
ネットワーク仮想化と  
Software-Defined Data Center
VMware NSX は、Software-Defined Data Center （SDDC） の

基盤となる、まったく新しいネットワーク運用モデルを提供します。

NSX はソフトウェアでネットワークを構築するため、データセン

ターの運用担当者は、俊敏性、セキュリティ、および経済性を、 

従来の物理ネットワークでは達成できなかったレベルに向上させる

ことができるほか、論理スイッチ、ルーティング、ファイアウォール、

ロード バランシング、VPN、Quality of Service （QoS）、監視機能

などの、論理ネットワークの要素とサービスの完全なセットを提供

します。これらのサービスは、NSX API を利用する任意のクラウド

管理プラットフォームを通じて、仮想ネットワークにプロビジョ 

ニングされ、仮想ネットワークは、あらゆる既存のネットワーク  

ハードウェアにダウンタイムなしで展開できます。

NSX の主な機能

スイッチング データセンターの境界内および境界間で、レイヤー 3 
でルーティングされるファブリック全体にわたって、
論理レイヤー 2 オーバーレイによる拡張を可能にし、
VXLAN ベースのネットワーク オーバーレイをサポート
します。

ルーティング 仮想ネットワーク間のダイナミック ルーティングは、
ハイパーバイザー カーネル内で分散方式で実行され
ます。ルーティングをスケール アウトでき、物理 
ルータによるアクティブ / アクティブ フェイルオー
バーが可能です。固定ルーティングとダイナミック 
ルーティングのプロトコル （OSPF、BGP） をサポート
します。

分散 
ファイアウォール

ハイパーバイザー カーネルに組み込まれた分散型の
ステートフル ファイアウォールは、ハイパーバイザー 
ホスト 1 台あたり最大 20 Gbps のファイアウォール 
キャパシティを提供し、Active Directory とアクティ
ビティの監視機能をサポートします。また、NSX は 
NSX Edge™ を使用して North-South 方向のファイア
ウォール機能を提供します。

ロード 
バランシング

SSL オフロードおよびパススルー、健全性チェック、
アプリケーション ルールを兼ね備えた L4 ～ L7 の
ロード バランシング機能を提供します。

VPN サイト間およびリモート アクセス用の VPN や、クラ
ウド ゲートウェイ サービス向けのアンマネージド 
VPN の機能を提供します。

NSX  
ゲートウェイ

VXLAN から VLAN へのブリッジングをサポートして
いるため、物理ワークロードへシームレスに接続でき
ます。この機能は NSX に組み込まれており、エコ 
システム パートナーが提供するトップ オブ ラック  
スイッチによっても提供されています。

概要

VMware NSX® は Software-Defined Data Center （SDDC） 
向けのネットワーク仮想化プラットフォームです。仮想 

マシン同様の運用モデルで、ネットワーク全体を運用でき
るようにします。NSX では、スイッチング、ルーティング、
ファイアウォールなどのネットワーク機能がハイパーバイ
ザーに組み込まれ、環境全体に分散されます。その結果、
いわゆる 「ネットワーク ハイパーバイザー」 が作成され、
仮想ネットワークと仮想サービスのプラットフォームとして
機能します。仮想マシンの運用モデルと同様に、仮想ネット
ワークも基盤となるハードウェアから独立し、プログラム
によってプロビジョニングおよび管理されます。NSX は、
ネットワーク モデル全体をソフトウェアで再現し、単純な
ネットワークから複雑なマルチティア ネットワークに至る
まで、あらゆるネットワーク トポロジーの作成とプロビ
ジョニングをわずか数秒で実行します。さまざまな要件に
対応した複数の仮想ネットワークを作成し、NSX を介して
提供されるサービスを組み合わせて活用することで、本質的
によりセキュアな環境を構築できます。

主なメリット

• マイクロセグメンテーションときめ細かなセキュリティの
個々のワークロードへの適用

• 自動化により、ネットワークのプロビジョニングの所要
時間を数分から数秒まで短縮し、運用効率を向上

• 物理ネットワーク トポロジーに依存せず、データセン
ター内またはデータセンター間でワークロードを移動可能

• 主要なサードパーティ ベンダーのエコシステムを通じた
高度なセキュリティとネットワーク サービスの利用

VMware NSX
ネットワーク仮想化プラットフォーム
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自動化
NSX は、膨大な作業が必要でミスが発生しやすいタスクを自動化 

することで、長時間にわたるネットワークのプロビジョニング、 

構成エラー、コスト高のプロセスなどの課題に対処します。また、

ソフトウェアでネットワークを作成するため、ハードウェア ベース

のネットワークに関連するボトルネックが解消されます。

vRealize Automation や OpenStack などのクラウド管理プラット

フォームと NSX とのネイティブな連携によって、更なる自動化も

可能です。

アプリケーションの継続性
NSX は基盤となるハードウェアからネットワークを抽象化する 

ため、ネットワークとセキュリティのポリシーは関連するワーク

ロードへと適用されます。このためディザスタ リカバリのために 

アプリケーション環境全体をリモートのデータセンターに容易に 

レプリケーションしたり、アプリケーション環境を企業のデータ 

センター間で移動したりできます。また、アプリケーション環境を

ハイブリッド クラウド環境に展開することもできます。これらの 

操作は数分で完了し、アプリケーションの動作を中断させること 

なく、物理ネットワークに手を加える必要もありません。

VMware NSX のエディション
NSX の新しいエディションは、より多くのお客様のネットワーク 

仮想化に対する固有の要件に対応し、Software-Defined Data 

Center の実現に向けた取り組みを推進します。

Standard
ネットワークの俊敏性と自動化機能を必要とする企業向け

Advanced
Standard の機能に加えて、マイクロセグメンテーションによる 

本質的によりセキュアなデータセンターを必要とする企業向け

Enterprise
Advanced の機能に加えて、複数のデータセンターに跨るネット

ワークとセキュリティを必要とする企業向け

NSX API RESTful API による、任意のクラウド管理プラット
フォームまたはカスタマイズされた自動化機能との
連携が可能です。

運用管理 統合 CLI、Traceflow、SPAN、IPFIX などのネイティブ
な運用機能によって、インフラストラクチャのトラ 
ブルシューティングやプロアクティブな監視を行う
ことができます。VMware vRealize® Operations™ や 
vRealize Log Insight™ などのツールとの連携によって、
高度な分析とトラブルシューティングが可能です。

動的な 
セキュリティ  
ポリシー

NSX のサービス コンポーザーによって動的なセキュ
リティ グループを作成できます。セキュリティ  
グループのメンバーシップを決定するために、単なる 
IP アドレスや MAC アドレスのほかにも、VMware 
vCenter™ のオブジェクトやタグ、オペレーティング 
システムの種類、および Active Directory のロールを
使用でき、セキュリティを動的に適用できます。

クラウド管理 vRealize Automation™ および OpenStack とネイティブ
に連携します。

サードパーティの
パートナーとの
連携

管理プレーン、制御プレーン、およびデータ プレーン
がさまざまなサードパーティ パートナーと連携して
おり、次世代のファイアウォール、IDS / IPS、エー 
ジェント不要のアンチウイルス、アプリケーション 
デリバリ コントローラ、スイッチング、運用管理と
視認性、高度なセキュリティなど、多岐にわたります。

vCenter 跨ぎの
ネットワークと
セキュリティ

ネットワークとセキュリティを、vCenter Server  
およびデータセンターの境界を越えて、基盤となる 
物理トポロジーを問わず拡張できるため、ディザスタ 
リカバリやアクティブ / アクティブのデータセンター
などの機能を利用できます。

ログ管理 vRealize Log Insight for NSX を活用することで、情報
をより的確に確認できるため、迅速な問題解決が可能
です。イベント傾向やトリガ、アラートなどをリアル
タイムで可視化します。

ユースケース

セキュリティ
NSX では、ワークロードのネットワーク サブネットや VLAN に関係

なく、データセンターを論理的に分割して、ワークロードごとに 

別個のセキュリティ セグメントを作成できます。IT 部門はその後、

セキュリティ ポリシーおよびセキュリティ制御を、動的なセキュリティ 

グループに基づいて各ワークロードに対して定義できます。これに

よって、データセンター内の脅威に対する迅速な対応と、個々の 

仮想マシンへの適用が可能です。従来のネットワークとは異なり、

攻撃者がデータセンターの境界の防御を突破したとしても、脅威が

データセンター内で水平方向に移動することはできません。

データシート  /  2



Standard Advanced Enterprise

分散スイッチングと分散ルーティング ○ ○ ○

NSX Edge ファイアウォール ○ ○ ○

NAT ○ ○ ○

物理環境へのソフトウェア L2 ブリッジ ○ ○ ○

ECMP によるダイナミック ルーティング  
（アクティブ / アクティブ）

○ ○ ○

API ベースの自動化 ○ ○ ○

vRealize および OpenStack との連携 ○ ○ ○

NSX 向け vRealize Log Insight によるログ管理 ○ ○ ○

vRealize によるセキュリティ ポリシーの自動化 ○ ○

NSX Edge のロード バランシング ○ ○

分散ファイアウォール ○ ○

Active Directory との連携 ○ ○

サーバ アクティビティの監視 ○ ○

サービスの適用 （サードパーティ製品との連携） ○ ○

VMware AirWatch® との連携 ○ ○

vCenter を跨いだ NSX の活用 ○

マルチサイトにおける NSX の最適化 ○

VPN （IPsec と SSL） ○

リモート ゲートウェイ ○

ハードウェア VTEP との連携 ○

詳細情報
詳細については、次の Web サイトを参照してください。  

http://www.vmware.com/jp/products/nsx/

NSX のライセンスとエディションごとの機能の詳細については、 

次の Web サイトを参照してください。  

https://kb.vmware.com/kb/2145679

VMware 製品のご購入または詳細情報については、次の製品 Web 

サイトをご覧ください。  

http://www.vmware.com/jp/products
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