
クラウド環境におけるネットワー

クの課題

近年，サーバ仮想化技術の進展に

より，クラウドサービス環境において

は，①物理サーバの利用効率の向上

（高集約化），②複数案件による共用

（マルチテナント化），③マイグレー

ションニーズの顕在化（移せる化），

等の変化が起こっており，データセン

タ内のネットワークに対しては，MAC

（Media Access Control）アドレス

やVLAN数の爆発，拠点横断のL2

ネットワーク構築やネットワークマイ

グレーションなどが課題として着目さ

れています．

これらの課題を解決する技術として

は，大きく，既存技術の延長のアーキ

テクチャと，ネットワーク仮想化によ

るネットワーク機器のコモディティ化

の２つの流れがあります．前者は，

40～100 GbEを中心とした高速・大

容量のL2スイッチを用いて，複数台の

スイッチを１ホップでフラットに接続

し，論理的には巨大な１つのL2スイッ

チとして運用・管理可能とするもので

す．次世代の大型データセンタネット

ワークとして今後普及が予想される技

術ですが，スイッチベンダへの依存が

大きいこと，スイッチ以外のネットワー

ク機器（ファイアウォールやロードバ

ランサ）との連携については十分でな

く，従来どおりの構築コストが必要で

あるという問題があります．一方，後

者は物理ネットワークから論理ネット

ワークを独立させることで，スイッチ

以外のネットワーク機器を含めて

OpenFlowスイッチと呼ばれる標準的

なスイッチに論理的に機能統合される

動きが出ており，キャリアとしては，コ

モディティ化されたネットワーク機器

を用いた安価なデータセンタネット

ワーク構築の実現が期待されます．

ONF（Open Network Foundation）

という推進団体がスタートし，実用化

に向けた動きが活発になってきた

OpenFlowは，ネットワークをプログ

ラマブル化（アプリケーションと連動

してネットワークを再構成）できると

いう柔軟性が着目されてきており，ク

ラウド環境におけるネットワーク仮想

化技術として有力な手段と考えられて

います．

本稿では，ネットワーク仮想化の必

要性や技術，応用分野などについて解

説します．

ネットワーク仮想化の必要性

前述したように，クラウドサービス

ではマルチテナント化のためにユーザ単

位に隔離されたネットワークが提供で

きること，高集約化や移せる化に対応

するためにネットワークの柔軟かつ俊

敏な構築および構成変更ができること

が求められていますが，既存のVLAN

や製品を用いた方法では困難な課題が

存在します．

（1） データセンタ内のネットワーク

設計・管理の難しさ

データセンタでは，ユーザ単位にタ

グVLANで隔離したネットワークをは

る方法が一般的に利用されています．

しかしこの方法では，２つ問題があり

ます．１つは，タグVLANの収容能力

の問題です．タグVLANは4 094とお

りのVLAN-IDをパケットにつけて転

送する技術であり，隔離可能なネット

ワークの数は最大で4 094です．デー

タセンタのネットワーク全体で一意に

VLAN-IDを定める必要があり，4 095

以上のユーザの同時収容はできません．

もう１つは，データセンタ用製品のベ

ンダ独自仕様に対する問題です．現

在，データセンタ用製品では，ネット
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ワーク設計も設定方法も，独自仕様を

採用するベンダが多数存在します．例

えばネットワーク設計に関しては，ス

イッチ製品における複数のスイッチ

を１つのスイッチに見せる仮想シャー

シ＊や，サーバ製品における製品内通

信にタグVLAN利用を前提とするもの

などがあり，設定方法に関しては，制

御用プロトコルのベンダ個々の独自仕

様などが存在します．これらにより，

各ベンダ仕様に合わせたVLAN-IDの

割当てが必要になったり，各ベンダ仕

様に合わせた制御用プロトコルを用い

る必要があります．さらにデータセン

タ内のサーバ，スイッチは数百以上に

増大する中，価格低減のためベンダ

ロックインを避けて複数ベンダ製品を

購入することから，データセンタ内の

ネットワーク設計，管理をより難しく

しています．

（2） マイグレーションに連携した俊

敏なネットワーク自動構成変更

クラウドサービスでは，夜間の電力

片寄せ，激甚災害などの観点から複数

のデータセンタ間で時間単位の仮想マ

シンマイグレーションが必要とされてい

ます．具体的には，TCP（Trans -

mission Control Protocol）/UDP

（User Datagram Protocol）等のプ

ロトコルを用いた仮想マシン上のサー

ビスが停止することなく移動できる，

非常に短い時間内でのマイグレーショ

ンに連携したネットワーク構成変更の

機能となります．

上述した２つの課題の解決に向け

て，クラウドサービスではVLANを用

いず，ベンダ依存からも脱却する，標

準的な新たなネットワーク仮想化技術

が求められています．

OpenFlowとONF

OpenFlowは，2008年にStanford

大学で学術用のネットワーク技術とし

て始まり，現在はOpenFlowスイッチ

ングコンソーシアムで検討されている

ネットワーク制御技術です．

■CD分離

OpenFlowの基本的な発想は中央

制御を行うコントローラが，OpenFlow

仕様に準拠するスイッチに対し，プロ

グラムを配布し，各スイッチはそのプ

ログラムに基づき動作するという点

です（図１）．これは従来のインター

ネットでは，各ネットワーク機器は自

律的に経路情報を交換し，経路選択

していたのに対し，コントローラが中

央集権的に全体の制御を行い，各ス

イッチはその指示に従い動作する方式

であり，CD（Controller-Data）分

離と呼ばれています．

■制御の仕組み

OpenFlowによる制御は，ルールと

アクションの組みにより指定されます．

ルールは処理の対象であるパケットを

特定するもので，例えば，TCPポート

番号が80番のパケット等，L1からL4

のヘッダ内容に対する評価条件を指定

することができます．アクションはルー

ルに合致したパケットに対し行う動作

を規定するもので，具体的には他の

ポートへ転送や，ヘッダの書き換えや

破棄等を指定することができます．例

えば，これにより特定のポート番号に

到着したパケットは破棄する等の処理

を記述できます．見方を変えると非常

に単純なプログラムをコントローラがス

イッチに配布するだけで，目的に応じ

てスイッチをルータやファイアウォール

やロードバランサに変化させることがで

きるわけです．

このプログラムで何でも制御できる

という柔軟性が，OpenFlowが着目さ

れている理由の１つといえるでしょう．
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図１　OpenFlow 技術によるスイッチ制御方式 ＊ シャーシ：ハードウェアの外装，筐体，骨組
みのこと．



■ONF

ONFは2011年３月にGoog l e，

Facebook，Yahoo等によって開始さ

れたOpenFlowの推進団体であり，

NTTも参加しています．

ONFはネットワークベンダではなく，

大規模データセンタを運用する，いわ

ばネットワークのユーザ企業がボード

メンバとなっている点が興味深い特長

です．

ONFの登場により従来，学術用と

みなされていたOpenFlowは商用の意

味合いを帯び，現在非常に注目を集め

ています．

OpenFlowの使い方

ルーティングを考 えた場 合 ，

OpenFlowの使い方はHop By Hop

方式，Overlay方式に分類されます

（図２）．

（1） Hop By Hop方式

Hop By Hop方式は，コントローラ

が全スイッチを把握したうえで，サー

ビスごとの経路を設計し，各スイッチ

はその指示に従いバケツリレー方式で

パケットの転送を繰り返すことで最終

目的地に到達するルーティング方式

です．

本方式はOpenFlowの特長を存分

に活かせる方式ですが，その一方で各

スイッチはすべての経路情報を保持す

る必要があるためスケーラビリティの問

題が指摘されています．小規模なネッ

トワーク構築には適していますが，大

規模ネットワークに適用するには経路

集約等，一工夫必要です．

（2） Overlay方式

Overlay方式はコントローラは全経

路の制御をせず，後述するトンネル技

術を用いて，通信する端点どうしで制

御を行う技術で，エッジネットワーキ

ングと呼ばれます．

本方式の場合，コントローラや各ス

イッチは通信の送信元，送信先のみを

把握すればよく，経路は従来のルー

ティングの仕組みをそのまま流用する

ことができます．

これにより大規模なネットワークで

あっても管理する経路情報の数を現実

的な数に抑えることができます．Hop

By Hop方式に比べ，早期に実サービ

スへ導入が可能と考えられています．

次に，このOverlay方式の１つであ

る，L2 over L3トンネルを用いたオー

バレイ型仮想ネットワークについて説

明します．

オーバレイ型仮想ネットワーク

オーバレイ型仮想ネットワークは，

ユーザ用のL2フレームをL3パケットで

カプセル化するL2 over L3トンネルに

て実現しています（図３）．主要なポ

イントとして３つ説明します．

（1） L2 over L3トンネル

本技術では，ハイパーバイザ内の

OpenFlowスイッチにL2 over L3ト

ンネル終端機能を持たせ，ハイパーバ

イザ間をフルメッシュにてトンネルをは

ることで実現します．オンプレミス（自

社運用型）環境とハイパーバイザ間と

の接続も，トンネル終端機能を持った

OpenFlowスイッチベースの仮想ゲー

トウェイを設置することで確立します．

VLANを利用しておらず，VLAN-ID

枯渇と，VLAN-ID設計のベンダ依存

からの脱却が図れます．

（2） ユーザ単位の隔離

ユーザ単位の隔離は，OpenFlowス

社会基盤を支えるクラウドコンピューティング基盤技術
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イッチのトンネル終端機能の中で，

ユーザごとに割り当てるユーザ識別子

を記述してカプセル化する機能を持

ち，OpenFlowスイッチのスイッチン

グ機能にて，仮想，物理も含めたイ

ンタフェースとユーザ識別子を用いて

スイッチングすることで実現しています．

（3） 標準化されたスイッチ制御プロ

トコル

スイッチ制 御 プロトコルに，

OpenFlowを用いるため，マルチベン

ダの製品を制御可能なオペレーション

装置であるコントローラを開発でき，

サーバ，スイッチ製品のマルチベンダ

採用による価格低減，オペレーション

装置開発による保守運用コスト削減

が可能となっています．

応 用 分 野

次に，仮想ネットワーク技術として

オーバレイ型仮想ネットワークを利用

した場合の応用分野をいくつか紹介し

ます．

（1） DR・BCP

東日本大震災以降，DR（Disas-

ter Recovery：災害復旧）やバック

アップオフィスの構築によるBCP

（Business Continuity Plan：事業

継続計画）が注目されています．

DR対策のためには，遠隔の拠点の

間でデータのコピーを行うとともに，仮

想マシンの拠点間マイグレーションが

必要となります．

従来仮想マシンの移動には拠点間を

専用機器で接続し，双方拠点のすべ

てのネットワーク設定を行うことが必

要であり，月単位の期間を必要として

いました．しかし仮想ネットワーク機

能を用いることで，エンドユーザ自ら

が分単位で仮想マシンを遠隔の拠点に

ライブマイグレーションすることが可能

となり，より円滑なDR対策を実行す

ることが可能となります．

なお，NTT情報流通プラットフォー

ム研究所では，NTT武蔵野研究開発

センタとNTT厚木研究開発センタに設

置したクラウド環境間で，仮想ネット

ワーク制御技術を用いてソフトウェア

によるL2 over L3による論理ネット

ワークを構築し，遠隔ライブマイグ

レーションを実現しました．これによ

り，円滑なDR対策の実現性を確認し

ました．

（2） 電力削減

東日本大震災以降，電力削減の観

点でもクラウドサービスは注目されて

います．クラウドサービスの利用によっ

て，サーバを仮想化して集約すること

で物理サーバを削減し，電力削減を図

ることができます．
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しかしながら，仮想マシンの利用状

況は時間とともに変化するため，仮想

サーバを１つの物理サーバ上で動作さ

せたままにしておく場合，物理サーバ

に対する仮想サーバの配置は必ずしも

最適とはなりません．

仮想マシンの稼動状況に応じて，物

理サーバ間で仮想マシンを片寄せする

よう移動させることで，常に最適に集

約することが可能となり，空いた物理

サーバを停止することで，電力消費量

を削減することが可能となります．ま

た，仮想ネットワークを用いた遠隔地

間のマイグレーションにより，例えば

地域的な電力供給余力に応じて，余

力が大きい地域に仮想マシンを片寄せ

して稼動させる等の柔軟な運用も可能

となります．

（3） DaaS

DaaS（ Desktop as a Service）

は，ユーザのデスクトップ環境をクラ

ウド上に準備し，ユーザ環境には安価

なPCやスマートフォンを用意すること

で，従来どおりの高度な操作性を実現

することができます．さらに，仮想

ネットワークを組み合わせて利用し，

新たなサービスを提供することを検討

しています．

例えば，系列企業の従業員のデスク

トップ環境をクラウド化するだけでな

く，任意の従業員のデスクトップ間に

オンデマンドに論理ネットワークをつ

くることができるようになります．こ

の論理ネットワーク上に共有サーバや

チャットサーバなどを構築することで，

複数の組織や関連企業の従業員にま

たがるプロジェクトが立ち上がった場

合に，簡単にそのプロジェクト用の共

有空間をつくることができます（図４）．

従来は，仮想デスクトップやVPN

をプロジェクトごとに準備し，エンド

ユーザはプロジェクトに対応する仮想

デスクトップにアクセスする必要があ

りました．一方，DaaSを仮想ネット

ワークと組み合わせて構成する場合，

仮想デスクトップをユーザごとに集約

して準備すればよく，エンドユーザが

オンデマンドに仮想デスクトップが属

するプロジェクトを切り替えることがで

きるようになります．

今後の展望

以上，クラウド環境に必要となる

ネットワークの仮想化技術について紹

介してきました．

NTT情報流通プラットフォーム研究

所では，オーバレイ型仮想ネットワー

ク技術の早期実現とCBoC（Com-

mon IT Bases over Cloud Com-

puting）タイプ１への組込みに取り組

んでいます．また，今後はデータセン

タ内のネットワーク仮想化技術と広域

網におけるVPNサービスとを連携して，

品質の確保やSLA（Service Level

Agreement）の保証を行うためのゲー

トウェイ技術の検討を行う予定です．
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NTT研究所ではネットワーク仮想化技術
の商用活用に向けた取り組みを行ってい
ます．
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図４　仮想デスクトップサービス 


