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サービスは変更される可能性があります。

• 本書の内容によって生じる、直接または間接被害について、著者ならびに弊社では、一切の責任を負いかね
ます。

• 本書中の会社名、製品名、サービス名などは、一般に各社の登録商標、または商標です。なお、本書では©、
®、TMは明記していません。



目 次

第 章 イントロダクション「 とは何か？」 ................
って何？ ...........................................................................
の特徴 ..............................................................................
を使うと何ができる？ .........................................................

第 章 （ 編） ............
環境・バージョンについて .........................................................................
構築してみよう ........................................................................................
インスタンスを作ってみよう ......................................................................
仕組みの解説 ...........................................................................................

でインスタンスに接続したい ...............................................................
ログの出力先 ...........................................................................................
（おまけ） シングルノードでの構築 ............................................................

第 章 （手動構築編）................
環境・バージョンについて .........................................................................
構築してみよう ........................................................................................

を使ってデバッグするポイント.....................................................
おまけ シングルノードでの構築 ...............................................................

iii



目次

第 章 を使ってフローを書き換えてみる .................
......................................................................................

.......................................
を使ってみる ...................................................................

第 章 による オーケストレーション..........
アーキテクチャのおさらい..................................................................

環境・バージョンについて .........................................................................
構築してみよう ........................................................................................

で をデプロイしてみよう.........................................................
インスタンスは テナントに作られる .........................................
の構成.............................................................................................
を使ってみる....................................................................................

第 章 でクラスタを組んでみよう ............................
のデータストアとクラスタ ...................................................

......................................................................................................
環境・バージョンについて .........................................................................
構築してみよう ........................................................................................
動作確認 .................................................................................................

付録 ............................................

iv



第 章 イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン
「 と は
何か？」

近頃、「OpenDaylight」という単語の露出が日本のメディアでも増えてきています。何かしらの
製品のベースとして使わるようにもなってきました。ですがその一方で、OpenDaylightを技術的
にわかりやすく解説したドキュメントがなく、インストールしてもどう使うかわからない！ と困

っている方もいると思います。沖縄オープンラボラトリ (http://www.okinawaopenlabs.org/)
では約 2年前から実際にOpenDaylightをさわって、いくつかのシステム検証を行ってきていま
す。本書では、現場でOpenDaylightをいじり倒してきたメンバーが、OpenDaylightの簡単な
始め方についてわかりやすく伝授します。

SDN（Software-Defined Networking）を知っている方は多くなってきたと思います。各ベン
ダーからは VMware NSX、NEC ProgrammableFlow、Juniper Contrailのような SDN技術/
製品が提案、販売されています。ですが「OpenDaylight」となると、名前を聞いたことがある、
というくらいではないでしょうか？ 日本では、そこそこ SDNを知っていたり、OpenFlowに詳
しい業界の方であっても、「OpenDaylightは難しい」「よくわからない」「まだまともには動かな
いらしい」という情報が出回っているように思えます。

一方、海外での反応はというと、OpenDaylightはすでに「成功を約束されたオープンソース」
と言われています。それはOpenDaylightがコミュニティとして大きくなってきていること、ベ
ンダーニュートラルに運営されガバナンスもされていること、コードが改善されてきており商用

でも使えるレベルに達していること、などが要因として挙げられます。ところが国内では日本語

の情報が少ないためか、なかなか広まらないのが現状です。ベンダーが集まって開発しているた

め、ベンダー主導で、オープンなコミュニティではないのでは？ という見方もあるようです。ベ

ンダーの人が開発しているのは正しいのですが、コミュニティはオープンに運営されています。

特定のベンダーが牛耳っていたり、方向性を決めているということはありません。
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第 章 イントロダクション「 とは何か？」

ところで、オープンソースの SDNコントローラや OpenFlowコントローラというと、古く
は NOXや Floodlight、国内では Tremaや Ryu、最近では ONOS、商用からオープンソース
にしたMidoNetなど、いろいろあります。その中で OpenDaylightはどう位置付けられるの
か、ほかのツールとどこが違うのか、という疑問がでてくるでしょう。これを知るためにまず

OpenDaylightが生まれた時期を振り返ってみましょう。
OpenDaylightプロジェクトは 2013年 4月に Linux Foundationによって発足しました。こ
の前年、Niciraが VMwareに買収されています（2012年 7月）。Ciscoは Cisco ONEというコ
ンセプトで SDNの取り組みを強化していました。OpenFlowから SDNへ、スタートアップか
ら大手へと流れが出てきた時期でした。ベンダー各社は、SDN、OpenFlowという技術をどう
マーケットに出していき、顧客をつかんでいくか、を真剣に考え始めました。そこで重要なの

は、ユースケースであり、アプリケーション・システムとどう連携をして価値を生み出すかでし

た（これは今も変わりませんが）。そのために各社の共通部分、例えば OpenFlowコントローラ
は各社が別々に開発をするのではなく、非競争領域として共通的なものをつくり、そのうえでの

アプリケーションや APIの使い方で各社が競争をしよう、という考え方が出てきました。もち
ろんオープンソースの OpenFlowコントローラは当時からありました。ですが、より汎用的で、
各社が使いやすいものが必要とされました。OpenFlowだけでは装置の設定（Configuration）
はやりきれません。ポートの設定や VLAN の設定が必要な場合もあります。BGP（Border
Gateway Protocol）などのルーティングプロトコルの設定も必要です。それらを網羅できるも
の、つまりプラットフォームを作ろう、という目的でOpenDaylightプロジェクトが始まりまし
た。OpenDaylightは SDNコントローラではなくプラットフォームだ、と言っているのはそう
いう背景からです。

このように、OpenDaylightはそもそもベンダーが商用として使うことを目的として開発され
ています。オープンソースというと、実験的なものであったり、ソフトウェア開発者が企業の枠

を超えて作りたいものを作るというイメージがありますので、OpenDaylightは少し毛色が違う
ように見えるかもしれません。ですが、ベンダーが注力をしてきたからこそ、短期間で様々な機

能を実装し、安定化も進んできています。ベンダー主導をネガティブに捉えるのではなく、SDN
を実現する選択肢の一つとして評価・検討していくべきだろうと思います。

本書では、OpenDaylightを使ってみることにフォーカスをし、まずは OpenStackとの組み
合わせで実際にどう動かすかを解説します。OpenDaylightはプラットフォームなので、ただダ
ウンロードして起動すれば動くというものではありません。システムの中に組み入れて、初め

て動かすことができます。現時点では、それを一番簡単に試すことができるのが、OpenStack
との組み合わせです。しかも OpenStackには DevStackというツールが用意されており、それ
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って何？

を使えばダウンロードからインストールまでを自動で行ってくれます。次回から OpenStack＋
OpenDaylightの構築について詳しく説明をします。ご期待ください。
それに先立ち、本章ではまずOpenDaylightについての基本的な情報をお伝えします。

って何？
すでに触れたように、OpenDaylightプロジェクトは 2013年 4月に Linux　 Foundationに
よって発足しました。主要ネットワーク関連ベンダーが開発に参加しており、2014年 2月に最
初のバージョンである Hydrogenがリリースされました。OpenDaylightの各バージョンの名前
は化学元素名が使われており、Hydrogenは元素番号 1番目の「水素」を意味します。つい先日
（2016年 2月 22日）に最新バージョンである Berylliumがリリースされました。
次のグラフは主要な貢献者数とコミット数を他の SDNコントローラと比較したものです。こ

れを見ると、全体の半分以上を OpenDaylightが占めており、SDNコントローラの中でも特に
高い注目や期待をされていることが分かります。コミュニティも活発であり、2015年 7月 27日
～31日に OpenDaylight Summitがアメリカのサンタクララで開催されました。Keynoteでは
各社の OpenDaylightに対する取り組みや OpenDaylightの Executive Directorである Neela
Jacques氏による OpenDaylightの成長、NFV領域への積極的な参画といった紹介がありま
した。
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第 章 イントロダクション「 とは何か？」

図 1.1 https://www.openhub.net/ より

図 1.2 OpenDaylightの規模の大きさが伺える
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図 1.3 各社の ODLベースの SDNコントローラ（Cisco）

図 1.4 各社の ODLベースの SDNコントローラ（AT&T）
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第 章 イントロダクション「 とは何か？」

OpenDaylightには地域ごとにユーザーグループと呼ばれるコミュニティが結成されていま
す。日本でも「OpenDaylight Tokyo User Group」の名称で定期的にハンズオンなどが開催さ
れ、積極的に活動しています。(http://www.meetup.com/OpenDaylight-Tokyo-User-Group/)

の特徴
OpenDaylightは様々な Southbound Protocol（OpenFlow、NETCONF、BGPなど）をサ
ポートしています。そのため、レガシーネットワーク、オーバーレイネットワーク、OpenFlow
ネットワークといった、様々なネットワークを一元的に管理、制御することが可能になります。

また、豊富なアプリケーションも備えており、OpenFlowを使った Hop-by-Hopにおけるマル
チテナントのネットワークを作成する VTN（Virtual Tenant Network）、SNMPを使って機器
を管理・制御する SNMP4SDNや NFVを実現するための SFC（Service Function Chaining）
などがあります。

図 1.5 OpenDaylight（Beryllium）ブロックダイアグラム（https://www.opendaylight.org/odlbe）

実装言語は Java（一部 Java以外の言語も含む）で、Javaの開発経験がある方であれば馴染
みのある、Eclipseで採用されている OSGIフレームワークを基盤として実装されています。
OSGIの実行環境は Apache Karafを使用しており、各モジュールは Pluginとして実装されて
いるため、OpenDaylightのサービスを停止することなく、かつ他の機能に影響がでないようモ
ジュールの追加や削除が可能です。
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