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あらまし  近年の情報系大学における情報工学の実験室や研究室では複数の OS，ソフトウェア開発環境などの

実験環境の整備がなされている．しかし，実験環境を整備する際に多大な時間と労力が費やされている．そこで，

実験環境の整備にかかるコストを低減する方法が課題である．我々はクラウドシステムの基盤技術である仮想化技

術に着目し，教育・研究実験環境を整備するためプライベートクラウドシステムの構築を行った．本論文では

Windows Server 2008 R2 に標準搭載されている Hyper-V に基づき小規模プライベートクラウドシステムを構築する

際の設計・構築手法について述べ，さらにシステムの実運用状況及び今後の課題についても述べる． 
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Abstract  In information technology laboratories of universities, experimental environment is required containing with 

multiple operating systems and developing environment for different computer languages. Large amount of times and efforts 

are consumed for developing the experimental environment. It is an important issue to reduce the development cost. We utilize 

virtualization technology to reduce the development cost by creating a private cloud system in our laboratory. In this paper, we 

introduce a private cloud system which is designed as a laboratory infrastructure utilizing Hyper-V, which is included in 

Windows Server 2008 R2. Furthermore, our private cloud design and implementation methods for education and research 

environments are also introduced. Finally, we represent running conditions of the system and future issues. 
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1. はじめに  

 

近年の情報系大学における情報工学の実験室や研

究室では複数のオペレーティングシステム（以下 

OS），ソフトウェア開発環境の整備がなされている．

さらに，大学内には複数のネットワークが構築されて

おり，一般にこれらの構成はセキュリティポリシなど

の制約により複雑である．  

本研究室においても，Android や Windows 向けのア

プリ開発やネットワークを利用したシステム構築など

の研究を行っており，多種多様の開発環境および OS

（サーバ系，クライアント系）を実験環境として整備

している．また，新たに開発される OS やソフトウェ

アを試用する要求もある．このため多くの場合が，ハ

ードウェアの調達，OS の導入・設定，各種ソフトウェ

アの導入・設定を行い，さらにセキュリティ対策とし

て各種の更新ファイルの適用を行っている．さらに，

本学においては，光ファイバネットワーク，グローバ

ルネットワーク，プライベートネットワークといった

複数のネットワークが整備され，各ネットワークには

異なるセキュリティポリシが策定されてため，それぞ

れのネットワークに適した研究室の実験環境の整備を

行っている．適正な実験環境を準備するために多大な

時間と労力が要求され，本来の研究に費やすべき貴重

な時間が実験環境の整備に労費される．これは，普遍

的汎用性を有しておらず，個々の研究内容ごとに同様



 

 

な作業を行わなければならない．  

そのため，実験環境を利用するまでのコストを低減

するための仕組みを有する基盤の整備が課題となって

いる．  

これまでに，本研究室では Amazon EC2（Amazon 

Elastic Compute Cloud） [1]に代表されるようなパブリ

ッククラウドを利用することが検討され，Amazon EC2

上に構築した仮想サーバと研究室内の既存リソース

（ネットワーク，ストレージなど）とを相互に有効活

用できる VPC（Virtual Private Cloud，仮想プライベー

トクラウド）を構築した．  

しかし，Amazon EC2 で準備されている OS は主にサ

ーバ系であるため，実験環境をパブリッククラウド内

に構築することになる VPC を適用してクライアント

系 OS を利用する要求にこたえることは難しい．さら

に，コーディングや設定のミスによる不適切なパケッ

トの送受信が起きる可能性が高くなるといった実験の

特性を考慮すると，実験環境をパブリックな環境で構

築するのは適さない．  

そこで，本研究室ではクラウドシステムの基盤技術

である仮想化に着目し，研究室内に実験環境用のプラ

イベートクラウドシステムを導入することを目指した． 

本研究では，Microsoft 社 Windows Server 2008 R2[2]

に標準搭載されている仮想化ソフトウェア Hyper-V を

用い小規模プライベートクラウドシステムを構築した．

本研究で構築したプライベートクラウドでは，Linux，

Windows という異なる OS に対応する複数のインスタ

ンスを作成・共存させている．これら複数の異なるイ

ンスタンスの共存により，Linux 系，Windows 系のサ

ーバ OS と Windows 系のクライアント OS を両立した

研究室インフラを実現している．また，システムの中

にバーチャルルータを構築し，学内にある複数のネッ

トワークシステムをシステム内に統合した．複数のネ

ットワークの統合により，各インスタンスは，必要に

応じてそれぞれのネットワークを選択することが可能

となった．さらにインスタンス体系として，基盤イン

スタンス群（システム内に永久に存続されるインスタ

ンス）と，変動インスタンス群（必要に応じて生成し

たり，消滅したりするインスタンス）を設け，基本サ

ービス（メール，Web）と拡張サービス（学生の人数

に応じてインスタンスの増減）の運用を可能とした．  

本論文では，本プライベートクラウドの設計手法に

ついて述べるとともに，教育・研究の実運用の構築に

よって得られたノウハウおよび今後の課題について述

べる．  

 

 

2. 関連研究  

 

クラウドシステムは通信速度の向上などの技術進

歩に伴い，需要が増え続けているため，数多くのシス

テムや技術，ソフトウェア，サービスなどが提供され

ている．  

クラウドシステムの重要な基盤の一つは仮想化技

術である．現在，Microsoft 社が仮想化ソフトウェアと

して Hyper-V[3]を提供している．Hyper-V はハイパー

バイザー型の仮想化ソフトウェアであり，ホスト OS

を兼ねた専用カーネルとなる．そのため，Hyper-V の

コード量が小さくなる．他の仮想化ソフトウェアとし

ては VMware 社の提供している VMware vSphere [4]が

挙げられる．VMware vSphere はゲスト OS の上で稼働

する完全仮想化と称するソフトウェアである．  

現在 Amazon，Joe’s[5]，GMO クラウド社の RS-121[6]

などの大規模な共用クラウドが広く利用されている一

方，プライベートクラウドの設計・構築の需要も増え

ている．例えば，VMware の組み合わせによって構築

されたプライベートクラウド [7]や，教育研究の利用を

対象として設計・構築されたプライベートクラウド [8]

などが挙げられる．  

本稿ではデバイスドライバの汎用性に着目し，マイ

クロカーネル型ハイパーバイザー方式の Hyper-V を用

いてプライベートクラウドの設計・構築を行う．  

 

3. 要求事項の整理  

 

本研究室において，小規模プライベートクラウドシ

ステムを実験環境整備基盤として構築するにあたり，

いくつもの考慮すべき要求事項があった．本章では，

それらの内いくつかの本質的に考慮すべき事項につい

て述べる．  

 

3.1. 特性の違う実験環境への対応  

各実験環境によって整備すべきデスクトップ環境

はそれぞれ異なると考えられる．例えば，標準的なデ

スクトップ環境に基づいて整備する実験環境もあれば，

独自に整備されたデスクトップ環境に基づく実験環境

もある．アプリ開発の実験環境などにおいてはあらか

じめ開発に必要な基本環境を導入し，同一の環境を複

数の利用者が使用できる必要がある．しかし，各利用

者が行う開発に必要な設定などが他の利用者に影響し

ない仕組みが要求される．  

他方，ネットワークを利用したシステム構築などの

研究も行っており，高度な小規模プライベートクラウ

ドシステムを期待する要望もある．ネットワークを利

用した実験環境の場合，Linux，Windows という異なる



 

 

OS を共存させる必要がある．Linux 系，Windows 系の

サーバ OS と Windows 系のクライアント OS を両立し

同時に複数利用でき，なおかつ各利用者には独立した

ネットワーク環境として提供することが要求される．

これらは各研究・実験内容が異なることからも要求さ

れる差異であり，情報系大学で行われている多種多様

な研究・実験を同一の実験環境として運用することは

現実的ではない．従って，柔軟性や拡張性が高い小規

模プライベートクラウドシステムを構築する必要があ

る．  

 

3.2. サーバ構築基盤との共存  

本研究室では，効率の良い情報共有を行うためのプ

ラットフォームを導入することが検討されている．情

報共有プラットフォームの導入に際し必要とされるサ

ーバとしてフロントページを提供する Web サーバ，情

報を格納するためのデータベースサーバやストレージ

サーバ，メーリングリストによって情報発信を行うメ

ールサーバといった各種サーバを構築することを想定

している．情報共有プラットフォームのような様々な

サーバを必要とするプラットフォームを構築する際に

おいても構築にかかる人的コストが大きい．また，各

種サーバを個別の物理マシン上で構築した場合，その

導入にかかる費用コストも大きい．従って，将来的に

はクラウドシステム上に各種サーバを整備することに

より情報共有プラットフォームなどのシステムにかか

るトータルコストの削減が期待される．そこで，小規

模プライベートクラウドシステムにサーバ構築基盤の

整備が要求される．  

一方，小規模プライベートクラウドシステムに導入

する実験環境は，3.1 節において述べたように，仮想

マシンを利用者ごとにそれぞれ独立して提供を行う必

要がある．本研究室では想定される利用者の数は一定

ではない．例えば，卒業研究の配属人数は年度ごとで，

セミナでは半年ごとに異なる．また，利用者 1 人に提

供する仮想マシンの台数も一定ではない．従って，必

要なときに，必要な台数を迅速に整備できる仕組みが

要求される．  

 

3.3. 複数のネットワークの利用  

本学では，光ファイバネットワーク，学内グローバ

ルネットワーク，プライベートネットワークといった

複数のネットワークが整備されており，各ネットワー

クには異なるセキュリティポリシが策定されている．

セキュリティポリシに応じて学内グローバルネットワ

ークの下には研究用ネットワークおよびセミナ用ネッ

トワーク，光ファイバネットワークには教員用ネット

ワークが整備されており，それぞれのネットワークに

適した実験環境を利用目的に応じて整備している．さ

らに 3.2 節において述べたようなサーバ群をグローバ

ル環境に公開を行う場合，DMZ（De-Militarized Zone，

非武装地帯）や公開用のネットワークを設けるなど，

内部ネットワークと別のネットワークを構築すること

によって安全性を高める必要がある．  

一方，小規模プライベートクラウドシステムに導入

する実験環境は多岐にわたる利用目的や利用者をそれ

ぞれのセキュリティポリシに応じたネットワーク上で

構築する必要がある．従って，セキュリティポリシに

応じた複数のネットワークを小規模プライベートクラ

ウドシステム内に統合し，各仮想マシンは必要に応じ

てそれぞれのネットワークを選択することができる仕

組みが要求される．  

 

3.4. 仮想化ソフトウェア 

小規模プライベートクラウドシステムは継続的に

運用されることが期待されるため，仮想ソフトウェア

の導入時や物理ハードウェアの更新，故障といった導

入後にかかるコストについて考慮する必要がある．一

般に特殊なデバイスドライバが稼働する物理ハードウ

ェアは導入コストが高い傾向にある．従って，汎用性

の高いデバイスドライバによって稼働する物理ハード

ウェアが利用できる仮想化ソフトウェアであることが

要求される．  

本研究室内で小規模プライベートクラウドシステ

ムの運用を行うため，仮想化ソフトウェアの専門的な

技術を有していない者も実験環境整備基盤として利用

する．従って，実験環境整備基盤を操作する際に利用

者に高い技術を要求してしまっては，整備にかかる人

的負担を増やすことになる．しかし，現存するすべて

の仮想化ソフトウェアにおいて利用者の操作性につい

ての比較検討を行うのは現実的ではない．そこで，本

論文においては利用上の操作性についての議論は行わ

ない．  

 

4. 小規模プライベートクラウドの設計  

 

本章では 3 章で述べた要求事項を考慮して構築した

小規模プライベートクラウドシステムの設計について

述べる．  

 

4.1. 仮想化ソフトウェアの選択  

3.4 節で述べたように，仮想化ソフトウェアにおけ

るデバイスドライバの汎用性の問題はそのデバイスド

ライバをどこに導入するかに起因する．そこで我々は

マイクロカーネル型ハイパーバイザー方式の仮想化ソ

フトウェアを選択し，Microsoft 社が提供する Windows 



 

 

Server 2008 R2 を管理 OS として Hyper-V 2.0 を用いる

ことにした．  
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図4.1 マイクロカーネル型ハイパーバイザー方式イメージ  

図 4.1 に示したように，マイクロカーネル型ハイパ

ーバイザー方式は管理 OS である Windows Server 2008 

R2 にデバイスドライバを導入することになる．また，

Windows Server 2008 R2 のカーネルは Windows 7 と同

じカーネルを採用しているため，導入するデバイスド

ライバは Windows 7 用のデバイスドライバも利用可能

である．従って，対応可能な物理ハードウェアが広範

囲となりデバイスドライバの汎用性の問題による仮想

ソフトウェアの導入時や導入後にかかるコストが低く

なると考える．  

 

4.2. 特性の違う実験環境の並行運用  

3.1 節で示した，多種多様な実験環境を整備するた

めに，小規模プライベートクラウドシステムでは複数

種類の OS を導入する．  

表4.1 本実験室におけるアプリ開発実験環境  

開発するアプリの実行環境 開発環境（OS） プラットフォーム

Android (Java） Windows 7 Enterprise Eclipse[9]

Android (APP Inventer） Windows 7 Enterprise APP Inventor[10]

Windows Windows 7 Enterprise VisualStudio[11]

Windows 8（メトロスタイル） Windows 8 Enterprise VisualStudio  

表 4.1 は本研究室で行われている主なアプリ開発実

験の環境をまとめたものである．表に示したように，

開発するアプリの実行 OS と開発環境の組み合わせに

よって実験環境が異なる．また，これに加えて開発す

るアプリの特性によって設定や準備するファイル群が

異なる．そのため，このような違いに考慮して実験環

境基盤を設計する必要がある．そこで，独立した仮想

マシン上に各種 OS を導入し，それぞれのインスタン

スを構築する．これによって，各利用者が使用する実

験環境は完全に独立したものとなるため，開発に必要

な設定などが他の利用者に影響することなく利用が可

能である．また，これらに加えネットワーク実験環境

については，CentOS6.0 も利用できるようにすること

で Linux や Windows という異なる OS を共存できる．

さらに，それぞれ独立したネットワークとインスタン

ス群を一つの実験環境として提供することができる．  

このように各実験環境の特性による差異を利用者

が行うことで柔軟性や拡張性の確保を行う．  

 

4.3. 実験環境基盤とサーバ構築基盤の併用  

3.2 節で述べたとおり，実験環境の構築基盤とサー

バ構築基盤の 2 つのインフラが存在する．従って，基

本サービス提供用のサーバ構築向けインスタンス群は

実験環境用のインスタンス群とは分けて構築する必要

がある．  

実験環境用のインスタンス群のように，利用者の数

が一定ではなく，利用者 1 人に提供する台数も一定で

はないインスタンス群においては，インスタンスを利

用するすべての利用者が，必要な台数を迅速に整備で

きるよう OS やプラットフォームなどの導入済み仮想

マシンを独立したインスタンスとして提供する必要が

ある．よって，OS などを導入した VHD（Virtual Hard 

Disk）を利用者やインスタンスごとに整備する方法で

は，利用者側の人的コストを考えた場合に運用が困難

となる．このように実験環境用のインスタンス群にお

いては，あらかじめ OS やプラットフォームなどの導

入済み VHD と利用者ごとに割り当てる差分 VHD を利

用した方法が現実的である．  

一方，後者のサーバ構築基盤においては，サービス

を提供する管理者が，仕様に基づいた仮想サーバの台

数を準備できればよい．よって，インスタンス作成に

必要となる VHD は管理者が整備するサーバごとに割

り当てられればよい．従って，サーバ構築基盤用のイ

ンスタンス群においては，サーバごとに異なる VHD

を割り当てることがふさわしい．  

 

4.4. 複数のネットワークの統合  

本学では，光ファイバネットワーク，学内グローバ

ルネットワーク，プライベートネットワークといった

複数のネットワークが整備されており，学内グローバ

ルネットワークの下には研究用ネットワークおよびセ

ミナ用ネットワーク，光ファイバネットワークには教

員用ネットワークが整備されている．小規模プライベ

ートクラウドシステムでは，これらのネットワークに

応じたインスタンスを作成することができ，各ネット

ワークからインスタンスを相互に利用できる．小規模

プライベートクラウドシステムはこれらのネットワー

クに加えサーバ構築基盤用の仮想ネットワークを構築

し基本サービスを提供できる DMZ を整備した．  

以下に小規模プライベートクラウドシステムのネ

ットワーク体系について概要を示す．小規模プライベ

ートクラウドのネットワークの概要を図 4.2 に示す．  



 

 

 

図  4.2 小規模プライベートクラウドのネットワーク  

（1）セミナ用ネットワーク  

研究室内のストレージなどの資源を限定的に利用

することができる物理ネットワークであり，研究室に

来室したセミナ生などが接続することができる．セミ

ナ向けのインスタンスはこのネットワークに接続させ

ることにする．  

（2）研究室用ネットワーク  

研究室内のすべての資源に接続ができる物理ネッ

トワークであり，卒業研究生や大学院生が接続するこ

とができる．研究用のインスタンス群はこのネットワ

ークに接続することになる．  

（3）教員用ネットワーク  

大学内のセキュリティポリシによらない物理ネッ

トワークであり，基本的に教員が外部の情報資源にア

クセスする際に利用する．例外的に，卒業研究生や大

学院生がその研究に必要となるなどやむを得ない場合

に教員用ネットワークを利用しての接続を可能とする． 

（4）サーバ公開用ネットワーク  

Hyper-V 内の仮想ネットワークと物理ネットワーク

をバーチャルルータによって NAPT（Network Address 

Port Translation）されているネットワークであり ,  サ

ーバ構築基盤向けに，新たに設ける仮想ネットワーク

であ る． 公 開用 の サー バイ ンス タ ンス 群 をこ の

Hyper-V 内の仮想ネットワークに整備することで各種

サービスを提供することにする．   

（5）ネットワーク系実験環境用ネットワーク群  

ネットワーク系実験環境のように利用者ごとに独

立したネットワークを扱う必要がある環境において，

利用者が個々に構築できるネットワークであり，他の

仮想ネットワーク間とも物理ネットワークとも独立し

たものである．他の利用者が構築した仮想ネットワー

クやその他の仮想ネットワークとも物理ネットワーク

とも接続されていない独立したネットワークである．  

 

5. 小規模プライベートクラウドの実装  

 

小規模プライベートクラウドの構成を図 5.1 に示す．

小規 模プ ラ イベ ー トク ラウ ドを 実 現す る ため の

Hyper-V サーバ，ストレージサーバ，各種ネットワー

クの通信を統合するルーティングサーバ，VPN サーバ

から構成されている．以下では，各システムについて

述べる．   

 

図  5.1 小規模プライベートクラウドシステム構成  

 

5.1. ネットワーク統合システム  

ネットワーク統合システムは，バーチャルルータ，

物理ネットワーク，仮想ネットワークにより実現され

ている．  

4.4 節で述べたとおり，物理ネットワークおよび仮

想ネットワークをバーチャルルータで統合管理を行う

ことで，各ネットワークからそれぞれのインスタンス

群の利用が可能となる．バーチャルルータは Vyatta[12]

を採用し構築した．  

各ネットワークからのインターネット向けの通信

はデフォルトゲートウェイをバーチャルルータとし，

バーチャルルータが送信元 IP アドレスから利用中の

ネットワークを判断し各ゲートウェイにルーティング

を行うようにした．物理ネットワークの変更を最小限

に行うことで小規模プライベートクラウドを構築する

際に必要となる既存ネットワークへの影響を低減でき

る．各ネットワークのデフォルトゲートウェイをバー

チャルルータで統合管理することで，ネットワークポ

リシの適用や利便性に対し柔軟に管理できる．  

仮想ネットワークは 4.2 節で述べた構成を実現する

ために，アプリ開発系実験環境の仮想ネットワークと，

セミナ用ネットワーク，研究室用ネットワークのそれ

ぞれを Hyper-V が提供する論理仮想 HUB に接続する

ことでそれぞれのネットワークに各インスタンス群を



 

 

配置する．  

ネットワーク系実験環境の仮想ネットワークは，イ

ンスタンス群ごとにその都度整備を行うことにした．

インスタンス群内の各インスタンスを利用するための

フロントインスタンスを整備しておくことで，インス

タンス群の仮想ネットワークと物理ネットワークとを

理論上分離して整備することができ，他のネットワー

クへの影響を最小限に抑制することが可能である．  

小規模プライベートクラウドを実験環境基盤とし

て利用するには，整備したインスタンスをいかに利用

させるかが問題となる．セキュリティと利用者の利便

性を考慮した場合，利用するプロトコルは特別なもの

を避け，広く一般的に利用されているものを採用する

必要があり，小規模プライベートクラウドシステムで

は Windows 系 OS に対しては RD（リモートデスクト

ップ），Linux 系 OS には SSH（Secure SHell）を想定し

て構築している．  

 

5.2. インスタンス構築システム  

インスタンス構築システムは，仮想マシンとマスタ

VHD，差分 VHD，iSCSI（ Internet Small Computer System 

Interface）からなる．小規模プライベートクラウドシ

ステムでは，3.1 節で述べた実験環境を実現するため，

仮想化サーバとして，Windows Server 2008 R2 を用い

Hyper-V，仮想ディスクシステムとして VHD を採用し

た．仮想ディスクシステムには，4.3 節で述べるとお

り，マスタ VHD と差分 VHD によりインスタンスが独

立する．インスタンスに利用するすべてのマスタ VHD

と差分 VHD は iSCSI に保存する．  

インスタンス構築システムは， 4.2 節で述べた実験

環境をマスタ VHD としてあらかじめ整備しておくこ

とで，利用者が実験環境を構築する際の人的コストの

低減を行った．Windows 系 OS のマスタ VHD を整備す

る場合，システム準備ツール (Sysprep)を利用し一般化

を行った．Linux 系 OS については，Linux IS（Linux 

Integration Services）を導入することで，Hyper-V の提

供する仮想 NIC（Network Interface Card）などを利用

できるようにした．小規模プライベートクラウドにお

いては，目的の実験環境のマスタ VHD を利用した差

分 VHD をインスタンスに適応しインスタンスを作成

することで，実験環境の構築が行える．  

4.3 節で述べたとおりサーバ構築基盤に利用する

VHD はそれぞれ個別の VHD とした．  

 

6. システムの運用状況  

 

2012 年 12 月時点で，実験環境構築基盤には，Android

開発環境として App Inventor による開発を行うインス

タンスが 3 台，Eclipse による開発を行うインスタンス

が 3 台整備されている．また，Windows 8 のアプリ開

発環境として 2 台整備されている．以下の節では，こ

れまでの運用状況について述べる．  

 

6.1. ネットワーク統合管理への移行  

独立して利用していた物理ネットワークから，バー

チャルルータによる統合管理をされたネットワークに

移行する際，本研究室の利用時間外での移行ができな

かった．そのため，ネットワークが利用されている中

での移行作業となった．移行作業はバーチャルルータ

の構築を先行して行ったため，主な移行作業としては

物理ネットワークの DHCP（Dynamic Host Configuration 

Protocol）サーバのデフォルトゲートウェイ設定の変更

で対応した．そのため，既存ネットワークへの影響な

くネットワーク統合管理への移行ができたことから，

設定変更箇所を最小限にした意味があったと考えてい

る．  

 

6.2. 実験環境整備基盤の運用  

2012 年 7 月より我々は小規模プライベートクラウド

システムの実験環境整備基盤の運用を開始した．  

 

6.2.1. インスタンスの構築  

実験環境整備基盤のマスタ VHD として，Windows 7，

Windows 8，CentOS を整備した．これらのマスタ VHD

を利用した 12 台のインスタンスの実験環境が構築さ

れた．構築は利用者からの要望を受け管理者が行った．

1 台のインスタンスを構築するのにかかった時間は数

分程度であり人的コストを大幅に低減できたと考えて

いる．また，物理 PC の調達などを考慮する必要がな

いため，新たな実験環境の構築を迅速に行えている．  

ネットワーク系の実験環境においても CentOS を主

体とした実験環境の構築が行われつつあり，前述と同

様に人的コストの低減が見受けられる．  

各インスタンスの利用方法はリモートデスクトッ

プもしくは SSH を想定しているため，利用する際には

接続先の IP アドレスがあらかじめ分かっている必要

がある．利用面における利便性を向上させるために，

ターミナルサービスサーバなどの IP アドレスを利用

せず RD を行えるシステムを導入することを検討して

いる．  

サーバ構築基盤において，インターネット側から本

研究室内に整備されている小規模プライベートクラウ

ドシステムや IT 資源の利用を目的とする要望にこた

えるため，VPN（Virtual Private Network）サーバの構

築が行われ，運用した．  

 



 

 

7. 今後の課題  

 

本章では，今後のシステムの検証や開発が必要とな

る課題について述べる．  

 

7.1. インスタンス構築システムおよび実験環境基盤

の課題  

インスタンス構築システムおよび実験環境基盤の

課題を以下に示す．  

(1) 負荷分散  

これまでの運用では，運用時間が短く，さらに本研

究室においての利用者数や同時に起動されているイン

スタンスがまだ少ないため，実際の運用時の負荷が定

かではないが，多くのインスタンスへの接続要求や同

時実行数に耐えられるように Hyper-V のクラスタリン

グを検討していく必要がある．  

(2) インスタンス構築システムの利便性向上  

インスタンス構築システムでは，利用者の必要とす

る環境構築に対応するために，管理者が整備を行う部

分が多い．さらなる人的コストの削減を行うためには，

構築時に必要となる操作を行えるインスタンス構築シ

ステムのフロントページを構築する必要がある．

Windows 2008 R2 では，パワーシェル用いることで

Hyper-V の操作やインスタンスの情報を取得できるこ

とから， IIS（ Internet Information Services）を用いた

Web ページをフロントページとして実現する方法が考

えられる．  

 

8. おわりに  

 

本稿では，情報系研究室における教育・研究用実験

環境の構築を対象に，仮想化ソフトウェア Hyper-V を

用いたプライベートクラウドシステムの設計と構築手

法を提案した．手法の有効性を評価するため，構築し

たシステムに基づき実際の運用も行った．評価は 3 つ

の科目に分けて行った．1 つ目はマスタインスタンス

からクローンインスタンスの作成である．作成したセ

ミナ実験用マスタインスタンスに基づいて，学生数に

応じて迅速にクローンインスタンスが生成でき，従来

の学生数と同様な数のパソコンを用意し，その上必要

なソフトウェアをインストールする手法と比べ，セミ

ナ実験の環境整備にかかるコストが大幅に減少したこ

とから，提案した設計と構築手法の正確さを確認した． 

2 つ目はネットワークの動作確認である．構築した

システムは複数のネットワークを連携し通信できる機

能を有する．実際の運用により，セミナや卒業研究な

どの教育・研究の要求に応じてシステムが正しく動作

したことを確認した．  

3 つ目は，クラウドサービスとしての動作確認であ

る．作成したそれぞれのインスタンスを遠隔操作によ

り利用できることは，クラウドサービスとしてきわめ

て重要である．実際の運用により，構築したシステム

が正しく動作したことを確認した．  

実際の運用結果により，提案したプライベートクラ

ウドの設計・構築手法が有効であることが明らかにな

った．  
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