
グループベースポリシー

この章の内容は、次のとおりです。

•グループベースポリシーの概要（1ページ）
•外部接続（5ページ）
•ネットワークアドレス変換プールとフローティング IPアドレス（6ページ）
•グループベースポリシー CLIを使用した多層アプリケーションの作成例（7ページ）
•グループベースポリシー GUIを使用した多層アプリケーションの作成例（9ページ）
•グループベースポリシーの導入（13ページ）

グループベースポリシーの概要
グループベースポリシー（GBP）はOpenStack用のAPIフレームワークです。基盤となるイン
フラストラクチャに依存しない方法でアプリケーション要件を説明することを目的としたイン

テント主導型モデルを提供します。GBPはレイヤ2ドメインなどのネットワーク中心の構成要
素を提供するのではなく、グループ間の接続、セキュリティ、およびネットワークサービスを

説明するポリシーモデルとともに、汎用の「グループ」プリミティブを導入します。ネット

ワークドメインに重点が置かれているGBPですが、ネットワーキングを越えた一般的なフレー
ムワークとして機能できます。

GBPは Neutronプロセス空間内のサービスプラグインとして実行されます。

グループベースポリシーの使用例

グループベースポリシー（GBP）は、OpenStackクラウドでアプリケーション要件をキャプ
チャして複雑なアプリケーションを導入するための強力かつシンプルな言語の提供を目的に設

計されました。GBPは、アプリケーション要件を理解しているアプリケーション開発者とさま
ざまなインフラストラクチャ機能を理解しているインフラストラクチャチーム間の差異を解消

します。

GBPは OpenStackに備わっていない次の機能を提供します。

ユーザは GBPによって、階層が異なるアプリケーション間の関係を指定で
きます。この依存関係マップはアプリケーションのセキュリティ要件ドキュ

依存関係マッピ

ング
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メントとして機能し、異なる階層のアプリケーションの個別の進化を可能

にします。依存関係マップにより、インフラストラクチャのスケーリング

および自動化も非常に簡単に行えます。

GBPは、アプリケーションのセキュリティ要件（通信できる相手など）を
ネットワーク固有の要件（使用する IPアドレス範囲、ネットワーク境界の

考慮事項の分離

位置、仮想 IPアドレスの割り当て方法など）と分離するために設計されま
した。これにより、アプリケーションチーム、セキュリティチーム、およ

び運用チームがそれぞれ独立しながら協調的に業務を行えます。

グループベースポリシーのしくみ

グループベースポリシー（GBP）は、Horizon拡張機能（openstack-dashboard-gbp）、Heat
（openstack-heat-gbp）、cli（openstack-neutron-gbp）などの複数のOpenStackインターフェイス
を介してポリシーAPIを提供します。GBPはNeutron上のレイヤとして機能するように設計さ
れています。

GBPでは、基盤となるインフラストラクチャへのマッピング形式として次の2つがサポートさ
れます。

Neutronマッピングドライバは、GBPリソースを既存のNeutron APIコール
に変換します。これにより、Neutronで既存のオープンソースやベンダー

Neutronマッピン
グドライバ

プラグイン（ML2など）を実行できます。また、OpenStack環境で GBPを
使用できるようにします。NeutronAPIまたはGBPAPIを使用してOpenStack
プロジェクトを定義する必要があります。同じ OpenStackインストールの
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別のプロジェクトでは、異なる APIが使用される可能性があります（例：
Neutronまたは GBP）。

ポリシーの構成要素を最初に Neutron APIに変換せずに、別の SDNコント
ローラまたは外部エンティティ経由で直接レンダリングするドライバを作

ネイティブドラ

イバ

成できます。これにより、コントローラが L2または L3の動作に関係な
く、より柔軟にポリシーを解釈および適用できるようになるため重要です。

現在は、Cisco APIC、VMware NSXポリシー、および One Convergence NSP
を含む 4つのネイティブドライバがあります。

グループベースポリシーモデルの概要

グループベースポリシー（GBP）は、さまざまな論理グループやアプリケーション層の関係を
説明するポリシーモデルを導入します。基盤となるインフラストラクチャ機能からセマンティ

クスを分離するようにプリミティブが選択されています。リソースは、特定のテナントに対し

てパブリックの場合もローカルの場合もあります。

主なプリミティブは次のとおりです。

説明リソース

個々のネットワークエンドポイント（通常は NIC）です。ポリシー
ターゲットは、アーキテクチャ内のアドレス指定可能な基本ユニッ

トです。

ポリシーターゲット

同じプロパティを持つポリシーターゲットは、GBPの基本プリミ
ティブであるポリシーグループに編成されます。ポリシーグループ

ポリシーグループ

によって、ネットワークセマンティクスを指定しなくても、ブロー

ドキャストと同じ方法でインフラストラクチャに依存せずにグルー
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説明リソース

プを構築できます。各グループは、消費するルールセットだけでな

くグループに提供するルールセットも宣言することで、依存関係を

モデル化します。

プロトコル、ポート範囲、方向（イン、アウト、または双方向）な

どの、ネットワークトラフィックのフィルタリング手段です。

ポリシー分類子

特定のルールが適用されるときに実行するアクションです。サポー

トされているタイプには、「allow」などがあります。
ポリシーアクション

アクションとペアリングされた分類子です。ポリシールール

ポリシールールセットには、複数のポリシールールが含まれます。

ルールセットは親子関係を使ってネストできます。

ポリシールールセット

ネットワークポリシーの概要

グループベースポリシー（GBP）の目的は、ネットワークポリシーの説明を一元化して、グ
ループやルールセットなどのアプリケーションレベルポリシーと分けることです。これによ

り、アプリケーション所有者の考慮事項とクラウド/インフラストラクチャ管理者の考慮事項
を分離できます。

説明リソース

同じスイッチングドメイン内のグループセットを指定します。

レイヤ 2ポリシーは特定のレイヤ 3ポリシーを参照する必要が
あります。

レイヤ 2ポリシー

多数のレイヤ 2ポリシーを含む、重複の可能性がある IPアド
レス空間を指定します。

レイヤ 3ポリシー

VIP割り当てなどのネットワークサービスチェーンに必要な
ネットワーク固有パラメータを指定します。

ネットワークサービスポリ

シー

共有ポリシーの概要

グループベースポリシー（GBP）モデル内のリソースは、テナント間でリソースを可視化する
ように設定できるshared属性をサポートします。ポリシーリソースを共有して、関連するチー

ムがポリシーを作成して他のユーザがそのポリシーを消費できるようにすると、考慮事項の分

離が促進されます。共有リソースにはグローバル可視性があるため、すべてのテナントが共有

リソースを表示できます。shared属性を設定または更新できるのは、管理者ロールを持つユー

ザのみです。

次の例では、CLIを使用して共有レイヤ 3ポリシーを作成します。
# gbp l3policy-create --shared True my-shared-l3p

同様に、GUIにはリソースの共有または非共有を有効にするチェックボックスがあります。

グループベースポリシー
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リソースを共有するタイミングと方法には特定の制約があります。

•共有リソースは、他の共有リソースにのみ関連付けることができます。たとえば、共有レ
イヤ 2ポリシーが存在できるのは共有レイヤ 3ポリシー上のみです。

•現在使用されている共有リソースは共有解除できません。

ポリシーターゲットリソースは、shared属性をサポートしません。（注）

Neutronマッピングドライバの概要
グループベースポリシー（GBP）モデルとその実装の最も便利な側面の 1つは、ポリシーを
NeutronAPIに直接マッピングできるので既存のNeutronプラグインを使用できることです。デ
フォルトマッピングは次のとおりです。

NeutronGBPリソース

ポートポリシーターゲット

サブネットポリシーターゲットグループ

ネットワークレイヤ 2ポリシー

ルータレイヤ 3ポリシー

カスタムマッピングを設計して「リソースマッピング」ポリシードライバに実装できます。（注）

外部接続
グループベースポリシー（GBP）モデルでは、ユーザの意図をキャプチャしてポリシーター
ゲットに外部との通信を許可するAPIがサポートされます。これを実現するために次のプリミ
ティブが使用されます。

説明リソース

Classless Inter-Domain Routing（CIDR）によっ
て定義された外部ネットワークと、指定のネ

クストホップを使用してこのセグメント経由

で到達可能なその他のネットワークをモデル

化します。

外部セグメント

グループベースポリシー
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説明リソース

外部セグメントのポリシーターゲットグルー

プをモデル化します。これはポリシールール

セットを提供および消費できる外部ポリシー

ターゲットグループのようなものですが、外

部ポリシーではポリシーターゲットを作成で

きない点が異なります。

外部ポリシー

Neutron外部ネットワークで作成されたNeutron
サブネットです。

Neutronマッピング外部セグメント

次の例では、「Datacenter-Out」という名前の外部ネットワークの設定を示します。同じ名前で
外部セグメントを作成すると、関連する CIDRとその他の属性を自動的に設定できます。

次のコマンドは、「Datacenter-Out」という名前の外部セグメントを作成します。
# export EXT_SEG_ID=$(gbp external-segment-create Datacenter-Out --shared
True --external-route destination=0.0.0.0/0,nexthop= | awk "/ id / {print \$4}")

次のコマンドは、外部を表すグループをモデル化する外部ポリシーを作成します。

# gbp external-policy-create my-external-policy --external-segments $EXT_SEG_ID

次のコマンドは、TCPアクセスを許可するポリシールールセットを作成します。
# gbp policy-classifier-create all-tcp-traffic --protocol tcp --direction in
# gbp policy-rule-create tcp-policy-rule --classifier all-tcp-traffic --actions allow
# gbp policy-rule-set-create tcp-ruleset --policy-rules tcp-policy-rule

次のコマンドは、Webポリシーターゲットグループが外部にアクセスするためのすべての
TCPトラフィックを許可するように、提供/消費関係を設定します。
# gbp external-policy-update my-external-policy
--provided-policy-rule-sets "tcp-ruleset=true"

この例では、レイヤ 3ポリシーが「default」と呼ばれています。

次のコマンドは、Webポリシーターゲットグループ用に暗黙的に作成されたレイヤ3ポリシー
を作成済みの外部セグメントに関連付けます。

# gbp l3policy-update default -external-segment Datacenter-Out

ネットワークアドレス変換プールとフローティングIPア
ドレス

各外部セグメントには、フローティング IPアドレスの割り当てに使用できる IPアドレスの
プールを 0個以上設定できます。この場合のフローティング IPアドレスは、Neutronフロー
ティング IPアドレスリソースに固有です。

グループベースポリシー
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説明リソース

仮想マシンのフローティング IPアドレスの割
り当てに使用される IPアドレスのプールで
す。

NATプール

この例の 1.105.2.128/25範囲には、ルーティング可能な任意の範囲を指定できます。ま
た、設定内の CIDRと相関する必要はありません。

次のコマンドは、外部サブネットに使用されているサブネットからNATプールを作成します。
# gbp nat-pool-create --ip-version 4 --ip-pool 1.105.2.128/25
--external-segment Datacenter-Out my-nat-pool

次のコマンドは、上記のコマンドで作成したNATプールを使用するネットワークサービスポ
リシー（NSP）を作成します。
# gbp network-service-policy-create --network-service-params
type=ip_pool,name=nat_fip,value=nat_pool my-nat-pool-nsp

次のコマンドは、上記のコマンドで作成したNSPをWebポリシーターゲットグループと関連
付けます。

# gbp group-update web --network-service-policy my-nat-pool-nsp

この時点で、Webポリシーターゲットグループに作成されたすべての新しいポリシーター
ゲットに、NATプールからフローティング IPアドレスが自動的に割り当てられます。

NATプールは、設定ファイルで cidr_exposedおよび host_pool_cidrオプションによって指定

されているApplication Policy Infrastructure Controller（APIC）の外部ネットワーク設定と重複し
ない限り、どのアドレス範囲であっても構いません。

ユーザがポリシーターゲットグループの特定のメンバーにのみ明示的にフローティング IPア
ドレスを割り当てる必要がある場合は、上記のワークフローを使用しないでください。この場

合は NSPを作成せずに、フローティング IPアドレスを Neutronポートに関連付ける明示的な
ワークフローを実行します。作成した NATプールに対応するサブネットからフローティング
IPアドレスを選択します。

グループベースポリシー CLIを使用した多層アプリケー
ションの作成例

次の例では、グループベースポリシー（GBP）を使用してシンプルなポリシーを作成します。
このポリシーは、2つのグループとそれらの間のポリシールールセットを作成します。

グループベースポリシー
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手順

ステップ 1 ルールおよびルールセット（一連のWebサーバに対してポリシーを説明する）を設定します。

ルールには、一部のトラフィックとそのトラフィックを処理するアクションが一致するように

設計された分類子が含まれています。一般的なアクションには、トラフィックを許可したり

ネットワークサービスにリダイレクトしたりするアクションがあります。

a) allowアクションを作成します。

# gbp policy-action-create allow --action-type allow

b) HTTPルールを作成します。
# gbp policy-classifier-create web-traffic --protocol tcp --port-range 80 \
--direction in
# gbp policy-rule-create web-policy-rule --classifier web-traffic --actions allow

c) HTTPSルールを作成します。
# gbp policy-classifier-create secure-web-traffic --protocol tcp --port-range 443 \
--direction in
# gbp policy-rule-create secure-web-policy-rule --classifier secure-web-traffic \
--actions allow

d) Webルールセットを作成します。
# gbp policy-rule-set-create web-ruleset --policy-rules "web-policy-rule
secure-web-policy-rule"

ステップ 2 グループを作成してルールセットを関連付けます。

ルールセットは、双方向の一連のルールを説明します。ただし APIは、グループが自身の動
作を説明するルールセットを「提供」し、他のグループがそのルールセットを「消費」して

接続できるように設計されています。このモデルの意図は、グループが自身の動作を説明する

ルールセットを提供して他のグループがアクセスを選択できるようにすることです。

a) グループを作成します。

グループベースポリシー
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# gbp group-create web
# gbp group-create client-1
# gbp group-create client-2

b) ルールセットを関連付けます。
# gbp group-update client-1 --consumed-policy-rule-sets "web-ruleset=scope"
# gbp group-update client-2 --consumed-policy-rule-sets "web-ruleset=scope"
# gbp group-update web --provided-policy-rule-sets "web-ruleset=scope"

ステップ 3 前に作成した各グループのメンバーを作成します。

各メンバーは、グループの接続とセキュリティの要件を指定するプロパティをすべて継承しま

す。

a) Webグループのポリシーターゲットを作成し、そのポリシーターゲットに関連付けられ
ている Neutronポートを抽出します。
# export WEB_PORT=$(gbp policy-target-create web-pt-1 --policy-target-group web \
| awk "/port_id/ {print \$4}”)

b) 抽出した Neutronポートを使用してWebグループメンバー（仮想マシンインスタンス）
を作成します。

# nova boot --flavor m1.tiny --image image_name --nic port-id=$WEB_PORT web-vm-1

c) client-1および client-2グループのメンバーを作成します。

# export CLIENT1_PORT=$(gbp policy-target-create client-pt-1 \
--policy-target-groupclient-1 | awk "/port_id/ {print \$4}") nova boot \
--flavor m1.tiny --image image_name --nic port-id=$CLIENT1_PORT \
client-vm-1

# export CLIENT2_PORT=$(gbp policy-target-create client-pt-2 \
--policy-target-group client-2 | awk "/port_id/ {print \$4}") nova boot \
--flavor m1.tiny --image image_name --nic port-id=$CLIENT2_PORT \
client-vm-2

グループベースポリシーGUIを使用した多層アプリケー
ションの作成例

次の例では、グループベースポリシー（GBP）を使用して多層アプリケーションのシンプルな
ポリシーを作成します。このポリシーは、2つのグループとそれらの間のポリシールールセッ
トを作成します。

グループベースポリシー
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手順

ステップ 1 管理者として OpenStackプラットフォーム GUIにログインします。

ステップ 2 メニューバーで [Project] > [Policy] > [Application Policy] > [Policy Rule Set]を選択します。

ステップ 3 [Policy Rule Set]ペインで [Create Policy Rule Set]をクリックします。

ステップ 4 [Create Policy Rule Set]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、新しいポリシールールセットの名前（web-ruleset）を入力します。
b) [Description]フィールドに、新しいポリシールールセット（web-ruleset）の説明を入力し
ます。

c) [Next]をクリックします。
d) [Policy Rules]フィールドで [+]アイコンをクリックします。

ステップ 5 [CreatePolicy-Rule]ダイアログボックスで、次の操作を実行してHTTPのルールを作成します。

a) [Name]フィールドに、新しいポリシールールの名前（http-rule）を入力します。
b) [Description]フィールドに、新しいポリシールール（http-rule）の説明を入力します。
c) [Next]をクリックします。
d) [Policy Classifier]フィールドで [+]アイコンをクリックします。

ステップ 6 [Create Policy Classifier]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、新しいポリシー分類子の名前（http-classifier）を入力します。
b) [Port/Range(min:max)]フィールドにポート範囲（80）を入力します。
c) [Direction]ドロップダウンリストから方向（[BI]）を選択します。
d) [Create Policy Classifier]をクリックします。
e) [Next]をクリックします。
f) [Policy Action]フィールドで、ポリシールールのアクション（[allow]）を選択します。
g) [Create]をクリックします。

ステップ 7 [Create Policy Rule Set]ダイアログボックスで、HTTPS用に次の操作を実行します。

a) [Policy Rules]フィールドで [+]アイコンをクリックします。

グループベースポリシー
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b) [Name]フィールドに、新しいポリシールールの名前（https-rule）を入力します。
c) [Description]フィールドに、新しいポリシールール（https-rule）の説明を入力します。
d) [Next]をクリックします。
e) [Policy Classifier]フィールドで [+]アイコンをクリックします。

ステップ 8 [Create Policy Classifier]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、新しいポリシー分類子の名前（https-classifier）を入力します。
b) [Port/Range(min:max)]フィールドにポート範囲（443）を入力します。
c) [Direction]ドロップダウンリストから方向（[BI]）を選択します。
d) [Create Policy Classifier]をクリックします。

ステップ 9 [Create Policy-Rule]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Next]をクリックします。
b) [Policy Action]フィールドで、ポリシールールのアクション（[allow]）を選択します。
c) [Create]をクリックします。
d) [Policy Rules]フィールドで、ポリシールールセットのポリシールール（[http-rule]と

[https-rule]）を選択します。
e) [Create]をクリックします。

ステップ 10 メニューバーで [Project] > [Policy] > [Application Policy] > [Policy Rule Set]を選択します。

ステップ 11 [Policy Rule Set]ペインで、ポリシールールを含むルールセットの存在を確認できます。

ステップ 12 [Policy Rules]をクリックします。

ステップ 13 [Policy Rules]ペインで、ポリシールールの存在を確認できます。

ステップ 14 [Policy Classifier]をクリックします。

ステップ 15 [Policy Classifier]ペインで、ポリシー分類子の存在を確認できます。

ステップ 16 [Policy Actions]をクリックします。

ステップ 17 [Policy Actions]ペインで、前に作成したポリシーアクションの存在を確認できます。

ステップ 18 ポリシーターゲットグループを作成します。メニューバーで [Project] > [Policy] > [Groups]
を選択します。

ステップ 19 [Create Group]をクリックします。

ステップ 20 [Create Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、新しいグループの名前（web-group）を入力します。
b) [Description]フィールドに、新しいグループ（web-group）の説明を入力します。
c) [Next]をクリックします。
d) [Provided Policy Rule Set]フィールドで、グループのポリシールールセット（web-ruleset）
を選択します。

e) [Next]をクリックします。
f) [Network Policy]ドロップダウンリストで、グループのネットワークポリシー（[Default]）
を選択します。[Default]を選択すると、グループと同じ名前のレイヤ 2ポリシーが自動的
に作成されます。

g) [Create]をクリックします。

ステップ 21 クライアント用に 2つ目のグループを作成します。[Create Group]をクリックします。
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ステップ 22 [Create Group]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Name]フィールドに、クライアントの新しいグループの名前（client-group）を入力しま
す。

b) [Description]フィールドに、クライアントの新しいグループ（client-group）の説明を入力
します。

c) [Next]をクリックします。
d) [Consumed Policy Rule Set]フィールドで、グループで消費されるポリシールールセット
（web-ruleset）を選択します。

e) [Next]をクリックします。
f) [Network Policy]フィールドで、グループのネットワークポリシー（[Default]）を選択しま
す。[Default]を選択すると、ステップ 20（11ページ）で暗黙的に作成されたデフォルト
のレイヤ 2ポリシーにグループが追加されます。

g) [Create]をクリックします。

ステップ 23 メニューバーで [Project] > [Policy] > [Network and Services' Policy]を選択します。

ステップ 24 [L3 Policy]ペインで、デフォルトのレイヤ 3ポリシーが作成されたことを確認できます。

ステップ 25 ネットワークポリシーの [default]をクリックして、レイヤ 2ポリシーが作成されていることを
確認します。

ステップ 26 仮想マシンを作成します。メニューバーで [Project] > [Policy] > [Groups]を選択します。

ステップ 27 [Groups]ペインでグループ（web-group）をクリックします。

ステップ 28 [Members]ペインで [Create Member]をクリックします。

ステップ 29 [Create Member]ダイアログボックスで、次の操作を実行します。

a) [Instance Name]フィールドにインスタンス名（web1）を入力します。
b) [Instance Boot Source]ドロップダウンリストで、インスタンスブートソース（[Boot from

image]）を選択します。
c) [Image Name]ドロップダウンリストでイメージ（cirros-web）を選択します。
d) [Launch]をクリックします
e) [Members]ペインで、新しく作成されたグループ（web-group）を確認できます。

ステップ 30 クライアント仮想マシンを作成します。メニューバーで [Project] > [Policy] > [Groups]を選択
します。

ステップ 31 [Groups]ペインでグループ（client-group）をクリックします。

ステップ 32 [Members]ペインで [Create Member]をクリックします。

ステップ 33 [Create Member]ダイアログボックスで、[Details]を選択して次の操作を実行します。

a) [Instance Name]フィールドにインスタンス名（client1）を入力します。
b) [Instance Boot Source]ドロップダウンリストで、インスタンスブートソース（[Boot from

image]）を選択します。
c) [Image Name]ドロップダウンリストでイメージ（cirros-web）を選択します。
d) [Launch]をクリックします
e) [Members]ペインで、新しく作成されたグループ（client-group）を確認できます。

グループベースポリシー

12

グループベースポリシー

グループベースポリシー GUIを使用した多層アプリケーションの作成例



ステップ 34 すべてのインスタンスを表示するには、メニューバーで [Admin] > [System] > [Instances]を選
択します。

グループベースポリシーの導入
グループベースポリシー（GBP）の導入については、次を参照してください。
https://wiki.openstack.org/wiki/GroupBasedPolicy#Try_Group-based_Policy
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