
開発の背景

最近ではAmazon Web Services

など，仮想サーバや仮想ストレージな

どの仮想環境をサービスとして提供す

る IaaS（ Infrastructure as a Ser-

vice）型のクラウドサービスの利用が

進んでいます．

このような中で，IaaS基盤の構築コ

スト削減やオープン化を目指したOSS

コミュニティが立ち上がっており，近

年これらを利用したクラウドサービス

も出てきています．

OpenStackの概要

OpenStackはNASAとRackspace

社が2010年に立ち上げたOSSのIaaS

基盤開発プロジェクトで，現在はNTT

グループを含む183社3 386名が参加

するコミュニティへと成長しています．

OpenStackは2012年４月に第５版

（コードネームEssex）がリリースされ，

商用での利用も行われつつあるなど，

もっとも注目を受けているOSSのIaaS

基盤の１つです．また，2012年４月

にはOpenStackの開発推進や普及促

進を目的として，AT&T，HP，IBM，

Rackspace，RedHatなど19社から

なるOpenStack Foundationが設立

され，さらなる普及促進が見込まれ

ます．

OpenStackは，仮想サーバ管理機

能，オブジェクトストレージ，ネット

ワーク管理機能等，複数のサービス

（機能モジュール）からなり，利用者

が必要に応じてサービスを選択利用す

ることで，IaaS基盤を柔軟に構築する

ことが可能となっています（図１）．本

稿では，その中で特に仮想サーバ管理

機能とネットワーク制御機能に着目し，

これらを連携させることで仮想サーバ

と仮想ネットワークとを組み合わせた

柔軟な仮想環境の構築を実現する手法

について紹介します．

仮想ネットワーク

現在では，ハイブリッドクラウドの

ように，クラウド上にサーバだけではな

く，ネットワークも含めた仮想システ

ムを構築し，これまで企業内で利用し

てきたシステム構成と整合性と保ちな

がらクラウド環境を利用するような方

法が提案されています．このような利

用シーンを可能にする技術の１つが仮

想ネットワーク技術です．

仮想ネットワークを実現する技術

クラウド上の仮想サーバをお客さま

ごとに隔離された仮想的なネットワー

クに接続する方法は，いくつか提案さ

れています．

その中の１つがお客さまごとに

VLANを割り当て，そのVLAN単位で

仮想的なネットワークとする方法です．

VMware＊１の製品等で用いられる方
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図１　OpenStack を構成するサービス 



特
集

NTT技術ジャーナル 2012.10 13

法で，仮想サーバに特定のVLANを割

り当て，同一VLANを割り当てた仮想

サーバ間で閉じた通信を行います．こ

の方式ではデータセンタ内のスイッチ

等の通信機器へ事前にVLAN設定が

必要となります．

他方で通信機器の設定を制御する

必要のない方法として，仮想サーバが

動作するハイパーバイザ上にソフトウェ

アスイッチを配置し，スイッチ間でト

ンネルを張ることにより仮想サーバ間

の通信を行う方式があります．この方

式はオーバレイ方式と呼ばれる方法で，

OpenFlowなどの技術を用いてソフト

ウェアスイッチを制御します（図２）．

OpenFlow技術を用いた仮想ネット

ワークにはほかにもhop-by-hop方式

があります．仮想ネットワークに関し

ては本誌2011年10月号もご参照くだ

さい（1）．

ネットワークコントローラ

OpenFlow技術ではネットワークコ

ントローラと呼ばれるサーバが仮想ネッ

トワークの生成・設定・削除などの制

御を行います．ネットワークコントロー

ラはネットワーク機器や，ハイパーバ

イザ上のソフトウェアスイッチなどを制

御し，仮想ネットワークを構築します．

ネットワークコントローラはNEC，

Cisco，Nicira，NTTなど，複数社

から提供されており，前述の方式を含

め，各社それぞれの方式でネットワー

クの仮想化に対応しています．

OpenStackのネットワーク制御

機能

OpenStackではネットワーク制御機

能はQuantumと呼ばれるサービスで提

供されています．Quantumサービスは

仮想ネットワークの作成，設定，削除

などのAPIを提供します．Quantum

サービスの特徴は，プラグイン構成で

す．Quantum自身は上位アプリケー

ションへのAPIの提供や認証機能など

の共通機能のみを提供し，仮想ネット

ワーク機能については既存のネットワー

クコントローラを組み合わせて利用し

ます．前述のようにネットワークコン

トローラはすでに複数のサードパーティ

から提供されており，各コントローラ

のQuantum向けのプラグインを利用

することにより，柔軟に接続すること

ができるようになっています．このこと

により，統一されたQuantum APIを

利用しつつ，サービス要件に応じた任

意のネットワーク機能の利用が可能と

なっています（図３）．

仮想サーバ管理機能と

ネットワーク制御機能との連携

OpenStackでは，仮想サーバ管理

機能とネットワーク管理機能とは個別

のサービスとなっており，それぞれの

APIを適切な手順に沿って呼び出すこ

図２　仮想ネットワーク方式例 
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図３　Quantum のプラグイン構成 
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とで仮想サーバと仮想ネットワークか

らなる仮想環境の構築を行えるように

なっています．

仮想サーバと仮想ネットワークから

なる仮想環境の構築手順の概要を図４

に示します．OpenStackを利用した

IaaS型クラウドサービスを提供する際

には，このような各サービスの呼び出

し手順をユースケースやお客さまの要

望に合わせて実施し，仮想環境を構築

します．

NTT研究所の取り組み

NTT研究所ではOpenS t a c kを

用いたIaaS基盤の検証環境を構築

し，さまざまなユースケースの検証を

行っています（図５）．本環境では

Quantumに結合するネットワークコン

トローラにnicira社の製品を利用し，

OpenFlow技術を用いたオーバレイ方

式の仮想ネットワークを実現していま

す．以下に研究所で検証した代表的な

ユースケースを３つ紹介します．

（1） 柔軟な仮想環境の構築

仮想ネットワークを利用することで

お客さまごとの仮想ネットワークを任

意の数作成することができます．これ

を仮想サーバと組み合わせることで，

カスケードされた多段のネットワーク

や，DMZ（DeMilitarized Zone）＊２

など，オンプレミスシステムと同等の

構成を柔軟に構築することができます．

柔軟なシステム構成を可能とするこ

とで，既存のソフトウェア資産などの

有効活用や，ファイアウォールなどの

ネットワーク設定の継続利用が可能と

なるなど，仮想化環境への移行の際に

必要なシステム構成の見直しコストを

低減することが可能となると考えてい

ます．

また，既存システムとクラウドサー

ビスとを連携するハイブリッドクラウド

の構築も，既存のシステムとの整合性

を保ったままでクラウド上に仮想環境

を構築が可能なので，クラウドサービ

スの利用シーンの幅を広げることがで

きます．

本ユースケースでは，お客さまごと

に多階層の仮想ネットワークを構築し，

複数の仮想サーバを各ネットワークに

配置し，任意のIPアドレスを付与した

うえで外部ネットワークとの通信が行

えることを確認しました（図６）．

（2） 拠点間マイグレーション

拠点間マイグレーションは災害やパ

ンデミック時の事業継続性の確保や，

電力削減の対応時などにおいて，一時

的に仮想環境を別の拠点へ移動する必

要がある場合を想定したユースケース
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図４　サービス呼び出し手順例 
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です．

今回用いたオーバレイ方式の仮想

ネットワークは，IPでの疎通が可能で

あれば遠隔のソフトウェアスイッチとの

間でもトンネルを構築することができ

ます．そのため，遠隔のデータセンタ

との間に仮想ネットワークを構築し，

拠点をまたいで同一のネットワーク環

境を構築することが可能となります．

このことによって，これまでは個別に

L2-VPNの構築や，データセンタ内の

ネットワーク設定の変更が必要であっ

た仮想サーバの拠点間マイグレーショ

ンが，物理ネットワークの設定変更な

く，オンデマンドに実施可能となり

ます．

NTT研究所では，複数の拠点を統

一的に制御することができるようにネッ

トワークコントローラを配置し，任意

の拠点間で仮想ネットワークを構築し，

仮想サーバを自由に配置，移動するこ

とができる環境を構築しました．本ユー

スケースでは，お客さまが任意の拠点

に仮想環境を構築し，必要に応じて別

拠点へ環境全体を移動できることを確

認しました（図７）．

なお，本成果はNTTコミュニケー

ションズと共同で2012年４月に開催

されたOpen Networking Summit

でデモ展示を行いました．本デモでは

実際に日米欧の３拠点に環境を構築

し，海外拠点間での仮想環境のマイグ
図６　柔軟な仮想環境の構築 
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図７　拠点間マイグレーション 
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レーションの動作検証を行いました．

（3） 柔軟な仮想オフィス環境

柔軟な仮想オフィス環境とは，IaaS

基盤を社内システムに適用し，従業員

向けに仮想デスクトップ環境を提供す

ることを想定したユースケースです．仮

想デスクトップは，遠隔から仮想サー

バのデスクトップにアクセスできるサー

ビスで，利用する端末にかかわらず常

に同一の環境での作業を可能とします．

仮想デスクトップ環境に仮想ネット

ワーク技術を組み合わせることで，動

的なネットワークの構築・設定が可能

となり，仮想デスクトップの接続する

ネットワークの切り替えを，物理ネッ

トワークに触ることなく実施すること

ができます．本ユースケースでは，仮

想デスクトップの利用者が作業内容に

応じて，接続するネットワークをオン

デマンドに切り替えることができます．

NTT研究所では本ユースケースの基本

動作の確認を行い，OpenStackの適

用について検討しています（図８）．

今後の展開

本稿では，OSSのIaaS基盤の１つ

であるOpenStackを利用したIaaS基

盤の構築について紹介しました．特に

ネットワークコントローラと連携したユー

スケースの検証を行い，NTTグループ

の強みであるネットワークに着目した

クラウドサービスの応用例を示しまし

た．OpenStackはプロジェクト開始か

ら２年程度であり，現在でも各社から

さまざまな提案が行われているアクティ

ブなコミュニティです．我々も引き続

きコミュニティと密に連携しながら

OpenStackの商用利用に向け機能拡

充や品質向上を行っていきます．
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図８　柔軟な仮想オフィス環境 
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