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あ ら ま し

FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator（ROR）は，サーバ，ストレー
ジ，ネットワークといったICTリソースの一括管理と有効活用，および運用・管理の効
率化によるICTコスト最適化を実現するミドルウェア製品である。本ミドルウェアを適
用することによって，お客様のクラウド要件とニーズに合わせた柔軟なクラウドシステ

ムを構築でき，簡単に運用できる。これを支える技術の一つがSDN（Software Defined 
Networking：ソフトウェアによって集中的にネットワーク構成や設定の動的変更を可能
にする制御技術）である。RORは，特にデータセンター領域におけるSDNを実現する中
核製品であり，富士通のSDNはRORとネットワーク仮想化対応ハードウェア装置とが密
に連携し，沼津ソフトウェア開発クラウドセンターでの活用をはじめとして実用段階に

きている。

本稿では，SDNの観点から，主にRORのネットワーク機能に焦点を当てた製品の特長
と，クラウドシステムのネットワーク運用管理における今後の展開について解説する。

Abstract

FUJITSU Software ServerView Resource Orchestrator (ROR) is middleware 
which realizes centralized management and effective utilization of information and 
communications technology (ICT) resources such as servers, storage and networks and 
ICT cost optimization by improving the operation and management efficiency.  Applying 
this middleware makes it possible to construct a flexible cloud system according to the 
customer’s cloud requirements and needs and to simply operate it.  One technology 
to support this functionality is software-defined networking (SDN), which is a control 
technology that uses software to allow network configurations and settings to be 
dynamically changed in a centralized manner.  ROR is a core product that realizes 
SDN in the datacenter domain, in particular.  Fujitsu’s SDN, which features close 
coordination between ROR and network virtualization-enabled hardware equipment, 
is in the practical application phase in the Numazu Software Development Cloud 
Center.  This paper describes product features with the focus on the network functions 
of ROR from the viewpoint of SDN and future outlook in terms of network operation 
and management of a cloud system.
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変更が必要となるなど，ネットワークの運用管理
に大きな影響を及ぼすことになる。例えば，サー
バの接続先を変更することによって，ネットワー
ク機器のVLAN（Virtual LAN）の設定変更やACL
（Access Control List）の設定変更を複数の機器に
わたって実施しなければならない。マルチテナン
トシステムにおいては，仮想サーバ単位にVLAN
を分離したり，サーバ増加に合わせて各種ネット
ワーク機器をテナント単位に増設したりする必要
もある。こうした例から分かるように，ネットワー
クの運用管理に要する時間とコストは増加の一途
である。
このように，サーバの仮想化が先行し進化する
中で，ますます複雑化・煩雑化するネットワーク
の運用管理をシンプルにしたいという要望が高
まっている。この解決に向けて，SDNおよびネッ
トワーク仮想化に大きな期待が寄せられるように
なった。
そこで富士通は，SDNの考え方として，ICT基
盤全体をネットワークワイドに最適化する新アー
キテクチャー「FUJITSU Intelligent Networking 
and Computing Architecture」を2013年5月に発
表した。（7）そして，本アーキテクチャーに基づく製
品の第一弾として，データセンター向け製品の提
供を開始した。これは，SDN技術と仮想化技術に
よりICTシステム全体を一元運用するRORとネッ
トワーク仮想化・SDNに対応したネットワーク機
器である。
富士通のSDNは，ソフトウェアによりマルチハ
イパーバイザー，マルチベンダーネットワーク環
境における「構成管理」「設定自動化」を実現して
面倒な管理業務から管理者を解放する。更に，仮
想化対応ネットワーク機器により「設置台数の削
減」「省エネ・省スペース」を実現する。ソフトウェ
アとハードウェアの連携により，強力なクラウド
インフラを提供し，ネットワーク運用管理に要す
るトータルなコスト削減と，ICTリソースの有効活
用，およびその最適化を実現する。

システムの一括自動配備

RORの特長である，システムの一括自動配備機
能を紹介する。RORは，サーバ，ストレージだけ
でなく，ネットワークを含むハードウェアを仮想

システムの一括自動配備

ま　え　が　き

クラウドコンピューティングの進展に伴い，サー
バの仮想化に合わせてネットワーク構成や設定を
柔軟かつ動的に変更するために，ソフトウェアに
より集中的に制御する技術としてSDN（Software 
Defi ned Networking）（1）が注目されている。富
士通では，SDNの考えに基づいた新たなアーキ
テクチャー（FUJITSU Intelligent Networking 
and Computing Architecture）（2）に沿って製品を
展開している。今回，クラウドインフラ管理ミド
ルウェアであるFUJITSU Software ServerView 
Resource Orchestrator（ROR）（3）を中核として，ネッ
トワーク仮想化対応ハードウェア装置（コンバー
ジドファブリックスイッチ：CFX，（4）仮想アプライ
アンス：IPCOM VX（5））との連携により，柔軟な
クラウドシステムの構築と，簡単な運用を実現し
た。そして，データセンター領域における富士通
のSDNは，富士通のソフトウェア開発環境として
数千名の開発者が利用している沼津ソフトウェア
開発クラウドセンターでの活用（6）をはじめとして
実用段階にきている。

RORは，サーバ，ストレージ，ネットワークの
ICTリソースの有効活用と運用の効率化を実現す
る。そして，お客様が構築するクラウドの要件と
ニーズに合わせて最適なクラウドシステムを提供
する。
本稿では，SDNの観点から主にRORのネット
ワーク機能に焦点を当て，
・ 背景となる富士通のSDNに対する取組み
・ RORの特長であるシステムの一括自動配備と
ネットワーク仮想アプライアンス

・ オープン化・標準化の方向性
・ クラウドシステムにおけるネットワーク運用管
理の新たな課題とその解決策となる富士通独自
の付加価値機能
の順に解説する。

富士通のSDNに対する取組み

ICTが進化する過程において，サーバは物理集約
から仮想集約へと変化し，サーバ環境の追加・変
更が頻繁に発生するようになった。このサーバ環
境の変化は，ネットワーク機器ごとの個別の設定・

ま　え　が　き

富士通のSDNに対する取組み
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自動設定されるため，人手による設定漏れや定義
ミスもなく迅速にインフラ提供が可能である。更
に，一括自動配備後に必要となる，テナント利用
者固有のネットワーク機器のルール設定（ファイ
アーウォールやサーバロードバランサの設定など）
は，GUI画面からパラメーターを入力するだけで
自動的に実施できる。
システムを一括自動配備するためには，お客様
の業務システムを構成するサーバ，ファイアー
ウォール，サーバロードバランサや業務LAN
（VLAN）の集合体（配備単位）を容易に設計で
き，更に，サーバの自動配備に合わせてこれらの
ネットワークの自動設定を一括で行う必要があっ
た。また，マルチベンダーネットワーク機器や既
存のネットワーク機器においても，同じ仕組みで
対応可能にする必要があった。これを実現するた
め，ネットワークの自動設定は，以下の構成，お
よびインターフェースでの実装とした（図-2）。
・ オーケストレータ（システム全体の制御・管理）
・ SDNコントローラー（ネットワークの制御・管理）
・ 物理/仮想マルチベンダーネットワーク機器（ファ
イアーウォール，サーバロードバランサ，L2ス
イッチ）

・ ノースバウンドAPI（オーケストレータとSDN
コントローラー間のインターフェース）

リソースとして一元管理し，利用者の要求に応じ
て簡単かつ短時間でシステムを提供できる。例え
ば，図-1に示すような型決めされた構成のシステ
ム（論理プラットフォーム）を一括で自動配備で
きる。
インフラ管理者がRORを使用して標準的なリ
ソース（ハードウェア・OS）の組合せをテンプレー
トとして用意しておくと，そのテンプレートに従っ
たシステムを一括で自動配備できる。テンプレー
トには，ファイアーウォールやサーバロードバラ
ンサなどのネットワーク機器を含められることが
大きな特長である。そして，一括自動配備時には，
OSの起動に必要なパラメーターやネットワークが
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図-2　ネットワーク自動設定の実装構成

図-1　論理プラットフォームの例
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業務システムに必要なファイアーウォールやサー
バロードバランサを必要に応じて動的かつ柔軟に
配備できるようにした。
ネットワーク仮想アプライアンスには，専用ネッ
トワーク機器と比較して以下のメリットがある。
・ 安価
・ 短期間で導入可能
・ サーバ増設時にネットワーク機器（ファイアー
ウォールやサーバロードバランサ）の追加購入が
不要

・ 必要な設置場所の確保やケーブリングが不要
なお，NSオプションで提供するネットワーク仮
想アプラインスは，FUJITSU Cloud IaaS Trusted 
Public S5（8）として世界6拠点で提供中のネットワー
クサービスと共通エンジンであり，十分な実績が
ある。今後もVPNサービスなど，ネットワークサー
ビス機能をエンハンスしていく計画である。

SDNコントローラーの充実化とオープン化

RORにおけるSDNコントローラーからのネット
ワーク設定・変更において，自動化の対象となる
クラウドのネットワーク環境は，以下のようなク
ラウドシステムに求められる要件の高まりから，
仮想ネットワーク・物理ネットワークともに今後
ますますマルチベンダー化していくことが予測さ
れる。
・ パブリッククラウドとの接続・連携
・ 各社SDN接続技術との連携
・ 業界標準のネットワークサービス機能への追随
これらの要件にスピーディーに対応していくため
には，OSS（OpenStack（9）Neutron，OpenDaylight（10））
連携により標準API対応の他社ネットワーク機
器プラグインの取り込みや，VXLAN，NVGRE，
STTなどの最新ネットワーク仮想化技術である
オーバーレイ対応が必要となる。
このためにまず，RORのOpenStack対応の一環（11）

でネットワークコア機能であるNeutronの取り込
みによる各種ネットワークリソースのサポートと，
Midokura社のネットワーク仮想化ソリューション
（Midonet）（12）との連携を計画している。
今後は，更にOpenStack Neutronでサポートさ
れている他社ベンダー機器をRORから制御できる
ように，SDNコントローラーを充実させていく。

SDNコントローラーの充実化とオープン化

・ サウスバウンドAPI（SDNコントローラーと各
機器間のインターフェース）
マルチベンダーネットワーク機器の一元管理と
一括自動配備対象の早期組み込み実現のために以
下の取組みを実施した。
（1） SDNコントローラー上にサウスバウンドAPI
としてネットワーク機器ごとの制御用コマンド
に対応したスクリプトをプラグイン可能な構造
として実装し，容易に新機器/他ベンダー機器の
追加を可能にした。

（2） 各管理対象ネットワーク機器に対する典型的
な設定/運用パターンに対応した「サンプルスク
リプト」を標準提供することで，ネットワーク機
器をシステムの一括自動配備の対象として迅速
に組み込むことを可能にした｡

（3） お客様の環境に応じたスクリプトのカスタマ
イズや，標準サポート外の他ベンダー機器に対応
するスクリプト作成の要望に応えるための個別
カスタマイズサービスも併せて提供している。

ネットワーク仮想アプライアンスの提供

前章で述べた取組みにより，ネットワーク機器
をシステムの一括自動配備の対象に組み込むこと
が可能になり，ネットワーク機器に対する設定・
変更の運用自動化の仕組みはできた。しかし，サー
バの増設や変更に伴うネットワーク機器の増設作
業と設定作業にかかるコスト問題は残ったままで
あった。
特に，クラウドインフラ環境をスモールスター
トして増強していく場合は，単純なサーバ追加以
外にネットワーク構成の変更や機器の追加も必要
となる。これによりネットワークの再設計作業や
追加機器の搬入時期のずれなどの問題が発生し，
タイムリーな環境構築の阻害要因となっていた。
そこで，次に取り組んだのが，サーバ上で動作
するネットワーク仮想アプライアンスの提供であ
る。これは，RORのオプション製品「NSオプション」
として提供した。専用のOS上にネットワークサー
ビス機能（ファイアーウォール・サーバロードバ
ランサ）を実装したVM（Virtual Machine）イメー
ジの形態で提供することで，RORで管理する物理
サーバ上に複数配備できる。そして，RORのシス
テムの一括自動配備の対象として組み込むことで，

ネットワーク仮想アプライアンスの提供
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範囲をすばやく把握することが難しい。このため，
トラブルによって影響を受ける利用者への即時連
絡・確認ができない。

ネットワークセルフ化の実現

前章で述べた課題を解決するために，以下の取
組みを実施した。
● ネットワークセルフ化
クラウドシステムの運用ライフサイクルにおい
て，ネットワークを管理するテナント管理者とイ
ンフラ管理者の作業は，以下のようになることが
望ましい。
（1） 両者がそれぞれの責任範囲で，各自の作業が
完結し，簡単に行えること。

（2） 両者が協調して作業する場合は，不要なやり
取りが発生せず，それぞれの作業をミスなく円滑
に行えること。
上記を満足するように機能を提供するのが「ネッ
トワークセルフ化」の考え方である。
この実現に向けて，現場のSEとともに，運用課
題の仮説設定とユースケースの具体化から解決方
法を導き出した。更に，企画段階から評価用プロ
トタイプを使って，SEの評価とその結果を短期間
で反映するアジャイル開発の手法を確立した。
● 新ネットワークビューア
ネットワークビューアは，物理/仮想のサーバお
よびネットワーク機器で構成されるネットワーク
を，マップ形式や表形式で可視化する統合管理画
面である。特に，物理と仮想ネットワークの関係
性，およびネットワークトラブルの影響範囲の把
握を容易にするため，「ネットワークセルフ化」の
考え方に基づいて開発した。図-3に示すように，
物理ネットワークと仮想ネットワークそれぞれの
ビューを持ち，利用者が見たいレイヤー（物理，
仮想）視点で管理ができ，相互の関係性が簡単に
分かるのが特長である。
（1） 利用者の視点切替え（ビューポインタ）
物理と仮想ネットワークのどちらのレイヤーの
視点で見たいか，利用者の役割分担に応じてレイ
ヤーを切替えることができる。
（2） 物理と仮想ネットワークの関連付け（マーク）
各レイヤーの画面上でリソース（サーバやネッ
トワーク装置・仮想アプライアンス）のアイコン

ネットワークセルフ化の実現

例えば，Cisco社のSDNコントローラー（XNC：
Extensible Network Controller），（13）VMware社
のネットワーク仮想化製品（NSX）（14）など，ベン
ダー協業をとおしてOpenStack Neutron連携によ
るオープンなエコシステムを目指していく。これ
によって，お客様に多様な選択肢の提供を可能に
する。

ネットワーク運用管理の課題

前述のとおり，RORによる一括自動配備やネッ
トワーク仮想アプライアンスの提供は，クラウド
システムの導入，および増設（構成変更）に関す
る作業の短手番，簡単化を実現してきた。本章では，
クラウドシステムにおけるネットワークの運用管
理に関する課題について述べる。
● テナント管理者とインフラ管理者の役割分担
クラウドシステムにおいて，ネットワークを管
理するのは，一般にテナント管理者とインフラ管
理者である。ファイアーウォールやサーバロード
バランサといった利用者向けサービスに関するテ
ナント環境（ネットワーク仮想アプライアンスな
ど）は，テナント管理者の所有（管理）となる。一方，
ネットワーク機器（物理装置）や仮想スイッチな
どのインフラ環境は，インフラ管理者の所有（管
理）となる。それぞれの管理範囲が完全に独立し
ていれば問題ないが，実際にはそれぞれのトラブ
ルが相互に影響する。このため，解決に当たっては，
両者で協同して作業することが多くなる。どちら
か一方の問題であっても，他方が調査などに対応
せざるを得ないケースも多い。
● 物理ネットワークと仮想ネットワーク
（1） 関係性の把握（関連付け）
クラウドシステムでは，同一物理ネットワーク
上で，テナントごとに仮想ネットワークを自由に
構築できる。このため，物理ネットワークと仮想
ネットワークの構成情報の照合や関係性の把握が
難しい。特に，自由に変更される仮想ネットワー
クの最新状態の把握は人手では困難である。
（2） ネットワークトラブルの影響範囲の把握
ネットワーク機器の障害など，物理ネットワー
クの問題がどの仮想ネットワークに影響を及ぼす
のか，また，ネットワークにつながっているサーバ・
VMやストレージにどう波及するのかといった影響

ネットワーク運用管理の課題
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にマークを付けると，関連する他方のレイヤーの
リソースにマークが付くため，これらの関係性を
把握できる。例えば，図-3では，物理ネットワー
ク上でIPCOM VX（ファイアーウォールとサーバ
ロードバランサの二つの機能を持つ仮想アプライ
アンス）のアイコンに一つマークを付け，仮想レ
イヤーに切替えると，マークしたIPCOM VX（物
理装置）を使用している二つのシステム（テナント）
が分かる。更に，そのシステムで使用されている
ファイアーウォールとサーバロードバランサのア
イコンにもマークが付く。このため，それぞれの
関係性を容易に把握できる。
（3） 物理と仮想ネットワークの影響範囲の可視化
サーバとネットワーク装置の接続性（構成情報）
が把握できる。このため，先に述べた物理と仮想
ネットワークの関連付け機能と組み合わせること
で，片方のレイヤーで発生した障害が他方のレイ
ヤーでどこに影響が及ぶのか，更に接続先のどの
サーバやVMに影響が及ぶのかまで把握できる。こ
のため，トラブル発生時に影響を受ける利用者へ
の即時連絡・確認ができる。
新ネットワークビューアにおいても，システ
ムの一括自動配備同様，マルチベンダー・マル
チハイパーバイザーに対応している。今後は，
OpenStackも含めたネットワークのセルフ化・可

視化を強化し，ネットワーク統合運用管理基盤の
位置づけで，現場のネットワーク運用・トラブル
対応の簡易化，迅速化に向けてエンハンスして
いく。

む　　す　　び

RORのネットワーク機能は，富士通のSDNアー
キテクチャーに沿ったハードウェア製品との密連
携，OSSクラウドネットワーク基盤の取り込みに
よる標準化とエコシステム対応，更にネットワー
クセルフ化と可視化による他社差別化機能強化と
エンハンスしている。今後も最新技術の取り込み
と現場の声を反映し，SDNによるクラウドシステ
ムの更なる柔軟性，運用性の向上を目指していく。
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