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ネットブートの活用で 2200 台 の PC 管理を省力化
複数の遠隔拠点にある PC 群もネットブートで集中管理
京都市北区に位置する京都産業大学では学生の ICT 環境を向上させるために、キャンパス内および市内各所に点在する学生寮に合計 2200 台の PC が整備
されています。2017 年 4 月に更新された大規模かつ先進的なシステムを CO-CONV のネットブート ソリューションが支えています。

＜ 導入にあたっての課題＞
・2200 台を超す大規模 PC システムの安定運用
・導入コスト・運用コストの削減
・点在する学生寮にある PC 群を効率よく管理したい
・週に一度のディスク更新でセキュリティ対策を実施したい
・更新作業をするたびに生じる配信待ち時間をなくしたい
・更新したディスクをすぐに使いたい

＜ 導入後の評価＞
・信頼性の高い製品の採用により不具合のない運用
・ネットブートを活用して、運用コストを大幅削減
・学生寮に Proxy サーバを設置し、メインキャンパスと一体運用
・週 1 回のセキュリティ更新を全 PC で確実に実施
・寮のサーバへの配信待ちといった運用担当者の無駄な待機時間が
なくなり、運用の自由度が向上

■ 信頼性・安定性、そして運用コストの削減

■ ネットブートの特長を活かした安定運用

京都産業大学は学生の教育環境の向上のために、キャンパス内の 情報処

「アプリケーションのインストールは授業期間前に限定し、申請された

理教室等に約 2200 台の PC を設置しています。また、学生寮にも情報処理

教員方の動作確認を経ているので頻繁に更新することはないが、セキュリ

教室と同等の PC を設置し、寮で暮らす学生に対して多種多様なアプリケー

ティ対策は毎週のように実施するのが当然。」

ションを利用できる環境を提供しています。
これまで多数の PC を管理するためにはネットブートが最適と考え、

この「更新作業を頻繁に実施する」という目標にも CO-Store はしっか

Citrix 社製システム Provisioning Services ( 以下、PVS) を採用していました。

りと応えます。定期的なパッチの適用やウィルスパターンの更新を日中も

この製品は「信頼性」と「安定性」が高いと支持を得ている製品で、これ

含めて随時行えます。さらに、
「PC ごとに異なるディスクや異なるバージョ

までの 5 年間大きな不具合なく稼働していました。

ンを割り当てる」「なんらかの不具合が出たときには修正してすぐに再試
験する」といったネットブートなら当たり前にできることを確実にこなせ

「授業でも利用するネットブートシステムの選定で最も重視したのは信

るのが CO-Store の特長です。

頼性と安定性。授業の不成立はなにがあっても避けなければならない。」
と京都産業大学 廣岡氏は話します。

「『更新作業後は一部の PC で動作試験を行い、問題があればすぐに修正

複数の製品の試験環境を構築し実際に比較検討して採用されたのは、

を行う。問題がないことを確認できれば、多数の PC に即座に反映する。』

CO-CONV 社製 "CO-Store" でした。"CO-Store" はネットブート基盤として

こういった運用を簡単・確実・迅速に行えるのがネットブートのメリット

信頼性の高い PVS を採用しつつ、独自の工夫により構成の自由度を高め、

ですね。」

管理者のことを第一に考えた設計で運用を省力化する製品です。大規模環
境での実績を多数持ち、安定性にも定評があります。
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用途 学外・寮用のPC
● 遅延とトラフィックの影響を
最小化し公衆イーサネット網
越しでも快適なネットブート

： Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8コア/20MB) × 2CPU
： 24GB
： 600GB (SAS, 15krpm) × 10本 , RAID5
： 10GbE × 2本

Proxy サーバのスペック
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： Intel Core 2 Duo P8400 (2.26GHz/2コア/3MB)
： 4GB
： 80GB (HDD)
： 1000Base-T

■ 情報処理教室には ReadCache を導入しないという判断

「これまで半年運用をしてきましたが導入当初から大きなトラブルもなく
安定性が期待通りでした。その次に重視する『運用のやりやすさ』という

通常、大学の情報処理教室でネットブートを利用する際には、一斉起動

点で。CO-CONV 製品を選んで非常に助かっています。」

や一斉操作時のネットワークやサーバへの負荷を軽減するためにキャッ
シュ機構を活用します。

■ シンプルな設計、しっかりとした技術背景

しかし、同大学では情報処理教室においても学生自身が PC を起動する
運用であることに着目して、情報処理教室ではキャッシュを利用しない方

「CO-CONV の製品を採用して最も驚いたのは、不具合がほとんど生じな

針としました。この方針に従いサーバの性能や台数を適切に見積もったこ

いということ。万一の不具合があったときにもすぐに回答いただいて、導

とで、起動からログオン画面の表示までは 85 秒、その後ログオンが完了

入から運用まで問題なく安心できた。」

までは 12 秒〜長くても 30 秒程度と十分に高速なシステムとなっていると
廣岡氏は評価します。

CO-Store はネットブートソリューションとしての技術を極めようとする
一方で、製品を多機能化するのではなく製品開発においても導入後の運用

「PC を利用できるようになるまでの時間は 2 分が目安。ユーザごとに多

においてもミスの生じにくいシンプルな設計を心がけています。

少の差があるものの、おおむねこの基準をクリアしており問題は起きてい
ません。」

こ の 姿 勢 が も っ と も よ く 現 れ て い る の が 管 理 画 面 の 構 成 で す。
CO-Store の管理画面には必要最小限の機能しかありません。表示される情
報も最小限でマニュアルがなくても操作できる簡単さとなっています。
「管理画面は簡単に操作できるような仕組みになってますね。イメージの
割り当ての変更も、ローテーションをかけた後の割り当て変更も、ドラッ
グ＆ドロップするだけ。管理する側としては操作が簡単・直感的で痒いと
ころに手が届いてる操作感です。」

多数の PC のすべてが常に同じ状態で起動する。
起動時のブートメニューで Windows と Linux とを選択して利用する。

■ 学生寮にもネットブートを
「学生寮にも大学と同じ環境の PC を設置し、授業と同じ環境で自習がで
きるようにしたい。」
同大学は学生寮に暮らす学生のために、寮内に PC を設置しています。
しかし、これまでは寮にネットブートのサーバを設置して PC を管理して
いましたが、サーバが大きく邪魔になっただけでなく、ディスクイメージ
の配信に一晩以上の時間がかかったり、計画停電のたびにサーバを停止さ
せる手間が生じたりしていました。
寮と大学は公衆イーサネット網で接続されているため、帯域や遅延と
いった品質はネットブートには十分とは言えません。しかし、CO-Store は
このような環境にもネットブートのメリットを提供します。寮にノート型
PC を転用した Proxy サーバを設置、キャッシュ技術を効果的に活用して狭
帯域・高遅延の環境でのネットブートを可能にしました。
ディスクを持たない Proxy サーバのためイメージ更新後に配信といった
作業も必要なく、寮の存在を意識せず管理できます。PC の起動時間も電源
投入からログオン画面が表示されるまでは通常時で 90 秒以下と、学内の
PC と比べても遜色ありません。※1
「ディスクイメージの配信が不要になり、運用の自由度が上がりました。
」
■ “CO-Store” には Citrix 製品を超える良さがある

「CO-Store を使えば、負担を感じることなく 8 種類のイメージを毎週更
新できています。」
CO-Store には PVS だけでは得られない独自の拡張機能があり、運用の省
力化にも役立ちます。任意のバージョンから PC を起動する機能は動作試
験に役立ちます。
「不具合があった場合には即座にやり直しできる」のも「管
理者を待たせない」という設計思想によるもの。他にも、グラフィカルな
ブートメニューによる起動イメージの選択など、今後の Windows 10 への
移行期に役立ちそうな機能も含まれます。
※1 イメージ更新の直後の初回起動では、最初の PC１台は 10 分程度、2 台目以降は 2 〜 3 分程度と多少時間が
かかりますが、いずれの PC も再起動後は本文記載のとおり 90 秒以下となります。

2200 台の PC が、ラックに搭載された 7 台のサーバで稼働する。
CO-Store のコンソールでは更新履歴が明快に一覧表示される。週に 1 回の更新が行わ
れていること、試験用のディスクが多数作られていることもわかる。

■ どんな技術や製品が出てくるかに期待
「Windows 10 への移行、起動時間のさらなる短縮、CO-CONV がなにを
作るかに期待。」
Windows 10 は従来のバージョンと異なり、「頻繁に更新する」「機能拡
張が速い」といった特徴を持っているため、これにあわせて CO-Store も
進化し続ける必要があります。
今後の課題として、「イメージ更新直後に寮で PC を起動した際に 2 〜 3
分といった長い時間がかかる」といった課題をいただきました。この課題
に対しても CO-CONV はさらなる新規技術で対応を計画しています。 「高
い品質のネットブートでお客様に満足していただきつつも、そこで得られ
たさらに高い要求に対して、従来にはない技術で課題を解決する」という
CO-CONV の姿勢がここにも現れます。
新しい技術を求めつつも、ネットブートはあくまでも運用のかなめであ
ることを肝に銘じて、CO-CONV は今後も製品の開発を続けます。
取材協力

京都産業大学
情報センター

廣岡 奨平 様

（取材日：2017 年 11 月）
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