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環境構築等のサービスをはじめ、ネ
ットワークの企画・コンサルティン
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サイトを開発、コンサルティング
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アジェンダ

導入・運用フェーズ（パフォーマンス・設定注意点・運用状況）

オートメーション（Server Deployに連動したSwitch Configuration案）

プライベートクラウドの構築　（OpenStack環境要件に合ったスイッチの選択）

LinuxBoxとしての用途を検証

Ubuntuを動かす



プライベートクラウドの構築

OpenStack環境要件に合ったスイッチの選択



背景プライベートクラウドの構築

開発・検証・本番環境で、統一の環境で管理したい。HyperVisorも統一。

OpenStack APIを利用して、Infrastructure as a Codeを推進したい

既存仮想環境の機器リプレース時期

※2014後半 



プライベートクラウドの構築 ネットワーク環境要件

ComputeNodeがスケールした際に、サーバ間ネットワーク接続やテナント間ネッ
トワーク接続が経路上でボトルネックになりにくい構成にしたい

データセンター間のL3接続やクラウドと
の接続（AWS-DirectConnect等）、物理ス
トレージ・サーバが存在するため、テナ
ントネットワークと物理VLANを接続する
必要がある。　VXLANとVLAN間の通信の
速度・冗長性を担保したい。 
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※2014後半 



プライベートクラウドの構築 ネットワーク構成の検討
Midonet+Cumulusで、Hardware VTEPがシームレスに実現できるらしい ※2014後半 

https://docs.cumulusnetworks.com/display/CL25/Integrating+Hardware+VTEPs+with+Midokura+MidoNet+and+OpenStack

https://docs.cumulusnetworks.com/display/CL25/Integrating+Hardware+VTEPs+with+Midokura+MidoNet+and+OpenStack


プライベートクラウドの構築 ネットワーク構成の検討
Midonetを利用すると、ネットワークノードの集中管理から開放される ※2014後半 

http://serverascode.com/2015/12/31/a-year-with-midokura-midonet-and-openstack.html

http://serverascode.com/2015/12/31/a-year-with-midokura-midonet-and-openstack.html


プライベートクラウドの構築 POC環境での検証結果
Cassandra / Zookeeperを３台セットで構築し、Midonet 環境をOpenStackに設定 

Cumulusスイッチ上のopenvswitch-vtepを有効にし、MidonetとOVS接続 

midonet> list vtep  
name cumulus-sw1 description cumulus-sw1 management-ip 10.77.92.20 management-port 6632 
tunnel-zone tzone0 connection-state CONNECTED 

VMサーバのMACアドレスが、CumulusスイッチのVXLANブリッジ上で引けることを確認

bridge fdb show br-vxln10000 
 fa:16:3e:d4:ee:22 dev vxln10000 vlan 0 master br-vxln10000 ＜＝仮想サーバのMACアドレス

VXLAN上のVMからVLAN上の物理サーバに、相互接続できることを確認。

・・・・・・HAは？

※2014後半 



プライベートクラウドの構築 Midonet VTEP HA

※現在は、Midonet+CumulusでのHardwareVTEPは、HAをサポートしています。

https://github.com/midonet/midonet/blob/ea0981fd1734e38c15f9ac823bf3e524734769e5/docs/vxgw_service.md

検証時点（2014後半時点）では、HAはサポートされていない

https://github.com/midonet/midonet/blob/ea0981fd1734e38c15f9ac823bf3e524734769e5/docs/vxgw_service.md


プライベートクラウドの構築 Neutron DVRの選択 
OpenStack Juno のリリースで、DVRがサポートされている ※2014後半 

https://wiki.openstack.org/wiki/ReleaseNotes/Juno

サブネット間接続のボトルネック課題は、Neutron-DVRを利用する
ことで解決。

※FIPが無いSNAT通信に関しては、ネットワークノード経由は変わらず。

Hardware VTEPを検討していたが、各ComputeNodeのVLAN Bridgeと
VTEP Bridgeを持たせることで、Networkノードに集中せず分散可能。

※性能要件に合う速度がでることを確認

https://wiki.openstack.org/wiki/ReleaseNotes/Juno


Openstackネットワーク構成(Compute)

http://docs.openstack.org/mitaka/ja/networking-guide/scenario-dvr-ovs.html

プライベートクラウドの構築

http://docs.openstack.org/mitaka/ja/networking-guide/scenario-dvr-ovs.html


Openstackネットワーク構成(Network)

http://docs.openstack.org/mitaka/ja/networking-guide/scenario-dvr-ovs.html

プライベートクラウドの構築

http://docs.openstack.org/mitaka/ja/networking-guide/scenario-dvr-ovs.html


CumulusLinux Network構成

https://cumulusnetworks.com/media/cumulus/pdf/technical/validated-design-guides/OpenStack-Cumulus-Linux-Validated-Design-Guide.pdf

プライベートクラウドの構築

https://cumulusnetworks.com/media/cumulus/pdf/technical/validated-design-guides/OpenStack-Cumulus-Linux-Validated-Design-Guide.pdf


サーバエンジニア（Linux管理者）が扱いやすい 

小規模なチームはネットワークのみ担当のエンジニアということはなく、サーバ構築まで担当
する事が多い。一般的なコマンドでトラブルシューティングが可能なため、学習コストが低く
なる。（かと言って、ネットワーク知識が不要になるわけではないので、注意が必要） 
※個人的には、環境コンテキストスイッチの必要がないのが大きいメリット

経済性 
baremetal switchは、他スイッチに比べると低価格で入手可能。ソフトウェア・サポートライ
センスを含めても、コストメリットは高い。 

Cold Standby側のCumulusLinuxライセンスは不要。 

既存のオートメーションツールを利用可能 
Ansible等の既存のデプロイツール等が、そのまま利用可能。 

可能性・モチベーション 
“It’s Just Linux, you can do whatever you want!”

Spine-Leaf構成で、横にスイッチを追加し易い 

CumulusSwitchの選択プライベートクラウドの構築



プライベートクラウドの構築 ※補足

Midonetを利用すると、NeutronDVRでは解決できない問題も解消されます。

https://thinkit.co.jp/story/2015/10/21/6537

１）Network（GW）ノードの冗長化

２）NetworkノードがActive-Activeで運用可能。スケールアウトが可能

※弊社環境は、LinuxHAをJuju-charm経由で構築し対応

その他色々機能がありますが、下記サイトが比較でわかりやすいです。

https://thinkit.co.jp/story/2015/10/21/6537


導入・運用フェーズ
パフォーマンス・設定注意点・運用状況



導入フェーズ パフォーマンス検証（１）

CPU高負荷時の通信への影響有無確認 

NetPerf Client

リクエスト

NetPerf Server

リクエスト
Recv   Send    Send                          
Socket Socket  Message  Elapsed              
Size   Size    Size     Time     Throughput  
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec  
  
 87380  16384  16384    10.00    9306.58   

ACLなし通信 
Recv   Send    Send                          
Socket Socket  Message  Elapsed              
Size   Size    Size     Time     Throughput  
bytes  bytes   bytes    secs.    10^6bits/sec  
 
 87380  16384  16384    10.00    9292.66  

ACLあり通信 



導入フェーズ パフォーマンス検証（２）

ping平均応答時間確認 

64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.322 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.347 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.284 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.281 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.249 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.182 ms
64 bytes from  10.10.10.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.263 ms 

VXLAN->VLAN 
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.32 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.410 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.423 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.410 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.560 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.579 ms
64 bytes from  10.10.11.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.688 ms

VXLAN->VXLAN 同一セグメント(別ホスト) 

64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.503 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.584 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.479 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.469 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.481 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.576 ms
64 bytes from  10.10.12.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.564 ms

VXLAN->VXLAN 別セグメント(別ホスト) 
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.134 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.130 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from  10.10.13.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.092 ms

物理サーバ間 同一セグメント



導入フェーズ ACL検証 通常時

「ip route add 10.10.10.0/24 via 10.50.0.101」を実行 

# cl-resource-query 
IPv4 entries:              15,   0% of maximum value  32668
IPv4 Routes:               15
Total Routes:              22,   0% of maximum value  32768

追加前 
# cl-resource-query 
IPv4 entries:              16,   0% of maximum value  32668
IPv4 Routes:               16
Total Routes:              23,   0% of maximum value  32768

追加後 

「-A INPUT -s 10.10.10.1/32 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT」等のルールを４つ追加 

# cl-resource-query 
Egress ACL entries:        24,   9% of maximum value    256
Egress ACL counters:       48,   4% of maximum value   1024

追加前 

# cl-resource-query 
Egress ACL entries:        28,  10% of maximum value    256
Egress ACL counters:       52,   5% of maximum value   1024

追加後 

「-A FORWARD -s 10.10.10.1/32 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT」等のルールを200以上追加 

# cl-resource-query 
Ingress ACL entries:       60,   4% of maximum value   1280
Ingress ACL counters:      79,   6% of maximum value   1280

追加前 

# cl-resource-query 
Ingress ACL entries:      292,  28% of maximum value   1024
Ingress ACL counters:     311,  30% of maximum value   1024

追加後 



導入フェーズ ACL検証 異常時
利用しているスイッチのハードウェアリミット

※https://docs.cumulusnetworks.com/display/DOCS/Netfilter+-+ACLs

https://docs.cumulusnetworks.com/display/DOCS/Netfilter+-+ACLs


導入フェーズ ACL検証 異常時

同一ルールの重複時エラー 

# cl-acltool -i
Reading rule file /etc/cumulus/acl/policy.d/00control_plane.rules ...
Processing rules in file /etc/cumulus/acl/policy.d/00control_plane.rules ...
Reading rule file /etc/cumulus/acl/policy.d/10_test.rules ...
Processing rules in file /etc/cumulus/acl/policy.d/10_test.rules ...
error: duplicate rule at lineno 6
No acl policies to install, ... aborting

構文エラー 
# cl-acltool -i
Error occurred at line: 103
Try `iptables-restore -h' or 'iptables-restore --help' for more 
information.)
--------------------------------------------------------------------------------
エラー内容（省略)
--------------------------------------------------------------------------------
Rolling back ..
failed.

閾値を超えた場合 

# cl-acltool -i
Reading rule file /etc/cumulus/acl/policy.d/00control_plane.rules ...
Processing rules in file /etc/cumulus/acl/policy.d/
00control_plane.rules ...
Reading rule file /etc/cumulus/acl/policy.d/10_test.rules ...
Processing rules in file /etc/cumulus/acl/policy.d/10_test.rules ...
Reading rule file /etc/cumulus/acl/policy.d/
99control_plane_catch_all.rules ...
Processing rules in file /etc/cumulus/acl/policy.d/
99control_plane_catch_all.rules ...
Installing acl policy
error: hw sync failed (sync_acl hardware installation failed)
Rolling back ..
failed.



運用フェーズ 設定注意点
BridgeにVLAN-aware modeの利用 

ifreload -aの利用 

/etc/init.d/networking restart や、 systemctl restart networking.service を実行すると、ネットワーク
がリセットされるため、ifreload -aで /etc/network/interfacesの設定を反映させるようにします。 

また、IFに追加したアドレスの削除やRoutingの削除は、ifreload -a では反映されないことがあるため、ip コマ
ンドで削除が確実。※ifreload -a -d デバック表示すると流れが分かる。

※ Vlan-Bridge単位で、STP/RSTPを実装しなければいけない場合や VXLAN-bridge(CL3.1

以前）を利用したい場合は、traditional modeを利用。 

https://support.cumulusnetworks.com/hc/en-us/articles/204909397

Traditional modeは、200 VLANの同時利用のみサポート
VLAN-aware modeは、2000 VLANの同時利用をサポート

Traditional modeよりも、VLAN-awareモードは設定がシン
プルに記載でき、管理上のメリットもある



運用フェーズ 運用状況

LoadAverage Memory Usage 

CPU Usages 
Cephのself-healingで高トラフィックが発生し
たことがあるが、スイッチOS側の影響はなし

Cumulus LinuxでのProduction環境で、今のと
ころトラブルはなし



運用フェーズ トラブルシューティング

起動しなくなったイメージの修復 

iptablesコマンドでforwardのみ正常に追加されない？ 

ヘルスチェック時に利用しているコマンド 

lldpctl mstpctl lldpcli cl-netstat ethtool 

cl-resource-query sensors smonctl brctl 

ifquery --running  ifquery --check  

tcpdump traceroute 

/proc/net/配下の確認

FORWARDルールは、iptablesコマンドで適応できない 

INPUT / NAT テーブルは、iptablesで正常にハードウェアに登録される 

cl-acltool -i を実行し、ルール適応することで対応可能（ACLのファイル編集） 

※FW 2.5.10での動作検証

# lvs
  LV       VG      Attr     LSize  
  PERSIST  CUMULUS -wi-ao-- 64.00m 
  SYSROOT1 CUMULUS -wi-ao-- 14.69g 
  SYSROOT2 CUMULUS -wi-a--- 14.69g 

boot時に別イメージを選択して、起動 

LVMコマンドでLogicalVolumeがリストアップされる 

ので、マウントして編集することで修復可能 



LinuxBoxとしての用途を検証
１）LoadBalancer/KeyValueデータベース等



LinuxBoxとしての用途を検証

負荷テストクライアント

WebServer

L7-LoadBalancer

http requests

http requests

WebServer

http requests

1
Cumulus上にNginxを設置し、L7の
LoadBalancerとして設置 

2
10GBで各ノードを接続。全てのサー
バは物理ノード

3
wrk(※)ツールを利用し、マルチスレッド
で同時アクセスをシミュレート

※ https://github.com/wg/wrk

L7 LoadBalancer

Nginxを設置し、VIPでtcp/80をListen

リバースプロキシ

https://github.com/wg/wrk


L7 LoadBalancer

負荷テスト時のSwitch-CPU利用率

WEBサーバ直接アクセス時

#  ./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.10.130/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.10.130/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency    10.71ms   18.88ms 291.48ms   87.24% 
    Req/Sec     5.34k     1.10k   14.02k    75.75% 
  4724371 requests in 30.10s, 1.08GB read 
Requests/sec: 156965.43 
Transfer/sec:     36.82MB 

Cumulus-Nginx経由アクセス時
./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.0.101/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.0.101/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency     1.01s   565.54ms   2.00s    46.87% 
    Req/Sec     7.12      6.38    30.00     75.56% 
  758 requests in 30.06s, 174.70KB read 
  Socket errors: connect 0, read 0, write 0, timeout 231 
Requests/sec:     25.22 
Transfer/sec:      5.81KB 

Nginxへリクエストが到達する前に、ボトル
ネックになっている部分がある

LinuxBoxとしての用途を検証

http://10.50.10.130/test.html
http://10.50.10.130/test.html


L7 LoadBalancer

INGRESS_INTF = swp+ 
INGRESS_CHAIN = INPUT 

[iptables] 

-A $INGRESS_CHAIN --in-interface $INGRESS_INTF -m addrtype --dst-type LOCAL -j POLICE  
      --set-mode pkt --set-rate 1000 --set-burst 1000 --set-class 0 

-A $INGRESS_CHAIN --in-interface $INGRESS_INTF -m addrtype --dst-type IPROUTER -j POLICE  
      --set-mode pkt --set-rate 400 --set-burst 100 --set-class 0 

-A $INGRESS_CHAIN --in-interface $INGRESS_INTF -j SETCLASS --class 0

ACL設定のiptablesルールに、デフォルトでrate/burstのlimit設定がされている
/etc 
  |--cumulus 
       |-- acl 
           |-- acl.conf 
           |-- policy.conf 
           |-- policy.d 
                |-- 00control_plane.rules 
                `-- 99control_plane_catch_all.rules

LinuxBoxとしての用途を検証



L7 LoadBalancer

再計測結果

Cumulus-Nginx経由アクセス時
./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.0.101/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.0.101/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency   195.41ms  157.30ms   1.66s    92.51% 
    Req/Sec    58.36     19.70   101.00     67.04% 
  52218 requests in 30.10s, 11.75MB read 
  Socket errors: connect 0, read 0, write 0, timeout 8 
Requests/sec:   1734.95 
Transfer/sec:    399.80KB 

負荷テスト時のSwitch-CPU利用率

SwitchdのCPU利用率が張り付い
ているため、ボトルネックと関
係がありそう

LinuxBoxとしての用途を検証



1
Cumulus上にHaproxyを設置し、L4の
LoadBalancerとして設置 

2
10GBで各ノードを接続。全てのサー
バは物理ノード

3
wrk(※)ツールを利用し、マルチスレッド
で同時アクセスをシミュレート

※ https://github.com/wg/wrk

L4 LoadBalancer

Haproxyを設置し、VIPでtcp/80をListen

リバースプロキシ

負荷テストクライアント

WebServer

L4-LoadBalancer

http requests

http requestshttp requests

Nginx以外のバランサーで、再計測を実施

LinuxBoxとしての用途を検証

https://github.com/wg/wrk


L4 LoadBalancer

負荷テスト時のSwitch-CPU利用率

WEBサーバ直接アクセス時

#  ./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.10.130/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.10.130/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency    10.71ms   18.88ms 291.48ms   87.24% 
    Req/Sec     5.34k     1.10k   14.02k    75.75% 
  4724371 requests in 30.10s, 1.08GB read 
Requests/sec: 156965.43 
Transfer/sec:     36.82MB 

Cumulus-HAProxy経由アクセス時

./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.0.101/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.0.101/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency    74.66ms   22.02ms 258.39ms   82.96% 
    Req/Sec   135.65     39.43   292.00     74.48% 
  120556 requests in 30.10s, 28.28MB read 
Requests/sec:   4005.19 
Transfer/sec:      0.94MB 

LinuxBoxとしての用途を検証

http://10.50.10.130/test.html
http://10.50.10.130/test.html


1
Cumulus上のiptablesに、vip:80ポートを
webserver:80としてDNAT設定

2
10GBで各ノードを接続。全てのサー
バは物理ノード

3
wrk(※)ツールを利用し、マルチスレッド
で同時アクセスをシミュレート

※ https://github.com/wg/wrk

iptables-DNAT

HTTP受付用のVIPを追加

iptables DNAT Policy追加
リバースプロキシを利用せず、iptablesのDNAT設定で再計測

負荷テストクライアント

http requests

WebServer

http requests

DNAT  Policy

LinuxBoxとしての用途を検証

https://github.com/wg/wrk


iptables-DNAT

https://docs.cumulusnetworks.com/display/DOCS/Netfilter+-+ACLs

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.50.10.130:80 

追加ルール

LinuxBoxとしての用途を検証



iptables-DNAT

負荷テスト時のSwitch-CPU利用率

Cumulus-DNAT経由アクセス時

./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.0.101/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.0.101/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency    74.32ms   27.17ms 909.53ms   95.86% 
    Req/Sec   135.48     37.73   230.00     76.25% 
  121095 requests in 30.10s, 28.40MB read 
Requests/sec:   4023.43 
Transfer/sec:      0.94MB 

Cumulus-HAProxy経由アクセス時
./wrk -t 30 -c 300 -d 30 http://10.50.0.101/test.html 
Running 30s test @ http://10.50.0.101/test.html 
  30 threads and 300 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency    74.66ms   22.02ms 258.39ms   82.96% 
    Req/Sec   135.65     39.43   292.00     74.48% 
  120556 requests in 30.10s, 28.28MB read 
Requests/sec:   4005.19 
Transfer/sec:      0.94MB 

LinuxBoxとしての用途を検証



1
Cumulus上にRedisServerを設置し、Key/Value
データベースとして設定 

2  redisのdisk書込タイミングはデフォルト設定

3
redis-benchmarkツールを利用し、別
ノードから負荷テストを実施

Redis Server

Redisを設置し、VIPでtcp/6379をListen

Key/Value Database Server

負荷テストクライアント

RedisDB Server

put/get requests

LinuxBoxとしての用途を検証



Redis Server

負荷テスト時のSwitch-CPU利用率

Client ping set get incr lpush rpush rpop

ローカル 16380 16559 16548 16619 16989 16926 16843

リモート 9409 9138 9554 9138 9345 9104 9531

redis-benchmark -h 10.50.10.101 -p 6379 

benchmarkコマンド

LinuxBoxとしての用途を検証



LinuxBoxとしての用途
２）クラスタ投票ノード



LinuxBoxとしての用途 MongoDB-Arbiter

MongoDB MongoDB

MongoDB

Primary Secondary

Arbiter

heatbeat

replication

MongoDBのクラスタ構成は、Primary/
Secondary + Arbiterノード 

Prmary/Secondaryノードは高スペックが要求
されるが、Arbiterノードは低スペックで運用
可能 

クラスタ投票ノードは、ネットワーク・物理
構成的にも監視対象とは別が好ましいことも
あり、スイッチ上の動作は構成上も望ましい。

Arbiterノード追加が必要ない



LinuxBoxとしての用途 MariaDB-Galera arbiter

Master Master

galera-arbiter

cluster-group

同期

galera cluster構成は、マルチマスタでダウン
時のマスタ昇格はQuorum方式を採用。 

最小構成では、galera-arbiterプロセスを別
ノードに立ち上げることで、Quorum方式の
投票率をマスタ２台でも50%以上維持する事
が可能

クラスタ投票ノードは、ネットワーク・物理
構成的にも監視対象とは別が好ましいことも
あり、スイッチ上の動作は構成上も望ましい。

Arbiterノード追加が必要ない

galera-arbiterノードは低スペックで運用可能



LinuxBoxとしての用途 Redis-Sentinel  Server

RedisClusterは、監視サーバ用のSentinelノー
ドをQuoram方式で３台以上（奇数）配置す
る必要がある 

Redis Redis

Master Slave

sentinel sentinel

sentinel

replication

監視

監視

Sentinelノードは低スペックで運用可能

クラスタ投票ノードは、ネットワーク・物理
構成的にも監視対象とは別が好ましいことも
あり、スイッチ上の動作は構成上も望ましい。

sentinelノードをclagペアのスイッチ２台に設
置することで、仮想・物理サーバを削減



conclusion

Key/Valueデータベースもデータ量が限られたメタ情報管理や、シーケンス
管理等であれば、利用可能

用途によっては、LoadBalancerも利用可能。（課題あり）

アプリケーション側の機能をスイッチ側が担うことになり、密結合
によるデメリットも考慮する必要がある

検討必要

低スペックで実装可能なクラスタ投票ノードは、一時的にダウンしても影
響が少ないノードでもあり、実装しやすい（ノード削減の効果もあり）

LinuxBoxとしての用途

（Switch上でlxcが動くと、アプリケーションをデプロイしやすそう）



オートメーション
Server Deployに連動したSwitch Configuration案 



オートメーション juju/maas

物理サーバ

物理マシンを管理

アプリケーションが利用するサー
バをMAAS経由で獲得

エージェント・アプリケーシ
ョンをインストール

OpenStackDeploymentツールに、CanonicalのJuju/Maasを利用 

※https://jujucharms.com/

※http://maas.io/

弊社のデプロイ環境 



オートメーション Maasの電源管理

MAASはサーバの電源管理は、一通りサポートされている



オートメーション Maasのネットワーク構成
MAASでは、サーバのNW構成を予め指定して、デプロイが可能



オートメーション 現状のMaasによる管理

電源ON

commission
IPMI等のサーバ電源管
理に沿ったプロトコル

Pxe boot

DHCP-IPの配布

サーバ構成情報の登録

LiveImageの配布

電源OFF

対象サーバを追加

電源ON

deploy
IPMI等のサーバ電源管
理に沿ったプロトコル

Pxe boot

DHCP-IPの配布

OSインストール

MAASに登録した
サーバ構成情報を適応

選択したOSイメージが
インストールされます

Diskパーティション情
報・ネットワーク構成
情報が適応されます。

statusをdepot済みに変更

マシン追加時のシーケンス OSデプロイ時のシーケンス



オートメーション Switch管理まで含めた理想的な管理案

スイッチのMACAddress
を登録

MAAS側がONIE対応を
行う必要がある

DHCP IPを配布

スイッチ構成情報の取得

スイッチを管理下に追加

commission

ONIE経由でOSのインストール

スイッチ追加のシーケンス

電源ON

deploy

Pxe boot

DHCP-IPの配布

OSインストール

MAASに登録した
サーバ構成情報を適応

statusをdepot済みに変更

deployモードを通知

スイッチ側はlink up/downを
するポートをWatch

ポートを検知

シグナルパケットをNIC単位に送信

対象サーバの全ポートを監視

OS-IF名に対応する
スイッチポートを検知対応情報を送信

VLAN/bonding等の設定をホス
ト情報に合わせてスイッチに適応

マシンデプロイ／スイッチ連携のシーケンス



オートメーション conclusion

サーバ構成のみ意識するのみで、スイッチを意識する必要がない

スイッチOSのインストールも、サーバと同じ環境で統一

メリット

Juju/Maasということもあり、親和性はSwitchOSはUbuntu coreが良
い？

スイッチインストールまでは自動でできるが、初期構成は自動化ス
クリプト等が必要

課題

将来LinuxBoxとして利用することを前提に考えると、jujuのデプロイ
先として利用できる可能性がある 



Ubuntuを動かす
Ubuntu 16.04(Xenial) + ICOS 3.2 



Ubuntuを動かす Ubuntu 16.04(Xenial) + ICOS 3.2

時間に余裕があれば、デモします。



ご静聴ありがとうござました。

Th
e E

nd


