
仕事上の情報を迅速かつ正確に共有することは、ビジネスを

成功に導くための重要な要素のひとつである。そのための手段

のひとつとして、ファイルサーバによる情報共有がある。ファ

イルサーバは、個々人が持っている情報を集約し共有すること

により、個人の生産性の向上とデータのバックアップやファイ

ル管理等の管理コストの低減、組織全体としての効率とコミュ

ニケーションを高めるために導入される。

ファイルサーバの管理を怠った場合、次のような課題が現れ

る。

（1）サーバ運用管理コストの増大

● 共有ファイルの管理やバックアップの運用コストが増

加する。

●サーバのソフトウエアの構成と管理、パッチ適用を含
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概要
2004年9月、当部門のファイルサーバをLinuxにて再構築した。当部門では部門内の情報共有手段とし

て主にWindowsのファイルサーバを利用してきたが、ファイルサーバの管理をあまり実施していなかっ

た。このため、プロジェクト毎にファイルサーバが乱立する事態が発生し、ファイルサーバ管理者の管

理コストの増加やユーザの操作性低下を招いていた。そこで、大規模なストレージを搭載した新しいス

トレージシステムを構築し、部門内に乱立したファイルサーバのデータを集約することとなった。新し

いストレージシステムに必要な機能や導入コストを検討した結果、Linuxやオープンソース・ソフトウ

エアを利用してシステムを構築することとした。Linuxでのシステム構築は、Windowsと比較し、導入

や運用に大差はないが、Linuxとアプリケーションやハードウエアの整合性を保つことが最も大変な作

業であった。しかし、Linuxにてシステムを構築したことで年間約50万円のコストを削減することがで

きた。

本レポートは、当部門へのLinuxやオープンソース・ソフトウエアを利用したストレージシステムの

導入について述べる。

1. はじめに む管理コストが増加する。

● ユーザによる適切な共有ファイルの管理が困難とな

り、誤削除や誤更新が増加する。それに伴ってファ

イル復旧作業が増加し、管理者の業務効率が低下す

る。

（2）ユーザの生産性の低下

● 必要な共有ファイルがどのファイルサーバへ格納さ

れているかを管理することが困難となり、ユーザの

情報の検索効率や生産性が低下する。

● ファイルサーバ毎にユーザIDや共有ファイルへのア

クセス方法が異なる場合、アクセス方法の相違によ

り生産性が低下する。

●ディスク領域が慢性的に不足し、重要なファイルを保

存できないといった事態が発生する。

(3)  セキュリティの低下

特集2 Linuxを採用したシステム構築事例

Linux導入事例：
部門ファイルサーバをLinuxで構築

Linux Introduction Example: Build a Section File Server by Linux

加藤　春美
Harumi  KATOU



単一のディスク障害に耐え得るようにディスクはミラー

構成にて構築する。

（2）バックアップ

ユーザの誤削除や誤更新とシステム全壊時の復旧手段と

してバックアップを取得する。ユーザデータのバックアッ

プについては、月曜日から木曜日はインクリメンタルバッ

クアップ、金曜日はフルバックアップを行う。バックアッ

プソフトウエアは購入せず、OS標準の機能でバックアッ

プを取得する。システムバックアップについても同様に

OS標準の機能でバックアップを取得する。

（3）セキュリティ

セキュリティを確保するため、ファイルサーバにはアン

チウィルスソフトウエアを導入し、ファイルサーバへの

データの読み込みと書き込み時にリアルタイムウィルス

チェックを行う。 また、可能な限りサーバ単体のセキュ

リティ対策を行う。

（4）運用管理

常時の運用監視は特に行わない。システムログのメッ

セージや必要プロセスを毎日1回監視し、異常があった場

合に管理者に通知する。この場合、ログの管理等も含めて、

自動化可能な部分はなるべく自動化を検討する。

システム構成には次の２案が考えられた。

（1）Linuxファイルサーバをドメインありで構築

新規にLinuxでドメインコントローラとファイルサーバ

を構築し、当部門内のファイルサーバにある共有データを

集約する。また、ユーザアカウントやコンピュータアカウ

ントをドメインで一元管理する。

（2）Windowsファイルサーバをドメインありで構築

新規にWindowsでドメインコントローラとファイル

サーバを構築し、当部門内のファイルサーバにある共有

データを集約する。また、ユーザアカウントやコンピュータ

アカウントをドメインで一元管理する。

Linuxは近年の国内サーバ市場で急激にシェアを伸ばしてい

るオープンソース・ソフトウエアで、UNIX並の安定性でシェ

アを伸ばしてきているOSである。今までWindowsのファイ

ルサーバを運用してきたため、ファイルサーバの管理者にとっ

てはWindowsでのシステム構築が最適と考えられた。しかし、

● アクセス権の設定漏れや設定ミスによる情報漏洩の危

険性が増加する。

当部門においても複数のファイルサーバを情報共有の手段と

して使用してきた。しかし、ファイルサーバの管理が十分に行

われていなかったため、上記のような問題点が現れた。それら

を解決するため、新規に大規模なストレージシステムを構築し、

部門内に乱立したファイルサーバのデータを集約することと

なった。

これまでプロジェクト毎に部門内に構築された８台のファイ

ルサーバを新規に構築する１台のファイルサーバに集約する。

部門員の約８０名が使用するファイルサーバとする。現在の

ファイルサーバの提供レベルを下げることなく、なるべく安価

に構築する。新規ファイルサーバには次のような機能が求めら

れる。

（1）共有フォルダ提供機能　

ファイルサーバにあるフォルダやファイルをクライアン

トPCとの間で共有できるようにする機能である。共有

フォルダにはフォルダ毎にアクセス権を設ける必要があ

る。また、グループやユーザごとに使用できるファイル

サーバ上のディスクの容量を制限する必要がある。

（2）リソース管理機能

ユーザアカウントやコンピュータアカウントを一元的に

管理する機能である。この機能により、複数のファイル

サーバ上で共通のユーザアカウントを使用することができ

るようになる。

（3）クライアントからの名前解決機能

TCP/IPネットワーク上で、コンピュータのNetBIOS

名とI P アドレスの名前解決を行う機能である。今回の

ファイルサーバはユーザの利用範囲が部門内に限られてい

るため、社内のネームサーバに登録する必要がない。その

ため、部門内のユーザからファイルサーバのNetBIOS名

を解決するためにこの機能を実装する必要がある。各クラ

イアントでのlmhostsやhostsファイルは、運用管理コ

ストの増加につながるため使用しない。

また、運用管理コストの削減を図るため、新規ファイルサー

バには以下のような機能を搭載する。

（1）障害対応
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今回は全体的なコストを抑えることもひとつの要件のため、

Linuxによるシステム構築も検討対象とした。

図1は、新ストレージシステム構成の概念図である。

表1はシステム構成案の特徴を示したものである。いずれの

案も、今回の機能要件を満たす。
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図１　新ストレージシステム構成案

表２　WindowsとLinuxの比較

（1）Linuxファイルサーバを 
　　  ドメインありで構築  

（2）Windowsファイルサーバを 
　　  ドメインありで構築 

次にWindowsとLinuxのコストやサポート体制などについ

て比較した。表２はWindowsとLinuxを比較したものである。

ここで、商用LinuxとはRed Hat Enterprise Linuxや

MIRACLE LINUXなど有償のLinuxを指す。フリーのLinuxと

この比較表は、２００４年９月時点の調査結果です。

表1 新ストレージシステム構成比較表

この比較表は、２００４年９月時点の調査結果です。

Linuxファイルサーバ Windowsファイルサーバ （1） （2） 

共有フォルダ提供 

日本語ディレクトリ/ファイル 

ユーザ/グループによる容量制限 

アクセスコントロールリスト（ACL）機能 

ユーザ情報の格納先 

ユーザ情報の複製 

グローバルグループ/ローカルグループ 

グローバルユーザ/ローカルユーザ 

日本語ユーザ名/グループ名/コンピュータ名 

ドメインログオン 

プライマリドメインコントローラ（PDC） 

バックアップドメインコントローラ（BDC） 

ディレクトリサービス 

ユーザポリシー 

グループポリシー 

明示的な片方向の信頼関係 

推移的な双方向の信頼関係 

WINSサーバ 

WINS複製 

ファイルサーバの追加 

可能 

可能 

可能 

LinuxOSに依存 

LDAP、簡易DB、テキスト、NIS、MySQL 

LDAP複製機能を利用する事で可能 

可能 

可能 

username map機能を利用する事で可能 

可能 

可能 

可能 

OpenLdap機能、Novell eDirectoryにて提供 

Windows NT 4.0相当 

Windows 98相当 

可能 

不可能 

可能 

可能 

リソースの一元管理が可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

Active Directoryにて提供 

可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

可能 

リソースの一元管理が可能 

Active Directory、内部の簡易DB 

可能 

可能 

可能 

可能 

機　能 
ファイルサーバ機能 

リソース管理 

ドメイン管理 

WINS機能 

拡張性 



最終的な新ストレージシステム構成を図２に示す。ファイル

サーバとバックアップサーバの計２台を構築する。ファイル

サーバ側でプライマリドメインコントローラとプライマリ

WINSサーバの機能を提供し、バックアップサーバでバック

アップドメインコントローラとセカンダリWINSサーバの機能

を提供する。また、バックアップサーバは、ファイルサーバ

のデータバックアップとシステムバックアップを格納するサー

バ用途として構築する。

Linuxでシステムを構築するにあたり、ファイルサーバの

Linuxのディストリビューションには、MIRACLE LINUX

v３.０Asianux Inside（以下、ML３.０）、ファイル共有のため

のアプリケーションには、オープンソース・ソフトウエアの

Samba３.０を採用した。

ML３.０は、アジア生まれのLinuxディストリビューション

であるAsianuxをベースとしたLinuxディストリビューション

であり、マルチバイト環境に強いという特徴がある。

Asianuxは、日本のミラクル・リナックス社と中国のレッ

ド・フラッグ・ソフトウエア社とが共同で開発したアジア生ま

れのLinuxディストリビューションである。

コストを抑えるため、バックアップサーバのLinuxのディス

トリビューションにはAsianux１.０を採用した。Asianux１.０は

フリーのLinuxディストリビューションであり、Developer

CDなどMIRACLE LINUX v３.０に付属するCD以外、こと

Linuxの核と言われるカーネルに関しては、MIRACLE

LINUX v３.０とまったく同じである。サポートを受けられな

いことを除けば、バックアップサーバという用途上問題ないと

判断した。

ファイル共有のためのアプリケーションであるSambaの最

はRed Hat Linux９など無償のLinuxを指す。Windowsと商

用Linuxは有償のOSのため、コスト的にメリットのでるフ

リーのLinuxも候補に挙げた。Windowsの場合、クライアン

トがサーバへアクセスするためには、サーバライセンスとは別

にクライアントアクセスライセンス（以下、CAL）が必要であ

る。それに対し、商用Linuxの場合、サーバライセンスのみで

CALを必要としない。表３は、サーバへアクセスするユーザ

と購入するCALのコストを表にしたものである。今回は、ファ

イルサーバを使用するユーザが部門内のユーザに制限されてい

るため、ユーザCALで試算した。

Windows の場合、ユーザ数が５名を超えるとCALを追加購

入する必要がある。価格は５名単位で３１,５００円である。今回、

新規ファイルサーバを使用する部門のユーザ数は８０名であり、

購入するCALの価格は４７２,５００円となる｡Windowsと商用

Linuxを比較するとユーザ数によって必要なCALのコストの違

いが大きい。よって、今回の「なるべく安価に構築する」目的

には Windows は合わないと判断した。

セキュリティに関しては、Windowsを標的としたウィルス

が多く発見され、セキュリティホールも多く見つかっている。

それに対して、Linuxを対象としたウィルスはまだ少なく、セ

キュリティホールも多くない。頻繁にセキュリティパッチの適

用が必要なWindowsでは、適用の手間がかかると判断した。

一方で、Microsoft社としてサポート体制が確立している

Windowsに対し、商用Linuxのサポート体制についての不安

の声もでた。しかし、調査の結果、商用Linuxであればディス

トリビュータから一定期間のサポートを受けることが可能であ

り、サポート価格もWindowsと大差が無いことが判明した。

最終的に案（２）Linux でファイルサーバを構築することにし

た。
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表３　アクセスするクライアント数と必要なCALコスト

５ 
１０ 
１５ 
２０ 
３０ 
４０ 
５０ 
６０ 
７０ 
８０ 
９０ 
１００ 

（OSに５CAL付属のため）¥０ 
¥３１，５００ 
¥６３，０００ 
¥９４，５００ 
¥１５７，５００ 
¥２２０，５００ 
¥２８３，５００ 
¥３４６，５００ 
¥４０９，５００ 
¥４７２，５００ 
¥５３５，５００ 
¥５９８，５００ 

¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 
¥０ 

アクセスする 
クライアント数 

ユーザCALにかかるコスト 
Windowsサーバの場合 Linuxサーバの場合 

ファイルサーバ バックアップサーバ 

部内クライアント 

図２　システム全体構成

4. 実装

この比較表は、２００４年９月時点の試算結果です。
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新版Samba３.０は、オープンソース・ソフトウエアであり、

ML３.０だけでなく、その他のLinuxディストリビューション

でも利用可能である。表４は、現在Linux市場で最もシェアの

高いRed Hat Enterprise Linux３(ES)（以下、RHEL３）と

ML３.０を機能面とコスト面で比較したものである。今回は、

以下の理由でML３.０を選択した。

●最新の標準ライブラリglibcの搭載

ML３.０は、日本語版WindowsのコードページCP９３２

（シフトJIS相当）とEUC、UTF-８の文字コード変換を問

題なく行うことのできる最新のglibcを搭載している。最

新版を搭載していないディストリビューションで日本語

（特に、特殊記号や機種依存文字）を利用できるようにす

るには、別途モジュールをインストールする必要があり

手間がかかる。RHEL３も最新版を搭載している。

●アクセスコントロールリスト（ACL）の搭載

ML３.０はACL機能を搭載している。このACL機能を搭

載していると、通常のLinuxでのアクセス制御より細かく

アクセス権の設定が可能となり、UNIX系とWindowsの

アクセス制御の違いを理解していないユーザでも

Windowsからのアクセス制御が容易にできる。 RHEL３

もACL機能を搭載している。

●Samba３.０国際化版の搭載

ML３.０には、Samba３.０国際化版が同梱されている。

このSamba３.０国際化版は通常のSamba３.０よりいく

つかの日本語（マルチバイト）の問題を修正してある。

RHEL３はSamba３.０国際化版ではなく、Samba３.０.０

を採用しているため一部日本語に問題がある

●Samba 日本語ドキュメントの同梱

ML３.０には、Sambaに関する日本語ドキュメントが

同梱されている。RHEL３は日本語ドキュメントを同梱し

ていない。

●smbldap-toolsの搭載

Linuxでドメインを構築するには、smbldap-toolsパッ

ケージを利用する必要がある。しかし、ML３.０では標準

でこのツールが同梱されている。RHEL３は別途このツー

ルをインストールする必要がある。

●セキュリティ対策

ML３.０はサポートを購入せずにセキュリティパッチを

入手できる。ただし､セキュリティ情報を常にユーザ側で

チェックする必要がある。それに対し、RHEL３はサポー

トを購入しないとセキュリティパッチを入手できない。

今回は当部門でセキュリティ情報を定期的に収集するこ

とで解決できるため、サポートは不要と判断した。

構築や設定についてGUIを使用するWindowsとは違い、

Linuxはファイルを直接編集したり、コマンドを使って設定し

たりする場面も多く、工数がかかるものと思われがちである｡

しかし、今回使用したML３.０はデスクトップ機能も充実して

おり、ネットワークの設定、システムログの参照、パフォーマ

ンスの監視などがGUIで操作可能である。また、Sambaにつ

いてもswatというツールを使用することでWebブラウザから

ほとんどの設定が可能となり、設定作業の工数を抑えることが

できた。しかし、事前に導入するソフトウエアを調査したり、

表４　MIRACLE LINUX とRed Hat Enterprise Linuxの比較

この比較表は、２００４年９月時点の調査結果です。

文字コード変換用最新の 
標準ライブラリglibcの搭載 

アクセスコントロールリスト（ACL）機能の搭載 

Samba ３．０国際化版の搭載 

Sambaの日本語ドキュメントの同梱 

ドメイン構築に必要なsmbldap-toolsの同梱 

運用管理 

セキュリティ対応 

製品購入費用（税込み） 

セキュリティパッチ 

サポート費用（年間） 

MIRACLE LINUX v３．０ Asianux Inside Red Hat Enterprise Linux ３（ES） 



現在、Linuxを取り巻く環境は大混乱状態にある。例えば、

どのディストリビューションを採用したらよいのか、使いたい

アプリケーションはどのディストリビューションで動くのか、

アプリケーションとディストリビューションの整合性は？な

ど、いざLinuxを導入しようとしても、多くの課題が残ってい

る。今回の新規ストレージシステムの導入においても、使用し

たいアプリケーションが使用したいディストリビューションで

は動作しなかったり、使用したいハードウエアのドライバが提

供されていないため、自分たちでコンパイルし導入したりした。

Linuxを導入する際には、システム全体の整合性を確認しつつ、

導入することが大事だと痛感した。
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設定項目を調査したりするなど、調査工数が多くかかった。特

に、今回使用したMIRACLE LINUX に対応しているソフトウ

エアはそれほど多くないため、ソフトウエアの選定やドライバ

の作成などに工数を取られた。システムを構築する際は、対応

するソフトウエアに注意しておく必要があることを痛感した。

今回のシステムが導入されて約２ヵ月が経つが、大きな問題

は発生していない。

（1）運用管理コスト

部門内に存在した８台のファイルサーバを１台に統合

することにより、ファイルの管理、アクセス権の設定、

バックアップとユーザ対応のための工数が減少した。

（2）ユーザの生産性

ファイルサーバのアクセスの際にパスワード認証を求

められなくなり、ユーザの生産性が向上した。また、情

報の集約とフォルダ体系の一元化により、必要なファイ

ルの検索が簡単になりファイルの管理が容易になった。

（3）導入の容易性

すべてGUIを使用し設定するWindowsに対し、Linux

ではコマンドや設定ファイルの修正手順に違いはある。

しかし､あらかじめ手順を確認して導入したため、

Windowsサーバの導入と比較して大きな工数の違いはな

かった。

（4）対応するソフトウエア

事前に対応するディストリビューションとアプリケー

ションやドライバの整合性を確認することが必要だと痛

感した。

（5）バックアップ

ユーザデータのバックアップをOS標準のコマンドで

行っているが、この方法ではバックアップデータの圧縮

率が悪く、データを効率的にバックアップできない。今

後は商用のバックアップソフトやオープンソース・ソフ

トウエアのバックアップソフトを導入し、バックアップ

の効率を高めるなど運用面改善を検討する必要がある。
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