Data Sheet

主な特長

Extreme Fabric Orchestrator (EFO) は、
ネットワーク オペレータへ以下の機能を
提供します。
• エンド ポイントのセキュアかつ動的なア
タッチによって仮想化サービスを自動的に
作成する。
• 複数のデバイスに対するデバイス構成、パッ
チ、ソフトウェア イメージの一括更新を有
効にすることで、人為的な構成ミスを低減
する。

• 高度な原因特定ツールやイベント管理ツー
ルによって問題を迅速にトラブルシュー
ティングする。
• 帯域幅飽和の問題 / 動向や帯域幅消費の大
きい上位アプリケーションなどを特定する
ことで、ネットワークを最適化する。

• 一貫したアクセス制御や監査を提供するこ
とで、セキュリティおよびコンプライアン
ス イニシアチブを実現する。
• 検出ツールや可視化ツールによってインベ
ントリおよび資産管理を行う。

• 仮想マシンを追跡し、VM ライフサイクル
の移行に同期してネットワークを変更する。

Extreme Fabric Orchestrator

ネットワークの可視化と自動化を実現し、トラブルシューティング
を強化する

Extreme Fabric Orchestrator の利点
サービス提供までの時間を数週間 / 数か月短縮

Fabric Orchestrator は、ネットワークの構成、プロビジョニング、オーケストレー
ションを自動化することで、サービス提供までの時間を大幅に短縮します。

ネットワークのダウンタイムを回避

可視性、障害、パフォーマンスの包括的な管理機能により、ネットワークの脆弱性
やボトルネックを問題になる前に特定します。一括構成およびオーケストレーショ
ン機能によって人為的ミスがなくなります。

運用コストを低減

Fabric Orchestrator は、障害、構成、パフォーマンス、セキュリティ機能をすべ
て備えており、ネットワークの管理・運用を簡略化します。

将来を見据えてオープン テクノロジを基に構築

ノースバウンド REST インターフェイスを備えているため、OpenStack などの
オープンなオーケストレーション ツールによって自動化やオーケストレーションを
実現できます 1。

物理リソースと仮想リソースの可視性と同期を提供

ノースバウンド REST インターフェイスと
OpenStack は現在予定されている機能です。

Fabric Orchestrator は、仮想マシン (VM) のアクティベーションから移動、変更、
削除に至るライフサイクルの遷移を検知します。これにより、ネットワーク デバイ
スを自動的にプロビジョニングして VM のサーバ間の移行に追随できます。

1

JP.EXTREMENETWORKS.COM

1

アドオン

他のソフトウェア コンポーネント (Identity
Engines など ) を柔軟に追加可能

アドオン

構成

SDN コントローラ

ノースバウンド REST インターフェイス

サードパーティ製オーケストレーション ツール (OpenStack など ) によ
る自動化やオーケストレーションを可能にするインターフェイス

API (REST)
オーケストレーション

自動化

障害 / パフォーマンス

フロー管理

検出

インベントリ

ポリシー

デバイス ドライバ
要素管理

Extreme ERS および VSP ネットワーク
デバイスの管理
図 1 Extreme Fabric Orchestrator のアーキテクチャ

包括的な管理・運用

EFO には、互いに連携して機能するツール セットが完全に統合
されています。これらのツール群により、ネットワークの包括的
なビューを 1 つの画面から統合的に提供し、ワークフローの合理
化と運用コストの削減を実現します。アプリケーション間で情報
を共有できるため、データ入力の手間がなくなり、運用スタッフ
の貴重な時間を節約できます。
主な管理・運用機能は以下のとおりです。

障害と診断

ネットワークの可視化によって問題が特定された後、EFO はネッ
トワークの障害を監視できます。デバイスから収集した情報を使
用し、すべてのネットワーク イベントを関連付けたり、影響を受
けている一次デバイスと二次デバイスを特定したりすることで、
ネットワーク障害の最も可能性の高い原因を突き止めます。EFO
には豊富なイベント処理機能も用意されており、何か問題が発生
したときに適切な担当者に即座に通知されます。

診断管理機能を使用すると、ネットワーク デバイスを診断して診
断データを収集できます。EFO は、レイヤー 2 および 3 の診断
検出と可視化
結果を階層表示ではなくエンド・ツー・エンド接続の形で提示し
EFO は、充実したネットワーク デバイスの検出および可視化機
ます。この機能により、データをグラフィカルにエクスポートお
能を備えています。ネットワークに接続されているデバイスは、
よび印刷できます。
複数の異なるベンダー製の装置が混在している場合でも、すべて
検出されます 2。検出可能な対象は、サーバ、ストレージ サーバ、 さらに、動向の把握に役立つさまざまな組み込みレポートも用意
スイッチ、ルータ、IP 電話、PC、VM ホスト、OS など、状況に
されています。これには、ノード単位およびインターフェイス単
応じて多岐にわたります。
位の可用性、イベント履歴レポート、CPU およびメモリの履歴

特定されたデバイスは、ネットワーク トポロジがどれだけ複雑で
あっても、階層型の単純なマップに変換されます。これにより、
デバイス間の関係が明瞭にわかるエンド・ツー・エンドのビュー
が得られます。ネットワーク オペレータはこのビューを基に影響
分析を簡単に行うことができます。また、アプリケーションの状
況を把握できるサービス ベースのビューも用意されており、これ
は物理的な接続の問題と論理的な ( アプリケーションの ) 接続の
問題を見分けるのに役立ちます。
2

ビュー、トラフィック パターンの履歴ビューなどが含まれます。

サードパーティ製デバイスの監視と検出がサポートされています。サードパーティ製デバイスの構成とオーケストレーションはサポートされていません。
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構成とオーケストレーション

EFO には、直感的に操作できるシンプルなウィザードと使いやす
いテンプレートが用意されており、複雑なネットワーク構成でも
簡単に設定できます。いったん作成した構成テンプレートは保存
され、必要に応じて便利に適用されます。これらのテンプレート
により、以下のようなテクノロジ、サービス、プロトコルをネッ
トワーク全体で簡単に構成できます。

• VLAN: 1 つ以上のデバイスで VLAN を作成、表示、削除、
変更します。
• MLT および SMLT: 1 つ以上のデバイスのメンバーシップを作
成、表示、削除、変更します。

• ル ー テ ィ ン グ : IP ル ー テ ィ ン グ、OSPF、RIP、ARP、
VRRP、IPv6 ルーティング、IPv6 OSPF、IPv6 VRRP をサ
ポートします。

• VRF: 単一の GUI ワークフローによって VRF サービスを設
定できます。

• マルチキャスト : マルチキャスト プロトコルを使用するデバ
イスを表示・設定します ( マルチキャスト配信ツリーの表示
など )。IGMP、
DVMRP、
PIM-SM、
MSDP、
マルチキャスト ルー
トの各プロトコルをサポートしています。

仮想化管理とプロビジョニング

EFO は、仮想マシン (VM) のアクティベーションから移動、変更、
削除に至るライフサイクルの遷移を検知します。これにより、ネッ
トワーク デバイスを自動的にプロビジョニングして VM のサーバ
間の移行に追随できます。
具体的に言うと、VM が作成されたときや新しいホストに移動さ
れたときに定義済みテンプレートをスイッチ ポートに適用できま
す。ポート テンプレートには、
接続サービス (VLAN やファブリッ
ク対応デバイスの iSID) のほか、サーバに接続されたエッジ デバ
イスのポートに (VM レベルで ) 適用できる QoS、ACL、ポート
共有、帯域幅制限のパラメータが含まれます。これにより、VM
がサーバ間で移行したときに適切なネットワーク接続サービスを
確実に準備できます。たとえば、新しい Microsoft® Outlook VM
が作成された場合にその VM に VLAN ID 100 を自動的に割り当
てるルールを作成すれば、ユーザが介入しなくても新しい VM に
接続できます。

EFO は、仮想化ネットワークのエンド・ツー・エンドのビュー
( サーバ、VM、ネットワーク デバイスを示す ) も作成します。こ
れは、問題のトラブルシューティングを行う際に企業のネットワー
ク管理者チームとサーバ管理者チームが連携してより効率的に問
題に対処するのに役立ちます。

• ファブリック : Extreme ERS および VSP プラットフォーム
で最短パス ブリッジング (SPB) パラメータを監視、設定、 パフォーマンス管理
トラブルシューティングします。これには Fabric Extend
EFO のパフォーマンス管理ツールは、キャパシティ プランニン
や Fabric Attach が含まれます。
グや変更監視にも使用できます。後者では、ネットワークに加え
一括構成機能を使用することで、ファイルを一括して複数のデバ られた変更 ( 新しいスイッチの追加など ) をネットワーク オペ
イスにアップロード、または複数のデバイスからダウンロードで レータが監視し、対象デバイスの短期的なパフォーマンスを観察
できます。また、長期的な観点から、キャパシティ プランニン
きます。この機能により、変更されたイメージや構成ファイルを
グ要件を検討する際に役立つ重要な情報も提供されます。たとえ
ネットワークに導入する際に、導入作業のスケジュール設定や実
ば、ある特定のリンク上のトラフィックが事前定義されたしきい
際の更新が簡単になります。
値 (30 パーセントなど ) を超え始めた場合に、パフォーマンスを
EFO は、デバイスへのアクセスを許可されたユーザのみに制限し
記録して報告できます。同じ傾向が続く場合は、トラフィックの
ます。アクセスはユーザの役割によって定義できるため、たとえ
増大に対処するために状況に応じてネットワーク変更計画を策定
ばあるユーザにエッジ デバイスの設定を許可し、コアへのアクセ
できます。
スは許可しない、といったアクセス制限をかけることができます。
アプリケーションの最適化
これにより、管理者間の担当範囲の重複を避け、ユーザが誤って
重要な設定を変更してしまう事態を防止できます。さらに、高度
EFO には、アプリケーションの挙動と帯域幅の利用動向を監視、
な監査ツールによって管理者が構成ミスのあるデバイスを速やか 分析、報告するツールが組み込まれています。収集されたデー
にデバッグし、修正することもできます。EFO は、ネットワーク
タから、トラフィックがネットワーク内をどのように流れてお
上のすべてのデバイスのすべての変更に対してログを記録します。 り、何がトラフィックを発生させているかを知ることができま
これらのログを調べることで、推奨設定やベスト・プラクティス
す。見やすいダッシュボードには便利なトップ 10 レポートが用
からの逸脱をチェックできます。ログのリセットや復元はリモー 意されており、どこでリソースが過度に使用されているかを追
トから行うことができます。
跡できます。
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図 2 EFO のアーキテクチャ ビジョン
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エンド ツー エンドのオーケストレー Extreme Fabric Orchestrator:
導入と運用
ションを実現する機能
今後サポートされるノースバウンド API と OpenStack によるク
ラウド オーケストレーションにより、EFO はファブリック ネッ
トワークと従来型ネットワークの両方の自動化を実現できるよう
に設計されています。

ノースバウンド API2

クラウド管理システム、マネージャ・オブ・マネージャ システム、
およびカスタム アプリケーションの統合は、一連のノースバウン
ド アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) に
よって実現されます。そのため、SDN やファブリックに対するシ
ンプルかつ共通のプログラマビリティが得られます。

OpenStack によるオーケストレーション 3

OpenStack は、パブリック クラウドまたはプライベート クラウ
ド環境でアプリケーションや仮想マシンを簡単に作成・移動でき
るオープン ソースのクラウド オペレーティング システムです。
OpenStack はデータセンター内のすべての仮想化リソース ( コ
ンピューティング、ストレージ、ネットワーキング ) の上位に位
置するコントロール レイヤーを提供するため、API のセットと共
通のダッシュボードを通じてこれらのリソースを単一のサービス
エンティティとしてオーケストレーションできます。OpenStack
を導入している企業は、Extreme Fabric Orchestrator を使用し
て、ファブリック ネットワークとコンピューティング リソース
やストレージ リソースとの協調を自動化できます。
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Extreme Fabric Orchestrator は、便利で導入しやすいように
パッケージ化された、自己管理アプライアンス ベースのソリュー
ションです。これには以下のようなメリットがあります。

シンプルで迅速な導入、1 時間足らずで準備完了

Extreme Fabric Orchestrator は、単一アプライアンス ベース
のソリューションにすべてのアプリケーションがプリインストー
ルされており、管理機能やコントローラ機能ごとに別々のサーバ
を実装しなくて済みます。そのため、通常は数日かかる導入時間
を 1 時間に短縮できます。

シングル クリックでアップグレードやパッチの適用が可
能な自己管理ソリューション
従来の管理ソリューションは、管理や保守に相当な量の時間とリ
ソースが必要です。Extreme Fabric Orchestrator は、アプライ
アンスに常駐するすべてのアプリケーションのアップグレードや
パッチの適用を管理コンソールからシングル クリックで実行でき
るようになっており、手動で介入しなくてもシステムを最新状態
に維持できます。
API は現在予定されている機能です。

2
3

OpenStack ML2 ドライバは現在予定されている機能です。

サードパーティ製デバイスの監視と検出がサポートされています。サードパーティ
製デバイスの構成とオーケストレーションはサポートされていません。
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新しいデバイスの自動統合

従来の管理プラットフォームでは、新しい製品を導入してから、
その製品が会社の管理システムに完全に統合されるまでに 2 ～
3 か月の遅延があるのが普通でした。Fabric Orchestrator で
は、新しいデバイスを会社のネットワークに配備すると直ちに、
Extreme Support ポータルから適切な要素管理プラグインが自
動的にダウンロードされます。これにより、遅延やオペレータの
介入なしに新しいデバイスの基本的な管理サポートが可能となり
ます。

まとめ

より少ない労力でより多くのことを行うという考えがますます重
要視されている現在、Extreme Fabric Orchestrator は、基盤と
なるネットワークを完全に自動化して効率的に管理するための実
際的な解決策です。Fabric Orchestrator は、サービス提供まで
の時間を短縮し、人為的ミスを減らして、運用コストを大幅に削
減します。障害およびパフォーマンス監視、構成、セキュリティ
などの従来の管理機能に加えて、SDN のプログラマビリティと
いった新しい機能も幅広く備えており、今日の IT 環境に求めら
れる使いやすさと拡張性を実現するシングル・ポイント ソリュー
ションを提供します。さらに、広範かつ包括的でありながら使
いやすいソリューションによって物理ネットワークと仮想ネット
ワークの両方を管理できることも、競合製品を引き離す大きな強
みとなります。

仕様

管理対象デバイス

• Virtual Services Platform 9000
• Virtual Services Platform 8000
• Virtual Services Platform 7000
• Virtual Services Platform 4000

• イーサネット ルーティング スイッチ 5000

• イーサネット ルーティング スイッチ 4000
• イーサネット ルーティング スイッチ 3500
• イーサネット ルーティング スイッチ 2500
• イーサネット ルーティング スイッチ 1600
• WLAN 8100/2300
• Belden スイッチ

アプライアンス仕様

• HP DL360 Gen9 サーバ

• Intel E5-2697v2 12 コア 2 ソケット CPU
• 128 GB メモリ

• 4x600 GB 15000 RPM SAS ドライブ (RAID 5 設定 )

• 2x HP 500W フレックス スロット プラチナ ホット プラグ
電源キット

サポートされているオペレーティング システム

• Redhat KVM ハイパーバイザを実行している RHEL
7.1 x64 OS

• RHEL 5.7 x64 OS ( プライマリ SMGR 仮想マシンの場合 )
• RHEL 6.6 x64 OS ( その他すべての仮想マシンの場合 )
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