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はじめに

対象読者と目的
本書は、初めてご利用になるユーザを対象に、Network Automation の製品概要やシステムの

設計方法、動作環境について説明します。

本書の表記規則
本書では、注意すべき事項、および関連情報を以下のように表記します。

注

機能、操作、設定に関する注意事項、警告事項および補足事項です。
 

ヒント

追加情報または参照先の情報の場所を表します。
 

表記一覧

本書では以下の表記方法を使用します。

表記 使用方法 例

[ ]角かっこ 画面に表示される項目 (テキストボックス
チェックボックス タブなど) の前後

[マシン名]テキストボックスに
マシン名を入力します

[すべて]チェックボックス

『 』かぎかっこ 画面名 (ダイアログボックス ウィンドウな
ど)、マニュアル名の前後

『設定』ウィンドウ

『インストレーションガイド』

コマンドライン中
の[ ]角かっこ

かっこ内の値の指定が省略可能であるこ
とを示します

add [/a] Gr1

モノスペースフォ
ント

(courier new)

コマンドライン システムからの出力 (メッ
セージ プロンプトなど)

以下のコマンドを実行してくだ
さい

replace Gr1
モノスペースフォ
ント斜体

(courier new)
< > 山かっこ

ユーザが有効な値に置き換えて入力する
項目

値の中にスペースが含まれる場合は  "
" (二重引用符) で値を囲んでください

add GroupName
InstallPath= "Install
Path"

<インストール DVD>

マニュアル体系
• Network Automation の製品概要、インストール、設定、運用、保守に関する情報は、以

下のマニュアルに含みます。各マニュアルの役割を以下に示します。
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マニュアル名 記述内容

WebSAM Network Automation v4.0
ファーストステップガイド

Network Automation を使用するユーザを対象読者とし、製
品概要、システム設計方法、動作環境などについて説明し
ます。

WebSAM Network Automation v4.0 イン
ストレーションガイド

Network Automation のインストール、アップグレードイン
ストール、およびアンインストールを行うシステム管理者
を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 コン
フィグレーションガイド

インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その
後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読者とし、イ
ンストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の流
れに則して説明します。また、保守の操作についても説明
します。

WebSAM Network Automation v4.0 クラ
スタ構築ガイド Windows/
CLUSTERPRO X 環境用

Network Automation のクラスタシステムを構築するシステ
ム管理者を対象読者とし、クラスタ環境の構築方法につい
て説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 API
リファレンス

Network Automation がサービスポータルに提供する API に
ついて説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 ワー
クフローテンプレートリファレンス

インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その
後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読者とし、ワー
クフローテンプレートの利用方法と詳細について説明しま
す。

WebSAM Network Automation v4.0 ネッ
トワーク機器セットアップガイド ロー
ドバランサ AX シリーズ/Thunder シ
リーズ版

データセンター向けに Network Automation を使用してテナ
ント LB(Load Balancer)設定（AX シリーズ/Thunder シリーズ
版）を行うために、必要なセットアップ手順を説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 ネッ
トワーク機器セットアップガイド
(BIG-IP)

データセンター向けに Network Automation を使用してテナ
ント LB 設定（BIG-IP 版）を行うために、必要なセットアッ
プ手順を説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 ネッ
トワーク機器セットアップガイド ファ
イアウォール FortiGate 版

データセンター向けに Network Automation を使用してテナ
ント Firewall 設定（FortiGate 版）を行うために、必要なセッ
トアップ手順を説明します。

WebSAM Network Automation v4.0 ネッ
トワーク機器セットアップガイド プロ
グラマブルフロー版

データセンター向けに Network Automation を使用してプロ
グラマブルフロー設定を行うために、必要なセットアップ
手順を説明します。

Network Automation を構成する各コンポーネントのマニュアルについては、リリースメ

モの記載を参照してください。

ヒント

すべての 新のマニュアルについては、担当営業へお問い合わせください。
 

iv



目次
第 1 章  Network Automation について ..................................................................................... 1

1.1  Network Automation とは ....................................................................................................2

1.2  Network Automation の利用シーン ....................................................................................4
1.2.1  企業ネットワーク向けの利用 .................................................................................4
1.2.2  データセンター向けの利用 .....................................................................................5

1.3  Network Automation でできること ....................................................................................6
1.3.1  プロビジョニング（オーケストレーション） ......................................................6
1.3.2  リソース管理.............................................................................................................8
1.3.3  モニタリング.............................................................................................................8
1.3.4  テナントネットワークの可視化 ...........................................................................10

第 2 章  Network Automation の構成 ....................................................................................... 12

2.1  Network Automation の基本構成 ......................................................................................13
2.1.1  構成するコンポーネント .......................................................................................13
2.1.2  インストールする機能 ...........................................................................................13

2.2  Network Automation のサーバ構成 ..................................................................................14
2.2.1  管理サーバが一台の場合 .......................................................................................14
2.2.2  管理サーバが複数台の場合 ...................................................................................14

2.3  Network Automation のライセンス ..................................................................................15

第 3 章  システム設計................................................................................................................. 16

3.1  企業ネットワーク向け構成設計 .....................................................................................17
3.1.1  対象のネットワーク機器について........................................................................17
3.1.2  ネットワークの構成を検討する ...........................................................................19

3.2  データセンター向け構成設計 .........................................................................................19
3.2.1  対象のネットワーク機器について........................................................................19
3.2.2  ネットワークの構成を検討する（標準構成） ....................................................20

3.2.2.1  パブリッククラウド .....................................................................................21
3.2.2.2  プライベートクラウド .................................................................................23
3.2.2.3  オンプレミスクラウド .................................................................................25
3.2.2.4  P-Flow ネットワークの活用.........................................................................26
3.2.2.5  複数ネットワーク(L2 レベル) .....................................................................29
3.2.2.6  複数ネットワーク(L3 レベル) .....................................................................30
3.2.2.7  IP アドレス設計 ............................................................................................33

3.2.3  DC リソースグループの構成を検討する .............................................................34
3.2.3.1  DC リソースグループとは...........................................................................34

v



第 4 章  運用管理サーバ構成の設計......................................................................................... 36

4.1  DB 構成を検討する ..........................................................................................................37
4.1.1  DB 構成の考え方 ....................................................................................................37
4.1.2  DB の構成 ................................................................................................................37

第 5 章  動作環境/システム要件................................................................................................ 39

5.1  Network Automation のバージョン情報...........................................................................40

5.2  広域管理サーバ.................................................................................................................40

5.3  管理サーバ ........................................................................................................................41

5.4  監視端末 ............................................................................................................................42

5.5  DB サーバ..........................................................................................................................42

5.6  サービスガバナー.............................................................................................................43

5.7  各機能を同一マシンにインストールする場合 ..............................................................44

付録 A.  改版履歴........................................................................................................................ 46

付録 B.  ライセンス情報 ............................................................................................................ 47

用語集........................................................................................................................................... 48

vi





第 1 章   
Network Automation について
本章では、Network Automation の製品概要について説明します。

目次

1.1  Network Automation とは ...........................................................................................................2

1.2  Network Automation の利用シーン ...........................................................................................4

1.3  Network Automation でできること ...........................................................................................6
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1.1   Network Automation とは
Network Automation とは、ネットワーク運用（設計・設定）を自動化し、 ネットワーク SE
や運用管理者の作業全般の省力化を実現するソフトウェアです。

近年、仮想化・クラウド化の普及に伴いサーバ集約が進み、企業のネットワーク環境は複雑

になり、 ネットワーク環境の管理や運用のコストは増大傾向にあります。 ネットワークの

複雑化に伴い、IP アドレスや VLAN といったネットワークリソースを 手作業で管理するに

は多大なコストが必要となっており、 全社のネットワークリソースの利用効率化と柔軟な

活用が求められております。 また、新たなパートナーや新規プロジェクトからの通信に関

する要求に対応するために 迅速にネットワークを構築/変更することも求められています。

Network Automation は、ネットワークの設計・設定作業の自動化を実現し、 管理者の作業負

荷を軽減し環境構築のリードタイムを削減します。 また、広域に展開する拠点やデータセ

ンターのネットワークを一元管理し、 トータルの運用管理コストを削減します。

さらに、データセンターでの運用においては、構成管理データベースを用いた運用を行いま

す。 構成管理データベース上のリソースの管理台帳によりネットワークリソースの一元管

理を行い、 従来の煩雑なネットワーク管理業務を自動化・効率化します。

1. ネットワーク設計・設定作業を自動化・効率化

ネットワーク機器ごとに個別設定する必要がある一連のネットワーク設計・設定作業

を 自動化し、ネットワーク構築のリードタイムを短縮します。 ファイアウォール、

ロードバランサ、L2 スイッチなど、従来型のネットワーク機器のみならず、 SDN 対

応製品を含めたハイブリッドネットワーク環境を対象とします。

第 1 章   Network Automation について
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2. 煩雑なネットワークリソースを一元管理

従来、表計算ソフトなどのツールを使い、手作業で管理していた IP アドレスや VLAN
ID などの ネットワークリソースをプール化し、データベース上で一元管理（台帳管

理）します。 ネットワークリソースの割り当てポリシーをあらかじめ設定すること

で、ネットワークリソースの管理台帳を 自動的に生成し、利用状況や利用者情報を自

動更新します。ネットワークリソースの割り当て自動化により、 割り当てミスを防止

し、問題発生を回避します。

3. 複数拠点にまたがったネットワーク運用の効率化

今まで分散管理していた複数の拠点やデータセンターの SDN コントローラを統合管

理し、 1 つの仮想な拠点/データセンターとして扱うことで柔軟なリソースの拡張と通

信を実現し、 運用コストを削減します。

第 1 章   Network Automation について
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1.2   Network Automation の利用シーン
本節では、Network Automation の想定している利用シーンを説明します。

1.2.1   企業ネットワーク向けの利用

Network Automation は、ある企業が事業を遂行するために構築しているネットワーク環境

「企業ネットワーク」の効率化を実現します。 ここで、企業ネットワークとは、企業の情報

システム部門により管理・運用されており、 単一のイントラネット内の環境を示すことも

あれば、 IP-VPN や専用線を用いた複数拠点のネットワークをまたいで構成されたネット

ワークを表すこともあります。

企業ネットワークの運用においては、情報システム部門内に既に確立された手順があり、 そ
の手順を自動化・効率化したい、というニーズがあります。 また、企業ネットワーク内に

新規サブシステムを構築する場合に、 企業ネットワーク全体の管理は必要とはせずにサブ

システム構築の自動化を行いたい、 といったニーズもあります。

Network Automation は、装置種別ごとに設定機能(仮想 FW 設定、フィルタ設定など)を抽象

化した部品として提供します。 企業ネットワークの管理者は、これらの抽象化した部品を

組み合わせることで、 確立された手順の設定自動化を実現することができます。 また、部

品の組み合わせにより実現するため、要件ごとに柔軟に対応することができます。

第 1 章   Network Automation について
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1.2.2   データセンター向けの利用

Network Automation は、IaaS 事業者がデータセンターに作成するネットワーク全体の構築を

自動化します。 また、ネットワーク機器をユーザ企業内（オンプレミス）に設置するデー

タセンターのネットワーク構築にも対応します。

データセンターを運用することにより、ICT リソースの柔軟な運用が可能となり、 必要と

なったタイミングで必要な量だけ、迅速かつ効率的に ICT リソースを 利用できるようにな

るメリットがあります。 しかしながら、データセンターでは運用に合わせた煩雑な環境構

築が必要となります。

Network Automation は、いままでの NEC での運用ノウハウからデータセンター運用に 適

化されたネットワークモデルを提供します。 一連のネットワーク設定を環境に応じて自動

的に行い、迅速なクラウド基盤構築を支援します。

また、Network Automation で提供するネットワークモデルをデータセンター向けネットワー

クと呼びます。
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ヒント

WebSAM vDC Automation を導入することで、 仮想マシンやストレージといった ICT リソースの管

理と構築が可能となります。
 

1.3   Network Automation でできること
Network Automation は、大きく以下の機能を提供します。 企業ネットワーク向けおよびデー

タセンター向けで利用可能な機能を、以下の表の各々の列の"○"で表します。

機能 概要 企業ネットワー
ク向け

データセンター
向け

プロビジョニン
グ（オーケスト
レーション）

対象のネットワーク機器（L2 スイッチ、ファ
イアウォール、ロードバランサなど）に対して
プロビジョニングを実行し、機器にコンフィグ
を反映します。

○ ○

リソース管理 IP アドレス、 VLAN ID 等のネットワークリ
ソースをプール化して管理します。

○

モニタリング ネットワーク機器の構成管理と、障害などの
メッセージを一元管理することができます。

○ ○

テナントネット
ワークの可視化

払い出した各テナントネットワーク(各種
VLAN、テナントファイアウォール、ロードバ
ランサ等)の論理構成図が自動的に作成され、
参照することができます。

○

1.3.1   プロビジョニング（オーケストレーション）

プロビジョニングリクエストに対して、ネットワーク機器へのプロビジョニングを実行しま

す。 L2 スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサの VLAN 割り当て、ポリシー設定な

ど、 業務利用に必要な一連のネットワーク設定を自動化することができます。 「UNIVERGE
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PF シリーズ」との連携により、 複数の拠点/データセンター間のネットワークプロビジョニ

ングの自動化が可能です。

プロビジョニングは、サービスポータルからの WebAPI によるリクエストで実行可能です。

また、監視画面から手動での実行やスケジュール設定が可能です。

さらに NEC で検証済みのプロビジョニングシナリオ（自動化の手順）を標準提供します。

以下にプロビジョニング（オーケストレーション）に関する機能について説明します。

1. サービスガバナー

外部製品（サービスポータル等）と連携を行うための統一的なインタフェースを提供

します。 サービスガバナーを利用することで、サービスポータルから管理対象のオー

ケストレーションを実行することができます。

2. 要求管理

サービスガバナーを通してオーケストレーションの要求を受け、要求に対応したシナ

リオを実行します。 受け取ったリクエストの進捗と結果の管理を行い、状況に応じて

キャンセル手段の提供を行います。 オーケストレーションの結果は非同期で要求元

へ返却します。

3. スケジュール管理

定期的に実行が必要なシナリオのスケジュール管理や、非定期的に時間指定で実行す

るシナリオの制御を行います。 手動操作による即時実行も可能です。

4. シナリオ制御

オーケストレーション機能に必要なシナリオを実行します。 要求管理およびスケ

ジュール管理から実行できます。各業務の処理フローを定義することで、業務の自動
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化を実現します。 業務日付や非フロー実行などシナリオ制御固有の機能に対応する

ことにより、高度な運行フローの制御、監視が可能です。 特に、非フロー実行のサ

ポートにより、従来の固定された手順の業務フローだけではなく、 任意のタイミング

で開始・終了を指示する業務フローに対しての監視、制御ができます。

5. ネットワーク機器制御

SDN 装置や各種ネットワーク機器（ファイアウォール、ロードバランサ、SSL-VPN 装
置、L2 スイッチ等）に 装置に応じた通信方式でコンフィグを投入、反映します。

1.3.2   リソース管理

Network Automation は、仮想ロードバランサ、仮想ファイアウォールなどの仮想アプライア

ンスや、IP アドレス、 VLAN ID 等のネットワークリソースをプール化して管理します。 リ
ソースをプール化することによりリソースを無駄なく運用することができ、 運用を標準化

することが可能になります。 複雑になりがちなシステム運用コストに対して削減効果があ

ります。 また、リソースの割り当てを自動的に行うため、手作業による割り当てミスを防

止します。

プール単位でネットワークリソースの管理を行うことができます。 ネットワークリソース

に対する割り当てポリシーをあらかじめ設定することで、 管理台帳を自動的に生成、利用

状況や利用者情報を自動更新し、 プール単位でリソースの総量、使用量、未使用量、予約

済み量などを管理することができます。

1.3.3   モニタリング

ネットワーク機器の構成管理とメッセージの一元管理を行う機能を提供します。 どこで何

が発生したのかを速やかに確認することが可能となり、障害発生時の運用管理コストを削減

します。

1. メッセージ監視機能

Network Automation で発生したメッセージを一元管理します。 異常を示すメッセージ

の表示色を変更して、問題の可視化が可能です。
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2. ネットワーク運用管理

NetvisorProV を利用したネットワークの構成管理、障害管理、性能管理が可能です。

IPv4/IPv6 ネットワーク構成をビジュアルに管理するためのマップ表示機能、 ネット

ワーク機器の配線状態を表示するトポロジ管理機能、 任意の 2 点間の経路情報を表示

する 2 点間マップ機能などを提供します。

ICMP（Internet Control Message Protocol）による機器の死活監視、 SNMP(Simple Network
Management Protocol)トラップや MIB(Management Information Base)の監視などにより、

ネットワークの状態変化を細かくとらえることで、迅速に障害を検出、管理者に通知

します。 また、SNMP をサポートする装置が MIB で保持している様々な性能情報を定

期的に収集し、蓄積することができます。 収集した性能情報を元に、リアルタイムに

分析したり、性能レポート作成したりすることも可能です。 収集したデータは CSV
(Comma Separated Value)形式で自動的に保存されます。

3. 内部統制管理（証跡管理）機能
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監視端末/マネージャ上で行われた操作および自動実行された処理に対して、 操作内

容、結果の履歴等をログ（オーディットログ）として管理することで内部統制を支援

します。 特定の重要度のオーディットログが発生した場合は、通報を行うことも可能

です。

4. 通報機能

サーバ停止やプロセス停止などのアラート発生時にパトライト、メール、コマンド実

行（Manager のみ）にて通報を行います。 複数の宛先に対して同時通報が可能です。

5. アプリケーション連携機能

SystemManager G コンポーネントで監視したメッセージを、 お客様独自のアプリケー

ションなど外部アプリケーション向けにテキストファイル形式で出力する機能です。

任意の出力レコード形式で、UTF-8 や Shift-JIS など様々な文字コードのログが出力可

能です。 また、ログローテーション機能も備えています。

1.3.4   テナントネットワークの可視化

Network Automation から払い出した各テナントネットワーク(各種 VLAN、テナントファイア

ウォール、ロードバランサ等)の論理構成図が、 自動で作成され、参照することができます。

作成された論理構成は操作者によって、自由に編集、保存することもできます。 また、論

理構成図から瞬時に物理情報を確認できる機能も有しており、膨大なテナントの各ネット

ワークの監視が容易になります。
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第 2 章   
Network Automation の構成
本章では、Network Automation を導入するシステム構成について説明します。

目次

2.1  Network Automation の基本構成 .............................................................................................13

2.2  Network Automation のサーバ構成 .........................................................................................14

2.3  Network Automation のライセンス .........................................................................................15
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2.1   Network Automation の基本構成

2.1.1   構成するコンポーネント

Network Automation は下記のさまざまなコンポーネント群から構成されます。

以下はマネージャ機能に必要なコンポーネント一覧です。以下のマネージャ機能のコン

ポーネントは、 データベースを除き、すべて Network Automation 統合インストーラでイン

ストールします。

コンポーネント一覧

① SystemManager G コンポーネント

② NetvisorPro V コンポーネント

③ サービスガバナーコンポーネント

④ データベース

Network Automation が提供する機能に対して、それぞれのコンポーネントは下図のように対

応します。

2.1.2   インストールする機能

Network Automation を動作させるためにインストールする機能の一覧です。  Network
Automation 統合インストーラでインストールします。 インストール手順については、

『Network Automation インストレーションガイド』を参照してください。
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機能 役割

広域管理サーバ Network Automation 内の全リソースを一元管理・監視します。 サービスポータ
ルなどの外部機能とのシングルポイントゲートウェイ機能を提供します。
ローカル、または、リモート DB を使用します。

広域管理サーバ監視端末 広域管理サーバが管理するリソースを監視・制御する機能を提供します。

管理サーバ ネットワークを制御（生成/削除）、監視する機能を提供します。 ローカル、ま
たは、リモート DB を使用します。

管理サーバ監視端末 管理サーバが管理するリソースを監視・制御する機能を提供します。

2.2   Network Automation のサーバ構成
本節では、Network Automation の想定している構成を説明します。

2.2.1   管理サーバが一台の場合

Network Automation は、「広域管理サーバ」「管理サーバ」「広域管理サーバ監視端末」「管理

サーバ監視端末」を 一つの装置にインストールする構成を基本とします。

一台の「管理サーバ」で管理可能なネットワークデバイスの推奨数は 1000 です。

ここで、以下のような仮想デバイスについては、仮想デバイス単位で 1 デバイスと数えま

す。

• UNIVERGE PF シリーズにおける VTN(Virtual Tenant Network)

• FortiGate における VDOM(Virtual Domain)

• A10 Thunder、F5 BIG-IP におけるパーティション

上記以外の物理デバイスについては、物理デバイス単位で 1 デバイスと数えます。

管理対象のデバイス数が 1000 を超える場合は、 「2.2.2   管理サーバが複数台の場合（14
ページ）」 を参照してください。

2.2.2   管理サーバが複数台の場合

「管理サーバ」は、複数装置にインストールすることができ、 「広域管理サーバ」にて複数

の「管理サーバ」を管理することができます。

第 2 章   Network Automation の構成

14



「管理サーバ」ごとに、それぞれ異なるネットワーク機器を管理することができます。 管理

対象のデバイスが 1000 を超える場合は、「管理サーバ」一台あたりで管理する ネットワー

ク機器のデバイス数が 1000 を超えないように「管理サーバ」を配置してください。

ヒント

「広域管理サーバ監視端末」「管理サーバ監視端末」を別の装置にインストールすることも可能で

す。
 

2.3   Network Automation のライセンス
構成に応じて適切なライセンスを必要数量ご用意願います。

ヒント

価格情報については、以下の URL から入手できます。

http://jpn.nec.com/websam/vdcautomation/
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第 3 章   
システム設計
本章では、Network Automation のシステム設計における検討事項について説明します。

目次

3.1  企業ネットワーク向け構成設計 ............................................................................................17

3.2  データセンター向け構成設計 ................................................................................................19
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3.1   企業ネットワーク向け構成設計

3.1.1   対象のネットワーク機器について

Network Automation を利用した企業ネットワーク向け環境構築で利用可能なネットワーク

機器の種別は以下になります。

種別 説明

PFC OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器。 異なる
ブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・スイッチ）で接続することにより、
L2 レベルで接続します。

PFS OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器。 PFC（プ
ログラマブルフロー・コントローラ）が複数の PFS を集中制御します。

スイッチ 複数の機器をネットワークに接続するために分岐させる装置。OSI 参照モデルの第
2 層、第 3 層に対応します。

ファイアウォール 企業などの内部ネットワークをインターネットを通して行われるアクセスを制御す
るための装置。

ロードバランサ 外部ネットワークからのリクエストを複数のサーバに割り振ることで負荷を分散
（ロードバランシング）させるための装置。

また、上記のそれぞれの種別に対して、企業ネットワーク向け構成では以下のネットワーク

機器、および、バージョンに対応しています。 新のサポート状況についてはお問い合わ

せください。

種別 システム要件

ProgrammableFlow • ProgrammableFlow Controller
UNIVERGE PF6800 (V6.0～V6.3, V7.0～V7.2)

• ProgrammableFlow Switch
UNIVERGE PF5248 (Ver 6.0)
UNIVERGE PF5240 (Ver 7.1)
UNIVERGE PF5459 (Ver 7.1)

スイッチ UNIVERGE QX-S5351P (Ver 5.4)
UNIVERGE QX-S5948 シリーズ (Ver 7.2)
IP8800/S3650 シリーズ (Ver 11.14)
IP8800/S3830 シリーズ (Ver 11.14)

ファイアウォール Fortinet FortiGate FortiOS 5.0, 5.2
SRX650 (Ver 15.1)

ロードバランサ A10 Thunder 2.7

また、企業ネットワーク向け構成の場合に使用可能なネットワーク機器と、 使用可能な機

能の対応を以下に記載します。

機種 機能

UNIVERGE PF6800 装置からのコンフィグ取得

ルーティング設定

Real-network 設定

vBridge 設定
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機種 機能

vRouter 設定

FlowFilter 設定

FlowList 設定

UNIVERGE PF5248*1

UNIVERGE PF5240*1

UNIVERGE PF5459

装置からのコンフィグ取得

ポート設定

ルーティング設定

storm 設定

UNIVERGE QX-S5351P*2

UNIVERGE QX-S5948 シリーズ

装置からのコンフィグ取得

ポート設定

ルーティング設定

インタフェース設定

storm 設定

LinkAggrigation 設定

IP8800/S3650 シリーズ

IP8800/S3830 シリーズ

装置からのコンフィグ取得

ポート設定

ルーティング設定

インタフェース設定

アクセスリスト設定

VRF 設定

Fortigate 装置からのコンフィグ取得

ルーティング設定

インタフェース設定

NAT 設定

仮想 FW 設定

FW ポリシー設定

ゾーン設定

SRX650 装置からのコンフィグ取得

ルーティング設定

インタフェース設定

NAT 設定

FW ポリシー設定

ゾーン設定

A10 Thunder 装置からのコンフィグ取得

ルーティング設定

インタフェース設定

仮想 LB 設定

LB ポリシー設定

VRRP 設定

*1 UNIVERGE PF5248 および UNIVERGE PF5240 は、ルーティング設定に対応していません。

*2 UNIVERGE QX-S5351P は、ルーティング設定に対応していません。
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3.1.2   ネットワークの構成を検討する

データセンター向けネットワークでは、「3.2.2   ネットワークの構成を検討する（標準構成）

（20 ページ）」に 記載しているネットワークモデルに沿った構成が必要となりますが、 設
定の自動化対象となる企業ネットワーク向けの構成は、運用にあわせて自由にネットワーク

を設計することができます。

「3.1.1   対象のネットワーク機器について（17 ページ）」を参照し、記載の対象装置を組み合

わせて、 ネットワーク構成を設計してください。

3.2   データセンター向け構成設計

3.2.1   対象のネットワーク機器について

Network Automation を利用したデータセンター向けネットワークの環境構築を行うために

は、 Network Automation が管理するネットワーク機器の種別とその役割について把握してお

く必要があります。

種別 説明

L2SW Network Automation 管理サーバによる機器の制御に利用する運用管理ネットワーク
用のレイヤ 2 スイッチや、 テナントネットワークを収容するレイヤ 2 スイッチ。
Network Automation システムでは、 異なるテナント間のネットワークを分離するた
めに、VLAN タグを利用します。そのため、 仮想化基盤で利用する L2 スイッチは、
IEEE 802.1Q をサポートしたものが必要になります。 L2 スイッチの 大アクティ
ブ VLAN 数が 1000 以上のものを利用してください。 機種によっては、500 以下の
ものがあるため、注意してください。 また、ネットワーク冗長化方式を考慮して機
器を選択します。

テナント FW テナントネットワーク中で利用する Firewall 機器。 マルチテナント機能をサポー
トするファイアウォール機器を利用します。 大テナント数を考慮して機器を選
択します。

バックエンド FW バックエンド Firewall には、マルチテナント機能は不要です。

SSL-VPN 装置 VLAN 対応、グループアクセス制御機能をサポートする機器を利用します。 また、
マルチテナント機能をサポートするファイアウォール機器では、 テナント Firewall
と SSL-VPN 装置を一台で提供するものがあります。

ルータ インターネットと接続するルータや、事業者側の運用管理ネットワークで利用する
ルータ。

ロードバランサ テナントネットワーク中で利用するロードバランサ。 マルチテナント機能をサ
ポートするロードバランサ機器を利用します。 このとき、 大テナント数を考慮し
て機器を選択します。

UNC OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器。 複数の
PFC（プログラマブルー・コントローラ)を統合管理します。 VTN の一元管理や、
異なる PFC にまたがる VTN を設定することが可能です。

PFC OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器。 異なる
ブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・スイッチ）で接続することにより、
L2 レベルで接続します。

PFS OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)で利用する機器。 PFC（プ
ログラマブルフロー・コントローラ）が複数の PFS を集中制御します。
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また、上記のそれぞれの役割に対して、 データセンター向け構成では以下のネットワーク

機器、および、バージョンに対応しています。 新のサポート状況についてはお問い合わ

せください。

種別 システム要件

ProgrammableFlow • Network Coordinator
UNIVERGE PF6800 Network Coordinator (V5.1, V6.0～V6.3, V7.0～V7.2)

• ProgrammableFlow Controller
UNIVERGE PF6800 (V5.0, V5.1, V6.0～V6.3, V7.0～V7.2)

• ProgrammableFlow Switch
UNIVERGE PF5200 シリーズ (V5.0, V5.1, V6.0)
UNIVERGE PF5340 (V6.2, V6.3, V7.1)
UNIVERGE PF5459 (Ver 7.1)

L2 スイッチ Cisco スイッチ Cisco IOS 12*1

ファイアウォール(マル

チテナント機能)*2
Fortinet FortiGate FortiOS 4.x, 5.0, 5.2, 5.4

SSL-VPN 装置(マルチテ

ナント機能)*3
Fortinet FortiGate FortiOS 4.x, 5.0, 5.2, 5.4

ロードバランサ(マルチ
テナント機能)

A10 Thunder 2.7
F5 BIG-IP 11.4, 12.1

*1 ポートベース VLAN とタグ VLAN が使用可能な装置が対象になります。

*2 テナントファイアウォール、バックエンドファイアウォールとして使用します。

*3 マルチテナント機能の VDOM を利用します。

 

3.2.2   ネットワークの構成を検討する（標準構成）

パブリック、プライベート、オンプレミスの各クラウドモデルにおいて、Network Automation
が想定している標準ネットワークモデルを説明します。 その後、IP アドレス設計、ネット

ワーク機器について、考慮すべき点を説明します。 まず、各クラウドモデルのネットワー

ク上の違いや注意すべき点を以下に示します。

パブリッククラウド プライベートクラウド オンプレミスクラウド

業務 VLAN の IP
アドレス

テナントごとに一意 テナントごとに一意

ユーザイントラネットの IP
アドレス体系の一部

テナントごとに一意

ユーザイントラネットの一
部

テナント管理
VLAN の IP アド
レス

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

ユーザイントラネットの IP
アドレス体系の一部

システム内で一意

ユーザイントラネットの一
部

事業者管理
VLAN の IP アド
レス

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

ユーザイントラネットの一
部
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パブリッククラウド プライベートクラウド オンプレミスクラウド

業務 VLAN への
アクセス

インターネットを経由して
アクセス

グローバルとローカル IP
アドレスを 1 対 1NAT

WAN サービス回線を経由
して、イントラネットとし
てアクセス

イントラネットでアクセス

テナント管理
VLAN へのアク
セス

インターネット、SSL-VPN
装置を経由してアクセス

WAN サービス回線を経由
して、イントラネットとし
てアクセス

イントラネットでアクセス

VM と運用管理
サーバとの通信

事業者管理 VLAN、バック
エンド Firewall を経由し
て、運用管理サーバと通信

同左 同左

注

Network Automation では仮想マシン(VM)のプロビジョニングには対応していませんが、 データセ

ンター向けネットワークモデルでは仮想マシン(VM)の想定配置を定めています。 以降、その想定

配置に従いネットワークモデルの説明を行っています。
 

3.2.2.1   パブリッククラウド

パブリッククラウドは、IaaS 事業者のデータセンター内に構築された Network Automation の
システムをマルチテナントで利用して、 テナント管理者やサービス利用者からデータセン

ター内で稼動する VM にアクセスする経路がインターネットに限定されるクラウドモデル

です。 パブリッククラウドの構成要素とその用途を以下の表と図を用いて説明します。 な
お、標準ネットワークモデルでは、ネットワーク機器やケーブルを共有しつつ、異なるテナ

ント間のネットワークを分離するために、 IEEE 802.1Q タグ VLAN を利用します。

ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

1 テナント Firewall テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 テナント
Firewall は、パブリック VLAN、業務 VLAN、テナント
管理 VLAN を接続して、 VLAN 間ルーティング、
Firewall、グローバル/ローカル IP アドレスの NAT 機能
を提供します。

2 パブリック VLAN テナント占有,必須 各テナントにひとつ以上用意します。 パブリック
VLAN は、テナント Firewall とインターネットルータを
接続します。 パブリック VLAN の IP アドレス空間に
は、グローバル IP アドレスを割り当てます。

3 業務 VLAN テナント占有,必須 各テナントに複数用意します。 業務 VLAN は、テナン
ト Firewall と VM を接続します。 サービス利用者は、
インターネットルータ、パブリック VLAN、テナント
Firewall、業務 VLAN を経由して、VM 上のアプリケー
ションにアクセスします。

4 テナント管理
VLAN

テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 テナント管理
VLAN は、SSL-VPN 装置とテナント Firewall や VM を
接続します。 テナント管理者は、テナント Firewall の
設定や、VM 上のアプリケーションセットアップなどの
VM 保守を、 VPN を利用して、インターネット、SSL-
VPN 装置、テナント管理 VLAN を経由して、セキュア
にテナント Firewall や VM にアクセスして行います。
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ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

5 事業者管理 VLAN テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 事業者管理
VLAN は、バックエンド Firewall と VM を接続して、運
用管理サーバと VM 間の通信に利用されます。

6 インターネット
ルータ

テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 インターネット
ルータは、インターネットとパブリック VLAN を接続
します。

7 SSL-VPN 装置 テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 SSL-VPN 装置
は、インターネットとテナント管理 VLAN を接続しま
す。 テナント管理者が、インターネット経由でテナン
ト Firewall や VM にセキュアにアクセスするために、
VPN 機能を提供します。 また、各テナントのテナント
管理 VLAN には、対応するテナント管理者のみがアク
セスできるように、SSL-VPN 装置にセキュリティポリ
シーを設定します。

8 バックエンド
Firewall

テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 バックエンド
Firewall は、事業者管理 VLAN と、運用管理サーバが接
続されている運用管理用 LAN を接続して、 異なるテナ
ント間、運用管理用 LAN を分離するために、Firewall
機能を提供します。

9 ポータルサーバ用
Firewall

テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 ポータルサーバ
用 Firewall は、インターネットとポータルサーバを接続
して、セキュアに分離するために、Firewall 機能を提供
します。

10 テナント LB テナント占有,オプ
ション

各テナントにひとつずつ用意します。 テナント LB
は、業務 VLAN、テナント管理 VLAN に接続し、テナ
ント向けの LB 機能を提供します。

11 運用管理用 LAN テナント共有,必須 運用管理用 LAN は、ポータルサーバ、バックエンド
Firewall、 VM を収容するサーバ、Network Automation
システムの運用管理サーバを接続します。

12 ライブマイグレー
ション用 LAN

テナント共有,推奨 ライブマイグレーション用 LAN は、 VM を収容する
サーバを接続して、ライブマイグレーション時の通信
に使用されます。
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3.2.2.2   プライベートクラウド

プライベートクラウドは、IaaS 事業者のデータセンター内に構築された Network Automation
のシステムをマルチテナントで利用して、 テナント管理者やサービス利用者からデータセ

ンター内で稼動する VM にアクセスする経路として、 IP-VPN や専用線などの閉域網 WAN
サービスを利用するクラウドモデルです。 プライベートクラウドの構成要素とその用途を

以下の表と図を用いて説明します。

ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

1 テナント Firewall テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 テナント
Firewall は、WAN サービス VLAN、パブリック VLAN、
業務 VLAN、テナント管理 VLAN を接続して、 VLAN
間ルーティング、Firewall、グローバル/ローカル IP ア
ドレスの NAT 機能を提供します。 インターネットに
業務を公開する場合には、インターネットとユーザ企
業内ネットワークを分離するために、 テナント Firewall
の設定を慎重に行う必要があります。

2 WAN サービス
VLAN

テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 WAN サービス
VLAN は、テナント Firewall と WAN サービスルータを
接続します。

3 パブリック VLAN テナント占有,オプ
ション

インターネットに業務を公開する場合に、各テナント
にひとつ以上用意します。 パブリック VLAN は、テナ
ント Firewall とインターネットルータを接続します。
VLAN のアドレス空間には、グローバル IP アドレスを
割り当てます。

4 業務 VLAN テナント占有,必須 各テナントに複数用意します。 業務 VLAN は、テナン
ト Firewall と VM を接続します。 ユーザ企業内に公開
する業務は、WAN サービス回線、WAN サービスルー
タ、WAN サービス VLAN、テナント Firewall、 業務
VLAN を経由して、VM 上のアプリケーションにアクセ

第 3 章   システム設計

23



ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

スされます。 インターネットに公開する業務は、イン
ターネット、インターネットルータ、パブリック
VLAN、 テナント Firewall、業務 VLAN を経由して、
VM 上のアプリケーションにアクセスされます。

5 テナント管理
VLAN

テナント占有,推奨 各テナントにひとつずつ用意します。 テナント管理
VLAN は、テナント Firewall と VM を接続します。 テ
ナント管理者は、VM 上のアプリケーションセットアッ
プなどの VM 保守を、WAN サービス回線、 WAN サー
ビスルータ、WAN サービス VLAN、テナント管理
VLAN を経由して、VM にアクセスして行います。 イ
ンターネットに業務を公開しないプライベートクラウ
ドでは、テナント管理 VLAN を業務 VLAN で代替でき
ます。

6 事業者管理 VLAN テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 事業者管理
VLAN は、バックエンド Firewall と VM を接続して、
IaaS 事業者の運用管理サーバと VM 間の通信に利用さ
れます。

7 WAN サービスルー
タ

テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 WAN サービス
ルータは、WAN サービス回線と WAN サービス VLAN
を接続します。

8 インターネット
ルータ

テナント共有,オプ
ション

データセンターにひとつ用意します。 インターネット
ルータは、インターネットとパブリック VLAN を接続
します。

9 SSL-VPN 装置 テナント共有,オプ
ション

インターネット経由のセキュアな VM アクセスを提供
する場合に、データセンターにひとつ用意します。
SSL-VPN 装置は、インターネットとテナント管理
VLAN を接続します。 テナント管理者が、インター
ネット経由でテナント Firewall や VM にセキュアにア
クセスするために、VPN 機能を提供します。 また、各
テナントのテナント管理 VLAN には、対応するテナン
ト管理者のみがアクセスできるように、SSL-VPN 装置
にセキュリティポリシーを設定します。

10 バックエンド
Firewall

テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 バックエンド
Firewall は、事業者管理 VLAN と、運用管理サーバが接
続されている運用管理用 LAN を接続して、 異なるテナ
ント間、運用管理用 LAN を分離するために、Firewall
機能を提供します。

11 ポータルサーバ用
Firewall

テナント共有,必須 データセンターにひとつ用意します。 ポータルサーバ
用 Firewall は、インターネットとポータルサーバを接続
して、セキュアに分離するために、Firewall 機能を提供
します。

12 テナント LB テナント占有,オプ
ション

各テナントにひとつずつ用意します。 テナント LB
は、業務 VLAN、テナント管理 VLAN に接続し、テナ
ント向けの LB 機能を提供します。 使用する場合はテ
ナント管理 VLAN が必須になります。

13 運用管理用 LAN テナント共有,必須 運用管理用 LAN は、ポータルサーバ、バックエンド
Firewall、 VM を収容するサーバ、Network Automation
システムの運用管理サーバを接続します。

14 ライブマイグレー
ション用 LAN

テナント共有,推奨 ライブマイグレーション用 LAN は、 VM を収容する
サーバを接続して、ライブマイグレーション時の通信
に使用されます。
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3.2.2.3   オンプレミスクラウド

オンプレミスクラウドは、ユーザ企業のデータセンター内に構築された Network Automation
のシステムをシングルテナント、 または、マルチテナントで利用して、テナント管理者や

サービス利用者からデータセンター内で稼動する VM にアクセスする経路として、 ユーザ

イントラネットを利用するクラウドモデルです。 オンプレミスクラウドの構成要素とその

用途を以下の表と図を用いて説明します。

ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

1 フロントエンド L3
スイッチ

テナント共有,必須 Network Automation システムにひとつ用意します。 フ
ロントエンド L3 スイッチは、ユーザイントラネット、
業務 VLAN、テナント管理 VLAN を接続して、VLAN
間ルーティング、Firewall 機能を提供します。

2 業務 VLAN テナント共有,必須 Network Automation システムに複数用意します。 業務
VLAN は、フロントエンド L3 スイッチと VM を接続し
ます。 ユーザ企業内に公開する業務は、ユーザイント
ラネット、L3 スイッチ、業務 VLAN を経由して、VM
上のアプリケーションにアクセスされます。 オンプレ
ミスクラウドでは、業務 VLAN は、タグなし LAN で代
替できます。

3 テナント管理
VLAN

テナント占有,推奨 各テナントにひとつずつ用意します。 テナント管理
VLAN は、フロントエンド L3 スイッチと VM を接続し
ます。 テナント管理者は、VM 上のアプリケーション
セットアップなどの VM 保守を、ユーザイントラネッ
ト、 L3 スイッチ、テナント管理 VLAN を経由して、
VM にアクセスして行います。 オンプレミスクラウド
では、テナント管理 VLAN は、業務 VLAN で代替でき
ます。
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ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

4 事業者管理 VLAN テナント占有,必須 各テナントにひとつずつ用意します。 事業者管理
VLAN は、バックエンド L3 スイッチを接続して、運用
管理サーバと VM 間の通信に利用されます。

5 バックエンド L3 ス
イッチ

テナント共有,必須 Network Automation システムにひとつ用意します。
バックエンド L3 スイッチは、事業者管理 VLAN と、運
用管理サーバが接続されている運用管理用 LAN を接
続して、 異なるテナント間、運用管理用 LAN を分離す
るために Firewall 機能を提供します。

6 テナント LB テナント占有,オプ
ション

各テナントにひとつずつ用意します。 テナント LB
は、業務 VLAN、テナント管理 VLAN に接続し、テナ
ント向けの LB 機能を提供します。 使用する場合はテ
ナント管理 VLAN が必須になります。

7 運用管理用 LAN テナント共有,必須 運用管理用 LAN は、ポータルサーバ、バックエンド
Firewall、 VM を収容するサーバ、Network Automation
システムの運用管理サーバを接続します。

8 ライブマイグレー
ション用 LAN

テナント共有,推奨 ライブマイグレーション用 LAN は、 VM を収容する
サーバを接続して、ライブマイグレーション時の通信
に使用されます。

3.2.2.4   P-Flow ネットワークの活用

OpenFlow 技術を実装したプログラマブルフロー(P-Flow)は、プログラマブルフロー・コント

ローラ(PFC)と、 プログラマブルフロー・スイッチ(PFS)で構成されます。 プログラマブル

フローでは、PFC が経路制御を行い、PFS がパケット転送を行います。 PFC と PFS は、

OpenFlow プロトコルを利用して、経路情報をやり取りすることで、集中制御によるパケッ

ト転送を実現します。 また、プログラマブルフローでは、テナント単位に、仮想ルータ

(vRouter)や仮想ブリッジ(vBridge)などのオブジェクトを使用して、 仮想ネットワーク(Virtual
Tenant Network, VTN)を定義します。
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P-Flow ネットワークを利用すると、集中制御された経路情報に基づくネットワーク可視化や

VLAN ID 上限やループ対策などレイヤ 2 スイッチの制約にとらわれない柔軟なネットワー

ク構成を実現できます。

1. ネットワーク可視化

PFC の GUI で、ネットワークの物理構成、テナントごとの論理構成、物理構成上の

データ通信経路を確認することができます。

2. 柔軟なネットワーク構成（VLAN 拡張)

レイヤ 2 スイッチで構成されるレガシー・ネットワークでは、テナントごとに接続性

が保証された L2 レベルのネットワークが払い出されます。 P-Flow ネットワークで

は、複数のネットワークをレイヤ 2 レベルで接続することが可能で、  Network
Automation は、複数のネットワークを払い出す VLAN 拡張機能を提供します。 VLAN
拡張機能を利用すると、2 つのネットワークを利用して、システムを構成することが

できます。
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テナントが収容されている L2 レベルのネットワーク上でリソースが不足した場合に、

テナントネットワークを他のネットワークまで延ばして、 不足したリソースを補うこ

とが可能となります。

3. P-Flow ドメインの設計

P-Flow ドメインを設計する場合は、リソース融通を可能としたい L2 レベルのネット

ワークを同一の P-Flow ドメインに所属させるようにします。 P-Flow ドメインが複数

にわかれている場合、別々の P-Flow ドメイン間に所属するネットワーク間ではリソー

ス融通が行えません。 たとえば、以下の図のような構成のネットワークと P-Flow ド
メインで構成されている場合、 ネットワーク間のリソース融通可否は以下の表(○:融
通可能 ×:融通不可)のとおりとなります。

第 3 章   システム設計

28



net1 net2 net3 net4 net5 net6

net1 - ○ ○ ○ × ×

net2 ○ - ○ ○ × ×

net3 ○ ○ - ○ × ×

net4 ○ ○ ○ - × ×

net5 × × × × - ○

net6 × × × × ○ -

4. UNC を利用した P-Flow ドメイン間のリソース融通

複数 P-Flow ドメイン構成において、UNC を利用することにより P-Flow ドメイン間で

リソース融通を行うことが可能になります。 例えば、下記の図の様な構成の場合、す

べての L2 レベルのネットワーク 間でリソース融通することが可能になります。 な
お、各 P-Flow ドメイン間は L2 通信が可能な通信路を設ける必要があります。

3.2.2.5   複数ネットワーク(L2 レベル)
ネットワーク構成

要素
占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

1 PFS テナント共有,必須 異なるブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・ス
イッチ）で接続することにより、異なる L2 レベルの
ネットワークを L2 レベルで接続します。

2 PFC テナント共有,必須 PFC（プログラマブルフロー・コントローラ）が複数の
PFS を集中制御します。
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3.2.2.6   複数ネットワーク(L3 レベル)
前述のパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスクラウドの形態につい

て、複数の L3 レベルネットワークの管理ドメインで構築する場合のモデルです。 以下の図

は、複数の L3 レベルのネットワークにまたがったテナントネットワークのイメージです。

L3 レベルのネットワーク間に、テナント通信用のネットワークを L2 レベルで接続すること

により、同一テナントのネットワークを複数の L3 レベルのネットワークにまたがって作成

することができます。

この様な構成にすることにより、BC/DR への対応も可能になります。

注

複数の L3 レベルのネットワークを構築する場合は、以下の運用に留意してください。

• グローバル IP アドレスは、購入した IP アドレスレンジをシステムで 1 つのプールとして登録

して運用します。 （グローバル IP アドレスは後述するパブリック VLAN に設定します）
 

ネットワーク構成
要素

占有/共有,必須/推
奨/オプション

用途

1 PFS テナント共有,必須 異なるブレード筐体を PFS（プログラマブルフロー・ス
イッチ）で接続することにより、異なる L2 レベルの
ネットワークを L2 レベルで接続します。

2 PFC テナント共有,必須 PFC（プログラマブルフロー・コントローラ）が複数の
PFS を集中制御します。

3 UNC テナント共有,必須 UNC（ユニファイドネットワークコーディネータ）が
複数の PFC を集中制御します。
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以降においては、次の論理ネットワーク構成を例に複数の L3 レベルのネットワークにおけ

るリソース融通 *1 の自動化と、ディザスタリカバリについて、説明します。

以下のイメージ図は、テナント A が L3 ネットワーク 1 に業務システムを構築している状態

を表しています。

L3 ネットワーク 1 はリソースの不足により業務システムが拡張できない状態とします。

Network Automation は、このような状態に陥った場合、各ネットワークが保有するリソース

の空き状況を見て自動的に他のネットワークへ L2 レベルで延伸し、 ネットワークリソース

*1 リソース融通とは、ある範囲のネットワークリソースが枯渇した際に、空きのあるネットワークリソースにつ
いてロケーションを意識することなく利用できることです。
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利用可能にします。そのため、テナントはネットワークを意識することなく、ネットワーク

をまたがって 1 つの業務システムを構築することができます。

次のイメージ図はネットワーク 1 からネットワーク 2 にネットワークを延伸し、ネットワー

クをまたがって 1 つの業務システムを構築している状態を表しています。

また、テナントはネットワークを意識して、各 L3 レベルのネットワークに別の業務システ

ムを構築することもできます。

Network Automation は必要に応じて L2 レベルで延伸することができるため、 稼働系待機系

の業務システムを各ネットワーク上に構築することで、ディザスタリカバリ環境を構築する

ことも可能です。
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3.2.2.7   IP アドレス設計

上記の標準ネットワークモデルを念頭に、IP アドレス空間の数（=VLAN 数）、大きさ、割

り当て方法を考慮して、IP アドレス設計を行います。

1. IP アドレス空間の数

IP アドレス空間の数(=VLAN 数)は、Network Automation システムが提供するテナント

数と、テナントあたりの平均 VLAN 数で決まります。

2. VLAN 種別

テナントに払い出す VLAN の種別を検討します。 業務 VLAN、テナント管理 VLAN、

事業者管理 VLAN、パブリック VLAN、WAN サービス VLAN 等の種別に分類されま

す。 (「3.2.2   ネットワークの構成を検討する（標準構成）（20 ページ）」を参照。)

3. IP アドレス空間の大きさ

VLAN 種別ごとに以下の指標を元に必要な IP アドレス空間の大きさを設計します。

4. IP アドレスの割り当て

クラウドモデルに応じて、以下のような考え方に沿って割り当てます。

クラウドモデル 割り当て方法

パブリッククラウド テナント管理 VLAN、事業者管理 VLAN の IP アドレス空間には、 IaaS 事
業者がデータセンター内のローカル IP アドレスを一意に割り当てます。
業務 VLAN の IP アドレス空間には、テナント内で一意の IP アドレスを
割り当てます。 一方、パブリック VLAN の IP アドレス空間には、グロー
バル IP アドレスを割り当て、 テナント Firewall でグローバル IP アドレス
とローカル IP アドレスに対して、1 対 1NAT を設定します。

プライベートクラウド 事業者管理 VLAN、テナント管理 VLAN の IP アドレス空間には、 IaaS 事
業者がデータセンター内のローカル IP アドレスを一意に割り当てます。
一方、業務 VLAN、WAN サービス VLAN の IP アドレス空間には、ユー
ザイントラネットの IP アドレス体系に あわせた IP アドレスを割り当て
ます。

オンプレミスクラウド 業務 VLAN、テナント管理 VLAN、 事業者管理 VLAN の IP アドレス空
間には、ユーザイントラネットの IP アドレス体系にあわせた IP アドレス
を割り当てます。

クラウドモデルについての各 VLAN の IP アドレスの一意性の設計ポリシーは以下の

とおりです。

パブリッククラウド プライベートクラウド オンプレミスクラウド

業務 VLAN テナントごとに一意 テナントごとに一意

ユーザイントラネットの
IP アドレス体系の一部

テナントごとに一意

ユーザイントラネットの
一部

テナント管理
VLAN

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

ユーザイントラネットの
一部

事業者管理
VLAN

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

変更不可

システム内で一意

ユーザイントラネットの
一部
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以下に、パブリッククラウドの IP アドレス設計例を示します。

VLAN 種別 VLAN 数 割り当て VLANID IP アドレス空間

パブリック VLAN 240 11～250 -

テナント管理 VLAN 240 261～500 172.18.x.x/24

事業者管理 VLAN 240 511～750 172.17.x.x/24

業務 VLAN 3000 1011～4011 172.16.x.x/28

複数の L3 レベルのネットワークや L2 レベルのネットワークで構成された複数の管

理ドメインの場合、IP アドレス空間は L3 レベルのネットワーク単位、管理ドメイン

単位に設計する場合も考えられます。 複数の L3 レベルのネットワーク環境における

パブリック VLAN に付与するグローバル IP アドレスは、事業者が保有する IP アドレ

スの範囲を 1 つのプールとして登録しておき、 そのプールから払い出します。

3.2.3   DC リソースグループの構成を検討する

本節では、DC リソースグループの構成について説明します。

3.2.3.1   DC リソースグループとは

DC リソースグループは、Network Automation がプロビジョニング対象とする仮想ネット

ワーク機器、論理リソースをプール化したものです。 プール化することにより、大量のリ

ソースを一元管理し、オートメーションによる制御が可能になります。

• 仮想ネットワーク機器（仮想ファイアウォール、仮想ロードバランサ）

• 論理リソース（VLAN/IP サブネット、グローバル IP アドレス）

DC リソースグループは、管理グループをグルーピングしたリソースグループで構成されま

す。 管理グループは、L2 スイッチで接続できるネットワークの範囲のリソースをプール化

したもので、L2 レベルのネットワークの範囲に複数の管理グループが作成されます。 プロ

グラマブルフローを利用する場合は、複数の管理グループをグループ化して、複数の L2 レ

ベルのネットワーク/複数のデータセンターにまたがるリソースグループを作成することが

できます。
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注

Network Automation は、あるテナントを構成するすべての仮想ネットワーク機器、VLAN を、ひと

つのリソースグループから払い出します。 通常、リソースグループは、ひとつの L2 レベルのネッ

トワーク内のリソースで構成されます。 複数の L2 レベルのネットワーク/複数のデータセンター

にまたがるリソースをテナントに払い出す場合、リソースグループを定義する際、 階層化してリ

ソースグループを定義する必要があります。 これにより、同一のリソースグループの範囲でリ

ソースの払い出しが可能となります。
 

リソースグループを作成する前に、NetvisorProV によるネットワークの機器設定を行いま

す。 機器設定では、Network Automation が制御する物理ネットワーク機器の登録を行いま

す。 その後、管理グループの構成要素として、仮想ネットワーク機器と論理リソースを登

録します。 ただし、管理グループに登録する VLAN 数は、L2 レベルのネットワーク内の

NW 機器の 大アクティブ VLAN 数を超えないようにする必要があります。 各リソースグ

ループのリソース使用状況や空き状況は、管理グループで確認します。
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第 4 章   
運用管理サーバ構成の設計
本章では、 Network Automation の標準的な構成の補足事項について説明します。

目次

4.1  DB 構成を検討する .................................................................................................................37
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4.1   DB 構成を検討する

4.1.1   DB 構成の考え方

Network Automation では、以下の DB 構成が可能です。

• ローカル DB（推奨構成）

DB を広域管理サーバ、管理サーバの各サーバ上に配置する構成

• リモート DB

各サーバ上に配置せず DB サーバとして別サーバに配置する構成

4.1.2   DB の構成

Network Automation で利用する DB を広域管理サーバ、管理サーバの各サーバ上にローカル

に配置する。

図 4-1   DB を各サーバ上にローカルに配置した構成例

Network Automation で利用する DB を広域管理サーバ、管理サーバの各サーバ上に配置せず、

DB サーバとして、別サーバに配置する。
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図 4-2   DB サーバを配置した構成例
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第 5 章   
動作環境/システム要件
Network Automation をインストールする前にシステム要件、ハードウェア環境などを十分に

考慮してシステムを設計する必要があります。 本章では、Network Automation の動作環境に

ついて説明します。

目次

5.1  Network Automation のバージョン情報..................................................................................40

5.2  広域管理サーバ........................................................................................................................40

5.3  管理サーバ ...............................................................................................................................41

5.4  監視端末 ...................................................................................................................................42

5.5  DB サーバ.................................................................................................................................42

5.6  サービスガバナー....................................................................................................................43

5.7  各機能を同一マシンにインストールする場合 .....................................................................44
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5.1   Network Automation のバージョン情報
Network Automation v4.0 に含まれるコンポーネントのバージョン情報は以下のとおりです。

コンポーネント名 バージョン

SystemManager G 7.0

NetvisorPro V 7.0.0.14

Network Automation 4.0

5.2   広域管理サーバ
Network Automation の標準機能を動作させるためには、 広域管理サーバに以下のシステム要

件が必要です。

Network Automation と連携製品が同一のサーバを利用する場合は、 連携製品のシステム要件

についても満たす必要があります。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 4 Core 以上*1

メモリ容量*2 8GB 以上*1

ディスク容量*3 50GB 以上

NIC 1Gbps 以上

OS*4 • Windows Server 2008 Standard (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2008 Enterprise (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2012 Standard / R2
• Windows Server 2012 Datacenter / R2
• Windows Server 2016 Standard
• Windows Server 2016 Datacenter

ディスプレイ解像度 1024×768 ピクセル以上

必須ソフトウェア • Microsoft SQL Server 2012 (64bit)以降

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1
• .NET Framework 4.0
• Web ブラウザ

*1 広域管理サーバの配下の管理サーバの台数により、必要なシステムリソースが変わります。

*2 データベースが利用するメモリ容量( 小 1GB、推奨 4GB 以上)を含みます。

*3 各コンポーネントのインストールに必要なディスク容量です。 別途、インストール時の作業

領域として%TMP%もしくは%TEMP%に 1GB 以上の空き容量が必要です。

コンポーネントが利用するデータベース分のディスク容量が別途必要です。

連携製品を同一の管理サーバにインストールする場合には、連携製品分のディスク容量が別

途必要になります。

*4 フルインストールのみサポートします。Server Core インストールはサポートしません。
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5.3   管理サーバ
Network Automation の標準機能を動作させるためには、 管理サーバに以下のシステム要件が

必要です。

Network Automation と連携製品が同一の管理サーバを利用する場合は、連携製品のシステム

要件についても満たす必要があります。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 4 Core 以上*1

メモリ容量*2 8GB 以上*1

ディスク容量*3 6GB 以上

NIC 1Gbps 以上

OS*4 • Windows Server 2008 Standard (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2008 Enterprise (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2012 Standard / R2
• Windows Server 2012 Datacenter / R2
• Windows Server 2016 Standard
• Windows Server 2016 Datacenter

ディスプレイ解像度 1024×768 ピクセル以上

必須ソフトウェア • Microsoft SQL Server 2012 (64bit)以降

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1
• .NET Framework 4.0
• Web ブラウザ

*1 管理サーバの管理対象のネットワーク機器の台数により、必要なシステムリソースが変わり

ます。

*2 データベースが利用するメモリ容量( 小 1GB、推奨 4GB 以上)を含みます。

*3 各コンポーネントのインストールに必要なディスク容量です。 別途、インストール時の作業

領域として%TMP%もしくは%TEMP%に 1GB 以上の空き容量が必要です。

コンポーネントが利用するデータベース分のディスク容量が別途必要です。

連携製品を同一の管理サーバにインストールする場合には、連携製品分のディスク容量が別

途必要になります。

*4 フルインストールのみサポートします。Server Core インストールはサポートしません。
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5.4   監視端末
広域管理サーバ、管理サーバの監視端末機能を動作させるためには、以下のシステム要件が

必要です。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 2 Core 以上

メモリ容量 1GB 以上

ディスク容量 1GB 以上*1

OS • Windows Server 2008 (x86) SP1 / SP2
• Windows Server 2008 (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2012 / R2
• Windows Server 2016
• Windows 7 (x86) SP1
• Windows 7 (x64) SP1
• Windows 8

必須ソフトウェア Internet Explorer 7, 8 ,9, 10(Web 監視画面を利用する場合)*2

*1 監視端末コンポーネントのインストール時に、別途、作業領域として%TMP%もしく

は%TEMP%に 1GB 以上の空き容量が必要です。

*2 テナントのネットワーク可視化機能を Internet Explorer 10 を使用する場合、互換表示モードで

動作させる必要があります。

*1 Internet Explorer 10 の「ツール」メニューから、「F12 開発ツール」を開きます。

*2 ブラウザモードを「Internet Explorer 10 互換表示」に変更します。

 

5.5   DB サーバ
DBMS を広域管理サーバ、管理サーバと別サーバ化した場合に、 Network Automation の標準

機能を動作させるためには、DB サーバに以下のシステム要件が必要です。

Network Automation では、SQL Server 2012 以降を使用するため、SQL Server のシステム要件

に準じます。

Network Automation と連携製品が同一のサーバを利用する場合は、連携製品のシステム要件

についても満たす必要があります。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 4 Core 以上

メモリ容量*1 4GB 以上

ディスク容量*2 6GB 以上*3

NIC 1Gbps 以上

OS SQL Server 2012 以降のシステム要件に準ずる
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種別 システム要件

ディスプレイ解像度 800×600 ピクセル以上

必須ソフトウェア • Microsoft SQL Server 2012 以降

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1
• .NET Framework 4.0
• Windows PowerShell

*1 SQL Server 2012 の推奨値です。 適なパフォーマンスを確保するために、データベースのサ

イズが大きくなるにつれて増やす必要があります。

*2 SQL Server 2012 の必要 小限のコンポーネントをインストールするために必要な空きディ

スク容量です。 必要となるディスク空き容量は、インストールする SQL Server 2012 のコン

ポーネントに応じて異なります。

連携製品を同一の管理サーバにインストールする場合には、連携製品分のディスク容量が別

途必要になります。

*3 必要となるディスク容量は目安です。監視する対象の環境(ネットワーク機器等)によって異

なります。

SQL Server のトランザクションログやデータ、ログのバックアップを格納するためのディス

ク容量が別途必要になります。

 

5.6   サービスガバナー
サービスガバナーの負荷分散構成により広域管理サーバと別サーバ化した場合に、 Network
Automation の標準機能を動作させるためには、サービスガバナーを導入するサーバに以下の

システム要件が必要です。

Network Automation と連携製品が同一のサーバを利用する場合は、連携製品のシステム要件

についても満たす必要があります。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 4 Core 以上

メモリ容量 4GB 以上

ディスク容量 2GB 以上

NIC 1Gbps 以上

OS*1 • Windows Server 2008 Standard (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2008 Enterprise (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2012 Standard / R2
• Windows Server 2012 Datacenter / R2
• Windows Server 2016 Standard
• Windows Server 2016 Datacenter

ディスプレイ解像度 800×600 ピクセル以上

必須ソフトウェア Web ブラウザ
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*1 フルインストールのみサポートします。Server Core インストールはサポートしません。

 

5.7   各機能を同一マシンにインストールする場合
広域管理サーバ、管理サーバ、監視端末、DBMS、サービスガバナーを同一マシンにインス

トールする場合、 Network Automation の標準機能を動作させるためには、 以下のシステム

要件が必要です。

Network Automation と連携製品が同一のサーバを利用する場合は、 連携製品のシステム要件

についても満たす必要があります。

種別 システム要件

CPU Intel Compatible 2GHz 4 Core 以上*1

メモリ容量*2 16GB 以上*1

ディスク容量*3 60GB 以上

NIC 1Gbps 以上

OS*4 • Windows Server 2008 Standard (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2008 Enterprise (x64) R2 / R2 SP1
• Windows Server 2012 Standard / R2
• Windows Server 2012 Datacenter / R2
• Windows Server 2016 Standard
• Windows Server 2016 Datacenter

ディスプレイ解像度 1024×768 ピクセル以上

必須ソフトウェア • Microsoft SQL Server 2012 (64bit)以降

• .NET Framework 3.5 Service Pack 1
• .NET Framework 4.0
• Internet Explorer 7, 8 ,9, 10(Web 監視画面を利用する場合)*5

*1 広域管理サーバの配下の管理サーバの台数、および、管理サーバの管理対象ネットワーク機

器の台数により、必要なシステムリソースが変わります。

*2 データベースが利用するメモリ容量( 小 1GB、推奨 4GB 以上)を含みます。

*3 各コンポーネントのインストールに必要なディスク容量です。 別途、インストール時の作業

領域として%TMP%もしくは%TEMP%に 1GB 以上の空き容量が必要です。

コンポーネントが利用するデータベース分のディスク容量が別途必要です。

連携製品を同一の管理サーバにインストールする場合には、連携製品分のディスク容量が別

途必要になります。

*4 フルインストールのみサポートします。Server Core インストールはサポートしません。

*5 テナントのネットワーク可視化機能を Internet Explorer 10 を使用する場合、互換表示モードで

動作させる必要があります。

*1 Internet Explorer 10 の「ツール」メニューから、「F12 開発ツール」を開きます。
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*2 ブラウザモードを「Internet Explorer 10 互換表示」に変更します。
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付録 A.   改版履歴
• 第 1 版 (2017.9): 新規作成
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付録 B.   ライセンス情報
本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。 当該ソフトウェアの

ライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してくださ

い。 また、LGPL に基づきソースコードを開示しています。 当該オープンソースソフト

ウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。

<インストール DVD>:\oss_license

• PXE Software Copyright (C) 1997 - 2000 Intel Corporation.

• 本製品には、Oracle Corporation が無償で配布している JRE (Java Runtime Environment) を
含んでいます。 使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細

につきましては、以下の LICENSE ファイルを参照してください。

<JRE をインストールしたフォルダ>:\LICENSE

• Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a
Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ for
more details.

• This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.

付録 B.   ライセンス情報
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用語集

英文

■ GM
"広域管理サーバ"の別名です。「広域管理サーバ」の項を参照してください。

■ IaaS
OS からミドルウェア、アプリケーションまでの任意のソフトウェアを仮想マシンの上で実

行できる環境を提供するサービス形態です。 IaaS 利用者への提供形態により、IaaS 利用者

が実行するソフトウェアを、IaaS のサービス側で準備する場合と IaaS 利用者側が準備する

場合があります。

■ IaaS 事業者

Network Automation を用いて、データセンターの運営および運用管理全般を行う事業者で

す。 需要予測を元にリソースを確保し、テナントへリソースの割り当てを行います。

■ MoM
"管理サーバ"の別名です。「管理サーバ」の項を参照してください。

■ NetvisorPro
ネットワーク運用管理ソフトウェアである NetvisorPro 製品群の総称です。

■ PFC
"ProgrammableFlow Controller"の略で、NEC の OpenFlow によるネットワーク制御に対応する

製品です。

■ PFS
"ProgrammableFlow Switch"の略で、NEC の OpenFlow によるネットワーク制御に対応する製

品です。

■ SQL Server
Microsoft 社が提供している、リレーショナルデータベースを構築・運用するための管理ソフ

トウェアです。 Network Automation は、システムの構成情報を格納するデータベースとして

SQL Server を使用します。
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■ UNC
"UNIVERGE PF6800 Network Coordinator"の略で、NEC の SDN に対応した製品です。

■ VLAN
物理的なネットワーク構成とは別に、論理的なネットワーク構成を構築し、 ネットワーク

を複数のブロードキャストドメインに分割する技術です。

■ VM
"Virtual Machine" の略です。仮想マシンと同じです。「仮想マシン」の項を参照してくださ

い。

和文

■ 運用管理用 LAN
運用管理用 LAN は、ポータルサーバ、バックエンド Firewall、Network Automation システム

の運用管理サーバを接続します。

■ オーケストレーション

サービスポータルからの要求および、システム内で発生するイベントをトリガとして、クラ

ウド基盤を管理する機能です。 オーケストレーションには、プロビジョニング、運用自動

化の機能が含まれます。

■ オンプレミスクラウド

機器をユーザ企業内（オンプレミス）に設置するクラウド形態です。

■ 仮想マシン

仮想マシンサーバ上に仮想的に実現されたマシンを指します。VM、VM マシン等とも呼び

ます。

■ 監視端末

マネージャ機能に接続し、マネージャ機能が管理する情報を閲覧したり、管理対象のマシン

を制御したりします。 広域管理サーバ監視端末、管理サーバ監視端末の種類があります。

別名として、「ビューア」、「SVC」があります。
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■ 管理サーバ

「2.1.2   インストールする機能（13 ページ）」 で説明したマネージャ機能に必要なコンポー

ネントをインストールしたサーバです。別名は MoM です。

■ 業務 VLAN
仮想システムの業務に用いる VLAN です。

■ 広域管理サーバ

「2.1.2   インストールする機能（13 ページ）」 で説明したマネージャ機能に必要なコンポー

ネントをインストールしたサーバです。別名は GM です。

■ サービスポータル

サービスガバナーから提供される API を利用することで、Network Automation と連携するこ

とができる機能を提供しているものです。 サービスポータルは、公開されている API を元

に独自実装することが可能です。

■ 事業者管理 VLAN
IaaS 事業者および Network Automation がテナント内の仮想マシンを管理するために用いる

VLAN です。

■ テナント

サービスプロバイダより、リソースをサービスとして借り受ける単位です。課金もこの単位

で行われます。

■ テナント管理者

テナントの代表者として、テナント配下の IaaS 利用者を管理、DC 管理者との窓口となる人

や組織です。 実際にリソースを利用する、IaaS 利用者の管理(作成・削除など)を行います。

また、テナント内でのリソースの利用状況を管理し、その結果に応じた料金をサービスプロ

バイダに対して支払います。

■ テナント管理 VLAN
テナント管理者がテナント内の仮想マシンを管理するために用いる VLAN です。

■ パブリッククラウド

膨大なリソース所有を前提に、顧客が自由にリソース確保/解放を行うビジネス形態です。
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■ マイグレーション

マイグレーションは、共有ディスク上に存在する仮想マシンを別の仮想マシンサーバに移動

します。 仮想マシンの電源がオンの場合、稼動状態のままライブマイグレーションします

(Hot Migration)。 仮想マシンの電源がオフの場合は、電源オフの状態のまま移動します (Cold
Migration)。 電源オンの状態の仮想マシンをサスペンド状態にして移動させる方法は、Quick
Migration と呼びます。

■ プライベートクラウド

企業が自社専用でクラウドコンピューティングのシステムを構築し、 企業内の部門やグ

ループ会社などに対してクラウドサービスを提供する形態です。

■ プロビジョニング

ネットワーク機器に対して通信を行い、コンフィグの反映を行う機能です。

■ ライブマイグレーション

ある仮想基盤上で動作している仮想マシン(OS やソフトウェア)を停止させずに、丸ごと別の

仮想基盤上に移動させることです。
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