関しては個別部局が責任を持つものとし

ムの認証処理で発生していたリソース不足を改善した SSO

て運用の切り分けを行なっている．具体的には，キャンパ

認証連携方式を実装した．さらに，学内システムが最新か

スクラウドは貸し出す VM の安定した運用，その VM の

つ適確なユーザ属性情報を活用し，統制のとれた学内シス

電源のオン・オフまでしか実施しない．その他のサービス

テム間連携を行うためにマスターデータベースシステムを

の運用に関わる作業は，原則として利用している部局の責

構築し，ユーザに対する主要な属性情報の一元管理を開始

任で行っている．本サービスもサービスを受ける部局は，

した．これらのユーザ属性情報を学内の SSO 認証連携シ

キャンパスクラウドの保守運用費の一部を負担することと

ステム側で活用することにより，各サービスに対してユー

なっている．料金は，利用する計算機リソース (CPU，メ

ザの属性に応じた認証・認可機能を提供することも可能と

モリ，ディスク容量) に応じて算出している．現在は年間

なり，既に学内のいくつかのシステムではこれらの機能を

一定の料金の負担を求めているが，今後は月ごとに使用す

実現している．

るリソースの増減を可能とするための料金体系の具体的な

全学 IT 認証基盤システムは 2013 年 4 月現在，学内の

検討を始めている．これは，システムによってはある繁忙

33 システムと SSO 認証連携を行っている．図 4 に概要を

期にのみ使用リソースを追加したいという要望があるため

示す．主な教育系の連携システムとして，学務情報システ
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ム，大阪大学 CLE(授業支援システム)，図書館サービス，

サービスレベルを落とした低価格のクラウドシステムの構

包括契約ソフトウェア配布サービスなどが挙げられる．さ

築を検討している．本稿で紹介したキャンパスクラウドは

らに学内部局が独自コンテンツで運用している e-Learning

システムの全ての機器が冗長構成を取っているため，比較

システムとも SSO 連携を実現しており，今後は更なる連

的高価なシステム構成となっている．現状の学内で運用さ

携システムの拡大が見込まれている．また教育用計算機シ

れているシステムでは，そのような高可用性が求められて

ステム (情報教育，語学教育)，キャンパスネットワーク無

いないシステムも多数あり，それらシステムの集約も検討

線 LAN サービスに対しても個人 ID，パスワードによる認

するにあたって，サービスレベルを選択できる柔軟なシス

証連携を行っており，学内における効率的な認証サービス

テムの構築を目指している．

の推進が進んでいる状況である．今後の検討課題として，
学内連携システムの様々な要望に柔軟な対応が可能なマス
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