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Windows Server 2012 R2
によるネットワーキングの
再検討
概要

利用可能なデータの飛躍的な増加によって、IT 記憶域の確保が大きな課題と
なっています。企業ネットワークの場合、ビッグ データによってネットワーク
の需要が絶えず増加しています。このような現実に加えて、今日の大幅に仮想化
されたインフラストラクチャが、ネットワークのパフォーマンスに多大な影響を
及ぼしています。
Windows Server 2012 R2 では、ネットワーキング機能が拡張されており、ワー
クロードの仮想化、セキュリティの強化、アプリケーションの継続的可用性の確
保、および既存のリソースのパフォーマンスの強化をより容易に達成できます。
これらの拡張機能は、仮想マシンの集約密度、モビリティ、および可用性の向上
に役立ちます。
このホワイトペーパーでは、ネットワークに関するさまざまな課題について検討
し、それぞれの課題に対処するための Windows Server 2012 R2 の新機能と拡
張機能について明らかにします。また、マルチテナント環境での Hyper-V サー
バーのスケール アウト方法と、Hyper-V サーバー上で実行されるワークロード
について詳細に説明します。このシナリオでは、それぞれが連携してスケーラビ
リティ、信頼性および高可用性に優れたアプリケーションを実現するすべての
サービスと機能が登場します。
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以下の表は、Windows Server 2012 R2 および System Center 2012 R2 のネットワーキングに関連する新機能
と拡張機能の一部をわかりやすくまとめたものです。

レイヤー

機能

説明

ソフトウェア定義

Hyper-V ネットワーク

マルチテナントの分離および管理容易性を目的とする、物理

ネットワーク

仮想化 (HNV)

ネットワーク インフラストラクチャからの仮想ネットワーク

ソフトウェア定義

Hyper-V 拡張可能スイッチ

仮想マシンを物理ネットワークに接続するための、プログラム

ネットワーク

の抽象化。

によって管理される拡張可能な機能を提供するレイヤー 2 仮
想インターフェイス。

ソフトウェア定義

マルチテナント

ネットワーク

VPN ゲートウェイ

ターの外部にある仮想ネットワーキング環境をホスト型クラ

ソフトウェア定義

OMI によるネットワーク

データセンターのデバイスおよびプラットフォーム抽象化の

ネットワーク

スイッチ管理

DMTF 標準。

ソフトウェア定義

ソフトウェア定義

物理および仮想ネットワークの各種コンポーネント用のパー

ネットワーク

ネットワークの

NVGRE ルーティングを使用して、プライベート データセン
ウド環境に容易に拡張できるゲートウェイ。

トナーのソリューション。

パートナーのエコシステム
継続的可用性

SMB マルチチャネルによる

SMB セッションでの冗長ネットワーク パスのサポート。

ネットワーク フォールト
トレランス
継続的可用性

高可用性 DHCP サービス

負荷分担またはホット スタンドバイ モードでのエンタープ

継続的可用性

ネットワーク QoS

仮想マシン (VM) の移行時に VM と共に移動するポリシー

継続的可用性

NIC チーミング

あらゆる NIC グループの OS 標準の LBFO サポート。

次世代の

SMB ダイレクト (RDMA)

RDMA NIC を活用し、ネットワークへの負荷が高いワーク

ハードウェアの

ライズ DHCP サービスのフェールオーバーのサポート。

を使用した、利用可能な VM 帯域幅の管理。

ロードに対して CPU オフロードを実行するパフォーマンス
強化機能。

パフォーマンス
次世代の

仮想 Receive Side Scaling

ハードウェアの

(vRSS)

論理プロセッサを持つ VM に拡張可能。

動的 VMQ

Hyper-V 仮想スイッチ要求の効率的な処理のためのプロセッ

受信側ネットワーク処理タスクの効率的な CPU 配分。複数の

パフォーマンス
次世代の
ハードウェアの

サ コアの動的割り当て。

パフォーマンス
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次世代の

シングル ルート I/O 仮想化

ハードウェアの

(SR-IOV)

ンス ブースター。VM からの直接的な NIC 機能の呼び出し

簡略化された

Windows Server 2012 R2 IP

仮想ネットワーク アドレス空間をサポートする、OS 標準の

管理容易性

アドレス管理 (IPAM)

IP アドレス空間およびサービス管理インフラストラクチャ。

簡略化された

Windows PowerShell の

広範な自動化およびスクリプト処理環境全体。

管理容易性

サポート

簡略化された

Hyper-V リソース計測

Hyper-V リソース管理およびテナントリソース消費量の追跡

Hyper-V リモート ライブ監視

リモート サーバー上のネットワーク トラフィックを監視す

簡略化された

System Center 2012 R2

プライベート クラウド インフラストラクチャを大規模に管

管理容易性

Virtual Machine Manager

簡略化された

System Center 2012 R2

管理容易性

Operations Manager

ストラクチャの詳細な監視と管理のための、System Center

ハイブリッド

クロスプレミス接続

セキュリティで保 護されたサイ ト間 (S2S) ゲー トウェイ

パフォーマンス

管理容易性
簡略化された
管理容易性

クラウド

SR-IOV 対応 NIC を持つ VM のネットワーク パフォーマ
を処理。

およびレポート ツール。

るメカニズム。

理できる、System Center 2012 R2 スイートのコンポーネン
ト。
エンド ツー エンドのサービスおよびネットワーク インフラ
2012 R2 スイートのコンポーネント。

サービス。企業とホスティング サービス プロバイダー間のク
ロスプレミス接続で複数のクライアントおよび VPN をサ

ネットワーキング

ポート。

ハイブリッド

プライベート クラウドと

クラウド

Azure/ホスティング サービス

ネットワーキング

プロバイダーとの接続

仮想ネットワーク トラフィックの分離および NVGRE ルー
ティングをサポートする、Windows Azure へのセキュリティ
で保護されたマルチテナント仮想ネットワーキング ゲート
ウェイ サービス。
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課題

今日では、ネットワーキングの需要がこれまでになく増加しています。企業デー
タの飛躍的な増加に伴ってネットワークの需要は絶えず増大しており、この増大
速度に遅れることなく対処することは、IT 専門家の大きな課題の 1 つとなって
います。ビッグ データやソーシャル ネットワーキング データが大量に流入す
るなか、IT スタッフは、情報のアーカイブの作成、格納、およびレポートのた
めの効率的な方法を見つける必要があります。また、インフラストラクチャの進
化という課題もあります。IT スタッフは新たなインフラストラクチャを既存の
環境に統合する方法を探し出す必要があります。たとえば、プライベート クラ
ウドおよびパブリック クラウド実装の組み込みは、比較的新しい統合要素です
が、これらの実装をワークプレースで活用することを望む企業はしだいに増加し
ています。このような移動要素のなかには重複しているものもあり、進むべき最
適な経路の輪郭が明確ではありません。
このような枠組みの中で、ますます多くの企業が、実現可能なソリューションと
して仮想化に頼っています。この目的に向けて、IT スタッフは、現在のアーキ
テクチャに仮想化を統合するための有効なリソースを見つける必要があります。
その際には、多くの課題に直面する可能性があります。以下に、大規模なマルチ
テナント環境で顕著に見られる課題をいくつか示します。
•

物理ネットワークには、ソフトウェア定義ネットワークの持つ柔軟性が

•

エンド ツー エンドのネットワーク監視ツールとトラブルシューティン

欠けている。
グ ツールによって、アプリケーションの継続的可用性 (CA) と保証さ
れたサービス品質 (QoS) をデータセンターからホスト型環境にまで拡
張する必要がある。
•

仮想ワークロードで NUMA や RDMA などのハードウェア技術革新を

•

既存のハードウェアから最大限のパフォーマンスを引き出す必要がある。

利用する必要がある。
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Windows
Server
2012 R2
ネット
ワーキングの
概要

Windows Server 2012 R2 では、仮想ネットワーキング分野の新たなテクノロ
ジと拡張テクノロジを多数導入しています。これらのテクノロジは、Hyper-V
ネットワーク仮想化 (HNV) インフラストラクチャのセットアップ、管理、およ
びトラブルシューティングを容易化します。HNV によって、ホストが稼働する
物理ネットワークと仮想化ワークロードが稼働する論理ネットワーク間に、きわ
めて必要性が高い抽象化レイヤーが企業に確保されます。
物理ネットワークには、複数の仮想ネットワークをサポートし、かつ各ネット
ワークを分離する能力が必要です。仮想ネットワークには、複数の物理ネット
ワークにまたがる能力が必要です。これらのニーズは PVLAN のセットアップの
範囲を越えます。HNV は、Hyper-V 拡張可能スイッチ、マルチテナント ゲー
トウェイ サービス、および System Center 2012 を介した高度なパケットの
フィルタリングとルーティングによって、この柔軟性を提供します。Hyper-V 拡
張可能スイッチは、カスタマーおよびパートナーに、フィルタリング、監視、パ
ケット レベルのリダイレクトなど、アプリケーションまたはテナントの要件を
満たすために必要なレイヤー 2 機能を追加するための、オープン開発フレーム
ワークを提供します。
SMB マルチチャネルおよびネットワーク サービス品質 (QoS) では、アプリ
ケーション共有で複数のパスが利用可能であることと、SLA によって規定された
レベルでアプリケーションが機能するために必要な十分な量の帯域幅がアプ
リーションに確保されていることが保証されるため、物理および仮想ネットワー
クでのアプリケーションの可用性の向上が促進されます。
また、DHCP フェールオーバーなど、ネットワーク インフラストラクチャの可
用性の向上によって、DHCP サービスの停止を確実に回避します。Windows
Server 2012 以上の DCHP サーバーは、パートナーの DCHP サーバーと
フェールオーバー関係を維持して動作させることが可能になりました。この連携
は、負荷分担モード (フォールト トレラント) またはホット スタンバイ モード
(高可用性) で運用できます。この機能を通じて、ネットワーク管理者は、DHCP
サーバーのトポロジからエンタープライズ DHCP のスコープにサービスを提供
できます。
Windows Server 2012 および R2 では、仮想化ワークロード内の新たな業界
標準のハードウェア テクノロジを利用するために、SMB ダイレクトの実装によ
るファイル サーバーへのリモート ダイレクト メモリ アクセス (RDMA) を
サポートしています。ネットワーキングの需要が高い仮想化ワークロードでは、
シングル ルート IO 仮想化 (SRIOV) によって、ホストで使用されている物理
NIC またはこのチームが 1 つ以上の VM に直接接続されます。この直接接続
では、Hyper-V 仮想スイッチがバイパスされ、NIC の仮想機能が VM ネット
ワーク アダプターに直接マップされるため、VM へのスループットが高速化さ
れます。
また、Windows Server R2 は Receive Side Scaling (RSS) 機能も備えてい
ます。RSS では、ネットワーク バッファーのクリア ジョブがすべての CPU に
分散されます。Windows Sever 2012 ではこの機能はホスト コンピューターの
み に制 限さ れて いま した 。も う 1 つの 新機 能で ある 仮想 Receive Side
Scaling (vRSS) は、RSS を基盤として、この機能を VM に拡張したものです。
vRSS では、VM に割り当てられたすべての仮想プロセッサを使用してその VM
のネットワーク バッファーをクリアできます。この変更によって、10 および
40 GB のイーサネット スループットを制限する可能性がある CPU のボトル
ネックを排除できるため、ホスト上の VM のネットワーキング機能が大幅に向
上します。
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スケーラビリティについては、
Windows Server R2 は、
データセンターの IP ア
ドレス空間のあらゆる面の管理、追跡、およびレポートが可能な集中または分散
管理コンソールとして、IP アドレス管理サーバー (IPAM) を提供します。
IPAM では、DHCP および DNS サーバーのグループを集中コンソールから管理
し、サーバー グループに変更を一括適用できます。さらに、ネットワーク管理
者は PowerShell を使用して、高度なサービスのスクリプトおよび展開オプ
ションをセットアップできます。また、PowerShell では、インターフェイス ト
レーニングの必要性が軽減され、構成エラーのリスクも減少します。System
Center 2012 R2 Virtual Machine Manager も、計算、記憶、およびネット
ワーキングのニーズを大規模に管理できる単一の制御プレーンを提供すること
によって、プライベート クラウドと VM の管理容易性を大幅に高めます。
オンプレミスの Hyper-V ホストと、ホスティング サービス プロバイダーが提
供するハイブリッド クラウド環境とのギャップを埋めるために、Windows
Server 2012 R2 では、さまざまなホスティング サービス プロバイダーへのク
ロスプレミス接続機能と、Azure へのプライベート クラウドのシームレスな接
続サービスおよびツールを提供します。
このホワイトペーパーでは、これらの機能を実現する次の 5 つのカテゴリの機
能とサービスについて重点的に説明します。
1.

高度なソフトウェア定義ネットワーク

2.

継続的可用性の提供

3.

ハイパフォーマンス ネットワーキング

4.

簡略化されたデータセンター管理

5.

ハイブリッド クラウドでのネットワーキング

Windows Server 2012 および 2012 R2 のすべてのネットワーキング機能の
詳細については、
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831357.aspx を 参 照 し て く
ださい。
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ソフトウェア定義
ネットワーク
ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) では、ソフトウェアによってネットワー
クを動的に管理できます。SDN は、既存のネットワーク デバイスを新しい
“SDN 対応デバイス” に置き換えることを意味するのではありません。ほとんど
の場合、最も柔軟でコスト効率の高いネットワーク インフラストラクチャは、
既に確保されています。ニーズとモダン データセンターの需要に合わせて既存
のネットワークをスケーリングできる場合は、SDN に頼る必要はあまりありま
せん。しかし、多くの企業では、更新が複雑でコストが高くつく、配線で接続さ
れた柔軟性に欠けるソリューションに対処する必要があります。このような企業
の場合、こうした課題の解決策として次の 2 つのアプローチのいずれかを採用
できます。
•

仮想ネットワーク/ネットワーク オーバーレイを分離する

•

コントローラーを一元化する

分離された仮想ネットワーク/ネットワーク オーバーレイは、基になるネット
ワーク ハードウェアから抽象化されて、物理ネットワークの上部に存在します。
仮想ネットワークはソフトウェアによって定義されるため、管理者は仮想ネット
ワークを一元的に作成および管理できます。アプリケーションのニーズに応じて
テンプレートを使用することで、データセンター全体で展開とレプリケーション
を容易に行えます。これは管理上のオーバーヘッドの大幅な削減に役立ちます。
また、エラーが発生しやすい日常的な多数のタスクが仮想ネットワーク定義の一
部として自動化されます。カスタマーは、アプリケーションの記述方法を変更す
ることなく、既存のハードウェアへの投資を活用できます。このカテゴリに属す
る ソ リ ュ ー シ ョ ン の 2 つ の 例 と し て 、 Hyper-V ネ ッ ト ワ ー ク 仮 想 化 と
VMware の Nicira があります。
コントローラーを一箇所に集中させることで、物理ネットワーク インフラスト
ラクチャが一箇所から直接、管理できます。多くの場合、この機能がネットワー
クのプログラミング API と組み合わされることで、ソフトウェア、さらに潜在
的にはアプリケーションに、ネットワークをプログラミングする能力と、現在の
ニーズに応じて処理中にネットワークを動的に構成する能力が提供されます。こ
のようなソリューションでは、これらの機能を公開するためにスイッチとルー
ターが必要となり (Southbound API)、またアプリケーションがこれらの機能を
使用するために、標準化されたインターフェイスが必要となります
(Northbound API)。このようなアプローチの例として、OpenFlow と Cisco
One Platform Kit があります。ソフトウェアによってネットワークが直接構成
されるため、この機能を利用できるようにソフトウェアを記述しなおす必要があ
ります。このような詳細な制御によって、大規模なデータセンター内で実行され
るカスタム アプリケーション、ネットワーク診断ツール、信頼性の高い接続を
必要とするアプリなどのパフォーマンスが向上する可能性があります。
SDN の基盤はネットワーク仮想化です。ネットワーク仮想化は、VM 間の分離
だけでなく、複数の物理 IP サブセットまたは物理データセンターにまたがる共
通仮想ネットワークへの VM の統合にも役立ちます。ネットワーク仮想化では、
カプセル化と仮想ネットワーク ID ヘッダーを使用して、ポリシーに基づく VM
間トラフィックのフィルタリングとルーティングが行われます。ネットワーク仮
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想化では、物理 VLAN 間の近接性の制限に対処するために、同じ仮想ネットワー
ク上の 2 つの VM 間でパケットがルーティングされます。このルーティングは、
2 つの VM が異なるデータセンターに配置されている場合でも行われます。
ネットワーク仮想化では、基になる物理ネットワーク インフラストラクチャか
らのアプリケーションおよびワークロードの抽象化が可能なため、アプリケー
ションやワークロードの要件の充足も容易化されます。
サーバーを仮想化する場合と同様に、テナントのアドレス空間とホスティング
サービス プロバイダーのアドレス空間全体で整合性を維持しながら、無停止で
アプリケーションおよびワークロードを処理できる、整合性があり反復可能な論
理ネットワーク抽象化が必要です。たとえば、マルチテナント シナリオでは、IP
アドレス、スイッチ、ロード バランサーなどの物理ネットワーク要素の仮想抽
象化が必要です。また、ネットワーク抽象化では、物理ネットワークと仮想ネッ
トワーク間のトラフィック フローなど、これらのネットワークの両方を制御す
るポリシーの集中的な定義および管理が可能です。このようなネットワーク ポ
リシーを、新しいワークロードの展開時や仮想化または物理ネットワークでの移
動時も含めて常に整合性のある方法で大規模に実装できる能力は、SDN の機能
の中核です。SDN では、物理ネットワーク上に論理ネットワークがオーバーレ
イされます。この場合、物理ネットワークを単独で使用した場合よりも高い制御
および柔軟性が確保されます。ネットワーク仮想化は、あらゆる環境をサポート
するようにネットワークを構成できる柔軟性および制御機能と、他の仮想ネット
ワークに対して変更を反復適用するために必要な自動化機能を IT 専門家に提
供します。SDN のコア イネーブラーの 1 つは、Hyper-V 拡張可能スイッチ
です。Hyper-V 拡張可能スイッチは、充実した仮想スイッチ機能セットの上部
にパートナーおよびカスタマーがさらに機能を追加することを可能にするオー
プン プラットフォームです。ここでの目標は、ソフトウェアの能力を使って、
パケットの転送、フィルタリング、取り込みなどのアクティビティを実行するこ
とです。
複数のサービスが同じ物理ネットワーク インフラストラクチャを共有するとい
う状況にあるなか、VM 間でのトラフィックおよび通信の分離の必要性がこれま
でになく重要になっています。Windows Server 2012 R2 は、記憶域、ネット
ワーク、およびサーバー管理ツールでのより適切な対話的操作を通じて、問題の
トラブルシューティング、切り分け、および修正を簡単にします。物理ネットワー
クには仮想ネットワークの持つ柔軟性はまったくありません。Hyper-V ネット
ワーク仮想化によって作成した仮想ネットワークでは、基になる物理インフラス
トラクチャの複雑性が隠され、ワークロードのプロビジョニングの担当者にはこ
の複雑性が意識されません。
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Hyper-V ネットワーク
仮想化 (HNV)
ネットワーク仮想化の概念は、ほとんどの管理者に
とって新しいものではありません。多くの管理者は、
常に物理ネットワークと VLAN を活用してネット

HNV の概要
•

を行うネットワークの抽象化を作成
•

ラウド コンピューティング環境への移行に伴って、
IT スタッフが取り組まなければならない新たな課題
が発生しています。

ポリシーに基づいて反復可能な仮想
ネットワーク展開を提供

•

Windows Server 2012 お よ び
System Center 2012 R2 Virtual

ワーク サービスの接続とサービス間の分離を行って
います。しかし、プライベートおよびハイブリッド ク

物理ネットワークおよび VM が通信

Machine Manager で利用可能
•

テナントの分離および外部ホスティン
グ サービス プロバイダーとの統合が
容易

仮想化における課題
•

テナントの VM の分離

•

仮想化され分離されたネットワークの容易な展開

•

分離境界変更時の実稼働スイッチの変更の必要性

•

VLAN を複数のサブネットにまたがらせることができないことによる、個別 VLAN のノード数の制限
と、物理ロケーションに基づく VM の配置制限

ソリューション
企業でマルチテナント仮想化環境を導入する場合、リソースをテナント間で分離する必要がありますが、この場合、
物理ネットワーク インフラストラクチャへの高コストの複雑な変更の適用は避ける必要があります。ネットワーク
のパフォーマンスを模倣する抽象化レイヤーを物理ネットワーク上に適用する機能が必要です。たとえば、カスタ
マーによっては、社内で開発、テスト、実稼働用のネットワークを使用し、各ネットワークを部門ごとのポリシーに
基づいて動作させたい場合があります。
仮想化テクノロジと記憶域テクノロジの発達によって、計算、ネットワーク、および記憶域の各資産の仮想化がます
ます容易になっています。マイクロソフトでは、Hyper-V ネットワーク仮想化を通じて、サーバーの仮想化の概念
を拡張し、重複する IP アドレスを持つ可能性がある複数の仮想ネットワークを同じ物理ネットワーク上で展開する
ことを可能にしています。IT 部門は、物理インフラストラクチャとは無関係に、専用の仮想ネットワークごとにト
ラフィックを分離するポリシーを設定できます。

VM の分離
共有ネットワークでは、部門やカスタマーごとに VM または VM ネットワーク全体を分離することが難しい場合が
あります。従来、企業におけるネットワークの分離には VLAN が使用されています。しかし、VLAN の場合、大規
模になると管理が非常に複雑になることがあります。
ほとんどのネットワーク トラフィックでは TCP/IP が使用されるため、レイヤー 3 ネットワーク通信の基本的な
アドレスは IP アドレスです。IP アドレス空間をクラウドに移動する場合、データセンターの物理およびトポロジ
上の制限に対処するためにアドレスを変更する必要が生じます。IP アドレス番号の再割り当ては非常に面倒です。
なぜなら、IP アドレスに基づいて関連ポリシーも更新する必要があるためです。データセンターの物理的なレイア
ウトは、そのデータセンター内の個別サーバー、ブレード、またはラックで実行される VM に使用できる潜在的な IP
アドレスに影響します。データセンターでプロビジョニングされる各 VM では、その IP アドレスに関連する選択
肢および制限に従う必要があります。データセンター管理者は、通常、そのデータセンターのアドレス空間内の IP ア
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ドレスを VM に割り当てます。この割り当てに伴って、VM の所有者が、元のサーバー IP アドレスに基づいて設
定された分離ポリシーを調整する必要が生じます。この番号の再割り当ては非常に複雑なため、企業の多くは、新し
いサービスのみをクラウドに展開し、既存のアプリケーションは変更しないことを選択します。
HNV では、各仮想マシンに、カスタマー アドレス (CA) とプロバイダー アドレス (PA) の 2 つの IP アドレス
が割り当てられます。
•

CA は、
カスタマー自身のイントラネット インフラストラクチャに基づいてカスタマーが割り当てる IP ア
ドレスです。
-

このアドレスは、カスタマーの IP アドレス空間との整合性を維持するために、カスタマーの VM
およびアプリケーションで使用されます。

•

CA は VM から可視であり、カスタマーからアクセス可能です。

PA は、ホストの物理ネットワーク インフラストラクチャに基づいてホストが割り当てる IP アドレスです。
-

PA は、(Hyper-V スイッチによって内部転送されるものではなく) 配線に送られるパケットで使

-

PA によって、宛先 VM が配置されている適切な物理ホストにパケットがルーティングされます。

用されます。
PA は物理ネットワークでは可視ですが、VM からは可視ではありません。
-

CA のレイヤーは、PA のレイヤーによって実装される基になる物理ネットワーク アドレスから切
り離された、カスタマーの仮想化されたネットワーク トポロジと整合しています。

HNV を使用することで、2 つの仮想ネットワークを同じ PA アドレス空間にオーバーレイし、ネットワーク仮想化
ポリシーで定義された抽象化レイヤーに基づいて 2 つのネットワーク間を完全に分離できます (図 1 を参照)。2
つの Hyper-V ホスト間の通信では PA アドレス空間が使用されますが、VM 間のトラフィックが配線に送られる
のは、宛先 VM が別の Hyper-V ホスト上に存在する場合に限られます。パケットに仮想ネットワーク ヘッダーが
設定されることで、宛先 Hyper-V ホスト上の Hyper-V スイッチによるパケットの配信が可能になります。ここで
機能するカプセル化プロトコルは NVGRE です (これについては、この後すぐ説明します)。
Blue での
表示

Orange での
表示
SQL Server

Web

SQL Server

Web

実際の処理
プロバイダー アドレス空間 (PA)

SQL Server

SQL Server

Web

Web

カスタマー アドレス空間

図 1: HNV を使用した、同じ PA アドレス空間への 2 つの仮想ネットワークのオーバーレイ
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HNV パケット フロー
HNV では、NVGRE カプセル化プロトコルを使用して、

また、NVGRE では、GRE ヘッダーに TNI 値が挿入

2 つの HNV ネットワークのパケット フローを分割

されることで、個別 TNI が分離されます。

できます。NVGRE (Generic Routing Encapsulation
によるネットワーク仮想化) が提供するネットワーク

このプロセスでは、ネットワーク仮想化フィルター

仮想化方法では、カプセル化とトンネリングによって、

(NV フィルター) が重要な役割を果たします。NV

分散したデータセンターに広がるサブネット用に多数

フィルターは、Hyper-V 仮想スイッチを通過するパ

の VLAN を作成できます。これは、オンプレミス環境

ケットを調べることによって、そのパケットの送信前に

とクラウド環境全体でのマルチテナントおよび負荷分

宛先の仮想ネットワーク (VSID) を特定し、VM が宛

散ネットワークの共有を可能にすることを目的として

先 VSID/VM と通信可能なことを確認します。宛先

います。

VM がローカルである場合、パケットは物理ネットワー
クに送信されません。

NVGRE は、IEEE 802.1Q の仕様に基づく利用可能な
VLAN 数の制限に起因する問題を解決するために開発

図 2 は、仮想ネットワーク BLUE 上のサブネット

されました。複雑な仮想化環境の場合、この制限数では

10.10.10.x を示しています (仮想ネットワーク名は

不十分なことが多く、分散したデータセンターに対応す

カスタマーまたはテナントを表します)。このサブネッ

るためにネットワーク セグメントを長距離にわたって

トには、分離された VM が 2 つあります (Blue1 と

拡張することが困難になっていました。

Blue2)。この仮想ネットワークは、2 つの物理 IP サ
ブネット (192.168.2.X と 192.168.5.X) にまたが

NVGRE には、24 ビットのテナント ネットワーク識

ります。各 VM はそれぞれ別の Hyper-V ホスト上に

別子 (TNI) の特定によるマルチテナント ネットワー

配置されており、これらのホストはプロバイダーの物理

ク に 関 連 す る 問 題 の 解 決 や 、 Generic Routing

IP ネットワーク 192.168.X.X に存在します。

Encapsulation (GRE) の使用などの重要な機能が含ま

2 つの Hyper-V ホストはそれぞれ別の物理 IP ネッ

れています。TNI は、分離された仮想レイヤー 2 ネッ

トワークに存在しますが、仮想ネットワークでは、

トワークの作成に使用されます。このネットワークは、

Hyper-V 仮想ネットワークと NVGRE カプセル化を

単一の物理レイヤー 2 ネットワークに制限すること

使用して、2 つの VM 間で、セキュリティで保護され

も、サブネットの境界を越えて拡張することも可能です。

たレイヤー 2 通信が提供されます。

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.10
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

1. 10.10.10.11 はどこにあるか。

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

ネットワーク仮想化

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

win

192.168.5.12
MACDA2

図 2: Blue1 から Blue2 へのパケットの送信プロセス
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10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ

1. 10.10.10.11 はどこにあるか。
2. 10.10.10.11 の 場 所 を 検 出 す るた め に Blue1
が ARP パケットを送信する。

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

win

192.168.5.12
MACDA2

図 3: 10.10.10.11 の場所を検出するために、Blue1 が ARP パケットを送信する。仮想スイッチによって ARP 要求が

読み取られ、物理ネットワークに送信する必要があるかどうかが判別される。
10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信
VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

1. 10.10.10.11 はどこにあるか。
2. 10.10.10.11 の 場 所 を 検 出 す る た め に Blue1 が
ARP パケットを送信する。
3. Hyper-V スイッチが VSID 5001 で ARP をブロー
ドキャストする。

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

win

192.168.5.12
MACDA2

図 4: Hyper-V スイッチが VSID 5001 で ARP をブロードキャストする。

VSID 5001 は BLUE ネットワークに割り当てられた仮想ネットワーク ID です。これは仮想ネットワーク ID で
あるため、この仮想ネットワーク上でのみ ARP ブロードキャストが送信されます (配線には送信されません)。

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

1. 10.10.10.11 はどこにあるか。
2. 10.10.10.11 の場所を検出するために Blue1 が ARP パケッ
トを送信する。
3. Hyper-V スイッチが VSID 5001 で ARP をブロードキャス
トする。
4. その後、Hyper-V スイッチはネットワークの残りの部分に
ARP をブロードキャストするが、NV フィルターによってイン
ターセプトされる。
注: 物理ネットワークには ARP はブロードキャストされない。

192.168.2.10
MACDA1

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

win

192.168.5.12
MACDA2

図 5: その後、Hyper-V スイッチはネットワークの残りの部分に ARP をブロードキャストするが、パケットは NV フィルターによっ
てインターセプトされる。
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その後、Hyper-V スイッチはネットワークの残りの部分に ARP をブロードキャストしますが、パケットは NV
フィルターによってインターセプトされます。NV フィルターは Blue1 と Blue2 間のトラフィックを分離し、ブ
ロードキャストが物理ネットワークに送信されないようにします。
10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

1. 10.10.10.11 はどこにあるか。
2. 10.10.10.11 の 場所 を検 出 する ため に Blue1 が ARP パ
ケットを送信する。
3. Hyper-V スイッチが VSID 5001 で ARP をブロードキャストする。
4. その後、Hyper-V スイッチはネットワークの残りの部分に
ARP をブロードキャストするが、NV フィルターによってイ
ンターセプトされる。
注: 物理ネットワークには ARP はブロードキャストされない。
5. NV フィルターはポリシー テーブルをチェックし、Blue2
MAC で応答する。

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

ARP テーブル
10.10.10.11

34:29:af:c7:d9:12

192.168.2.10
MACDA1

192.168.5.12
MACDA2

win

図 6: NV フィルターはポリシー テーブルをチェックし、Blue2 MAC で応答する。

10.10.10.11 はどこにあるか。

10.10.10.10
Blue1

34:29:af:c7:d9:12

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信
1. 10.10.10.11 はどこにあるか。
2. 10.10.10.11 の場所を検出するために Blue1 が ARP パケットを
送信する。
3. Hyper-V スイッチが VSID 5001 で ARP をブロードキャストする。
4. その後、Hyper-V スイッチはネットワークの残りの部分に ARP をブロー
ドキャストするが、NV フィルターによってインターセプトされる。
注: 物理ネットワークには ARP はブロードキャストされない。
5. NV フィルターはポリシー テーブルをチェックし、Blue2 MAC で応
答する。
6. NV フィルターから Hyper-V スイッチに、さらに Blue1 へと ARP
応答が返される。

VSID 5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

ARP テーブル
10.10.10.11

34:29:af:c7:d9:12

192.168.2.10
MACDA1

win

192.168.5.12
MACDA2

図 7: NV フィルターから Hyper-V スイッチに、さらに Blue1 へと ARP 応答が返される。

10.10.10.10
Blue1

MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信
パケット

Hyper-V スイッチ

7. Blue1 は Blue2 宛てのパケットの作成を開始
し、Hyper-V スイッチにパケットを送信する。

Hyper-V スイッチ

VSID ACL 適用

VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

ネットワーク仮想化

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

win

192.168.5.12
MACDA2

図 8: Blue1 は Blue2 宛てのパケットを作成して Hyper-V スイッチに送信する。
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MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

10.10.10.10
Blue1

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用

7. Blue1 は Blue2 宛てのパケットの作成を開始し、
Hyper-V スイッチにパケットを送信する。
8. Hyper-V スイッチによって VSID が付加される。

Hyper-V スイッチ

5001 MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

ネットワーク仮想化
パケット

VSID

ポリシー適用
ルーティング

VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化

オン

IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

192.168.5.12
MACDA2

win

図 9: Hyper-V スイッチによって VSID ヘッダーが付加される。この VSID ヘッダーに基づいて、NVGRE によってパケットが適切な
仮想ネットワークにルーティングされる。

10.10.10.10
Blue1

MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

7. Blue1 は Blue2 宛てのパケットの作成を開始し、
Hyper-V スイッチにパケットを送信する。
8. Hyper-V スイッチによって VSID が付加される。
5001 MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

9. NV フィルターによって、
Blue1 が Blue2 への接続を許可さ
れているかどうかチェックされ、その後 GRE パケットが作
成されて物理ネットワークに送信される。
MACP1 -> 192.168.2.10 ->
MACP2
192.168.5.12

5001

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
パケット

192.168.2.10
MACDA1

VSID

GRE

ポリシー適用
ルーティング

MACB1 -> 10.10.10.10. ->
MACB2
10.10.10.11

win

192.168.5.12
MACDA2

図 10: NV フィルターによって、Blue1 が Blue2 に接続できるかどうかがチェックされる。その後、GRE パケットが作成され、物理
ネットワークに送信される。

10.10.10.10
Blue1

MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

10.10.10.11
Blue2

ネットワーク仮想化のパケット フロー
Blue1 から Blue2 への送信

Hyper-V スイッチ
VSID ACL 適用
ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

192.168.2.10
MACDA1

7. Blue1 は Blue2 宛てのパケットの作成を開始し、
Hyper-V スイッチにパケットを送信する。
8. Hyper-V スイッチによって VSID が付加される。
5001

MACB1 -> MACB2 10.10.10.10. -< 10.10.10.11

9. NV フィルターによって、Blue1 が Blue2 への接続を許
可されているかどうかチェックされ、その後 GRE パケッ
トが作成されて物理ネットワークに送信される。
MACP1 -> 192.168.2.10 ->
MACP2
192.168.5.12

パケット

VSID ACL 適用

ネットワーク仮想化
IP 仮想化
ポリシー適用
ルーティング

5001 MACB1 -> 10.10.10.10. ->
MACB2
10.10.10.11

10. 受信側ホストでは、反対のプロセスが実行される – NV フィ
ルターによって GRE が除去され、VSID 情報が引き出され
て、パケットが Hyper-V スイッチに渡される。Hyper-V ス
イッチで、VSID が削除され、パケットが Blue2 VM に送信
される。

VSID

Hyper-V スイッチ

win

192.168.5.12
MACDA2

図 11: GRE ヘッダーが Blue2 から除去される。Hyper-V スイッチによって、VSID 情報に基づいてパケットが Blue2 VM に送
信される。
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カスタマーは、HNV を使用することで、基になる物理

ルな System Center Virtual Machine Manager 2012

ネットワーク インフラストラクチャを変更することが

やパートナーの拡張機能と組み合わせて使用すること

なく、Hyper-V でマルチテナント環境をホスティング

で、ハードウェアの変更や新たなベンダー ソリュー

できます。ネットワーク管理者は、HNV を通じて、必

ションへの投資を必要とすることなく、あらゆる環境に

要な数の論理ネットワークを物理ネットワーク インフ

対応し、かつハイブリッド クラウドの全域で使用でき

ラストラクチャ上にオーバーレイすることによって、論

る柔軟性、自動化、および制御機能が確保されます。こ

理アドレス空間の分離やリモート IP ネットワークお

のテクノロジは、Virtual Machine Manager および

よびクラウド ホスティング サービス プロバイダーへ

HVN ゲートウェイ (マルチテナント VPN ゲートウェ

の論理アドレス空間の拡張を行えます。HNV をパワフ

イなど) を使用して大規模に展開できます。

HVN の利点の概要:
•

仮想化され分離されたネットワークの容易な展開

•

テナントの柔軟な分離

•

VLAN の制限を解決可能

•

クラウド移行後もカスタマー IP アドレス空間を維持可能

•

ホスティング サービス プロバイダーとのエンド ツー エンド
の NVGRE カプセル化
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Hyper-V 拡張可能スイッチ
Hyper-V 拡張可能スイッチは、VM を物理ネットワークに接続するための、プログラムによって管理される拡張可
能な機能を提供するレイヤー 2 仮想インターフェイスです。

課題
•

個々の監視および管理要件を満たすための、
Hyper-V スイッチの機能のカスタマイズ

•

VM 間トラフィックに必要な監視の強化

•

既存のネットワークの柔軟性の強化

Hyper-V 拡張可能スイッチの概要:
•

スイッチの拡張機能を追加するための
新たなオープン フレームワーク

•

ワークロード レベルのセキュリティ

•

トラフィック監視のためのフル ツール

•

アウトオブバンド トラフィック パ
ターンおよび潜在的な悪用の検出が可
能

•

ステートフル パケットの検査

•

PowerShell のインストルメント化

ソリューション
Windows Server 2012 R2 では、Windows Server

既存のネットワークの柔軟性を高めるための最初の

2012 で導入された Hyper-V 拡張可能スイッチ機

ステップは、ポリシー エッジ (ACL、QoS、分離な

能がさらに強化されています。Hyper-V 拡張可能ス

どの適用) をネットワーク内の物理スイッチからホ

イッチに組み込まれた管理機能を通じて、ネット

スト上の仮想スイッチに移動することです (この移

ワーク トラフィックを管理できるだけでなく 、

動が可能な場合)。このような移動によって、既存の

Hyper-V 拡張可能スイッチ ネットワークの問題の

ネットワークの管理における整合性の向上と、ソフ

トラブルシューティングを行い、問題を解決できま

トウェアによる自動化が可能になります。拡張可能

す。Hyper-V 拡張可能スイッチによって、仮想ス

性はスイッチの重要な側面の 1 つであり、拡張可能

イッチを介して拡張機能がトラフィック フローに

性を通じて、取り込み拡張機能 (InMon の sFlow

緊密に統合されるため、ポリシー エッジをより柔軟

拡張機能など)、フィルター拡張機能 (5Nine のファ

に活用できます (図 12 を参照)。

イアウォール拡張機能など)、および転送拡張機能
(NEC の OpenFlow 拡張機能や Cisco の Nexus
1000V 拡張機能など) どうしが共存できるように
なります。
Windows Server 2012 R2 では、スイッチでファイ
アウォールに類似する機能を使用できます。拡張
ACL を使用して、発信元/宛先 IP アドレスおよび
ポート番号に基づいてトラフィックを許可または拒
否する加重ステートフル ルールを適用できるよう
になりました。この適用を通じて、VM だけでなく、
VM 上で実行されるワークロードに対しても ACL
を設定できます。
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仮想マシン

仮想マシン

親パーティション
VM NIC

ホスト NIC

VM NIC

仮想スイッチ
拡張プロトコル
取り込み拡張機能
フィルタリング拡張機能
転送拡張機能
拡張ミニポート

物理 NIC
Hyper-V 拡張可能スイッチのアーキテクチャ
図 12: Hyper-V 拡張可能スイッチによる、仮想スイッチを介した拡張機能とトラフィック フローとの緊密な統合

分離されたテナント オーバーレイの作成
仮想スイッチでポリシー エッジを設定したら、既存の

サービス プロバイダー ネットワークまたはテナント

ネットワーク上にオーバーレイを作成して、テナントの

ネットワークの問題にすばやく切り分けることができ

ネットワーキング ニーズをモデリングできます。HNV

ます。HNV は NIC チーミングと連携して動作すると

および

共に、パフォーマンスを高めるための新機能 (タスクの

System Center 2012 Virtual Machine

Manager SP1 を使用することで、各テナントは自社で
使用している IP アドレスをクラウドに持ち込めるよ
うになります。仮想スイッチによってそれぞれのテナン
ト間が分離されます。
Windows Server 2012 R2 リリースでは、DHCP サー

オフロードなど) を提供します。
さらに、Windows Server 2012 R2 では、複数のネッ
トワーク仮想化プロトコルを同じスイッチに共存させ
ることもできます。ハイブリッド転送と呼ばれるこの機
能を使用することで、スイッチによる特定の HNV ト

バーやゲスト クラスターなど、社内のネットワーク ト

ラフィックのネイティブ転送と転送拡張機能 (Cisco

ポロジのより多くの要素をクラウドに取り込めます。ま

Nexus 1000V など) による他のすべてのトラフィッ

た、HNV はより高度な診断機能を備えているため、カ

クの転送を併用できます。

スタマーから報告されたネットワーキングの問題を

拡張機能を追加するためのオープン フレームワーク
Windows Server 2012 R2 では、スイッチ拡張機能を追加するオープン フレームワークを備え、かつ PowerShell
および System Center Virtual Machine Manager SP1 以上を使用した管理を可能にする Hyper-V 拡張可能ス
イッチによって、仮想スイッチの機能が拡張されます。このようなスイッチ拡張機能として、Microsoft、内部開発
者、またはサード パーティのプロバイダーが提供する機能を使用できます。一般的な拡張機能として、パケットの
取り込み、フィルタリング、または転送機能があります。複数のスイッチ拡張機能を同時に実行して、別のサービス
への着信パケットの転送、他のパケットの種類のフィルタリング、残りのパケットの取り込みなどの、複雑で相補的
なパケット処理シナリオに対応できます。
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マルチテナント VPN ゲートウェイ
Windows Server 2012 R2 および System Center
2012 R2 の 新 機 能 で あ る マ ル チ テ ナ ン ト VPN
ゲートウェイは、単一のエントリー ポイントから、

マルチテナント VPN ゲートウェイの概要

複数のプライベート クラウドへの VPN、NAT、お

•

よび NVGRE 接続に対応する単一のゲートウェイ

ゲートウェイ (個別 VPN の実行は不

を設定し、かつ重複する NAT および NVGRE ネッ
トワークにおいても分離状態を維持する機能をカス
タマーおよびホスティング サービス プロバイダー
に提供します。プライベート クラウドを実行するカ
スタマーは、この機能を使用することによって、複

OS 標 準 の マ ル チ テ ナ ン ト NVGRE
要)

•

動的ルート更新のための BGP および

•

ホスティング サービス プロバイダーま

NAT
たは企業の S2S ゲートウェイ

数の仮想ネットワークを (各ネットワークのデータ
センターの境界を越えて) 別のプライベート デー
タセンター、または Azure などのホスト型環境に拡
張できます。

課題
•

カスタマーおよびホスティング サービス プロバイダーは、NVGRE、分離 NAT、および分離 BGP 更新を
サポートする S2S クラウド リンク向けのマルチテナント VPN ゲートウェイが必要。

•

カスタマーは、NVGRE トラフィックを認識し、かつパケットがデータセンター外に送信されるときにパ
ケットのカプセル化およびカプセル化解除を行える高可用性ゲートウェイ デバイスが必要。

ソリューション
•

Windows Server 2012 R2 のマルチテナント

•

System Center 2012 R2 Virtual Machine

VPN ゲートウェイは、複数の外部組織と、これ

Manager には、カスタマーがこのようなゲー

らの組織がホスト型クラウド内に保有するリ

トウェイを容易に展開し、高可用性に対応した

ソ ース との 間の S2S VPN リンク を介 した

構成を行えるテンプレートが付属しています。

シームレスな接続を可能にします。また、マル

また、VPN ネットワークを仮想ネットワークに

チテナント VPN ゲートウェイは、物理/仮想

マップすることもできます。Windows Server

ネットワーク、エンタープライズ データセン

2012 R2 では、ルートが動的に更新されるよ

ター、ホスティング組織、およびエンタープラ

うにするために、ボーダー ゲートウェイ プロ

イズ ネットワークと Windows Azure 間を接

トコル (BGP) を実装し、インターネット アク

続します。ゲストのクラスター化によって、ホッ

セス用にマルチテナント対応のネットワーク
アドレス変換 (NAT) を組み込んでいます。

ト スタンバイ モードに基づく高可用性が提供
されます。ダイナミック リンク ライブラリに

•

一般に、マルチテナント VPN ゲートウェイは、

•

ホスティング サービス プロバイダーが、テナ

次のシナリオで最適に動作します。

よって、アクティブ ノードからホット スタン
バイ ノードへ、またはアクティブになったスタ
ンバイ ノードへ、あらゆるルーティング構成が

ントの VM 用に、統合された S2S VPN およ

確実に同期されます。

び NAT を備える分離されたネットワークを提
供する必要がある場合。
•

企業の仮想ネットワークが複数のデータセン
ターまたは仮想ネットワーク (NVGRE 対応)
に分散しており、これらが物理ネットワーク
(NVGRE 非対応) と通信する場合。
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DNS SQL DC

Contoso

Fabrikam

SPS
VPN

SPS
VPN
インターネット

マルチテナント
VPN ゲートウェイ
ホスト データセンター
ネットワーク仮想化ファブリック
ホスト

ホスト

図 13: Windows Server 2012 R2 のマルチテナント VPN ゲートウェイ

ハイブリッド接続を可能にする Windows Server ゲートウェイ
テナントは、しばしばネットワーク オーバーレイの外

NAT ゲートウェイは、テナントからのインターネット

部と通信する必要があります。Windows Server 2012

接続 (またはアドレス変換を必要とするあらゆるシナ

では、この通信を可能にするさまざまなパートナーの

リオ) を可能にし、転送ゲートウェイは、プライベート

ゲートウェイ群を提供していました。Windows Server

クラウド内のテナントからの共有物理リソース (記憶

2012 R2 では、これらのマイクロソフト パートナー

域など) への接続を可能にします。

製品群を補完するものとして、S2S、ネットワーク ア

HNV および仮想スイッチと共に、ゲートウェイのこれ

ドレス変換、および転送をサポートする OS 標準の

らのトリプル機能によって、VM およびワークロードの

ゲートウェイを提供しています。

配置とコンピューター間およびクラウド間での移行に

S2S ゲートウェイは、テナントからのオンプレミス

おける究極の柔軟性が確保されるため、既存のネット

データセンターへの通信 (たとえば、パブリック クラ

ワークをプールされたリソースとして扱い、ニーズに基

ウド内の Web フロントエンドとプライベート クラ

づいて動的にリソースを管理できます。

ウド内の SQL バックエンドなど) を可能にします。

マルチテナント VPN ゲートウェイの利点の概要:
•

個別 VPN を実行しなくても、マルチテナントのホスティングが可能

•

サービスまたは VM が BGP と共に移動するときのルートの動的更新

•

あらゆるホスティング サービス プロバイダーで動作可能

•

ホスト型クラウドへの拡張時にプライベート IP アドレス空間の変更が不要

•

ホスティング サービス プロバイダーは、カスタマーごとに個別 VPN アプライアンスおよび
NAT 環境を実行することなく、マルチテナント NVGRE 環境をサポート可能

•

OS 標準のネットワーク仮想化ゲートウェイは、特別なサード パーティ アプライアンスまたはソ
フトウェアを必要としないが、ベンダー/パートナー ソリューションを通じてハードウェア ベー
スの任意のソリューションまたはアプライアンスを購入することも可能
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OMI による
ネットワーク
スイッチ管理
今日では、多くのデータセンターで、多様なハー
ドウェアおよびプラットフォーム ベンダーが提
供する異種のさまざまなデバイスが実行されて
おり、これらのデバイスはそれぞれ異なるツール

OMI の概要:
•

論理および物理スイッチ構成の迅速な展開のた
めの標準ベースのオブジェクト モデル

•

拡大するパートナー エコシステム

•

マルチベンダー ネットワーク ファブリックの
サポート

•

移植可能、拡張可能、低オーバーヘッド

•

拡張可能な DTMT サポート プロバイダー モ
デル

および管理プロセスを必要とします。その結果、
企業では、独自の抽象化レイヤーを作成する必要
が生じたり、特定のベンダーに固定されたりして
おり、選択肢と機敏性が制限されています。

課題
•

複数のベンダーのデバイスの管理が困難。

•

企業 は独自の 管理ツー ルおよび 抽象化レ イ

•

CIM 実装パスが大幅に短縮されます。
•

リモート管理: OMI では、Windows および

ヤーを開発する必要がある。

Windows 以 外 の ク ラ イ ア ン ト お よ び サ ー

開発は高コストで、負担が重く、移植性に乏しい。

バーや、その他の WS-Management 対応プ
ラットフォームからの即時のリモート管理機

データセンターのデバイスおよびプラットフォーム抽
象 化 の DMTF 標 準 で あ る Open Management

能が提供されます。
•

WMI との API の互換性: 同じ API を使用

Infrastructure (OMI) は、高パフォーマンス CIM オ

して、Linux および Windows 上でプロバイ

ブジェクト モデルに組み込まれた、移植性が高く、ス

ダーおよび管理アプリケーションを作成でき

ペースをわずかしか必要としない管理機能を提供しま
す。OMI を使用することで、標準ベースの管理サービ

ます。
•

CIM IDE のサポート: OMI は、Visual Studio

スを任意のデバイスまたはプラットフォームに容易に

の CIM IDE など、CIM プロバイダーを生成

コンパイルし、実装できます。OMI の CIMOM サー

および開発するためのツールを備えています。

バーは、DMTF 管理標準に従って実装されます。マイ

•

オプションの PowerShell のサポート: OMI

クロソフトでは、Arista および Cisco と協力して、

プロバイダーが文書化された規則セットを使

Windows Azure およびクラウド データセンターで使

用している場合、Windows PowerShell がそ

用される同 2 社のネットワーク スイッチへの OMI

れらの規則からコマンドレットを検出し、自動

の移植に取り組んでいます。IT の論理および物理ネッ

生 成 し ま す (Windows Server 2012 の

トワーク インフラストラクチャと、これらをサポート

2300 以上のコマンドレットの多くがこの方

する物理プラットフォームおよびアプライアンスの容

法で実装されています)。

易な構成および管理には、このタイプの抽象化レイヤー
が必要になります。OMI を採用するパートナーは、以

開 発者 にとっ ては、 OMI の わずか な占有 スペ ース

下の利点が得られます。

(ベース サイズ 250 KB、ワーキング セットのメモリ
使用量 1 MB) と高品質のコードは、パフォーマンスが

•
•

•

DMTF 標準のサポート: OMI の CIMOM サー

高く、安定性に優れた標準ベースの管理スタックの開発

バーは、DMTF 管理標準に従って実装されます。

における複雑性の軽減に役立ちます。IT 専門家にとっ

小規模システムのサポート: OMI は、小規模シ

て OMI は、管理可能なデバイスの数および種類の増加

ステム (埋め込みシステムやモバイル システ

と、標準ベースの管理および自動化ツール (Windows

ムを含む) にも実装できます。

PowerShell、System Center、その他の管理ソリュー

容易な実装: OMI では、デバイスおよびプラッ

ションなど) による管理操作の統一を可能にすること

ト フ ォ ー ム へ の WS-Management お よ び

で、有効性と生産性を大幅に高めます。
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PowerShell CIM コマンドレット

WS-MAN を
使用した通信

OMI

OMI

OMI

図 14: CIM サーバーの OMI 実装

R2 での PowerShell を使用した物理スイッチの管理
Windows Server 2012 R2 では、PowerShell を使用

ま た 、 Windows Server 2012 R2 で は 、 System

して物理ネットワークを展開できます。これは、異なる

Center 2012 R2 Virtual Machine Manager を通じて、

ベンダー間で一貫性のある動作をするネットワークの

特定のカスタマー シナリオに対処しています。カスタ

セットアップ (スイッチ ポートの構成や VLAN の設

マーが抱える主な弱点の 1 つに、物理スイッチと仮想

定など) の自動化に役立ちます。マイクロソフトでは、

スイッチでの VLAN 構成の一致があります。System

業界の主要パートナーとの緊密な連携を通じて、新たな

Center 2012 R2 Virtual Machine Manager は、両方

標準ベースのスイッチ管理スキーマの導入に取り組み

のスイッチの VLAN 構成を監視し、VLAN 構成内に同

ました。今後は、この業界標準を実装しているスイッチ

期されていないものを検出すると、管理者に通知を送信

に表示されているロゴ スタンプを探してください。

します。この機能によって、管理者は構成ミスを容易に
修正できます。

拡張可能性
OMI では、開発者が固有のデバイスまたはプラット

OMI の利点の概要:

フォームに合わせて OMI を拡張できるようにするプ

•

ロバイダー モデルを使用しています。従来、プロバイ

および物理スイッチ構成の迅速な展開の

ダーは作成が非常に困難なために、それが高コスト、安

ための標準ベースのオブジェクト モデ

定 性の 欠如の 原因 となっ てい まし た。OMI では 、
Windows Server 2012 および Windows 8 の WMI
で使用されている大幅に簡略化されたプロバイダー モ
デルを活用しています。このモデルは、統合スイッチと
ハードウェア スイッチの両方を含むデータセンター
デバイス管理の標準化による、仮想化ネットワークでの
ソフトウェア構成のサポートに役立ちます。

データセンターおよびクラウドに、論理

ルを提供
•

複数のベンダーのデバイスの管理を簡略
化

•

WMI および CIM オブジェクト モデル
を Visual Studio IDE と共に提供

•

Cisco、Arista、HP などが採用
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ソフトウェア定義
ネットワークの
パートナーの
エコシステム

マイクロソフトでは、Windows Server 2012 R2
ネットワーキングの充実した機能セットを拡張する
パートナーおよびベンダー ソリューションの開発
に精力的に取り組んでいます。パートナー統合の主
要領域を以下に示します。

ゲートウェイ アプライアンス
ネットワーク仮想化ゲートウェイは、マルチテナント NVGRE ルーティングや分離などの Microsoft ネットワーク
仮想化テクノロジのスケーラビリティと統合され、このスケーラビリティをさらに拡張するアプライアンスです。こ
のようなアプライアンスは、カスタマーがワークロードを IaaS クラウドに移動しやすくすると共に、ホスティン
グ サービス プロバイダーおよびデータセンター管理者による単一アプライアンスでのマルチテナント インフラス
トラクチャの管理効率を高めます。たとえば、HUAWEI は Window Server 2012 R2 用の高パフォーマンス HNV
ゲートウェイを開発しています。
以下のベンダーは、Windows Server 2012 R2 用のネットワーク仮想化ゲートウェイ アプライアンスを開発して
います。
•

F5 Networks

•

Iron Networks

•

HUAWEI

OMI ベースのスイッチ ソリューション
クラウド ベースのコンピューティングの成長によって、さらなる自動化の需要が増加しています。自動化は管理標
準に基づく強固な基盤を必要とします。Arista は、マイクロソフトとの緊密なコラボレーションの下、世界中の
Windows Azure データセンターの OMI ベースのスイッチ管理レイヤーを開発しています。OMI では、サーバー
およびネットワーク スイッチの管理に DMTF Common Information Model (CIM) オブジェクト モデルおよびプ
ロトコルを使用しています。CIM の詳細については、DMTF の Web サイト (http://www.dmtf.org) を参照して
ください。

ゲートウェイ
アプライアンス

OMI ベースの
Top-of-Rack スイッチ

Hyper-V スイッチ
拡張機能

チップセット
拡張機能

図 15: SDN のマイクロソフト パートナー エコシステム
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Hyper-V スイッチ拡張機能
Hyper-V スイッチ拡張機能は、仮想マシン (VM) およ
びクラウド ネットワーキング向けの拡張可能な総合
アーキテクチャ プラットフォームの役割を果たします。
この一例として、Cisco の Nexus スイッチ シリーズが
あります。ベンダーが提供する拡張機能は、処理が透過
的で、かつセキュリティで保護された方法による、サー
バーの仮想化およびマルチテナント クラウド展開を促
進します。このようなソリューションは Windows
Server 2012 および R2 の拡張可能スイッチに統合さ
れると共に、System Center Virtual Machine Manager

2012 SP1 との完全な互換性を維持します。
以下のベンダーは、Hyper-V スイッチ拡張機能を通じ
て、自社のスイッチ インフラストラクチャ上で追加機
能を提供しています。
•

Cisco

•

NEC

•

5Nine Software

•

InMon

チップセット拡張機能
チップセット拡張機能は、Windows Server 2012 ま

以下のベンダーは、さまざまなハードウェアおよびデバ

たは R2 上での実行時にスケール、管理容易性、また

イス用のチップセット拡張機能を提供しています。

はパフォーマンスを高める HBA、ファイバー チャネ
ル アダプター、NIC、およびその他のデバイスの機能

•

Broadcom

をさらに強化する、ドライバー ベースの拡張機能です。

•

Intel

たとえば、Windows Server 2012 Hyper-V を実行す

•

Mellanox Technologies

る InfiniBand の Mellanox RDMA テクノロジは、

•

Emulex

CPU のオーバーヘッドを 4.6 パーセントしか使用せ

•

Brocade

ずに 10.36 GBPS/秒のスループットを達成し、SMB
ダイレクトの速度記録を更新しています。

SDN の利点のまとめ
このセクションで説明したように、SDN はソフトウェア

Windows Server 2012 R2 および System Center

によるネットワークの動的な管理を可能にし、アプリケー

2012 R2 Virtual Machine Manager を併用することに

ションおよびワークロードの要件の充足をアシストしま

よって、大規模なネットワーク仮想化が可能になると共に、

す。サーバーを仮想化することで、基になるハードウェア

物理ネットワークと仮想ネットワーク間のトラフィック

から計算インスタンスを分離できます。それによって、計

フローなど、これらのネットワークの両方を制御するポリ

算リソースをプールし、柔軟性を高めることができます。

シーの一元的な定義および管理を行えます。新たなゲート

しかし、データセンターを真にクラウド対応設備に転換す

ウェイ サービス群を利用することで、外部ホスティング

るためには、さらに、記憶域、計算、およびネットワーキ

サービス プロバイダー環境への NVGRE パケット環境

ングの各リソースを弾力的な共有リソース プールとして

の拡張を容易に行えます。このようなネットワーク ポリ

提供することによって、データセンターの能力のオンデマ

シーを、新たなワークロードの展開時や移動時も含めて常

ンドの提供を可能にする必要があります。このデータセン

に整合性のある方法で大規模に実装できる能力は、カスタ

ター レベルの抽象化は、マイクロソフトの "クラウド

マーに大きな利益をもたらします。

OS ビジョン" の重要な要素です。

マイクロソフトでは、標準ベースの管理フレームワークの

Windows Server 2012 では、Hyper-V ネットワーク仮

推進に常に取り組んでいます。Arista Networks は、

想化 (HNV) を導入しました。R2 の仮想ネットワークの

Arista EOS (Extensible Operating System) ソフトウェ

サポートでは、カスタマーが既存の投資を引き続き活用で

アを通じてすべての Arista プラットフォームで Open

きるように、既存のネットワーキング装置上でのセット

Management Infrastructure (OMI) テクノロジをフル

アップおよび VLAN との互換性の維持を通じて、制御お

サポートすることを発表しています。このサポートによっ

よび管理機能をさらに強化しています。そのため、プライ

て、デバイスが “そのまま機能する” ようになるため、

ベートおよびハイブリッド クラウド環境用に、仮想ネッ

データセンターのプラグ アンド プレイの実現が促進さ

トワークを VLAN よりもはるかに適切にスケーリングで

れ ま す 。 特 に 、 Windows Server 2012 R2 お よ び

きます。

System Center 2012 R2 を使用した、Top-of-Rack ス
イッチのプロビジョニングと構成が簡略化されます。
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アプリケーションの継続的可用性を実現
するネットワーキング ソリューション
ハードウェアおよびソフトウェアでは障害が発生しま
す。CA は、このような障害を自動的に検出し、防御す
るサービスを提供します。このような信頼性は、ミッ
ション クリティカルなアプリケーションと、そのアプ
リケーションが依存するネットワーク サービス (仮想
化されたもの、またはされていないもの) に適用されま
す。Windows Server 2012 R2 は、ネットワーク パ
スと NIC の障害に対して防御すると共に、インフラス

SMB マルチチャネルの概要
•

SMB セッションに対して複数のネット
ワーク パスを集約可能

•

透過的 LBFO

•

帯域幅の集約によるパフォーマンスの向上

トラクチャ サービスの回復性を提供する新機能および
拡張機能を備えています。それらの機能の一部には次の
ようなものがあります。
•

SMB マルチチャネル

•

ネットワーク QoS

•

DHCP フェールオーバー

•

NIC チーミング

•

動的 NIC チーミング

SMB マルチチャネルによるネットワーク
フォールト トレランス
課題
•

SMB セッションをフォールト トレラントにして、パスの障害がアプリケーションの可用性に影響を及ぼさ
ないようにする必要がある。

•

SMB セッションが集約に複数のパスを利用できるようにする必要がある。

ソリューション
Windows Server 2012 では、SMB 3.0 プロトコルの一部である SMB マルチチャネルという新機能を導入しました。
SMB マルチチャネルによって、ファイル サーバーのネットワークのパフォーマンスと可用性が向上し、ファイル サー
バーで同時に複数のネットワーク接続を使用できるようになりました。その他にも次のような特徴があります。
•

スループットの向上
高速ネットワーク アダプターまたは複数のネットワーク アダプターの複数接続を使用して、ファ
イル サーバーからより多くのデータを同時に伝送できます。

•

ネットワーク フォールト トレランス
同時に複数のネットワーク接続を使用することによって、クライアントは、ネットワーク接続が失
われても中断なしに処理を続行できます。
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自動構成

•

SMB マルチチャネルは、複数の利用可能なネットワーク パスの存在を自動的に検出し、必要に
応じて接続を動的に追加します。
フォールト トレラントなアプリケーション共有では、クライアントとサーバー間でパスの障害が発生しても、サー
ビスを中断することなく処理を続行します。また、この副産物として、CA SMB 共有への集約された帯域幅のすべ
てのパスで負荷が分散されるため、スループットが向上します。Windows 8 および Windows Server 2012 以
上のオペレーティング システムでは、SMB マルチチャネルのセットアップは、自動化または PowerShell により
インストルメント化されています。
SMB マルチチャネルを使用すると、アプリケーション サービスの中断が生じることなく、ネットワーク パスの
障害が自動的かつ透過的に処理されます。Windows Server 2012 R2 では、予期しないサーバーの問題を見つけ
出し、切り分け、問題に対応できるようになったため、ネットワーク フォールト トレランスを実現できます (SMB
クライアントと SMB サーバー間で複数のパスが利用できる場合)。また、SMB マルチチャネルでは、複数のパス
がある場合に、
複数のネットワーク インターフェイスのネットワーク帯域幅を集約できます。
それにより、
サーバー
アプリケーションで利用可能なすべてのネットワーク帯域幅をフル活用できるようになるため、ネットワーク障害
からの回復性が高まります。

SMB マルチチャネルの利点
•

SMB ワークロードのスループットの向上

•

透過フェールオーバーおよび負荷分散 (LBFO)

•

Windows 8/Server 2012 以上では自動構成

•

階層 1 サーバー ワークロードのサポート
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高可用性
DHCP サービス

DHCP フェールオーバーの概要:

コープ アドレスおよびオプションの発行管理に DHCP

•

•

パートナー サーバーにレプリケート

これまで、カスタマーおよびデータセンターは、DHCP ス

負荷分担モードとフォールト トレラ
ント モード

サービスを使用していました。しかし、多くの場合、
フォールト トレラント ソリューションの適用は困難で

DCHP サーバーがスコープ情報を

•

スコープ レベルのレプリケーション
(ハブおよびスポーク トポロジをサ

した。

ポート)
•

スコープ データの自動検出および
収束

課題
•

DHCP のフォールト トレランス

•

DHCP の高可用性

一部の管理者は分割スコープを使用することを選択します。この場合、同じサブネット グループ内で 2 つの
DHCP サーバーがそれぞれ別のスコープを実行します。このアプローチの短所は、1 つの DCHP サーバーで障害
が発生した場合、アドレスの一部しか利用できなくなることです。なぜなら、アドレスのフル セットが 2 つのサー
バー間で分割されるためです。Windows Server 2003 のクラスタリングでは、管理者は高可用性クラスターに
DHCP サービスをセットアップできましたが、この場合、DHCP サーバーの集中管理が必要になり、カスタマー
には Windows フェールオーバー クラスターのコストと管理上の負担が発生していました。

Windows Server 2012 R2 の DHCP フェールオーバー
Windows Server 2012 R2 の動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバー フェールオーバーは、2 つの DHCP
サーバーがリース情報をほぼ瞬時に同期できるようにすることで、DHCP サービスの高可用性を実現します。1 つ
のサーバーが利用不能になると、もう一方のサーバーが同じサブネットのクライアントへのサービスの提供を担当
するようになります。また、負荷分散によってフェールオーバーを構成し、クライアント要求を 2 つの DHCP サー
バーに分散させることもできます。
DHCP サーバー フェールオーバーでは、2 つの DHCPv4 サーバーをサポートしています。管理者は、ホット ス
タンバイ モードまたは負荷分担モードのいずれかで Windows Server 2012 R2 DHCP サーバーをフェールオー
バー パートナーとして展開できます。
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ホット スタンバイ モード

プライマリ サイト 1

プライマリ サイト 4

セントラル サイト
すべてのセカンダリ

プライマリ サイト 2

プライマリ サイト 3

図 16: ホット スタンバイ モードでの DHCP サーバー フェールオーバー

ホット スタンバイ モードでは、2 つのサーバーが

プライマリ サーバーが利用不能になると、
セカンダリ

フェールオーバー関係で動作し、アクティブなサー

サーバーがこの責任を担います。サーバーがプライマ

バーが IP アドレスおよび構成情報をスコープまたは

リまたはセカンダリかは、サブネットのコンテキスト

サブネット内のすべてのクライアントにリースします。

で決定されるため、1 つのサブネットでプライマリと

セカンダリ サーバーはウォーム スタンバイ状態にあ

なっているサーバーが別のサブネットでセカンダリに

り、このサーバーにはアクティブなリースなどのすべ

なることもあります。一般的なトポロジは、ハブおよ

てのスコープ データが常に同期されます。
セカンダリ

びスポーク トポロジです。この場合、セントラル ロ

サーバーがプライマリ サーバーとのネットワーク通

ケーションの 1 つのサーバーが、あらゆるサイトの

信を失うと、
フェールオーバーが自動的に発生し、
サー

すべてのスコープのセカンダリ スコープの責任を担

バーの役割が逆転します。
プライマリ サーバーが再び

います。この場合も、フェールオーバーはスコープま

稼働し始めると、
このサーバーはセカンダリ サーバー

たはサーバー レベル (サーバーの全スコープ) で発

になり、完全に同期された状態を維持します。

生します。

スコープのレプリケーションは TCI/IP を使用して

セントラル オフィスまたはデータセンターのサー

行われるため、フェールオーバー関係にある 2 つの

バーが、リモート サイト (DHCP クライアントに

DHCP サーバーは同じサブネットに存在しなくても

とっ てはローカル ) にあるサーバ ーのスタン バイ

かまいません。所定のサブネットからの DHCP サー

バックアップ サーバーとして機能する展開では、
ホッ

ビスへのクライアント アクセスは、以前の Windows

ト スタンバイ処理モードが最適です。
このようなハブ

Server バージョンと同様に、DHCP リレー エージェ

およびスポーク展開では、ローカル DHCP サーバー

ントまたはアプライアンスを介して行われます。

が利用不要になった場合を除いて、
リモート スタンバ
イ サーバーによってクライアントにサービスを提供
するのは望ましくありません。
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負荷分担モード
ラップトップ
プリンター

IP
電話

多機能
デバイス

図 17: 負荷分担モードでの DHCP サーバー フェールオーバー

既定のモードである負荷分担モードでは、同時に 2 つのサーバーが、特定のサブネットのクライアントに IP ア
ドレスおよびオプションを提供します。既に述べたように、フェールオーバー関係にある 2 つの DHCP サーバー
は、同じサブネットに存在していなくてもかまいません。2 つのサーバー間でクライアント要求が分散され、分担
されます。フェールオーバー関係にある 2 つのサーバーが同じ物理サイトに配置されている展開では、このモー
ドが最適です。2 つのサーバーは、管理者が構成した負荷分散率に基づいて DHCP クライアント要求に対応しま
す。

DHCP フェールオーバーの利点
•

DHCP フェー ルオーバーの IETF 仕 様に基づく DHCP 自 動
フェールオーバー

•

単一障害点の排除

•

OS 標準、およびマルチサイトのサポート

•

アクティブ/アクティブまたはアクティブ/パッシブ

•

PowerShell または DHCP コンソールを使用した簡単なプロビ
ジョニング
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サービス品質による
予測可能な
パフォーマンス

ネットワーク QoS の概要
•

1 つまたは複数の特定の VM が利用可能な
すべての帯域幅を使用しないようにするため
の予防策

•

優先順位のタグ付けによる最大/最小帯域幅

•

大規模な SCVMM のサポート

•

簡単な展開のためのポリシーの使用

課題
カスタマーおよびデータセンターは、VM の最小および最大帯域幅レベルを設定する必要がある。

ソリューション
Windows Server 2012 R2 では、System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager および Windows
PowerShell を使用して、ネットワーク QoS のポリシーおよび設定を動的に管理できます。新たな QoS コマン
ドレットでは、Windows Server 2008 R2 で利用できる、最大帯域幅や優先順位のタグ付けなどの QoS 機能に
加えて、Windows Server 2012 の新機能として、特定の種類のネットワーク トラフィック フローで必要な最小
帯域幅が常に利用可能であることを保証する機能などをサポートしています。

実行時帯域幅の需要
(ギガビット/秒)

サービス

サービスごとの実際の
帯域幅使用量

予約

仮想マシン

記憶域

ライブ
マイグレー
ション
クラスターの
共有ボリューム

帯域幅が利用可能な

リンク輻輳時には、

帯域幅が利用可能に

場合、各サービスは

各 サ ービ スは そ の

なると、各サービス

できるだけ多くの帯

正 当 な 取 り 分

は必要なだけ帯域幅

域幅を使用

(フェア シェア) の

を使用

帯域幅を使用

図 18: さまざまなネットワーク フローに対する相対最小帯域幅の効果
図 18 は、
相対最小帯域幅が 4 種類のネットワーク トラフィック フローのそれぞれに及ぼす効果を 3 つの期間
(T1、T 2、および T3) に分けて示したものです。左側の表は、3 つの種類のネットワーク トラフィック フロー
の必要な最小帯域幅の構成を示しています。たとえば、記憶域の最小帯域幅は 40 パーセント (10-GbE ネット
ワーク アダプターの 4 Gbps) です。右側の表は、T1、T2、および T3 の期間における、それぞれの種類のネッ
トワーク トラフィックの実際の帯域幅使用量を示しています。この例では、3 つの期間における記憶域の実際の
送信速度は、それぞれ 5 GBPS、4 GBPS、および 6 GBPS です。
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重要な理由

パブリック クラウド ホスティング

QoS 最小帯域幅の利点は、パブリック クラウド ホ
スティング プロバイダーと企業間で異なります。今

プロバイダーにとっての利点


SLA に基づく特定のパフォーマンス レベル

日のほとんどのホスティング プロバイダーおよび企

でそれぞれのカスタマーをホスティングでき

業は、記憶域やライブ マイグレーションなどのワー
クロードの種類ごとに専用のネットワーク アダプ
ターと専用ネットワークを使用して、Hyper-V を実

Hyper-V を実行する 1 台のサーバー上で、

る。


カスタマーが計算、記憶域、およびネットワー
ク リソースなどの共有インフラストラクチャ

行するサーバー上のネットワーク パフォーマンスの

上で別のカスタマーの影響を被るのを防止す

分離を図っています。

るのに役立つ。

企業にとっての利点


Hyper-V を実行する 1 台のサーバー上で複
数のアプリケーション サーバーを実行でき
る。各アプリケーション サーバーで予測可能
なパフォーマンスを達成できるため、パフォー
マンスが予測できないことによる仮想化移行
への懸念が解消される。



頻繁にアクセスされる SQL データベースを
仮想化し、必要な帯域幅を確保できる。



アプリケーションをサンドボックス化し、帯域
幅の保証に基づいて異なる SLA/価格を提供で
きる (カスタマーおよびホスティング サービ
ス プロバイダーに該当)。

カスタマーの SLA コンプライアンスに
関連する利点


予測可能なネットワーク パフォーマンスと輻



帯域幅の下限と上限のサポート



カスタマーの SLA および最大価格上限の適



仮想マシンまたはトラフィックの種類に対す



Windows Server 2012 R2 標準のソフトウェ

輳時のフェア シェアの保証の容易化

用の容易化
る QoS の設定
アまたはデータ センター ブリッジング
(DCB) 対応ハードウェアの使用による、最小
QoS 設定の割り当て


ダウンタイムを発生させない、PowerShell を
使用した QoS 設定の動的変更のサポート
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NIC チーミング

NIC チーミングの概要:

Windows Server 2012 では、NIC チーミングを OS
標準で導入しました。NIC チーミングでは、複数のネッ
トワーク インターフェイスをチームとして連携させる
ことによってネットワーク アダプターにフォールト
トレランス機能を確保し、1 つのネットワーク アダプ

•

OS 標準の LBFO のサポート

•

ベンダーおよびスイッチ非依存

•

最大 32 の NIC をサポート

•

VM およびホストによるサポー
ト

ターで障害が発生した場合に接続が失われるのを防止

•

できます。

チーム内の動的フロー制御

課題
•

LBFO ソリューションは、ベンダー中心、スイッチ依存である場合があり、またドライバーの更新で障
害が発生しやすいことがある。

•

サーバーに付属している既存の NIC を LBFO に活用すること。

ソリューション
カスタマーは、ベンダー中心の高価なソリューションに頼ることなく、すぐに使える LBFO 機能を確保する方法
を必要としています。Windows Server 2012 R2 では、既存の NIC チーミング機能を更新して帯域幅の集約に
対応しているため、複数のネットワーク アダプターの帯域幅を結合できます。たとえば、1 ギガバイト (GB) の 4
つのネットワーク アダプターで、合計 4 GB/秒のスループットを確保できます。
Windows チーミング ソリューションの利点は、あらゆるベンダーのネットワーク アダプターと連携して動作す
ること、専用ソリューションに起因する潜在的な問題のほとんどから解放されること、すべての種類のアダプター
に使用できる共通の管理ツール セットを確保できること、そしてマイクロソフトがフル サポートすることです。

オペレーティング システム
仮想
アダプター

チーム ネットワーク
アダプター

チーム ネットワーク
アダプター

NIC チーミング

図 19: NIC チーミング
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動的 NIC チーミング
OS 標準の NIC チーミング機能は、Windows Server 2012 のきわめて人気の高い機能の 1 つとなっています
が、その一方で、少数の大規模なフローがあるシナリオでは負荷分散アルゴリズムが最適に動作しないという指摘
をカスタマーから受けていました。NIC チーミングでは個々のフローがいずれかの NIC に結合されるため、少数
の大規模なフローがあると、結合先の NIC が (チーム内に利用可能な予備容量がたとえあっても) 圧倒されるこ
とがあります。
Windows Server 2012 R2 では、TCP ストリーム内の自然なギャップに基づいてフローをより小さなフローレッ
トに分割し、各フローレットの負荷を NIC 間に分散させます。それにより、あらゆる種類、あらゆる数のフロー
で NIC チームが最適活用されます。
動的負荷分散/フェールオーバー (LBFO) は、チームのすべてのメンバーにネットワーク トラフィックを分散させ
ることによって、NIC チーム内でのリソース使用率を最大化するメカニズムです。このメカニズムは、チームごと
の VM 数が比較的少ない場合に最適であり、トラフィックのリダイレクトを減少させます。LBFO は、チーム内
のトラフィック分散を監視し、チーム メンバーへのフローを自動調整します。

NIC チーミングの利点
•

OS 標準のネットワーク LBFO

•

ベンダー ニュートラル、スイッチ非依存

•

Windows PowerShell またはサーバー マネージャー UI からのローカルまたはリモート
管理

•

Windows Server 2012 R2 での拡張により、チーム内のフロー制御を強化
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現在および次世代のハードウェアでの
ハイパフォーマンス ネットワーキング
カスタマーは、既に投資しているハードウェアが業界標準のハードウェアかハイエンドのハードウェアかを問わず、
既存のハードウェアから最良のパフォーマンスを引き出したいと望んでいます。この場合、カスタマーが直面する一
般的な課題として、たとえば次のような課題があります。


ネットワーク帯域幅の制限



処理能力の制限

Windows Server 2012 R2 は、以下の機能によってこれらの問題に対処します。


仮想 Receive Side Scaling (vRSS)



シングル ルート IO 仮想化 (SR-IOV)



SMB ダイレクト (RDMA)



動的 VMQ
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SMB ダイレクト (RDMA)
Windows Server 2012 および R2 のサーバー メッ
セージ ブロック (SMB) プロトコルには、リモート
ダイレクト メモリ アクセス (RDMA) ネットワーク
アダプターのサポートが組み込まれており、ファイ
バー チャネルに匹敵する記憶域のパフォーマンス機

SMB ダイレクトの概要
•

ダイレクトでリモート ダイレクト メモ

能を実現します。RDMA ネットワーク アダプターは、
カーネルをバイパスして読み取りおよび書込み操作を
メモリに対して直接実行できるため、ごくわずかな待
機時間でフル スピードで動作します。この機能は、ア
ダプター ハードウェアに実装された信頼性の高いト

サーバー メッセージ ブロック (SMB)
リ アクセス (RDMA) を実装

•

SMB ダイレクトにより、記憶域の場所か
らアプリケーションにデータが直接転送
されるため、パフォーマンスが向上

ランスポート プロトコルに基づいています。このプロ
トコルが、カーネルのバイパスによるゼロコピー ネッ
トワーキングを可能にします。

課題


10 および 40 GB の NIC が新たな標準となりつつあるなか、ネットワーク チャネルのパフォーマンスは、



基になるハードウェアへのデータ転送のオフロード。

NIC の回線速度ではなく、CPU によるトラフィックの処理速度によって制限される可能性のほうが高い。

ソリューション
SMB ダイレクトでは、リモート ダイレクト メモリ アクセス (RDMA) を実装しているため、SMB などのアプリ
ケーションは、メモリのデータをアダプターからネットワークへ、さらにファイル共有からデータを要求しているア
プリケーションのメモリへと (つまり、サーバーからと、クライアントからの 2 つのカーネル呼び出し)、直接デー
タを転送できます。この機能は、Hyper-V や SQL Server などの読み取り/書き取り集中型のワークワードに特に
役立ち、多くの場合、リモート ファイル サーバーでローカル記憶域に匹敵するパフォーマンスを達成できます。
従来のネットワーキングでは、アプリケーションからリモート記憶域の場所への要求は、クライアント側とサーバー
側の両方で多数の段階やバッファー (SMB クライアントやサーバーのバッファー、ネットワーキング スタックのト
ランスポート プロトコル ドライバー、ネットワーク カード ドライバーなど) を通過する必要があります。
一方、SMB ダイレクトでは、アプリケーションは、SMB クライアント バッファーからクライアントのネットワー
ク インターフェイス カード (NIC) を通じてサーバーの NIC、
そして SMB サーバーまでデータの転送要求を直接
行います。
次に、SMB ダイレクト (RDMA) を使用しないソリューションと使用するソリューションの例を示します。

SMB ダイレクト (RDMA) を使用しない場合
1.

クライアント アプリケーションが 500 K のデータを要求します。これは、クライアントとサーバー間
の要求であることも、サーバー間の要求であることも考えられます (Hyper-V 記憶域のスケールアウト
共有と同様)。

2.
3.

クライアントが SMB 要求を生成し、TCP/IP スタックを通じてサーバーに送信します。
サーバーは 500 K のデータを処理してパケットを作成します。この処理では、サーバーの CPU サイク
ルが所費されます。

4.

クライアントはパケットを受信し、元の 500 K のデータに戻してスタックに送信します。この処理では、
クライアントの CPU サイクルが消費されます。

注: サーバーは 500 K 全体を直ちに送信することはできません。より小さなパケットに小分けしてから送る
必要があります。
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RDMA を使用しない場合
ファイル サーバー

ファイル クライアント
アプリケーション

アプリ
ケーション
バッファー

SMB
バッファー

OS
バッファー

SMB バッファー

SMB クライアント
トランスポート
プロトコル ドライバー

ドライバー
バッファー

NIC ドライバー

アダプター
バッファー

NIC

トランスポート
プロトコル ドライバー
NIC ドライバー

NIC

SMB
サーバー

OS
バッファー

ドライバー
バッファー

アダプター
バッファー

図 20: SMB ダイレクトと RDMA を使用しないクライアントとサーバーの例

複数の NIC を使用して IO を集中的に行う多数の操作を処理する場合、このカーネル モードのアクティビティの
反復実行によって CPU が影響を受けることがあります。ネットワーク パケットの処理に消費される CPU 時間が
多ければ多いほど、データベース要求や VM ワークロードなどのその他の処理に利用できる CPU 時間が減少しま
す。

SMB ダイレクト/RDMA を使用する場合
マイクロソフトでは、パートナーおよびベンダーと協力して、高速データ転送をサポートする特殊 NIC クラスを
Windows Server 2012 R2 に導入しました。この NIC は CPU 使用率の面で優れており、また RDMA をサポー
トしているため、ホスト CPU の関与を必要とすることなく、このような NIC 間でデータを転送できます。
下図の SMB ダイレクト (RDMA) の例では、次の処理が行われます。
1.

クライアントが同じ 500 K のデータを要求します。

2.

SMB ダイレクト トランスポート ドライバーが、そのデータが存在するメモリ内の場所を特定し、NIC

3.

対象の 500 K のデータをクライアントのメモリに直接読み取ることを要求する RDMA 要求がサー

4.

クライアント アプリケーションとサーバーが、TCP/IP による通常のピアツーピア ネットワークキング

に代わってその場所を登録します。
バーに送信されます。
で発生するパケット レベルの制約を受けることなく、メモリからメモリへのデータの直接転送を実行し
ます。
5.

2 つの NIC またはチームが、CPU への依存性もオーバーヘッドも発生されることなく、転送を実行し
ます。

SMB ダイレクトはきわめて高速です。テストでは、転送時の待機時間は 1、2 ミリ秒でした。これはローカル記憶
域使用時の速度とほぼ同じです。また、Infiniband、RoCE、および iWARP ネットワーク インターフェイスのサポー
トによって、速度の向上がさらに促進されます。
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RDMA を使用する場合
ファイル サーバー

ファイル クライアント

●

アプリ

ケーション
バッファー

SMB
バッファー

アプリケーション
SMB クライアント

SMB サーバー

トランスポート
プロトコル ドライバー

トランスポート
プロトコル ドライバー
NIC ドライバー

NIC ドライバー

アダプター
バッファー

rNIC

SMB
バッファー

iWARP

rNIC

アダプター
バッファー

Infiniband

図 21: SMB ダイレクトと RDMA を使用するクライアントとサーバーの例

従来のネットワーキングでは、アプリケーションからリ
モート記憶域の場所への要求は、クライアント側とサー
バー側の両方で多数の段階やバッファー (SMB クライ
アントやサーバーのバッファー、ネットワーキング ス
タックのトランスポート プロトコル ドライバー、ネッ
トワーク カード ドライバーなど) を通過する必要があ
ります。

役に立つ情報
•

RDMA 対応 NIC の製造元:
Mellanox、Intel など

•

一方、SMB ダイレクトでは、アプリケーションは、SMB
クライアント バッファーからクライアント ネットワー

RDMA は 10 GB および 40
GB の NIC の事実上の標準に
なる見込み

ク インターフェイス カード (NIC) を通じてサーバー
の NIC、そして SMB サーバーまでデータの転送要求を
直接行います。この変更により、アプリケーションはロー
カル記憶域と同じ速度でリモートの記憶域にアクセスで
きます。
さらに、iWarp および Infiniband ネットワーキング テ
クノロジを使用した場合は、この変更により、56 GB の
単一 NIC で 50 Gbps に相当する転送速度を達成でき
る可能性があります。SMB ダイレクトは、転送速度を高
めるだけでなく、SMB 3.0 の一部である SMB マルチ
チャネルとの直接的な互換性を通じてネットワーク パ
スの信頼性を高めます。

SMB ダイレクトの利点
•

CPU のオフロードによるパフォーマンスの向上と待機時間の短縮

•

高速ネットワークの利用 (InfiniBand、iWARP など)

•

ローカル記憶域と同等の速度でのリモート記憶域へのアクセス

•

1 つの NIC ポートでおよそ 50 Gbps の転送速度

•

負荷分散およびフェールオーバーに対応する SMB マルチチャネルとの互換性
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仮想
Receive Side
Scaling (vRSS)

最初に、Windows Server 2012 で、ネットワーク IO 処理の CPU の
負荷を利用可能なすべての CPU に分散させるための手段として、
Receive Side Scaling (RSS) が導入されました。この機能はホストに
対してのみ利用可能であり、ホスト上で実行される VM には利用でき
ませんでした。
Windows Server 2012 R2 の仮想 RSS (vRSS) では、ホストだけで
なく VM でも複数のコアを使用できるため、大規模な物理ワークロー
ドに対する RSS の機能と同様の帯域幅スケーリング特性が VM にも
確保されます。シミュレーション ワークロードを使用したテスト環境
では、VM に対して vRSS を使用した場合、10 Gbps の NIC で回線
速度とほほ同じ速度を達成できたのに対し、この機能を使用しない場合
は最大 5.5 Gbps でした。

課題
RSS の機能を VM および Hyper-V ホストで利用できるようにする必要がある。

ソリューション
Windows Server 2012 R2 では、ホストだけでなくホ
スト上の VM でも RSS を利用できるようにする仮想
RSS (vRSS) 機能を導入しています。この変更によって、
複数のボトルネックが解消され、仮想マシンですべての
リソースを使用できるようになるため、ホスト上の VM

カスタマーの利点
•

フィックを複数の仮想プロ

のネットワーキング機能が大幅に向上します。vRSS は、
Hyper-V ホストと VM の両方で回線速度とほぼ同じ速
度を実現し、既存のハードウェアの使用による、VM に

セッサにスケーリング
•

ワーク速度
•

vRSS は、VM の受信側トラフィックを複数の仮想プロ
セッサにスケーリングし、その VM で利用可能なすべて
のコアに着信トラフィックを分散させます。vRSS では、
VM からの送信側トラフィックも複数のプロセッサに分

既存のハードウェア上の VM
へのほぼ回線速度のネット

接続された 10 GB NIC での現在の制限 (およそ 4.5
Gbs) を上回る速度の達成を促進します。

vRSS が VM の受信側トラ

ネットワーク集中型 VM での
優れたパフォーマンス

•

１つの VM で可能な最大速度
100 Gbs

散されるため、大量の発信トラフィックの送信時に、仮
想スイッチの処理によって、単一の物理プロセッサ上で
ボトルネックが発生することはありません。この機能は
SR-IOV RSS をサポートするあらゆる NIC で利用でき
ます。

Windows Server 2012 R2 ネットワーキング - テクニカル シナリオおよびソリューション

||

41

動的仮想マシン キュー
課題
Windows Server 2012 での CPU0 アフィニティによる Hyper-V 仮想スイッチにおける CPU の処理集中
VMQ を使用しない場合、Hyper-V 仮想スイッチが着信パケットの VM へのルーティングと並べ替えを担当します。
それによって、負荷が高い Hyper-V ホストでは、仮想スイッチで大量の CPU 処理が発生することがあります。そ
の結果、大部分のネットワーク処理の負荷が CPU0 に割り当てられることになり、ソリューションのスケールが制
限される可能性があります。

Hyper-V ホスト

Hyper-V ホスト

Hyper-V ホスト

CPU0

CPU0

CPU0

CPU1

CPU2

CPU3

VMQ を使用しない場合

CPU1

CPU2

CPU3

VMQ を使用した場合

CPU1

CPU2

CPU3

DVMQ を使用した場合

図 22: VMQ を使用した場合と使用しない場合の各種モード

VMQ を使用した場合
VMQ を使用した場合、CPU の能力の負荷分散がネットワーク カードに移動します。シリコン内で、仮想マシンの
NIC での MAC アドレスと VLAN タグのルーティングおよび並べ替え処理のキューが作成されます。プロセッサ
コアがキューに動的に割り当てられます。それにより、ネットワークの負荷に基づく、プロセッサの採用および解放
が可能になります。その結果、適応するネットワーク ワークロードに対して、プロセッサをより適切に使用できる
ようになります。

動的 VMQ を使用した場合
動的 VMQ では、プロセッサ コアの動的割り当てを通じて、
ネットワーク トラフィックの処理がより適切に配分されま
す。この機能によって、カスタマーは、着信する仮想スイッ
チ要求のワークロードの処理を複数のプロセッサに分散させ
ることができるため、マルチコア サーバー ハードウェアを
より適切に使用できます。この機能は、CPU0 へのプロセッ
サの集中が原因で仮想スイッチのネットワーク待ち時間が

カスタマーの利点
•

VM のネットワーク パフォー

•

VM のネットワークへの負荷が

マンスの向上
高いボリュームの処理の効率化

発生している場合に、パフォーマンスを向上させます。
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シングル ルート
I/O 仮想化
(SR-IOV)

シングル ルート I/O 仮想化 (SR-IOV) は、PCI の仕様を所有
お よ び 管 理 す る SIG (Special Interest Group) で あ る
PCI-SIG によって導入されたオープン スタンダードです。
SR-IOV は、システム チップセットによる、割り込みとダイレ
クト メモリ アクセスの再マッピングを提供する仮想化テクノ
ロジのサポートと連携して、仮想マシンへの SR-IOV 対応デバ
イスの直接割り当てを可能にします。

課題
•

VM ワークロードでホスト NIC の実際の回線速度を達成できない (NIC 割り込みおよび DMA 要求

•

Hyper-V スイッチのアクティビティの負荷が高く、CPU 使用率が増加する。

の処理での CPU オーバーヘッドが原因)。

SR-IOV は、NIC の仮想ネットワーク機能を VM に直接マップします (つまり Hyper-V スイッチをバイパスしま
す)。
仮想マシン
VM ネットワーク スタック
統合 NIC

仮想機能

Hyper-V
拡張可能スイッチ

SR-IOV NIC

VF

VF

VF

トラフィック フロー トラフィック フロー
図 23: SR-IOV は NIC の仮想ネットワーク機能を VM に直接マップする。

Windows Server 2012 R2 の Hyper-V は、SR-IOV
対応ネットワーク デバイスをサポートし、物理ネット
ワーク アダプターの SR-IOV 仮想機能を VM に直
接割り当てることを可能にします。この構成によって、
ネットワーク スループットが向上し、ネットワーク待
ち時間が短縮されると共に、ネットワーク トラフィッ
クの処理に要するホスト CPU のオーバーヘッドが削
減されます。企業は、これらの新機能を通じて、利用
可能な最大規模のホスト システムをフル活用し、要求
の厳しい大量のワークロードを持つ、ミッション クリ
ティカルな階層 1 ビジネス アプリケーションを展開
できます。ホスト システムのプロセッサとメモリの使

SR-IOV の利点の概要
•

ホスト システムのプロセッサとメモリの
使用の最大化

•

ネットワーク トラフィック処理の CPU
オーバーヘッドの削減 (最大 50%)

•

ネットワーク待ち時間の短縮 (最大
50%)

•

ネットワーク スループットの向上 (最大
30%)

用を最大化して、きわめて要求の厳しいワークロード
を効果的に処理できるように、システムを構成できま
す。
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現在および次世代のハードウェアによ
るハイパフォーマンス ネットワーキン
グ
管理容易性はカスタマーの最重要課題の 1 つです。IT スタッフが日常の作業を簡略化するために必要としている
管理機能にはさまざまなものがあります。たとえば、組織の規模にかかわらず、定期的なタスクを自動化できる機能
や、IP アドレス インフラストラクチャ全体を制御できる機能があります。また、マルチサイト環境のパフォーマン
スを最大化する機能や、リソース使用量を追跡してチャージバック/ショウバック ソリューションを構築する機能も
必要とされています。
Windows Server 2012 R2 は、エンタープライズ ネットワークのリソースおよび資産の管理容易性を大幅に高め
る次のようなツールと機能を備えています。

•

IP アドレス管理 (IPAM)

•

リソース計測

•

System Center 2012 Operations Manager を使用したネットワーク監視

•

System Center 2012 Virtual Machine Manager を使用した管理

•

Windows PowerShell
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Windows
Server 2012 R2
IP アドレス管理
(IPAM)

Windows Server 2012 R2 IPAM の概要
•

エンタープライズ レベルの IP アドレス空間お
よびインフラストラクチャの管理と監視

•

集中または分散モデルのサポート

•

DHCP、DNS、およびドメイン コントローラー
の手動または自動検出

•

物理/仮想アドレス空間および SCVMM との統
合

•

SCVMM ネットワーク構成および展開との統合

•

役割ベースの大規模なアクセスおよび制御のた
めの AD サイト統合

課題
•

IP アドレス空間全体の一元管理が困難。

•

ネットワークの仮想化が困難。

•

各クライアントが固有のサービスを使用している場合に、手動、DCHP、および DNS 管理で発生するオー
バーヘッドが高い。

ソリューション
Windows Server 2012 では、IP アドレス (物理および仮想)、DHCP、および DNS の一元的な追跡と管理を可
能にする IPAM を、PowerShell の充実した自動化機能と共に導入しました。Windows Server 2012 R2 では、
ネットワーク管理者は、IPAM を通じて、物理 (ファブリック) および仮想 (テナント) ネットワークの両方の IP
アドレス空間の管理を完全に効率化できます。R2 リリースでは、IPAM と SCVMM の統合によって、マイクロソ
フトが提供するクラウド ネットワークでの IP アドレス空間に対するエンド ツー エンドな自動化を実現してい
ます。大規模なデータセンターまたは複数のデータセンターに展開された複数の SCVMM インスタンス間での IP
アドレス空間の競合、重複、およびオーバーラップを単一の IPAM インスタンスで検出および防止できます。

詳細な管理機能
カスタマーのクラウドのサイズおよび展開が拡大するにつれて、IPAM でさまざまなスコープに対応する特権を設
定できるようにする必要が生じます。R2 リリースでは、IPAM で詳細な役割ベースのアクセス制御 (RBAC) と代
理管理を行えるようになりました。システム管理者やネットワーク管理者は、IPAM を使用して、役割 (委任可能
かどうかも含めた、管理操作のコレクション)、アクセス スコープ (ユーザーがアクセス可能なエンティティを決
定する、IPAM の管理ドメイン)、およびアクセス ポリシー (役割とアクセス スコープとの組み合わせによる、ユー
ザーまたはグループへのアクセス許可の割り当て) を定義できます。これらの機能を通じて、管理者は大規模なク
ラウド環境を自信を持って管理するために必要な柔軟性を確保できます。

高度なスケーラビリティとカスタマイズ可能性
自動化はクラウドのスケールに対応するためにきわめて重要です。これは IPAM にも当てはまります。IPAM は、
これまでに説明した操作を容易化すると共にネットワーク内の他のさまざまなシステムとの統合を可能にする、包
括的な PowerShell コマンドレット セットを備えています。また、大規模なソリューションに対応するための、
IPAM データベースのオプションのバックエンドとして、SQL Server のサポートが新たに導入されています。
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IPAM 分散アーキテクチャ
IPAM 分散アーキテクチャでは、企業内の各拠点に IPAM サーバーが展開されます。この展開モードは、中央の
IPAM サーバーからのインフラストラクチャ サーバーの管理で発生するネットワーク待ち時間を短縮するのに役
立ちます。

IPAM 分散アーキテクチャ
ドメイン

ドメイン

copr.woodbridge.com

europecorp.woodbridge.com

IPAM サーバー
(英国)

IPAM サーバー
(レッドモンド)

拠点: 英国
支社

ドメイン

foreostcorp.woodbridge.com

DHCP、DNS、DC、
および
NPS サーバー

IPAM サーバー
(ハイデラバード)

拠点: レッドモンド
本社

DHCP、DNS、DC、
および NPS サーバー

DHCP、DNS、DC、
および NPS サーバー

拠点: ハイデラバード
支社

IPAM サーバー
(バンガロール)

DHCP、DNS、DC、
および NPS サーバー

拠点: バンガロール
支社

図 24: IPAM 分散アーキテクチャ

IPAM 集中アーキテクチャ
IPAM の集中展開では、データセンターまたは企業全体に 1 つの IPAM サーバーが展開されます。この構成の利
点は、管理者が、IP アドレス全体および関連するインフラストラクチャ サーバー群の視覚化、監視、および管理
を単一コンソールから行えることです。IPAM 集中展開方法の一例を次に示します (図 24 を参照)。企業の本社
に配置された中央の IPAM サーバーが、社内全体の検出、監視、アドレス空間、イベント収集、およびサーバー管
理の各処理を実行します。
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ネットワーク管理者
ファブリック管理者
システム管理者
フォレンジック
調査担当者

IPAM クライアント
Win vNext

WCF

MS SQL Server
SQL 2008 R2,
SQL 2012

役割ベースのアクセス制御

IPAM Server

データ収集タスク

IPAM
管理者

サーバー検出

IPAM ASM
管理者

アドレス使用率

IPAM MSM
管理者

サーバー可用性

IPAM
監査管理者

VMM サーバー
SC vNext

統合プラグイン

WS vNext

セキュリティ グループ

IPAM ユーザー

PS/WS
Man

サーバー構成

DHCP サーバー
WS08

DNS サーバー
WS08 R2 & SPs

イベント収集
サーバー監視
アドレス有効期限

DC サーバー
WS8

NPS サーバー
WS vNext

図 25: IPAM の集中展開

IPAM による監視
IPAM は、検出スコープに含まれるドメイン コントローラー、DNS、および DHCP サーバーの検出をネットワー
ク上で定期的で試みます。ネットワーク ポリシー サーバー (NPS) によって、管理対象のインフラストラクチャ
サービスの手動または自動検出のポリシーが制御され、スコープが設定されます。これらのサーバーを IPAM の管
理対象とするか対象外とするかを選択する必要があります。サーバーを IPAM の管理対象とする場合は、IPAM
サーバーがそのサーバーにアクセスして必要な監視および構成機能を実行できるように、
サーバー セキュリティ設
定とファイアウォール ポートを構成する必要があります。これらの構成は、手動で行うほかに、グループ ポリシー
オブジェクト (GPO) を使用して自動構成することもできます。自動構成を選択した場合は、サーバーが管理対象
としてマークされると設定が適用され、管理対象外としてマークされると設定が解除されます。
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IPAM サーバーと管理対象サーバーとの通信に
は、リモート プロシージャ コール (RPC) が使
用されるか、または次の方法が使用されます。
•

IPAM では、ネットワーク上の DNS および
DHCP サーバーに対する Active Directory

IPAM の利点
•

統合管理のための機能を OS 標準機能として提

ベースの自動検出をサポートしています。検
出スコープの構成時に選択したドメインお
よびサーバーの役割に基づいて検出が行わ
れます。
•

IPAM はネットワーク内のドメイン コント
ローラー、DNS サーバー、および DHCP
サーバーを検出し、役割ごとのプロトコル
ト ラ ン ザク シ ョン に基 づ いて そ れぞ れ の
サーバーが利用可能かどうかを確認します。
IPAM では、自動検出に加えて、IPAM シス

IP アドレス、ドメイン名、およびデバイス ID の
供

•

Microsoft DNS および DHCP サーバーとの緊密
な統合

•

カスタム IP アドレス空間の表示、レポート、お
よび管理機能の提供

•

サーバー構成の変更の監査、および IP アドレス
の使用の追跡

•

•

スプレッドシートまたは他のツールからの IP ア
ドレス データの移行
特定のシナリオに基づく DHCP および DNS
サービスの監視と管理

テム内のサーバー一覧へのサーバーの手動
追加もサポートしています。
•

大規模な管理を行っており、SQL Server の
レポート機能を使用して追加レポートを作
成する場合は、IPAM でデータの格納用に
SQL Server を使用できます

IPAM データ収集タスク
IPAM は、
以下のタスクをスケジュールして、管理対象サーバーからデータを取得し、監視および管理用の IPAM の
ビューにデータを設定します。これらのタスクは、タスク スケジューラを使用して変更することもできます。


サーバー検出
選択されたドメインでドメイン コントローラー、DHCP サーバー、および DNS サーバーを自
動検出します。



サーバー構成
IP アドレス空間およびサーバー管理機能で表示するために、DHCP サーバーと DNS サーバー
から構成情報を収集します。



アドレス使用率
現在および過去の使用率を表示するために、DHCP サーバーから IP アドレス空間の使用率デー
タを収集します。



イベント収集
DHCP サーバーと IPAM サーバーの操作イベントを収集します。
IP アドレスのトラッキング用に、ドメイン コントローラー、NPS、および DHCP サーバーか
らイベントを収集します。



サーバー可用性



サービス監視



アドレス有効期限

DHCP サーバーと DNS サーバーからサービスの状態情報を収集します。
DNS サーバーから DNS ゾーンの状態イベントを収集します。
IP アドレス有効期限の状態をトラッキングし、通知をログに記録します。
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Windows PowerShell の
サポート
Windows Server 2012 R2 では、スクリプト化が可能な

Windows PowerShell コマンド シェル インターフェイ
スを通じて各管理操作を実行できるようになりました。こ

リソース計測の概要
Hyper-V リソース計測: リソース プールお
よび VM グループによってグループ化され
た、VM ごとの以下のカテゴリのリソース使
用量の取り込み

のサポートによって、IT 専門家はデータセンターの堅固
な自動化を構築して、定期的なタスクを処理できるように
なるため、管理者の貴重な時間が回復されます。

•

CPU

•

メモリ

•

ディスク

•

ネットワーク

•

記憶域

ネットワーキングに関連する 400 を超すコマンドレットを対象とする
包括的な対象範囲

リモート コンピューターの管理のサポート

統合オブジェクト モデル

図 25: Windows PowerShell の利点

Hyper-V
リソース計測

課題
•

リソース使用量データの集計。

•

容量計画およびリソース使用状況の傾向。

•

カスタマー、ホスティング サービス プロバイダー、およ
びデータセンターは、課金およびリソース管理レポート生
成用に情報を収集してまとめる方法を必要としている。

ソリューション
Windows Server 2012 R2 の Hyper-V は、次の図のような、分離とセキュリティを強化した方法で複数のクラ
イアントに VM を提供できるマルチテナント環境を構築しようとするプロバイダーに役立ちます。
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リソース プール インターネット
リソース計測
リ ソ ース プー ル

リソース プール
インターネット
カスタマー 1

利点
 リソース使用量を追跡および計
測し、チャージバック ソリュー
ションの構築のためのインフラ
ストラクチャを提供

カスタマー 2

 平均 CPU 使用率

VM1

VM2

VM3

VM1

VM2

VM3

カスタマー 1

カスタマー 1

カスタマー 1

カスタマー 2

カスタマー 2

カスタマー 2

 個々の仮想マシンまたは仮想マ
シン プールのリソース使用量
を追跡

 平均メモリ使用量
 最小メモリ使用量
 最大メモリ使用量
 最大ディスク割り当て

 仮想マシンを移動しても計測へ
の影響はなし

 着信ネットワーク トラフィック

 ネットワーク メータリング
ポートからのアクティブな制御
リスト (ACL) を使用
 Windows PowerShell の 完 全
サポートを提供

メトリック

インターネット

 送信ネットワーク トラフィック

仮想マシン リソース計測

 記憶域 IOPS

Windows Server 2012 R2 での
Hyper-V による 2 テナント環境の構築

図 26: Hyper-V を使用して構築したマルチテナント環境

単一クライアントが多数の仮想マシンを持つ
こともあるため、リソース使用量データの集計
は困難な作業になる場合があります。しかし、
Windows Server 2012 R2 では、Hyper-V
で利用できるリソース プール機能を通じてこ
の作業が簡略化されます。リソース プールは、
単一クライアントに属する仮想マシンのリ
ソースを収集する論理コンテナーであり、クラ
イアントの全体的なリソース使用量の単一ク
エリ ポイントとして利用できます。

リソース計測によって、以下のデータを測定できます。
•

一定期間における個々の VM の平均 CPU 使用率
(MHz 単位)

•

一定期間における個々の VM の平均物理メモリ使
用量 (MB 単位)

•

一定期間における個々の VM の最小物理メモリ割
り当て量 (MB 単位)

•

一定期間における個々の VM の最大物理メモリ割

•

一定期間における個々の VM のディスク領域容量

り当て量 (MB 単位)
の最大割り当て量 (MB 単位)
•

一定期間における個々の仮想ネットワーク アダプ
ターの合計着信ネットワーク トラフィック (MB
単位)

•

一定期間における個々の仮想ネットワーク アダプ
ターの合計送信ネットワーク トラフィック (MB
単位)

リソース計測の利点
•

カスタマーは 1 つ以上のクライアントに属する VM のリソース使用量データを収集可能

•

ライブまたはオフライン マイグレーション時、リソース使用量メタデータおよび構成も VM と共に
移動

•

インターネット トラフィックとイントラネット トラフィック間でネットワーク メータリング ポー
トの ACL を区別可能
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リモート ライブ監視
課題
ネットワーク管理者は、管理対象の VM への着信パケット
または VM からの送信パケットの監視または取り込みを
リモートから行う方法を必要としている。

リモート ライブ監視の概要:

ソリューション

•

Windows Server 2012 では、リモート サーバー上のネッ

•

トラフィック取り込みメカニズ
ム
R2 で の 簡 略 化 さ れ た セ ッ ト
アップ

トワーク トラフィックの監視機能を導入しました。
Windows Server 2012 R2 では、構成ステップを大幅に簡

•

フォレンジックおよびトラブル
シューティングに有用

略化し、ローカルまたはリモートからの、リモート コン
ピューター ビューでのネットワーク トラフィックのミ

•

WMI および ETW をサポート

ラーリングおよび取り込みを容易化しています。この機能
は、プライベート クラウド環境内の VM で特に役立ちま
す。

リモート ライブ監視は、データセンターのあらゆるホストからのパケットおよび
ETW イベントのリモート取り込み機能を提供することで、ロータッチの診断の
大規模な実行を実現します。
WMI でのフィルターおよび切り捨ての構成
WMI がセッションを開始/停止
切り捨てられたネットワーク トラフィックのリダイレクト

ETW イベント

Windows Server

Microsoft Message

2012 R2

Analyzer を備える
サーバーまたはクライアント

図 27: リモート ライブ監視

Message Analyzer は、Windows Server 2012 R2
の一部として完全なグラフィカル ユーザー イン
ターフェイスを提供します。リモート コンピュー
ターでオフライン取り込みを実行し、再接続時にそ
の取り込みを収集できるようになりました。取り込
みのセットアップ時には、ポートおよび IP アドレ
スによるフィルタリングだけでなく、ソース VM に
よるフィルタリングも設定できます。このサービス
から、Microsoft Message Analyzer を実行するクラ
イアントに Event Tracing for Windows (ETW) イ
ベントが返されます。

リモート ライブ監視の利点
•

Message Analyzer による統合 GUI エ
クスペリエンスを提供

•

リモート コンピューターからオフライ
ン トラフィックの取り込みを収集

•

IP アドレスおよび VM に基いてパケッ
トを選択するフィルターを提供

•

リモートおよびローカルでの表示用に
ETW イベントを取り込み
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System Center 2012 を
使用した、プライベート
クラウドでの
ネット ワーキングと
分離

System Center 2012 の概要
•

スイッチ拡張機能の管理

•

OS 標準機能としての NV ゲートウェイの
提供

•

•

中央の場所からの負荷分散プラグインの提
供
ホストおよび VM へのポリシーの一貫性の
ある適用

課題
•

仮想化ネットワークの大規模なセットアップと管理を手動で行うのは困難。

•

ホストおよび VM へのポリシーの大規模な適用を手動で行うのは時間がかかる。

カスタマーおよびクラウド管理者は、カスタマー固有のニーズを満たす分離および自動化レベルを確保しながら、
仮想化ネットワークを大規模に管理できる方法を必要としています。また、ロード バランサー、スイッチ拡張機能
マネージャー、およびネットワーク仮想化ゲートウェイへの接続が可能な一連のプロバイダーを使用して既存の
ネットワーク アプライアンスを活用する必要があります。この機能によって、物理ネットワークの場合と同様に、
クラウド、論理ネットワーク、およびホスト グループの負荷分散のための土台が構築されます。
データセンターでは、ネットワーク インフラストラクチャ (論理および物理) の可視性を強化する必要があります。
それによって、基礎となるネットワークに起因するサービスの可用性の問題や応答性/パフォーマンスの問題の特定
が容易化されます。
このようなツールをネットワーク監視チームが一元的に利用できるようにする必要があります。
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System Center 2012
R2 Virtual Machine
Manager

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager
(SCVMM) は System Center 2012 R2 スイートのコ
ンポーネントです。SCVMM は、データセンターまたは
プライベート クラウド内の計算、記憶、およびネット
ワーキング リソースの集中管理に使用されます。ホス
ティング サービス プロバイダーは、SCVMM 2012 R2

SCVMM 2012 R2 の概要:
•

ポリシーベースのスケーラブルな仮想
ネットワークの展開

•

クラウドのすべての側面のクラウド レ
ベルの管理と監視

•

自動化された VM プロビジョニングと
オンライン複製

•

フェールオーバー クラスタリングによ
る高可用性

を実装することで、Hyper-V、VMWare、Citrix ホスト、
および VM のすべてを管理できます。

課題
•

テナントおよびクラウド環境がインフラストラクチャに追加されるたびに、管理上のオーバーヘッドが急
激に増大する。

•

仮想ネットワークの手動による (自動化なしの) 大規模な構成および展開は困難 (特にマルチベンダー ク
ラウドの場合)。

ソリューション
SCVMM 2012 R2 を使用することによって、仮想ネットワークおよび仮想スイッチを構成し、それらの構成を任
意の数のホストに展開できます。また、SCVMM 2012 R2 では、高度なツールおよびコンソールを使用して NVGRE、
NAT、および BGP ポリシーのセットアップと展開を行えるため、データセンターの物理ネットワーク ファブリッ
ク上での論理ネットワークのオーバーレイ方法の管理も容易化されます。
さらに、SCVMM 2012 R2 は、既に説明したマルチテナント VPN ゲートウェイなどのゲートウェイ サービスを
備えています。反復可能な仮想更新および構成変更を任意の数の Hyper-V ホストに容易に展開できます。このよ
うな構成データは、VM がクラウド インフラストラクチャ内の別のホストに移行しても、その VM から解除され
ません。
重要な点として、SCVMM 2012 R2 の管理対象は Hyper-V だけに限定されません。Hyper-V、VMWare、また
は Citrix サーバーのクラウド インフラストラクチャ全体を集中管理できます。これには、これらのホスト上の
VM の集中管理およびプロビジョニングが含まれます。System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager の
詳細については、http://blogs.technet.com/b/scvmm/ を参照してください。
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仮想ネットワークの分離
SCVMM 2012 R2 では、従来の VLAN/PVLAN を使

個々のカスタマー (テナント) に割り当てることがで

用して VM ネットワークを分離できますが、ホスト

きます。各 PVLAN は、その親 VLAN に割り当てら

オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム が Windows Server

れた IP サブネットを共有します。各ホストはその接

2012 R2 の場合は、VM ネットワークの分離のもう

続先の PVLAN が異なっていても同じ IP サブネッ

1 つの選択肢として、SCVMM 2012 R2 で SDN を

トに属しますが、セキュリティの観点から、ホスト間

実装してスケーラビリティを高めることもできます。

およびホストと他のネットワーク上のリソースとの通

後者では、従来の VLAN ソリューションに関連する

信にはルーターが必要になります。

スケールの制限に対処できると共に、テナントが “自
社のネットワークを持ち込む” (または自社のネット
ワークをクラウド環境に拡張する) ことが可能です。
下のリンクにある図はこれらの各オプションを示して
います。この図に基づいて、この後でそれぞれのオプ
ションを詳細に説明します。

PVLAN はプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のペ
アから成り、それぞれの VLAN が次に示す 3 つのモー
ドのいずれかで構成されます (図 28 を参照)。無作為検
出モードでは、各ホストはプライマリ VLAN に配置さ
れ、プライマリ VLAN 上およびセカンダリ VLAN 上の
リソースと直接通信できます。コミュニティ モードでは、

プライベート仮想 LAN (PVLAN) は、VLAN のス

セカンダリ VLAN はコミュニティを表します。直接的

ケール制限の回避策としてしばしばサービス プロバ

な通信は、同じコミュニティ内のホスト、および無作為

イダー (ホスティング サービス プロバイダー) に

検出モードにあるプライマリ PVLAN に接続されたホ

よって使用されます。基本的に、PVLAN では、ネッ

ストとの間でのみ可能です。分離された PVLAN では、

トワーク管理者が、複数の分離された個別サブネット

プライマリ PVLAN 内に存在する無作為検出リソース

ワークに VLAN を分割し、各サブネットワークを

とのみ直接通信を行えます。

無作為検出

プライマリ
VLAN

セカンダリ
VLAN

コミュニティ

分離

図 28: PVLAN はプライマリ VLAN とセカンダリ VLAN のペアから成る。

SCVMM 2012 R2 では、上述の分離モードのみをサポー

SCVMM 2012 R2 は標準的な PVLAN 分離機能を基盤

トしており、プライマリ (無作為検出) モードとコミュニ

として機能し、論理ネットワークの構築と物理ネットワー

ティ モードの概念は取り入れていません。つまりどうい

ク上での論理ネットワークの抽象化の構成を行うための

うことかというと、このリリースの場合、PVLAN に接続

コンソールをネットワーク管理者に提供します。プライ

された VM は、ネットワーク上の他のあらゆるリソース

ベート クラウドの作成が可能になることで、管理者は、

から完全に分離されるということです。VM が直接通信で

Hyper-V ホスト上の特定の NIC に各アプリケーション

きるのは、既定の IP ゲートウェイだけです。これは厳し

または VM を割り当てる代わりに、論理ネットワーク レ

い制限のように感じられるかもしれませんが、多数のシナ

イヤーを使用して、カスタマーのさまざまなネットワーキ

リオがこの構成で良好に動作しています。代表的な例とし

ング要件を満たすことができます。SCVMM 2012 R2 は、

て、フロント エンド Web サーバーの場合を挙げること

単一コンソールからの Hyper-V、
VMWare、および Citrix

ができます。このシナリオでは、Web ファームのすべて

サーバーすべての管理を可能にするだけでなく、全リソー

の Web サーバーが同じネットワーク サブネットに配置

スのクラウド レベルのビューを提供し、かつエンド ツー

されますが、サーバー同士は完全に分離されています。こ

エンドのネットワーク監視を実現します。

の場合、PVLAN が管理の簡略化と全体的なセキュリティ
の強化に役立ちます。
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標準化された
サービス

開発

実稼働
VM ネットワーク

データセンター 1

委任された容量

クラウド抽象化
論理および

データセンター 2

標準化

論理ネットワーク

多様な イン フラ
ストラクチャ
開発
実稼働

図 29: SCVMM 2012 R2 は論理ネットワークの構築と抽象化の構成のためのコンソールをネットワーク監理者に提供する。

SCVMM 2012 R2 は、ロード バランサー、スイッチ拡張機能マネージャー、およびネットワーク仮想化ゲートウェ
イへの接続が可能なプロバイダーを備えています。これらのプロバイダーは以下の機能を提供します。

スイッチ拡張機能
マネージャー

ロード バランサー


ハードウェア プロバイダーを介
したロード バランサーへの接続



VMM へのネットワーク オブ
ジェクトおよびポリシーの提供



クラウド、ホスト グループ、およ
び論理ネットワークへの割り当て



該当する Hyper-V ホストへの
仮想スイッチ拡張機能の適用



サービス展開時の負荷分散方法の
構成および仮想 IP の追加



セルフサービス ユーザーによる
拡張機能に基づくポート分類の
選択の可能化

例:
F5 BIG-IP、Brocade Server、Iron
ADX、Citrix NetScaler、Microsoft
ネットワーク ロード バランサー

例:
Cisco Nexus 1000v 、 inMon
sFlow、5nine、NEC

ネットワーク仮想化
ゲートウェイ


インターフェイスからの OS 標
準およびサード パーティ ゲー
トウェイ デバイスの管理



OS 標準ゲートウェイ展開用の
VMM テンプレート

例:
Windows Server OS 標準 のゲ ート
ウェイ、IronNetworks、F5、Huawei

図 30: SCVMM 2012 R2 プロバイダー対応機能

ロード バランサー
•

SCVMM 2012 R2 では、ハードウェア プロバイダーを使用して、ロード バランサーに接続し、ロード バ

•

ロード バランサーを、(ネットワーク トポロジの要件に応じて) クラウド、ホスト グループ、および論理

ランサーを制御できます。
ネットワークに割り当てることができます。
•

SCVMM 2012 R2 では、負荷分散デバイスの展開時に、負荷分散方法 (ラウンド ロビン、比率、動的比率、
最速ノードなど) を構成し、仮想 IP アドレスをそのロード バランサーに割り当てることができます。
F5 BIG-IP、Brocade Server、Iron ADX、Citrix NetScaler、Microsoft ネットワーク負荷分散な
どのロード バランサーをサポートしています。
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ネットワーク仮想化ゲートウェイ
•

SCVMM 2012 R2 では、OS 標準およびサード パーティのネットワーク仮想化ゲートウェイを管理イン
ターフェイスから直接管理できます。

System Center
2012 R2
Operations
Manager

System Center 2012 R2 Operations Manager でも、ネッ
トワーク デバイスを監視できます。このアプローチの利点は
次のとおりです。
•

ネットワーク インフラストラクチャの可視性の向上

•

基礎となるネットワークに起因するサービスの可用
性、応答性、またはパフォーマンスの問題の特定の容
易化

•

ネットワーク デバイスがサーバーに物理的にどのよ
うに接続されているかの表示

•

ネットワーク監視チームとのサービス停止に関する
スムーズな (十分な情報に基づく) 対話の可能化

・ SNMP を使用したネットワーク デバイスの検出
・ 物理ネットワーク ルーターおよびスイッチの監視
・ インターフェイスおよびポート/仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN)
・ ホスト スタンバイ ルーター プロトコル (HSRP) グループ
・ ファイアウォールおよびロード バランサー

・ ネットワーク インフラストラクチャの可視性の向上
・ ネットワークに起因する重要なサービスおよびアプリケーションの障害の特定
・ ネットワークがサーバーにどのように接続されているかの表示

拡張監視機能のある
ネットワーク デバイスの一覧

図 31: System Center Operations Manager 2012 R2 の利点

System Center 2012 R2 Operations Manager は、ネットワーク ルーターおよびスイッチ (これらの
デバイス上のネットワーク インターフェイスとポート、およびこれらのデバイスでの VLAN の使用を
含む) を検出し、監視する機能を提供します。System Center 2012 R2 Operations Manager を通じ
て、ネットワーク デバイスがオンラインかオフラインかを把握し、これらのデバイスのポートおよびイ
ンターフェイスを監視できます。
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エンド ツー エンドの包括的なネットワーク ビュー
System Center 2012 R2 Operations Manager は、ネットワーク概要ダッシュボードおよびネットワーク デバイ
スの正常性ビューを通じて、エンド ツー エンドの包括的なネットワーク ビューを提供します。

ネットワーク ダッシュボード ビュー

各ネットワーク デバイスの正常性ビュー

図 32: System Center 2012 R2 Operations Manager の異なるネットワーク ビュー

ネットワーク概要ダッシュボード ビューには、ネットワークのノードおよびインターフェイスに関する重要なデー
タが表示されます。このダッシュボード ビューには以下の情報が表示されます。
•

応答が遅いノード (ICMP ping)

•

CPU 使用率が高いノード

•

使用率が高いインターフェイス

•

送信エラーが多いインターフェイス

•

受信エラーが多いインターフェイス

•

アラートが多いノード

•

アラートが多いインターフェイス

ネットワーク隣接ダッシュボードでは、ノードとそのノードに接続されたすべてのノードおよびエー
ジェント コンピューターの図を参照できます。ネットワーク隣接ダッシュボードには 1 つの “ホップ”
(接続レベル) が表示されます。しかし、より多くの接続レベルを表示するようにビューを構成できます
(最大 5 レベル)。この図には、各ノードの正常性とノード間の接続が表示されます。
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System Center 2012 R2 のカスタマーの利点
•

クラウド管理者は、System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager を使用することによって、別の
ネットワーク上の別のホストまたは別のデータセンターへ VM を移動した場合でも、適切なレベルの分離
を適用できます。また、SCVMM 2012 R2 はネットワーク インフラストラクチャの可視性を高めます。
仮想化ゲートウェイ、スイッチ拡張機能、およびロード バランサー プロバイダーは、ネットワー
ク管理者が既存の物理インフラストラクチャ アプライアンスをより適切に活用するのに役立ちま
す。

•

System Center 2012 R2 Operations Manager は、ネットワーク デバイスの監視におけるギャップを解
消します。アプリケーションが利用不能になった場合は、ネットワーク インフラストラクチャ全体のエン
ド ツー エンドの分散ビューを使用して、問題の効果的なトラブルシューティングと解決を行えます。
System Center 2012 R2 Operations Manager は、基礎となるネットワークに起因するサービ
スの可用性、応答性、またはパフォーマンスの問題の特定に役立ちます。
System Center 2012 R2 Operations Manager は、ネットワーク デバイスがサーバーに物理的
にどのように接続されているかを示します。
System Center 2012 R2 Operations Manager は、ネットワーク監視チームとのサービス停止
に関するスムーズな (十分な情報に基づく) 対話を可能にします。
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ハイブリッド クラウドでの

「

ネットワーキング

マイクロソフトでは、業界のパートナーと協力して、カスタマーのプライベート クラウドをオフプレミスのホスティ
ング サービス プロバイダーに接続するためのさまざまな選択肢の導入に取り組んでいます。Windows Server
2012 R2 はクラウド向けに高度に最適化されたオペレーティング システムです。
Windows Server 2012 R2 では、サイト間 (S2S) VPN 接続のマルチテナント ゲートウェイ サービスの機能を強
化し、ホスティング サービス プロバイダーが、クライアントごとに個別に VPN および NAT モデルを展開する代
わりに、すべてのクライアント間で VPN サービスを共有できるようにしています。
また、ミッション クリティカルなリソースのオフプレミス ホスティングを簡略化し、社内のデータセンターに統合
できるようにしています。このセクションでは、この実現を支えている Windows Server 2012 R2 のいくつかの
機能の向上と技術革新について説明します。
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クロスプレミス接続
課題
•

企業とホスティング サービス プロバイダー間のクロスプレミス接続の簡略化。

•

マルチテナント クラウド環境の S2S セキュリティに関連する難題。

•

オンプレミスに存在する NVGRE 論理ネットワークのルーティングとパケットのフィルタリングを維
持しながら、プライベート サブネットをホスト型クラウド環境に接続すること。

•

ゲートウェイ サービスで同時に複数のクライアント (サイト間 (S2S) VPN) 接続をサポートできるよ
うにする必要がある。

•

業界標準の IKEv2-IPsec プロトコルを使用したネットワーク セキュリティを適用できるようにする
必要がある。

•

Azure カスタマーは、自社のデータセンターの延長として扱える Windows Azure 内の分離されたセ
クションに、社内の仮想ネットワークを拡張する機能を必要としている。

ソリューション
Windows Server 2012 R2 はクラウド向けに高度に最適化されたオペレーティング システムです。リモート アク
セスの VPN サイト間機能は、企業とホスティング サービス プロバイダー間のクロスプレミス接続を可能にします。
クロスプレミス接続によって、企業では次のことが可能になります。
•

ホスト型クラウド ネットワーク内のプライベート サブネットへの接続

•

社内の地理的に分散した拠点間の接続

•

既存のネットワーキング機器を使用した、業界標準の IKEv2-IPsec プロトコルによるホスティング プ
ロバイダーへの接続

VPN サイト間トンネル
IKEv2-IPsec

Contoso
プライベート
クラウド

Woodgrove
プライベート
クラウド

Contoso
ロンドン
支社

サブネット 3

サブネット 1

サブネット 2

VPN サイト間トンネル
IKEv2-IPsec

Contoso

ニューヨーク

支社

サブネット 4

サブネット 1
サブネット 2

ホスト型クラウド

VPN サイト間トンネル
IKEv2-IPsec

業界標準の
IKEv2-IPsec ルーター

Woodgrove
ブラジル
支社

サブネット 3
サブネット 4

Windows Server 2012 R2
プレビューのリモート アクセ
ス サイト間 VPN サーバー

図 33: Windows Server 2012 R2 はクラウド向けに高度に最適化されたオペレーティング システムを提供する。

Windows Server 2012 R2 ネットワーキング - テクニカル シナリオおよびソリューション

||

60

Windows Server 2012 でのハイブリッド ネットワーキング
Windows Server 2012 では、S2S VPN は RAS の一部であり、分離を適用するにはテナントごとに VPN ホスト
が個別に必要でした。その他のコンポーネントとして、次のようなものがあります。
•

リモート アクセス サーバーの一部としてサイト間 (S2S) VPN を含む。

•

Windows ネットワーク仮想化が必要。

•

テナントごとに 1 つの VM がゲートウェイに必要。

Blue Corp
サイト 1

S2S トンネル
S2S トンネル

Blue Corp
サイト 2

Green Corp
サイト

S2S トンネル
Green
GW

Orange Corp
サイト 1

S2S トンネル
S2S トンネル

Orange Corp
サイト 2

リモート サイト

Blue
GW

Orange
GW

Blue 仮想
ネットワーク

Green 仮想
ネットワーク

Orange 仮想
ネットワーク

ホスティング サービス
プロバイダーのデータセンター

インターネット

図 34: Windows Server 2012 でのハイブリッド ネットワーキング

Windows Server 2012 R2 でのハイブリッド ネットワーキング
Windows Server 2012 R2 では、独立したマルチテナント S2S ゲートウェイが利用可能になりました。この新し
いゲートウェイは、ゲストのクラスター化を通じて高可用性 (HA) をサポートします。新しいゲートウェイでは、
BGP を使用してルートの動的更新が行われ、単一ゲートウェイでの複数のクライアントのサポートを可能にするマ
ルチテナント サービスが提供されます。その他の機能として、次のものがあります。
•

マルチテナント S2S ゲートウェイの提供。

•

HA 確保のためのゲストのクラスター化を含む。

•

BGP を使用したルートの動的更新。

•

インターネット アクセス用のマルチテナント対応 NAT の提供。

Blue Corp
サイト 1

BGP
Blue 仮想
ネットワーク

Blue Corp
サイト 2

アクティブ スタンバイ

Green Corp
サイト

Green 仮想
ネットワーク
マルチテナント
GW

Orange Corp
サイト 1

Orange 仮想
ネットワーク

Orange Corp
サイト 2

リモート サイト

インターネット

ホスティング サービス
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図 35: Windows Server 2012 R2 でのハイブリッド ネットワーキング
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プライベート クラウドと Azure および
ホスティング サービス プロバイダーとの接続
Windows Azure の仮想ネットワークでは、自社のデータセンターの延長として扱える分離されたプライベート セ
クションを Windows Azure 内に作成できます。たとえば、仮想ネットワーク内の VM にプライベート IP アドレ
スを割り当て、DNS 設定を指定し、サイト間 (S2S) 接続により、VPN デバイスを使用してこの仮想環境をオンプ
レミスのインフラストラクチャに接続できます。

仮想ネットワーク
サブネット 1

サイト間 VPN

サブネット 2

サブネット 3

DNS
サーバー

VPN ゲート
ウェイ

オンプレミス
データセンター

VPN
デバイス

会社のファイアウォールの
背後にある
個々のコンピューター

リモート ワーカー

図 36: Windows Azure の仮想ネットワークのセットアップ

Windows Server 2012 R2 では、既存の S2S

•

ユーザーは、セキュリティで保護された方法により、

VPN を使用してオンプレミスのネットワークを

任意の場所から Azure 環境に接続できます。たと

Windows Azure に接続できるため、ハードウェ

えば、開発者は、空港のカフェでコーヒーを飲みな

ア VPN デバイスに投資する必要がありません。

がら、ラップトップをテストおよび開発環境に接続

VPN デバイスのルーティングとリモート アクセ

し、リモートからコーディングを続けることができ

ス サービス (RRAS) を使用するだけで、この接

ます。

続が可能です。

•

Windows Server 2012 R2 の新機能の 1 つであ

たない小規模企業 (または企業内の部門) でも、

るポイント対サイト (Point-to-Site: P2S) VPN

P2S VPN 機能を使用して、Azure 内の展開にセ

により、VPN デバイスを必要とすることなく、個
別コンピューターと Azure 仮想ネットワークと
の VPN 接続をセットアップできます。この機能

キュリティで保護された方法で接続できます。
•

トワーク管理者の介入を必要とすることなく、セ

フィス環境またはリモートの場所にあるもの) と

キュリティで保護された接続をすばやくセットアッ

のセキュリティで保護された接続の確立を大幅に
想ネットワークへの接続を可能にします。

ユーザーは、自分のコンピューターが会社のプロキ
シまたはファイアウォールの背後にあっても、ネッ

は、Azure とクライアント コンピューター (オ

簡略化し、以下の方法による Windows Azure 仮

既存の VPN デバイスがない、または VPN デバイ
スの管理に必要なネットワーク関連の専門知識を持

プできます。
•

自社のクラウド アプリへのセキュリティで保護さ
れた接続を提供したいと望む ISV (独立系ソフト
ウェア ベンダー) は、P2S VPN 機能を使用して、
シームレスなアプリケーション エクスペリエンス
を提供できます。
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まとめ

「

Windows Server 2012 R2 は、その新機能および機能強化により、クラウド ベースの展開と、System Center 2012
R2 を併用した物理および仮想ネットワーク デバイスの管理のための最適なプラットフォームとなっています。
ソフトウェア定義
ネットワークの促進

・ Hyper-V
ネットワーク仮想化
・ Hyper-V
拡張可能スイッチ

継続的可用性を備える
アプリケーションの提供

・ SMB マルチチャネル
・ DHCP フェール
オーバー
・ QoS

データセンターの
ネットワーク管理の
簡略化

ネットワーク
パフォーマンスの向上

・ SMB ダイレクト
(RDMA)
・ 仮想 RSS
・ HNV タスクおよび
トラフィックの
オフロード
・ NIC チーミング
・ SR-IOV

ハイブリッド
クラウドでの
ネットワーキング

・ IP アドレス管理

・クロスプレミス接続

・ Microsoft Windows
PowerShell

・ Azure への拡張

・ リソース計測

・サービス プロバイ
ダーへの拡張

・ Virtual Machine
Manager による
ネットワーク管理
・ Operations Manager
によ るネ ット ワーク
監視

Windows Server 2012 R2 と System Center 2012 R2 の評価版を通じて、マイクロソフトが提供する最新の優
れたクラウド対応オペレーティング システムと管理ツールの機能の一部をじかに体験してください。開始に役立つ
リソースを以下にいくつか示します。
Windows Server 2012 R2 ダウンロード:
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-server/windows-server-2012-r2.aspx
Windows Server 2012 R2 の機能に関するホワイトペーパー:
http://download.microsoft.com/download/0/2/1/021BE527-A882-41E6-A83B-8072BF58721E/Windows_
Server_2012_R2_Overview_White_Paper.pdf
Windows Server 2012 R2 Hyper-V:
http://technet.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/dn205299
Windows Azure ベースの仮想マシンの実装:
http://www.windowsazure.com/ja-jp/services/virtual-machines/
System Center 2012 R2 ダウンロード:
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx#fbid=hbXN
_hbgJHr
System Center 2012 R2 の機能に関するホワイトペーパー:
http://download.microsoft.com/download/7/7/2/7721670F-DEF0-40D3-9771-43146DED5132/System_C
enter_2012%20R2_Overview_White_Paper.pdf
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