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� はじめに
ブロードバンドインターネット技術が向上し，マルチメディ

アコンテンツなど大容量のデータが通信され，ストレージで管理
されることが多くなってきた．組織や企業などが保持するデータ
量が年々増加しており，その管理コストが問題となっている．そ
こで，��� �������	 ��	� �	�
����が導入されるようになって
きた．���は，サーバとストレージを直接接続する�����	��

������	� ������	�と異なり，サーバとストレージを高速なネッ
トワークで接続する．��と比べ，���は管理コストや管理
負荷を大幅に削減することができる．

���の中で現在広く使われているのは ������で，これは
サーバとストレージ間をファイバチャネルで接続する．しかし，
��用の製品が高価であること，��管理技術者が少ないことや，
接続距離に制限があるなどの問題がある．そのため，���	��	�

と������を用いて構築する ������が普及し始めている．��

よりも安価で，既存の ��ネットワークとシームレスな統合が可
能となり，接続距離に制限がない．

������の中で特に注目されているものが，���� 年 � 月に
���� により承認された ����� である �� ．����� とは，サー
バ ����������� とストレージ �����	�� 間を ���	��	� で接続し，
������パケット内の ����コマンドをカプセル化してストレー
ジアクセスを行う技術である �図 � ．このように �����は，����

�!	� ����� �!	� ������ �!	� ���	��	�という複雑な階層構造
をしている．
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���を利用することによって，コンピュータとストレージ

を �対 �や �対 �で接続するのではなく，�対 �で接続する
ことが可能となる．しかし，現状では ���はサーバサイト内
においてのみしか使用されていない．そこで本研究では，���

をオープンなインターネット環境で広く利用できるようにする
ための手法を検討する．

� 本研究における評価モデル
これまで ���は，一般にサーバサイト内のみにおいて用い

られた．本研究ではその制限を取り払い，ローカルな環境で利
用されている �����を広域ネットワークに適用することを検討
する．具体的には "���"���#�$ ���!��	 �	�
����の仮想ネッ
トワーク構築機能を利用して，オープンなインターネット環境
を介してサーバサイト内の �� ストレージへリモートアクセス
を実現し，その評価を行う �図 � ．

図 �� 評価モデルの概念図

� ���

��� ���とは

専用網は，通信事業者の専用線サービスを利用するもので，
その企業専用の閉じたネットワークである．銀行のオンライン
システムなど，機密性や回線の安定性が重要な場合に利用され
る．回線を占有して利用するため，コストが高くなってしまう．
専用網の対義語は「公衆網」で，一般に開放されたネットワー



クのことをいう．例としてインターネットや一般の電話回線な
どがあげられる．公衆網はオープンな環境を利用するため，コ
ストが安く済む．

"��は，インターネットや通信事業者が持つ公衆ネットワー
クを使って，拠点間を仮想的に閉じたネットワークで接続する
技術である．専用網には機密性や回線の安定性に優れるという
メリットがある一方，高価になってしまうというデメリットが
ある．そこで安価であるという公衆網のメリットを活かしつつ，
機密性の低さを別の方法で補えば，「実質的な専用網」を実現で
きる，という考え方が "��の基本的な発想である．

��� ���を支える技術

"��を支える基本技術として，カプセル化，暗号化，ユー
ザ認証の �つが挙げられる．
カプセル化とはトンネリングを実現する方法で，元のパケッ

トを別のパケットで包み込むことである．カプセル化により，
%��内でしかやり取りできないプライベート ��アドレスのパ
ケットをインターネット経由で送信できるようになる．トンネ
リングとは，インターネット上にあたかもトンネルのように仮
想的な専用線を作ることである．この回線上を送信されるパケッ
トは公衆網を送信される他のパケットと同じように宛先に届く
が，宛先としてプライベート �� アドレスを指定できる．ただ
し，カプセル化だけではデータを盗聴できてしまうので，実際
には暗号化も必要である．また，"��の利用をユーザごとに認
めるユーザ認証も必要となる．

%��内のパケットをカプセル化してインターネット側に送信
したり，インターネット側からパケットを取り出す機器を "��

ゲートウェイという．"��ゲートウェイは，"��によってネッ
トワーク同士を接続する一種のルータである．

��� ���で使用されるプロトコル

"��では，用途や通信事業者のサービスを使う場合と自前
で構築する場合などで，使用するプロトコルが異なってくる．代
表的なプロトコルを以下に挙げる．

� &�%�：第 �層と第 �層のヘッダの間にラベルと呼ばれる
情報を付加することでパケットを転送する．

� ����：マイクロソフトやルーセント・テクノロジーなど
が開発した "��プロトコルで，ダイヤルアップ接続で使
われる ���でトンネルを実現する．

� %���：マイクロソフトの ����と，シスコシステムズが
開発した %��を組み合わせたプロトコル．

� ��'	�：��パケットをカプセル化するプロトコル．

� ��%：(	)ブラウザとサーバ間のセキュリティ向上を目的
に開発されたプロトコルで，この ��% の暗号化や認証の
仕組みを使ってリモートアクセス "��を実現する．

����� �����

"��でもっとも普及しているプロトコルが ��'	���	�#���*

������	��#�	 +�� ���	��	� �������$� である �� ．��'	� は，本

来 ��!,用のセキュリティ機能として考案された技術の集合であ
る．"��ルータで使う ��'	�は，��!-のオプションとして改
良し，��パケットのカプセル化機能を加えたものである．��'	�

は第 �層におけるカプセル化になるので，��以外のプロトコル
には対応できない．

��'	�には �つのモードがある．トランスポートモードは ��

のデータ部分を認証したり暗号化することでセキュリティを向
上させる．トンネルモードは元のパケットの送信元と宛先アド
レスも含めて，��パケット全体を暗号化する．"��ルータで
使用するのはトンネルモードである．

また，ヘッダも �種類用意されている．�.は，パケットが
改ざんされたり，なりすましによって送信元が詐称されていな
いかを認証する機能が備わっており，���は，認証に加えてパ
ケットの暗号化機能も備わっている．��'	�では，こうしたヘッ
ダ形式やモードを組み合わせて，合計 -パターンの通信方式が
選択できる．

本研究では，��'	�の "��ルータを用いて実験を行った．

� �����と���

��� �	
	�の特徴

���プロトコルは，ディスクブロック単位でリモートデータ
にアクセスする �図 � ．�����の場合は，リモートブロックは，
������ パケットの中に ����コマンドをカプセル化すること
によってアクセスされる．また，ファイルシステムはクライア
ント上に存在する．
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�����の主な特徴は次のとおりである．異なる通信ストリー
ムを識別するためにクライアントとサーバ間のセッションの概
念を用い，多数のコネクションによるセッションへの多重送信
を許す．また，暗号化（��'	�）と高度なデータ完全性と認証の
プロトコルをサポートする．これらの方式は，セッション開始時
にとりきめられる．さらに，明示的な再伝送リクエストや，高
度な誤り回復をサポートする．

��� ��	の特徴

�����	�
��� ��$	 �*'�	/�は，ファイル単位でリモートデー
タにアクセスする �� �図 - ．サーバは，クライアントが利用で
きる一部のローカルな名前空間を作る．クライアントは，0��

ベースのプロトコルを使用してサーバ上のメタデータやファイ



ルにアクセスする．���ではファイルシステムは，サーバ上に
存在する．
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���には �，�，-のバージョンがある．

!�では，クライアントとサーバは 1�，0�� を通って接
続する．ステートレスで，���サーバはクライアントの状態を
把握しておらず，もしサーバがクラッシュしても情報を失うこ
とがない．

!� では，�� バイトまでであったファイル処理を ,- バイト
までのさまざまな長さのファイル処理を可能にし，最大の転送
データサイズの制限を解消した．��ビットまでであったファイ
ル操作のオフセットを ,-ビットに拡張した．属性付きディレク
トリの読み取りやパフォーマンスを改良するために非同期書き
込みをサポートする．1�に加えて，トランスポートプロトコ
ルとして ���を使用可能にする．

!- では，ファイアウォールを通ってアクセスしやすくする
ために，�+'，/�#���，�$/，�'/などの一連のプロトコルを
単一のプロトコルに統合し，多数の操作を単一の操作に統合し
た．前のバージョンと異なりステートフルで，クライアントは，
サーバとのステートフルなインタラクションが可能となってい
る．クライアントが積極的にファイルデータをキャッシュするこ
とが可能である．

��� �	
	�と��	の比較

���は本質的に，多数のクライアントマシン間でファイルを
共有することが可能であるため，データ共有に適している．一
方 �����はブロックプロトコルなので，単一のクライアントが
ブロックサーバ上のそれぞれのボリュームをサポートする．結
果，�����は，単一のクライアントマシン上で動いているアプ
リケーションがサーバ上のリモートデータを共有することが可
能であるが，直接にクライアントマシン間のデータ共有をする
には適していない．

キャッシングにおいても �����と ���では差がある．���

ではファイルシステムはサーバに位置し，ファイルシステムの
キャッシュもサーバに存在する．クライアントもまた，データ
とメタデータの両方に使用することができるキャッシュをもつ．
しかし �����では，ファイルシステムのキャッシュは，クライ
アントにあるのでデータやメタデータはキャッシュからとりだ
すことが可能である．また，データやメタデータの更新は非同
期的に行われる �� ．

� 実験環境
インターネット環境における ������の利用モデルを評価す

るため，実験システムを構築して性能評価を行った．�����に
はニューハンプシャー大学 ���	�23	��)�$��* %�)が提供するド
ライバを用いた �- ．図 4に示すように，"��ルータ �台を挟
んだ �����システムを構築して評価を行った．また，比較のた
めに ���においても同様のシステムを構築し，スループットの
測定を行った．なお ���にはバージョンがいくつかあるが，本
研究ではバージョン �を用いた．�����には自作のベンチマー
クツールを用いて ��
デバイスに対して測定を行い，���には
��/	�	��, を使用して測定を行った．
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図 �� 実験環境

� 測定結果・考察
"��ルータ �台を挟んだ �����システムと ���システム

を構築し，評価を行った �4 ．���に対しては ��/	�	��, を用
いてファイルシステムに対して測定を行ったが，�����のファイ
ルシステムに対して ��/	�	�が正しい測定を行うことができな
かったため，�����の ��
デバイスに対して自作のベンチマー
クツールで測定を行い比較した．

�����，���ともに，"��ゲートウェイをはさむと，はさま
ないときよりかなりスループットが低下した �図 , �図 = ．���

より �����のほうが性能がよいのは，ファイルシステムではな
く ��
デバイスへの書き込みだったため，負荷が低かったから
であると考えられる．
また"��をはさんだ場合には，�����も���もスループッ

トは -74�&:�'	� 程度で飽和状態となっている �図 < ．�����は
"��をはさまない環境で，最大 -��&)3'程度出ており，実験
機器の "�� は ��'	� 暗号化スループット ���&)3' 程度であ
る．両者の値とも実験機器やアクセスパターンなどにより値が
大きく変動するものであり，両者のバランスを考慮した ������

環境の構築が重要といえる．また，各環境においては，スルー
プットがブロックサイズに対応して変化するもので，適切なパ
ラメータ設定が必要であるといえる．
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 まとめと今後の課題
����� �!	� "��環境と ��� �!	� "��環境を構築し，そ

れぞれ "��ゲートウェイをはさんだ場合とはさまない場合で
スループットを測定した．どちらの環境でも"��ゲートウェイ
をはさむと，はさまないときと比べかなりスループットが低下
した．しかしこれらは実験機器やアクセスパターンなどによっ
て値が異なってくるもので，バランスを考慮する必要があると
いえる．
今後は，����� にもファイルシステムに対する測定を行い，

���のそれと比較していく．また，アクセスパターンをさまざ
まに変化させた実験を行う予定である．そして，パフォーマン
スの考察を行い，帯域や ��'	�の設定を行ったり，アクセス認
証等のセキュリティ手法を検討していく．
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