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図 1 ネットワーク仮想化（SDN/NFV）とクラウドネットワーキング

150 （52）

映像情報メディア学会誌 Vol. 68, No. 2（2014）

ネットワーク仮想化 〜 SDN/NFV とクラウドネットワーキングの動向〜

SDN コントローラ

Beacon, Trema等があり，それに対応し

社 FloodLight, NEC 社 Programmable

た商用版のVMware社NSX, BigSwitch

Flow Controller等があります（図2）
．

SDN コントローラのクラウドコント
ローラ側インタフェースは，ノースバ
ウンド API と呼ばれ，SDN アプリケー
ションや他のプラットフォームと

IaaS・M2M等
クラウドサービス

REST-API（Representational State

NFVサービス

Transfer）ベースで JSON（JavaScript
Object Notation） 形 式 や XML

OpenStack

（eXtensible Markup Language）形式
のデータをやりとりします．

CloudStack

Vmware等

クラウドコントローラ

CLI

OpenDaylight プロジェクトでは，標
準となるノースバウンド API を規定し
ノースバウンドAPI

たオープンソース版の SDN コント
ローラが開発されており，今後，

SDNコントローラ

OpenDaylight

OpenDaylight コードを実装した製品
が，各社から提供されることが想定さ

既存コントローラ

OpenFlowコントローラ

れます．SDN コントローラの NW 機

サウスバウンドAPI

器側インタフェースは，サウスバウン

Telnet, SSH, SNMP, NetConf, OpenFlow・・・

ド API と呼ばれ，OpenFlow や

自律分散制御

NetConf 等のプロトコルが規定されて

OpenFlow SW

SDN集中制御

：データプレーン

います．また，従来機器に対する
SSH, Telnet, SNMP（Simple Network

仮想ネットワーク

Management Protocol）も，SDN コン
トローラのサウスバウンド側インタ

：L2/L3SW

：コントロールプレーン

：データプレーン

フェースとして分類されます．
なお，OpenFlowコントローラ製品に

図 2 SDN コントローラとクラウドコントローラ

は，オープンソース版の NOX/POX,

SDN とクラウドコントローラ

タ設定などの IaaS 環境構築が行われ

に延長したハイブリッドクラウドの構

ます．また，クラウドコントローラの

築が行われています．

インターネット経由で仮想サーバ環

ダッシュボード機能により，サービス

ハイブリッドクラウドを構築するこ

境の VM 等を使用時間に応じた従量課

操作画面となる Web ポータルがお客

とにより，企業内のオンプレミスなプ

金で貸し出す Amazon EC2（Elastic

様やクラウド運用者に提供されます．

ライベートクラウド環境で，VM への

Compute Cloud）に代表される IaaS

クラウドコントローラには，オープ

アクセス数が突発的に増加して VM リ

（Infrastructure as a Service）パブ

ンソース版の OpenStack,

ソースが不足した場合には，パブリッ

リッククラウドサービスを提供するた

CloudStack や，商用版の Citrix 社

ククラウド環境に VM をオートスケー

めには，データセンターの物理サーバ

CloudPlatform, VMware 社 vCloud

ルアウトして，VM をスピーディに数

とハイパーバイザー以外に，クラウド

Suite 等があります．企業ネットワー

十台から数千台規模まで自動増設でき

を構築して運用するためのクラウド

ク内のオンプレミス環境でクラウドコ

ます．その後，VM へのアクセス数が

サービス提供基盤として，クラウドコ

ントローラを使うことで，プライベー

減少した場合には，VM をオートス

ントローラ（クラウド OS）が必要とな

トクラウドが構築できます．さらに，

ケールインして，VM を数千台から数

ります．クラウドコントローラにより，

これらのクラウドコントローラは，パ

十台まで自動で縮退させ，最適なクラ

VM インスタンス起動，CPU，メモ

ブリッククラウドの Amazon EC2 等

ウドリソースを最適コストで運用する

リー，ストレージ，OS, NW 等のリ

のクラウド制御 API と互換性のある

ことが可能となります．

ソース割当て，オートスケールアウト

API を持っているため，プライベート

条件やバックアップ条件等のパラメー

クラウド環境を，パブリッククラウド

ハイブリッドクラウド環境におい
て，プライベートクラウドの

（53） 151

知っておきたいキーワード

ネットワーク仮想化 〜 SDN/NFV とクラウドネットワーキングの動向〜

VM とパブリッククラウドの VM

ワークを構築する，クラウドネット

今後，シームレスなハイブリッドク

を，同じ企業ネットワーク内のプライ

ワーキング形態が増加しています．ク

ラウド運用ツールや，仮想サーバ自動

ベート IP アドレス体系で設定すると，

ラウドコントローラと SDN コント

構築ツール（RightScale, EnStratus,

シームレスな運用が可能となるため，

ローラのノースバウンド API を使うこ

Chef 等）と，クラウドコントローラ＋

プライベートクラウドとパブリックク

とにより，クラウド間の仮想ネット

SDN コントローラの連携により，よ

ラウド内の仮想プライベートクラウド

ワーク帯域のオンデマンド制御など，

り柔軟なネットワーク自動運用が可能

を接続するために，インターネットを

リアルタイムなクラウド制御に追従し

になると予想されます．

L2 トンネルで越えて仮想 L2 ネット

たネットワーク制御が実現できます．

ネットワーク機能の仮想化
NFV

SDN トラフィックステアリング機能等
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能を低価格な汎用サーバ内の VM に仮
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むすび
将来的な SDN/NFV ユースケースとして，マルチテ
ナント VM のクラウドネットワーキング仮想化，デー
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科卒業．同年，現 KDDI（ 株）に入社．光伝送装置
の制御システム開発や標準化に携わり，1996 年よ
り，ISP 商用サービスの IP ネットワーク構築に従事．
現在，同社技術開発本部技術戦略部戦略グループ．

タセンタ仮想化，NW アプライアンス仮想化，モバイ
ルコア仮想化，センサ NW 仮想化，トラフィックエン
ジニアリング制御，光クロスコネクト制御，NW 品質
測定，自動故障切り分け，NW 運用自動化等が想定さ
れます．SDN/NFV 技術の進展により，プログラマブ
ルで高度に自動化された低コストな NW サービスの普
及を期待しています．
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