Data Sheet

主な特長

• 初期プロビジョニング、設定、検証、
トラブルシューティング / 自動修復な
どのネットワーク ライフサイクル全
体をイベント ドリブンの自動化手法に
よって自動化することで、IT の俊敏性
を向上

• ネットワーク自動化と他の IT ドメイン
からのツール チェーンやプロセスを統
合することでビジネスの俊敏性を向上
させ、真のエンド・ツー・エンドの IT
ワークフロー自動化を実現

• ターンキー型、カスタマイズ可能型、
またはユーザ自作型のネットワーク
ワークフロー自動化 ( どのタイプもマ
ルチベンダー ネットワーク環境に対
応 ) によって独自のペースで自動化を
実装可能
• DevOps 手法、業界のベスト プラク
ティスを取り入れた人気のあるオープ
ン ソース テクノロジ、コラボレーショ
ンやイノベーションを促進する活発な
技術コミュニティの力を活用

Extreme Workflow Composer
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自動化されたネットワーク運用による IT および
ビジネスの俊敏性の向上

コンピューティング、ストレージ、アプリケーションの各ドメインとは異なり、ネッ
トワーク インフラストラクチャは以前から IT およびビジネスの俊敏性向上やデジ
タル ビジネスへの移行に対する障壁となっています。しかし、IT 組織の 66 パーセ
ントが、成功しているクラウド プロバイダのアーキテクチャ、自動化、俊敏性を模
範にしたいと考えており、ネットワークと運用モデルを変革しなければならないの
は明白です。1
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拡張性

図 1 Workflow Composer の設計原理
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図 2 Workflow Composer の構造

これを実現するためには、DevOps 手法、人気のあるオープン ソー
ス テクノロジ、業界のベスト プラクティス、そして同業者のコ
ラボレーションやイノベーションを促進する活発な技術コミュニ
ティの力を活用した、ワークフロー中心のクロス・ドメイン自動
化ソリューションが必要となります。Workflow Composer は、
広く使用されている強力な StackStorm オープン ソース プロ
ジェクトを基に構築された自動化プラットフォームです。この自
動化プラットフォームは、ネットワーク ライフサイクル全体を自
動化すること、およびクロス・ドメイン ワークフローを可能にす
ることで瞬時のクロス・ドメイン自動化を実現し、IT とビジネス
の俊敏性を向上させることを目的に設計されています。

ワークフロー中心の自動化

ネットワーク ライフサイクルの自動化およびクロス・ドメイン自
動化を可能にするには、ワークフローの観点から考える必要があ
ります。

ワークフローとは、ビジネスの目標や技術的な目的を達成するた
めに組み立てられて実行される、一連の手順や論理のことです。
より重要なのは、ワークフローが、手動操作やビジネス ルールを
大規模な IT サービス デリバリに転換するための実証されたメカ
ニズムであるという点です。また、ワークフローの複雑さは一定
ではありません。ネットワーク デバイスやサービスのプロビジョ
ニングなどの単一ドメインの場合もあれば、ネットワーク デバイ
スの問題を検出し、その問題を自動解決できない場合にヘルプ デ
スク チケットを自動的に作成して割り当てるといったようなクロ
ス・ドメインの場合もあります。
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Workflow Composer は、ターンキー型、カスタマイズ可能型、
またはユーザ自作型のワークフロー自動化を提供します。ターン
キー型のワークフローは、ネットワーク ファブリック全体のゼロ
からのプロビジョニングと設定、既存のネットワーク アーキテク
チャへのデバイスの追加、BGP の設定、ネットワーク構成の検
証、一般的な問題のトラブルシューティングなどのよく行われる
作業を自動化することで、自動化への移行を容易にします。ユー
ザ自作型のワークフローは、組織が独自に作成し、Workflow
Composer を通じて実行するワークフローであり、マルチベン
ダー ネットワーク プラットフォームやその他のテクノロジの自
動化など、お客様に固有の要件を満たすことができます。

StackStorm を基盤としたクロス・
ドメイン ワークフローの自動化

StackStorm オープン ソース プロジェクトを基に構築された
Workflow Composer は、クロス・ドメイン テクノロジを統合
および自動化することで、クロス・ドメイン ワークフローの自動
化を提供します。StackStorm オープン ソース プロジェクトは、
すでに多くの大規模サービス プロバイダや IT 組織によって使用
されている、イベント ドリブンのクロス・ドメイン自動化プラッ
トフォームです。
StackStorm の コ ン ポ ー ネ ン ト と ア ー キ テ ク チ ャ を 利 用 す る
Workflow Composer は、カスタマイズ可能なセンサーやアク
ションを使用することで、このクロス・ドメインの統合を実現し
ます ( 図 2 を参照 )。
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Workflow Composer は、 StackStorm イベント
ドリブン自動化プラットフォームを利用してクロ
ス・ドメイン ワークフローの自動化を実現します。
この無償のオープン ソース プロジェクトに参加す
るユーザや貢献者のコミュニティは拡大し続けて
います。現在までに StackStorm は、 Amazon、
Azure、 VMware、 Docker、 OpenStack など
の広く使用されているプラットフォームとの間
に約 2,000 の統合ポイントを提供しています。
StackStorm オープン ソース プロジェクト、
サポートされている統合、 StackStorm コミュニ
ティ、 StackStorm のダウンロードの詳細につい
ては、 www.stackstorm.com をご覧ください。
センサーとアクション

センサーは、外部システムからの特定のイベントを監視する入力
側の統合ポイントです。イベントが発生すると、センサーはルー
ルに基づいて対応するワークフローをトリガーします。また、ルー
ルにはクロス・ドメイン ワークフローを束ねる働きもあります。
たとえば、新しいリーフ スイッチが登録されると、センサーがそ
のイベントを検出し、
「IP ファブリック リーフの設定」ワークフ
ローをトリガーします。あるいは、コンピューティング プラット
フォームのセンサーが、ストレージ容量がしきい値よりも少なく
なっていることを検出したときに、ログ ファイルをアーカイブす
る修復ワークフローをトリガーするような場合もあります。さら
に、このセンサーは、満たされたルールの条件とその条件が修復
されたことをユーザに通知する Slack メッセージをトリガーする
こともできます。

アクションは、外部システムに変更を要求する出力側の統合ポイ
ントです。アクションの呼び出しは、Workflow Composer Admin
UI、コマンド ライン インターフェイス (CLI)、または ChatOps
ウィンドウによってユーザが行う場合と、ワークフローが行う場
合があります。たとえば、
「IP ファブリック リーフの設定」ワー
クフローが実行されたときに、そのワークフローから Network
Configuration Protocol (NETCONF) アクションが呼び出され
て、IP、ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP)、その他の項
目がスイッチに設定されます。

すべてのレイヤーでオープン

Workflow Composer はすべてのレイヤーでオープンになって
いるため、カスタマイズが可能です。これにより、独自の要件
を実現したり、コミュニティや自動化エコシステムからのイノ
ベーションやコラボレーションを促進したりできます ( 図 3 を参
照 )。Workflow Composer アーキテクチャの最上位にあるのは、
オープンでカスタマイズ可能なすぐ使える既成ワークフローで
す。ユーザが独自のワークフローをゼロから作成することもでき
ます。構成可能サービスのレイヤーには、Workflow Composer
の中核となるマイクロサービスベース フレームワークの例が列挙
されています。拡張性を向上させるため、各サービスは API を
介してオープンにアクセス可能になっているか、オープン ソー
ス化されています。最後に、センサー / アクションのレイヤー
は、StackStorm または StackStorm のコミュニティによって
提供されているオープンな統合ポイントであり、クロス・ドメイ
ン ワークフローの自動化を実現するために必要となります。す
べてのレイヤーでオープンな拡張性の高いアーキテクチャを持つ
Workflow Composer 自動化プラットフォームは、ほぼすべての
IT テクノロジやプラットフォームと統合できます。

発注情報

Workflow Composer は、Workflow Composer 自動化プラッ
トフォームと、オプションの各種自動化スイートで構成されてい
ます。自動化プラットフォームには、必要なすべてのサービス、
LDAP および RBAC セキュリティ、Workflow Composer のコ
ンポーネントを管理するための Web ベース管理 UI、ドラッグ・
アンド・ドロップ方式でワークフロー コードを新規に作成できる
設計 UI が含まれています。Workflow Composer 自動化スイー
ト ( 別ライセンス ) は、
データセンター ファブリックのプロビジョ
ニングや保守といった共通の課題に対してすぐに使えるターン
キー機能を提供するために必要なサービス、アクション、センサー、
ワークフローで構成されています。自動化スイートのすべてのコ
ンポーネントは、Workflow Composer 自動化プラットフォーム
とシームレスに連動するように設計、文書化、テスト、サポート
されています。また、Workflow Composer はすべてのレイヤー
でオープンになっているため、コンポーネントもすべてオープン
であり、将来の要件に合わせて拡張できます。
Workflow Composer 自動化スイートの詳細については、
次のページをご覧ください。
jp.extremenetworks.com/automation-suites

他に類を見ないこのオープンでカスタマイズ可能なアプローチに
より、発生したイベントに応じてワークフローが起動し、ほぼす
べてのネットワーク デバイス、クロス・ドメイン プラットフォー
ム、またはアプリケーションでワークフローからのアクションを
プログラマブルに実行できます。
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図 3 すべてのレイヤーでオープンな Workflow Composer のアーキテクチャ

Workflow Composer 発注情報
製品番号

説明

BR-BWC-ENT-S-02-1

データセンターまたは管理ドメインあたりの
Extreme Workflow Composer 自動化プラット
フォーム、LDAP および RBAC セキュリティ、設
計 UI、および Extreme テクニカル サポートに対す
る 1 年間のサブスクリプションが含まれます。

まずはお試しください

Extreme Workflow Composer 仕様
サーバ OS

サーバ CPU
サーバ メモリ
サーバ ストレージ

Workflow Composer は 90 日間無償でお試しいただけます。
評 価 版 を ダ ウ ン ロ ー ド す る に は、jp.extremenetworks.com/
workflow-composer のページで無償評価版のオプションを選択
し、指示に従ってください。

プログラミング言語

言語モデルおよび API

• RHEL 6.x、7.x、CentOS 6.x、7.x、
Ubuntu 14.04、16.04
• 試用 : 2×CPU コア
• 実働 : 4×CPU コア

• 試用 : 1 GB RAM
• 実働 : >16 GB RAM
• 試用 : 10 GB
• 実働 : 40 GB

• Puppet、Python、Mistral、Ansible、Ruby
• YANG、NETCONF、YAML、REST

エクストリーム ネットワークス株式会社
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