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対象読者 
本書は、VMware® NSX ネットワーク仮想化ソリューションを既存の vSphere 環境に導入することに関心

がある、仮想化およびネットワークのアーキテクトを対象としています。 

概要 
VMware の Software-Defined Data Center （SDDC） アーキテクチャは、物理データセンターのインフ

ラストラクチャ全体に仮想化テクノロジーを拡張します。ネットワーク仮想化プラットフォームである 

VMware NSX は、SDDC アーキテクチャの主要製品の 1 つです。 

NSX は、従来のネットワーク モデルや、各ベンダーが提供する次世代ファブリック アーキテクチャなど、

あらゆる IP ネットワークにダウンタイムなしで導入できるソリューションです。既存の物理ネットワーク 

インフラストラクチャと物理ネットワーク サービスさえあれば、NSX を使用して SDDC を実現できます。

既存環境に NSX を導入すると、L2 ブリッジまたは L3 ルーティングを介したプログラムによる接続が可能に

なります。また、ロード バランサやファイアウォールなどの既存の物理サービスを適用できるため、NSX の

論理ネットワークでこのような従来のサービスを統合して利用することができます。 

注： 本書では、以降、「NSX」 と 「NSX-v」 を区別なく使用します。いずれの場合も、NSX と vSphere の

両方を利用する環境を指します。 

既存のデータセンター ネットワークへの NSX の導入 
これから本書では、お客様の複数の移行シナリオについて分析します。これらのシナリオでは、NSX の機能

を最小限のダウンタイムで既存のネットワークにシームレスに導入し、データセンターの機能を向上させる

ことができます。 

最初の導入シナリオの目的は、既存のネットワーク インフラストラクチャに NSX を導入することです。 

既存のネットワーク インフラストラクチャ自体には大きな変更を加える必要がないことを前提としています。

このシナリオでは、図に示すとおり、従来型の 3 層データセンター ネットワーク （アクセス、アグリゲー

ション、コア） を使用するものとします。 

 

図 1： 従来型の 3 層データセンター ネットワーク設計 
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このようなネットワークの主な特性を次に示します。 

• L2 ネットワーク ドメインと L3 ネットワーク ドメインの境界がアグリゲーション レイヤーにあります。

具体的には、アグリゲーション レイヤーのデバイスに接続する物理ファイアウォールが、データセン

ターのサブネット （この例では Web、アプリケーション、およびデータベース） のデフォルト ゲート

ウェイとなります。 

• アクセス レイヤーのスイッチは、純粋な L2 デバイスとして機能し、ローカルのトラフィックのスイッ 

チングと、ほかのアクセス レイヤー デバイスへのトラフィックのスイッチングを行います。 

• 仮想化されたコンピューティング リソースは、VLAN 上のポート グループに接続されます。VLAN は 

アクセス レイヤーの複数のスイッチにまたがっているため、展開された仮想マシンを L2 内で移行する 

ことができます。 

• この例では、単一のポッド （ポッドは、アグリゲーション スイッチのペアと、それに接続するアクセス 

レイヤーのデバイスで表されます） で構成される環境を想定します。大規模なデータセンター環境では、

通常、コア ルータを介して L3 で複数のポッドを相互接続して利用します。 

本書では、既存環境への導入シナリオを 2 つの具体的な移行ユースケースで考えます。1 つはオーバーレイ

を利用しないマイクロ セグメンテーション、もう 1 つはオーバーレイを利用するマイクロ セグメンテー

ションです。 

シナリオ 1： オーバーレイを利用しないマイクロ セグメン
テーション 
最初の移行シナリオでは、VLAN セグメントに接続する仮想マシンにセキュリティ ポリシーを適用する方法

の変更について主に説明します。NSX が提供する分散ファイアウォールの機能を利用すると、物理ネット

ワーク インフラストラクチャを変更することなく、East-West 通信に対して最適な形でセキュリティ ポリ

シーを適用できます （ゼロ トラスト セキュリティ ポリシー）。 

North-South 通信に対してセキュリティ ポリシーを適用する方法は複数あります。詳しくは、「移行の詳細な

手順」 のセクションで説明します。どのような場合でも、最終的な目的の 1 つは、デフォルト ゲートウェイ

を物理ファイアウォールから取り除いて、アグリゲーション レイヤーのデバイスに配置することです。これに

より、East-West 通信処理を最適化することもできます。 

移行前の検討事項 

• 最初に、すべてのトラフィック フローに対するセキュリティ ポリシーが、統合ファイアウォール アプライ

アンスに展開されます。このファイアウォールは、通常は仮想マシンに対するデフォルト ゲートウェイ

として展開されるため、すべての IP サブネットは、統合ファイアウォールで設定されたセキュリティ  

ポリシーを活用してほかのサブネットと区分されます。このモデルでは、物理ファイアウォールが、ルー

ティングとポリシー適用の両方の機能を実行します。 
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図 2： 物理ファイアウォール上の統合セキュリティ ポリシー 

物理スイッチ インフラストラクチャにハードウェア固有の機能 （L2 のアクセス コントロール リストや 

プライベート VLAN など） がある場合を除いて、同じ VLAN セグメントに接続している複数の仮想マシン

間の階層内通信には、どのポリシーも適用されません。 

• NSX を構成するための主な要件の 1 つは、すべてのコンピューティング ホストをあらかじめ vSphere 

Distributed Switch （分散スイッチ） に接続しておくことです。この要件が満たされておらず、ホスト

がローカルの vSphere Standard Switch （標準スイッチ） に接続している場合、最初にホストを分散

スイッチに移行する必要があります。各 ESXi ホストに、標準スイッチに接続した物理アップリンク 

（vmnic） が 2 個以上ある場合、アプリケーションを停止することなく標準スイッチから分散スイッチ

に移行できます。 

標準スイッチから分散スイッチへ移行する際に推奨される手順の詳細については、次の URL を参照してくだ

さい。http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf （英語） 

ESXi ホストが最初に Nexus 1000V 仮想スイッチに接続している場合も同様です。この場合も、移行プロ

セスの最初の手順として分散スイッチに移行する必要があります。 

• ESXi ホストの要件 

➢ 管理クラスタ： コンピューティング クラスタを管理するために vCenter Server がすでに展開されている

ことを前提としています。分散ファイアウォール機能を有効にするために NSX を導入する場合、NSX 

Controller をプロビジョニングする必要はありません。既存の管理クラスタに展開する必要があるのは 

NSX Manager のみです。 

➢ コンピューティング クラスタ： 仮想マシンを既存のコンピューティング クラスタの外部に移行する必要は

ありません。必要なことは、NSX の VIB をコンピューティング クラスタにプッシュして、分散ファイア

ウォールの機能を有効にするだけです。既存のコンピューティング クラスタに ESXi ホストをあとで追加

したり、追加した ESXi ホストを使用して新しいコンピューティング クラスタを作成したりすることが 

できます。前者の場合、ホストをクラスタに追加すると、VIB がホストに自動的にプッシュされます。 

後者の場合、NSX Manager の UI を使用して NSX 用の新しいクラスタを準備する必要があります。 
 

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf
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図 3： コンピューティング クラスタ、管理クラスタ、および分散スイッチ 

• 移行手順の目的 

➢ NSX の分散ファイアウォールを導入し、East-West 通信に対して最適なセキュリティ ポリシーを適用 

します （マイクロ セグメンテーションまたはゼロ トラスト セキュリティ）。 

注： 分散ファイアウォールは、細分化された境界のファイアウォールです。データセンター内部で通信

されるか （East-West フローの場合）、外部ネットワークとの間で通信される （North-South フローの

場合） かに関係なく、分散ファイアウォールは、任意の仮想マシンの送信フローと受信フローのすべてに

対して、セキュリティ ポリシーを適用できます。しかし、本書では、East-West 通信に適用される分散

ファイアウォールのセキュリティ フィルタリングを中心に説明します。これは、North-South 通信に 

対してポリシーを適用するために、通常は別のファイアウォール デバイス （論理または物理） が展開 

されるからです。 

➢ 仮想マシンのデフォルト ゲートウェイをアグリゲーション レイヤーのデバイスに移動して、この機能を

物理ファイアウォールから取り除き、East-West ルーティングのスケーラビリティを向上させます。 

➢ 既存の物理ファイアウォールを利用したいかどうかに応じて、North-South 通信に対するセキュリティ 

ポリシーの適用方法を複数提供します。 

移行の詳細な手順 

この環境に NSX を導入するための詳細な手順を次に示します。 

a. NSX 用に準備する必要があるすべての ESXi ホストが、分散スイッチに接続していることを確認します。

すべての ESXi ホストが分散スイッチに接続していない場合、必要な移行の手順 （標準スイッチから分散

スイッチ、または Nexus 1000V 仮想スイッチから分散スイッチへの移行） を実行します。 

b. 既存の管理クラスタに NSX Manager を展開して、既存の管理クラスタおよびコンピューティング クラ

スタを管理するためにすでに使用している vCenter Server に NSX Manager を接続します。コン

ピューティング クラスタのリソースを管理する vCenter Server と NSX Manager は、常に 1 対 1 の 

関係である必要があります。 
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c. NSX の VIB をコンピューティング クラスタにプッシュして、NSX 用のコンピューティング クラスタを

準備します。この操作をしても、元の VLAN 環境に接続している既存のアプリケーションは停止しない

はずです。VIB がコンピューティング クラスタにプッシュされるとすぐに分散ファイアウォールによって

セキュリティ ポリシーが適用されますが、デフォルトのルールでは、すべての通信を許可するように

なっています （図 4）。 

 

 

図 4： 分散ファイアウォールのデフォルトのセキュリティ ルール 

注： 現在、VIB をプッシュすると、データ プレーンが 4 ～ 10 秒間停止する場合があります。この問題は、

Intel 社の NIC カードを搭載した ESXi ホストに VIB をプッシュした場合にのみ発生するようです 

（Receive Side Scaling （RSS） が現在、自動的に有効化されるため）。この動作については現在調査中

です。今後のリリースで修正される可能性があります。 

d. 分散ファイアウォールのポリシーを展開します。今後、AlgoSec 社などのサードパーティ製ソリュー

ションが NSX と連携して、ファイアウォール ルールを物理ファイアウォールから収集し、分散ファイア

ウォールの設定に直接適用できるようになる予定です。この処理は、アプリケーション単位で実行できる

予定です。移行はアプリケーション単位で行われることが普通なので、この方法は理に適っています。 

ただし、分散ファイアウォールを使用すると、従来の IP アドレスや MAC アドレスに加えて、セキュリ

ティ グループや vCenter オブジェクトなどの高度な構成要素を利用してセキュリティ ルールを作成でき

るので、可能なかぎり、分散ファイアウォールを使用してセキュリティ ルールを作成することをお勧め

します。 

また、これは、アプリケーションごとにセキュリティ ポリシーを作成しなおす必要があることを示して

います。既存のファイアウォール ポリシーを整理して見直す機会でもあります。 

この段階では、依然として、分散ファイアウォールと物理ファイアウォールの 2 か所でセキュリティ  

ポリシーが適用されます。ただし、分散ファイアウォールに設定されたポリシーで許可されないトラ

フィックは、ハイパーバイザー レベルで直接ドロップされるため、物理ネットワーク インフラストラクチャ

に送信されるトラフィックの量はすでに減少しています。この途中の段階では、分散ファイアウォールの

ポリシーが設計したとおりに機能していることを確認することもできます。分散ファイアウォールの 

セキュリティ ポリシーの設定ミスによって通信が誤って許可されたとしても、物理ファイアウォール  

レベルでドロップされるため、セキュリティの脆弱性が生じることはありません。 
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図 5： 統合ファイアウォールのポリシーと分散ファイアウォールのポリシー 

e. 分散ファイアウォールが正常に機能していることを確認したら、East-West トラフィックに対するポリ

シーを物理ファイアウォールから削除することもできます。分散ファイアウォールによってトラフィック

がドロップされるようになるため、いずれにしても物理ファイアウォールが許可しない East-West トラ

フィックを受信することはなくなります。これ以降、East-West 通信に対するすべてのポリシーは、分散

ファイアウォール レベルのみで適用されます。 

 

図 6： North-South 通信のセキュリティ ポリシーを適用する場合にのみ使用される物理ファイアウォール 

f. すべてのルーテッド East-West 通信が、アグリゲーション レイヤーにあるデフォルト ゲートウェイを

使用するように設定します。この際、通常は、VLAN インターフェイス （Switched Virtual Interface 

（SVI）） で、Web、アプリケーション、およびデータベースの各サブネット用のデフォルト ゲート

ウェイの IP アドレスを設定します （図 6 の例では .1 を使用）。この段階では、物理ファイアウォール

がルーティング機能を引き続き提供しているため、SVI は 「シャットダウン モード」 のままにしておく

必要があります。 
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図 7： アグリゲーション レイヤーのデバイスにおけるデフォルト ゲートウェイの設定 

アグリゲーション レイヤーのデバイスと物理ファイアウォールの間にスタティック ルーティングまたは 

ダイナミック ルーティングを確立することもできます。このためには、アグリゲーション スイッチ上に別の 

SVI インターフェイスを定義し、これを使用してファイアウォールとのスタティックまたはダイナミックな

関係を L3 で確立する必要があります。図 8 に示すように、元々アグリゲーション スイッチとファイア

ウォールとの間で L2 トランク接続していたほかの VLAN に、VLAN （この例では VLAN 100） を追加 

できます。 

 

図 8： L2 トランクへの L3 ピアリング VLAN を追加 

この新しい VLAN が表すパスは、デフォルト ゲートウェイを移行する次の手順が完了すると North-South 

通信に使用されます。 

g. 仮想マシンのサブネットに対するデフォルト ゲートウェイを、物理ファイアウォールからアグリゲー

ション レイヤーへと切り換えます。この操作では、仮想マシンのローカルの ARP キャッシュ設定を 

デフォルト ゲートウェイの新しい MAC アドレスに更新する必要があるため、メンテナンス期間中に 

システムを停止して実行します。 

本書では 2 つの展開モデルについて説明します。それぞれ、North-South 通信に対してセキュリティ  

ポリシーを適用する場所が異なります。 
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1. 物理ファイアウォールを引き続き運用し、物理ファイアウォールをアグリゲーション レイヤーのデバイス

の North 側にインライン接続する場合 

 

図 9： 物理ファイアウォールをインライン接続で展開 

これは簡単なモデルです。North-South 通信に対しては、引き続き物理ファイアウォールを使用してセキュ

リティ ポリシーを適用します。一方、East-West トラフィック フローに対しては、分散ファイアウォール

を使用し、同じ VLAN に接続する仮想マシンに対しては、階層内のポリシーを適用できます。 

移行を開始する前に、物理ファイアウォールが North 側のネクスト ホップ デバイスとのスタティック ルー

ティングまたはダイナミック ルーティングのピアリングをすでに確立している可能性があります。これは、

前述の移行の手順で説明したように、アグリゲーション スイッチとの間でスタティック ルーティングまたは

ダイナミック ルーティングのピアリングを確立するだけで、データセンター IP サブネットへの接続情報の

交換が開始されるためです。また、アグリゲーション レイヤーのデバイスと物理ファイアウォールとの間の 

L2 トランク接続から、仮想マシン データの VLAN （VLAN 10、20、および 30） を除外することができ

ます （図 8）。 

注： この展開モデルでは、プライベート IP アドレス空間を利用するデータセンター サブネットに対して、

物理ファイアウォールが NAT 機能も提供している場合があります。 
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2. 物理ファイアウォールを設計から完全に撤去する場合 

 

図 10： 分散ファイアウォールを使用して North-South のポリシーも適用 

この場合、North-South のポリシーを分散ファイアウォール レベルで適用するか、または通常はデータ 

センターをパブリック インターネットから保護している境界の物理ファイアウォール上で適用します。 

どちらの場合も、元々アグリゲーション レイヤーに接続していた物理ファイアウォールを撤去することが 

できるので、運用コストと設備投資コストの両方を節約できます。 

シナリオ 2： オーバーレイを利用するマイクロ セグメンテー
ション 
前述のモデルで説明したファイアウォール ポリシーの変更に加えて、このシナリオでは VXLAN ベースの

論理ネットワークを展開します。ただちに実現できるメリットは、アンダーレイの物理構成から論理領域内

の接続を分離できることです。物理ネットワークの具体的な構成とは関係なく、ワークロードを特定の 

VXLAN セグメントで表される同じ L2 ドメインに接続できます。つまり、ネットワークの L2 で隣接して

いない部分にワークロードを接続する環境でも同じことを実現できます。 

このユースケースには追加の要件があり、論理領域に接続している仮想マシンと、仮想化できないベアメタル 

サーバとの間の通信を許可する必要があります。これは一般的な要件です。図 11 は、3 層アプリケーション

環境 （Web、アプリケーション、およびデータベース） の典型的な例を示しています。データベース層に

含まれるワークロードには、仮想マシンとベアメタル サーバが混在しています。 
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図 11： 仮想マシンとベアメタル サーバを含む 3 層データセンター ネットワーク 

導入のための検討事項 

• 分散スイッチに関する検討事項： 前述のユースケースと同様に、VXLAN 論理ネットワークを展開する

際も、ESXi ホストを分散スイッチに接続する必要があります。つまり、標準スイッチまたは Cisco Nexus 

1000V などの他の仮想スイッチを利用する既存のコンピューティング クラスタを、最初に分散スイッチ

に移行する必要があります。 

• サーバの要件 

➢ 管理クラスタ： NSX Manager を展開するだけでなく、論理ネットワークを構成して NSX の高度な 

ARP 抑制機能を利用するために、3 台の NSX Controller で構成されるクラスタが必要です。ベスト  

プラクティスは、各 NSX Controller ノードをそれぞれ異なる ESXi ホストに展開することです。これに

伴い、1 台の ESXi ホストで障害が発生した場合でも、NSX Controller クラスタが継続稼動できるように

するために、管理クラスタへの ESXi ホストの追加が必要になる可能性があります。 

➢ コンピューティング クラスタ： 前述のユースケースで説明したように、論理スイッチに接続する仮想マシン

用に既存のクラスタを再利用することも、新しいクラスタを展開または追加して使用することもできます。 

➢ Edge クラスタ： Edge サービス ゲートウェイと分散論理ルータ （DLR） コントロール仮想マシンを 

ホストするために、新しい Edge クラスタを展開することを推奨します。また、管理クラスタに十分な

キャパシティがない環境では、NSX Controller をホストするために Edge クラスタを使用することも 

できます。 

注： DLR コントロール仮想マシンはコンピューティング クラスタの一部として展開される場合があります。

Edge サービス ゲートウェイを等コスト マルチパス （ECMP） モードで展開する場合は、Edge サービス 

ゲートウェイ ノードと DLR コントロール仮想マシンを同じ ESXi ホストに展開しないことがベスト プラク

ティスであるため、DLR コントロール仮想マシンをコンピューティング クラスタの一部として展開する 

ことが推奨されます。詳細については、「VMware NSX for vSphere Network Virtualization Design 

Guide ver 2.1」 を参照してください。 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683
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図 12： コンピューティング クラスタ、Edge クラスタ、および管理クラスタ 

• 移行手順の目的 

➢ 仮想マシンを論理ネットワーク （VXLAN セグメント） に移行し、分散ネットワーク サービス （スイッ

チング、ルーティング、ファイアウォール、ロード バランシング） を論理領域内に展開することで、 

メリットを得ることができます。 

➢ 前述の点に伴い、ルーティングの機能と、East-West セキュリティ ポリシーの適用の機能を、物理ファ

イアウォールから取り除きます。最初の移行ユースケースで説明したように、物理ファイアウォールを 

撤去して、設備投資コストと運用コストを削減することもできます。 

➢ 論理スイッチに接続する仮想マシンと VLAN に接続するベアメタル サーバとの間の L2 通信を維持します。 

➢ 物理ネットワークの構成を簡素化します。不要になった仮想マシン データの VLAN や、デフォルト ゲート

ウェイの設定などを削除します。同時に、物理ネットワークに次に示す新しい VLAN を追加します。 

o 異なる ESXi ホスト上にある仮想マシン間の East-West 通信を可能にするために、新しい VLAN 

（VXLAN トランスポート VLAN） を 1 つ展開します。 

o North-South 通信を可能にするために、NSX Edge サービス ゲートウェイと物理ネットワーク インフ

ラストラクチャとの間にもう 1 つ VLAN が必要です。 

物理ネットワークの構成を簡素化し、論理領域内にネットワーク サービスを展開することで、運用コストを

大幅に削減できます。また、より重要な点として、NSX を導入し、論理ネットワークの接続と物理ネット

ワークの接続 （オーバーレイとアンダーレイ） とを分離できるようにすることで、データセンター環境全体

の俊敏性が向上します。これによって、変更の際の待ち時間がなくなり、アプリケーションをほぼリアル  

タイムで展開できるようになり、さらに、物理ネットワークの構成を変更する必要がなくなります。 
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移行の詳細な手順 

この環境に NSX を導入するための詳細な手順を次に示します。 

a. NSX 用に準備する必要があるすべての ESXi ホストが、分散スイッチに接続していることを確認します。

すべての ESXi ホストが分散スイッチに接続していない場合、必要な移行の手順 （標準スイッチから分散

スイッチ、または Nexus 1000V 仮想スイッチから分散スイッチへの移行） を実行します。 

b. 既存の管理クラスタに NSX Manager を展開して、管理クラスタおよびコンピューティング クラスタを

管理するためにすでに使用している既存の vCenter Server に NSX Manager を接続します。 

c. 3 台の NSX Controller を管理クラスタの一部として展開します。NSX Controller を Edge クラスタの

一部として展開することもできます。どちらのクラスタの場合でも、3 台以上の ESXi ホストを展開して 

NSX Controller を別々のホストに配置できるようにすることを推奨します。 

d. NSX 用のコンピューティング クラスタおよび Edge クラスタを準備します （NSX の VIB を各クラスタ

にプッシュします）。多くの場合、元の VLAN 環境に接続している既存のワークロードを停止せずに 

この操作を実行できます。 

e. 移行のシナリオ 1 で説明したように、East-West 通信に対する分散ファイアウォール ポリシーを展開 

します。この段階では、依然として、分散ファイアウォールと統合ファイアウォールの 2 か所でセキュリ

ティ ポリシーが適用されます。ただし、ポリシーで許可されないトラフィックは、ハイパーバイザー  

レベルで直接ドロップされるため、物理ネットワーク インフラストラクチャに送信されるトラフィック

の量はすでに減少しています。 

f. （オプション） East-West トラフィックに対するポリシーを統合ファイアウォールから削除します。この

段階では、East-West トラフィックに対するポリシーは、すべて分散ファイアウォール レベルのみで 

適用されます。物理ファイアウォールは依然としてデフォルト ゲートウェイであり、VLAN 上のポート 

グループに接続するすべての仮想マシンに対して、ルーティング機能を提供します。 

 

 

図 13： East-West 通信のセキュリティ ポリシーを適用する分散ファイアウォール 
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図 13 で示されているように、分散ファイアウォールの機能は仮想ワークロードの仮想ネットワーク イン

ターフェイス カード （vNIC） に適用されます。ただし、セキュリティ ポリシーの設定で、ベアメタル 

サーバが送受信する通信を制御することもできます。これは、サブネット内の通信 （同じ VLAN 30 に含ま

れる仮想マシンと物理サーバとの間の通信など） にも、サブネット間の通信にも該当します。 

g. すべてのコンピューティング クラスタおよび Edge クラスタで VXLAN を構成します。通常は、元の 

VLAN 環境に接続している既存のアプリケーションを停止せずにこの操作を実行できます。また、この

構成作業では、ネットワークに VLAN を追加する必要があります。この VLAN を使用して、各 ESXi  

ホストで定義された VTEP VMkernel インターフェイスから送信される、カプセル化された VXLAN  

トラフィックを転送します。この VLAN 用のデフォルト ゲートウェイは、アグリゲーション レイヤーの

スイッチ上に構成できます。 
 

 

図 14： 物理ネットワークでの VXLAN トランスポート VLAN の構成 

h. ネットワーク インフラストラクチャの MTU を増やします。VXLAN のトラフィックをネットワーク全体で

サポートする必要があるため、次のインターフェイスで、MTU の値を 1,600 バイト以上に増やす必要が

あります。 

• Top of Rack （ToR）スイッチ上の L2 インターフェイス： この構成は、ESXi ホストに接している 

インターフェイス、アグリゲーション レイヤーのスイッチに接しているインターフェイス、および ToR 

スイッチ間のインターフェイスに該当します。 

• アグリゲーション スイッチ上の L2 インターフェイスおよび L3 インターフェイス： さまざまな ToR  

スイッチに接している L2 インターフェイス、アグリゲーション スイッチ間の L2 トランク、および 

VXLAN トランスポート VLAN に関連する L3 SVI インターフェイスの MTU を増やす必要があります。

VXLAN トランスポート VLAN に関連する L3 SVI インターフェイスの MTU を増やす必要があるのは、

異なる IP サブネットに属する VTEP IP アドレス間で VXLAN トラフィックをルーティングする必要が

ある場合です。 
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図 15： L2 および L3 インターフェイスの MTU の増加 

図 15 のシナリオでは、VXLAN トランスポート VLAN をすべてのサーバ ラックにわたって容易に拡張でき

ます。VXLAN トランスポート VLAN の L2 と L3 の境界はアグリゲーション レイヤーのデバイスにある 

ため、コンピューティング クラスタおよび Edge クラスタに含まれる ESXi ホスト用のすべての VTEP IP 

アドレスは、同じ IP サブネットに含まれる可能性が高いです。VXLAN トランスポート ネットワークに 

使用される IP サブネットは、アンダーレイ ネットワーク インフラストラクチャで使用されるプールから 

割り当てる必要があります。 

注： L2 インターフェイス上で MTU を変更すると、その物理リンク上を通過するトラフィックが停止する

可能性があります （多くの場合、物理スイッチのベンダーによります）。利用可能な冗長パスでトラフィック

をリカバリできるように、この操作は一度に 1 つのリンクに対して実行することを推奨します。 

i. 移行が完了したあと、仮想マシンを接続する論理スイッチ （VXLAN セグメント） を作成します。この

操作は、NSX Manager の UI か REST API コールを使用して実行できます。この時点では、これらの 

論理スイッチに仮想マシンが接続していないこと、また、論理スイッチがどの論理ルータ インターフェ

イスにも接続していないことを確認してください。 

j. NSX L2 ブリッジを展開し、論理領域に移行する必要があるすべての仮想マシンに対して、VXLAN から 

VLAN への通信を可能にします。前述のとおり、異なるラックに配置されたアクセス レイヤーのデバイス

間で VLAN を問題なく拡張できるため、NSX L2 ブリッジは、Edge クラスタまたはコンピューティング 

クラスタの一部として自由に展開できます。いつでも NSX L2 ブリッジ インスタンスをアクティブに 

することができ、1 つで最大 512 個の VXLAN / VLAN のペアをブリッジ接続できます。NSX が提供 

するスケール アウト モデルでは、VXLAN と VLAN の複数のペアに対応するために、複数のブリッジ  

インスタンスを展開できます （図 16 の例では、コンピューティング クラスタ リソースの一部として、 

3 つの異なるブリッジ インスタンスが展開されています）。 
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図 16： コンピューティング クラスタの一部として NSX L2 ゲートウェイを展開 

k. 各 VLAN に含まれる仮想マシンを論理領域に移行します。この各仮想マシンの移行プロセスは、仮想 

マシンの vNIC のポート グループを、VLAN 上のポート グループから VXLAN 上のポート グループに

変更するだけです。この操作は、仮想マシンが送受信するデータ プレーンのトラフィックには影響を 

与えずに完了することができます。 

この移行途中の段階では、次のような状態になります。 

• 同じ L2 ドメインに含まれ、VLAN ポート グループおよび VXLAN ポート グループに接続している仮想

マシンは、NSX L2 ブリッジを利用して互いに通信します。論理ネットワークに接続する仮想マシンは、

同じメカニズムを使用してベアメタル サーバと通信します。 

• VXLAN セグメントに移行された仮想マシンは、引き続き物理領域にあるファイアウォール上のゲート

ウェイを利用します。 

• サブネット間のルーティングは、引き続きファイアウォールによって実行されます （図 16 の右側を 

参照）。 

l. 仮想マシンの移行を完了して、DLR コントロール仮想マシンと NSX Edge を Edge クラスタの一部 

として展開します。 

注： NSX L2 ブリッジ機能を有効にするために展開した前述の DLR インスタンスとは別に、ルーティング

専用の DLR インスタンスを定義することを推奨します。 

DLR および Edge 上でダイナミック ルーティング プロトコルを設定し、相互にピアリングを開始すること

ができます。この段階では DLR に論理スイッチが接続していないため、DLR はルーティング情報をまだ 

やり取りしません。Edge は、North-South 通信に使用する有効なパスを転送テーブル内にプログラムする

ために、物理ファイアウォールとのスタティック ルーティングまたはダイナミック ルーティングを確立 

することもできます。スタティックにプログラムされたルーティング情報またはダイナミックに学習した

ルーティング情報が、ダイナミック ルーティング プロトコルを利用して DLR に伝えられます。 
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図 17： DLR コントロール仮想マシンと NSX Edge の展開 

図 17 に示すとおり、この段階では、すべての仮想マシンが論理スイッチに移行され、引き続き NSX L2  

ブリッジを使用して、物理ファイアウォール上に配置されたデフォルト ゲートウェイと通信しています。 

m. 次の移行手順はトラフィックの転送を停止させるため、メンテナンス期間中に実行する必要があります。

目的は、デフォルト ゲートウェイを物理ファイアウォールから論理領域に移行することです。これを 

実行するために、論理スイッチを DLR に接続し、物理ファイアウォールを VLAN セグメントから切断

します。また、不要になった NSX L2 ブリッジ インスタンスを撤去します （ベアメタル サーバへの接続

に使用する NSX L2 ブリッジ インスタンスはそのままにします）。 

これ以降、East-West 通信は DLR によって最適化されます。North-South 通信を処理し、これらの 

トラフィック フローにセキュリティ ポリシーを適用するために、2 つのモデルが考えられます。 

1. 物理ファイアウォールを NSX Edge の North 側にインラインで展開したままにする場合 
 

 

図 18： 物理ファイアウォールをインライン接続で展開 
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この場合、セキュリティ ポリシーは、ファイアウォール上で適用されます。必要に応じて、NAT 機能も 

合わせて提供されます。これにより、NSX Edge を ECMP モードで展開することができ、スループットの

向上と迅速な統合が可能になります。 

2. 物理ファイアウォールを撤去し、NSX Edge 上にインラインでファイアウォール機能を展開する場合 
 

 

図 19： NSX Edge 上のファイアウォール機能 

この場合、NSX Edge はファイアウォールおよび NAT としても利用されるため、アクティブ / スタンバイ 

モードで展開する必要があります。 

注： 図 18 および図 19 の展開モデルでは、VXLAN セグメント 5002 が DLR に接続し、同時に VLAN 30 に

ブリッジ接続されています。この展開モデルは、NSX 6.2 以降のリリースのみでサポートされます。NSX 6.2 

より前のリリースを使用する環境では、VXLAN 5002 を NSX Edge に直接接続する必要があるため、NSX 

Edge をアクティブ / スタンバイ モードのみで展開する必要があります。この展開方法を図 20 に示します。 

 

図 20： ブリッジ接続された VXLAN セグメントを NSX Edge に接続 （NSX 6.2 より前のリリース） 
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n. 移行の最後の手順は、ネットワーク側の構成 （物理ファイアウォールを含む場合があります） を整理 

して、移行された仮想マシンのみが使用していた VLAN を削除することです （ベアメタル サーバを含む 

VLAN は引き続き使用します）。これらの VLAN に関連する VLAN 上のポート グループを vCenter 

Server から削除することもできます。 

シナリオ 3： 新規のデータセンター ネットワークへの NSX 
の導入 
このシナリオでは、お客様が NSX を導入するためにインフラストラクチャの新規構築を計画しており、 

それに伴って既存ネットワークから新しい環境にアプリケーションを移行します （図 21）。 

 

 

図 21： 既存ネットワークから新規ネットワークへのアプリケーションの移行 

導入のための検討事項 

• 基本的な前提として、新しい環境は、「VMware NSX for vSphere Network Virtualization Design 

Guide ver 2.1」 でベスト プラクティスとして推奨されている設計に従って NSX が導入されます。 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 

これは、コンピューティング クラスタと Edge クラスタを新規に展開し、ベスト プラクティスに従った

分散スイッチの構成 （コンピューティング クラスタ用と Edge クラスタ用に別々の分散スイッチを使用

する） になっていることを含みます。コンピューティング クラスタと Edge クラスタは、通常、Spine-

Leaf トポロジー （L2 と L3 の境界が Leaf デバイスに位置） で展開された、ルーティング可能なファブ

リック ネットワークに接続されます。 

• 既存環境のコンピューティング リソースについては、特に前提としていることはありません。古いバー

ジョンの vSphere を実行し、古いバージョンの vCenter Server で管理されていている場合も含みます。

移行の手順では、既存ネットワークに接続している既存の機器をアップグレードする必要はありません。 

• 図 22 に示すように、既存ネットワークと新規ネットワークとの間を VXLAN 接続するために、L2 ゲー

トウェイを 「アンカー ポイント」 として展開できます。 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683
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図 22： 仮想マシンの移行のために NSX L2 ゲートウェイを使用 

このアプローチの主なメリットは、新規ネットワークに移行した仮想マシンと、既存環境の VLAN に接続

したままの仮想マシン （またはベアメタル サーバ） との間で L2 接続を確立できることです。既存ネット

ワークと新規ネットワークとの間で L2 を拡張 （VLAN を延伸） する必要はありません。仮想マシンを 

移行する段階 （数か月間かかる場合があります） でこの L2 接続が必要になる可能性があります。また、 

次回の更新サイクルまでベアメタル ホストを既存ネットワークに接続したままにする場合があります 

（Oracle RAC 環境などがこれに該当します）。 

図 22 は、VXLAN をどのように使用して、ルーテッド接続間で L2 通信を確立しているのかを示して 

います。新規のインフラストラクチャは、通常、既存のインフラストラクチャのすぐ近くに展開されるため、

VXLAN を使用すると、両方のネットワークの間で利用できる帯域幅を最大限に活用できます。 

注： L3 リンクは新規ネットワークの Spine デバイス上を終端とするか、または 1 対の Leaf スイッチ上を

終端とすることができます。構成と、Spine スイッチ上で有効になる機能を簡素化するために、1 対の Leaf 

スイッチを終端とする構成 （図 23 を参照） を推奨します。Spine スイッチはファブリックの実質的な 

「バックプレーン」 として機能します。 

L2 ゲートウェイの展開に関して、2 つのオプションを適用できます。 

1. 既存環境に NSX L2 ブリッジ インスタンスを展開します。vSphere 5.5 以降を実行している 2 台の 

ESXi ホストを既存の環境にインストールできます。これらのホストは、新規環境の vCenter Server に

よって管理され、新規環境の NSX ドメインの一部となります。新しい VXLAN セグメントに接続する 

必要がある既存環境の VLAN を、ブリッジ インスタンスが展開されているラックに移動するだけで済み

ます。前述のとおり、VLAN をアクセス レイヤーのデバイス間で容易に延伸できるマルチ レイヤー ネッ

トワーク設計では、これは通常は大きな問題ではありません。 

2. ハードウェア VTEP ToR スイッチを既存ネットワークに展開します。NSX 6.2 では、ハードウェア 

VTEP と NSX Controller との間で OVSDB 制御プレーンを活用して、完全な制御機能とデータプレーン

との連携機能を導入する予定です。これによって、ハードウェア VTEP ToR スイッチの展開とブリッジ

の構成を NSX ドメインから統合管理できるようになります。 

• クラスタの展開： ローカルのコンピューティング クラスタと Edge クラスタを管理するために、新規

ネットワーク内の新しい管理クラスタに NSX Manager や NSX Controller などの NSX のほかのコン

ポーネントとあわせて vCenter Server が展開されることを前提としています。これは、ローカルのコン

ピューティング クラスタを管理するために既存環境の管理クラスタにすでに展開されている vCenter 

Server とは別のものです。 
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図 23： 既存環境と新規環境で異なる vCenter Server を展開 

• 移行の目的 

➢ 既存ネットワークで実行していたアプリケーションを新規インフラストラクチャに移行します。 

➢ 移行したアプリケーションに対して、ネットワーク サービスとセキュリティ サービスを論理領域で提供

します。 

➢ 既存ネットワークにベアメタル サーバが展開されたままであれば、そのサーバへの接続を維持します。 

➢ 新規ネットワークへの移行作業の最後にアプリケーションへのアクセスを最適化して、既存インフラスト

ラクチャへのリンク間で通信のヘアピンを不要にします。 

移行の詳細な手順 

移行の手順を開始する前に、NSX とすべての機能コンポーネントが新規ネットワークに展開されていること

を前提とします。これは、移行した仮想マシンに接続する論理スイッチと、ローカルから外部ネットワーク

への通信を確立するための論理ルーティング コンポーネント （DLR と NSX Edge） の作成も含みます。

この時点で論理スイッチを DLR インスタンスに接続しておくこともできますが、図 24 に示すとおり、

DLR インターフェイスは最初は無効にしておく必要があります。 

 

 

図 24： 既存ネットワークと新規ネットワークの論理ビュー 
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すべてのセキュリティの適用とルーティングは、既存ネットワークに展開された物理ファイアウォール上

で行われます。また、North-South 通信はローカルから外部ネットワークへの接続を介して行われます。 

a. 移行プロセスの最初の手順は、既存ネットワークで使用されている VLAN と、NSX ドメインに展開された 

VXLAN セグメントとの間で L2 ブリッジを有効化することです。この例では、既存ネットワークに接続

している ESXi ホストへの NSX L2 ブリッジ インスタンスの展開について考えます。L2 ブリッジは 

NSX ドメインで使用できる論理的な機能なので、新規ネットワークに展開された vCenter Server で 

ESXi ホストを管理する必要があります。 
 

 

図 25： NSX L2 ブリッジ インスタンスの展開 

注： 前述のとおり、VXLAN と VLAN とのブリッジ機能を実行するために、VXLAN に対応するスイッチ 

（ハードウェア VTEP） を既存ネットワークに接続するという方法もあります。NSX 6.2 より前の 

リリースでは制御プレーンとの完全な連携機能はないため、本書ではこの方法については説明しません。 

b. 仮想マシンを新規環境の論理スイッチに移行したあと、分散ファイアウォールのルールを設定します。 

このルールは、East-West 通信をセキュアに実行するために使用します。 

c. NSX Edge 上でファイアウォールのルールを設定します。このルールは、North-South 通信をセキュア

に実行するために使用します。 

d. 既存環境の VLAN から新規環境の VXLAN へ仮想マシンの移行を開始します。通常、この作業には、 

既存環境の仮想マシンのシャットダウン、移行先データストアへの仮想マシン フォルダのコピー、および

新規環境の vCenter Server への仮想マシン フォルダのインポートが伴います。 

 

図 26： VLAN と VXLAN セグメントとの間の仮想マシンの移行 
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既存環境の物理ファイアウォールは、引き続きすべてのアプリケーション階層のデフォルト ゲートウェイ

であり、East-West 通信と North-South 通信に対してセキュリティ ポリシーを適用します。同時に、

新規環境に含まれる各仮想マシンとそれ以外との間の East-West トラフィックのフィルタリングを分散

ファイアウォールが開始します。前述のとおり、この中間の手順を実行すると、セキュリティ上の脆弱性を

不要に生じさせることなく、分散ファイアウォール ルールが適切に設定されていることを確認できます。 

移行されていないワークロードと新規ネットワークとの間のトラフィック フローは、NSX L2 ブリッジ 

インスタンスによって VXLAN トラフィックにカプセル化され、既存ネットワークと新規ネットワーク

を接続する L3 リンクを介して送信されます。 

e. 仮想マシンの大部分を新規ネットワークに移行したら、さまざまなアプリケーション階層のデフォルト 

ゲートウェイの機能を DLR に移行します。仮想および物理のすべてのワークロードが ARP キャッ

シュをデフォルト ゲートウェイの MAC アドレス情報で更新する必要があるため、この手順はダウン

タイムを伴います。 

また、移行するアプリケーション階層に関連する特定の IP サブネットのデータ パスから物理ファイア

ウォールを撤去することもできます。これによって、North-South トラフィックの送受信も新規ネット

ワーク内でローカルに実行できるようになります （図 27）。 

 

 

図 27： 新規ネットワークでデフォルト ゲートウェイ機能を有効化 

f.  新規環境の論理スイッチに仮想マシンを接続するプロセスを完了します。この段階で、使用されなく 

なった NSX L2 ブリッジ インスタンスを撤去することもできます。既存ネットワークに接続している 

ベアメタル サーバへの接続を提供するブリッジ インスタンスのみが、アクティブのまま残されます。 
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図 28： 移行プロセスの完了 

まとめ 
VMware NSX-v ネットワーク仮想化ソリューションは、物理ネットワーク インフラストラクチャの現在の

課題に対処し、VXLAN ベースの論理ネットワークを利用して、柔軟性、俊敏性、およびスケーラビリティを

もたらします。NSX Edge サービス ゲートウェイは、VXLAN を利用して必要に応じて論理ネットワーク

を構築し、これらの論理ネットワークにファイアウォール、DHCP、NAT、ロード バランシングなど、 

さまざまな論理ネットワーク サービスを展開します。それを可能にしているのは、仮想ネットワークを物理

ネットワークから分離し、プロパティとサービスを仮想環境で再構築する機能です。 

既存環境に NSX を導入すると、L2 ブリッジまたは L3 ルーティングを介したプログラムによる接続が可能に

なります。また、ロード バランサやファイアウォールなどの既存の物理サービスを適用できるため、NSX の

論理ネットワークでこのような従来のサービスを統合して利用することができます。 

本書に記載したように、お客様のさまざまな要件やユースケースに対応するために、既存環境に NSX の 

機能を段階的に導入することができます。 
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