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仮想クラウド・ネットワークの概要およびデプロイメント・ガイド 

 
このホワイト・ペーパーの目的 

本書の目的は、Oracle Cloud Infrastructure Networkingサービスと仮想クラウド・ネットワーク(VCN)のよくあるデプ

ロイメント・シナリオの基本を理解していただくことです。本書を理解するには、ネットワーキングとインターネッ

ト・ルーティングに関する基本的な知識が必要です。本書は、本番デプロイメントのリファレンス・アーキテクチャ

となることは意図していません。 

 

対象範囲と前提 

本書では、Networkingサービスの様々なコンポーネントと典型的なデプロイメント・シナリオについて簡単に説

明しています。本書をお読みになれば、VCNの仕組みとVCNの使用方法を示すいくつかのシナリオについて十分

にご理解いただけるはずです。 

前提条件として、以下のことが必要です。 

 Oracle Cloud Infrastructureの基礎知識があること 

o https://cloud.oracle.com/iaas 

 Oracle Cloud Infrastructure Computeの基本を理解していること 

o https://cloud.oracle.com/compute 

 Oracle Cloud Infrastructure Networkingの基本を理解していること 

o https://cloud.oracle.com/networking 

 IPSec VPNトンネル機能の基本を理解していること 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/managingIPsec.htm 

 Oracle Cloud Infrastructure FastConnectの基本を理解していること 

o https://cloud.oracle.com/fastconnect 
 

このほか、典型的なVCNデプロイメントで使用される関連製品およびコンポーネントがIdentity and Access 

Management (IAM)などいくつかあります。それらの詳細は本書の範囲外です。 

https://cloud.oracle.com/iaas
https://cloud.oracle.com/compute
https://cloud.oracle.com/networking
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/managingIPsec.htm
https://cloud.oracle.com/fastconnect
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仮想クラウド・ネットワーク(VCN)の概要 

VCNとは、Oracleデータ・センター内に設定する仮想プライベート・ネットワークです。従来のネットワーク

とよく似ており、ファイアウォール・ルールや特定のタイプの通信ゲートウェイをユーザーが選択して使用で

きます。VCNはOracle Cloud Infrastructureの単一リージョンに配置され、ユーザーが選択した連続するIPv4 

CIDRの単一ブロックをカバーします。指定可能なVCNサイズ範囲は/16～/30です。たとえば、10.0.0.0/16と

なります。Networkingサービスでは、各サブネットのCIDRにおける最初の2つのIPアドレスと最後のIPアドレ

スが予約されています。VCNまたはサブネットを作成してからそのサイズを変更することはできないため、

VCNとサブネットのサイズはそれらを作成する前に考えておくことが重要です。 

VCNには、RFC 1918で指定したプライベートIPアドレス範囲(10.0.0.0/8、172.16/12および192.168/16)のいずれ

かを使用することをお薦めします。ただし、パブリック・ルーティング可能な範囲を使用できます。 

VCNには、以下のデフォルト・コンポーネントが自動的に付属します。 

 デフォルト・ルートテーブル(ルールなし) 

 デフォルト・セキュリティ・リスト(デフォルト・ルールあり) 

 デフォルトのDHCPオプション・セット(デフォルト値あり) 

 
これらのデフォルト・コンポーネントは削除できません。ただし、内容(デフォルト・セキュリティ・リストの

ルールなど)を変更することは可能です。また、VCNのコンポーネントの種類ごとに独自のカスタム・バージョ

ンを作成できます。作成可能な数やルールの最大数には制限があります。 

次の図は、2つのリージョナル・サブネットを持つVCNを簡単に説明したものです (これは、サブネットが、リー

ジョン内の可用性ドメインすべてにまたがっているということです)。各サブネットには、両方の可用性ドメインの

インスタンスが含まれています。サブネットAはデフォルト・ルートテーブルを使用し、サブネットBはカスタム・

ルートテーブル(ユーザーが作成可能)を使用しています。どちらのサブネットも、デフォルト・セキュリティ・リ

ストと、それぞれのサブネットのカスタム・セキュリティ・リストを使用しています。デフォルトのDHCPオプ

ション・セットは、この図には明示的に示されていません。この図には、デフォルト・コンポーネントではないコ

ンポーネントも2つ示されています。動的ルーティング・ゲートウェイ(DRG)とインターネット・ゲートウェイです。

これらのコンポーネントについては、後ほど詳しく説明します。 

https://tools.ietf.org/html/rfc1918
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その他のコンポーネント 

この項では、Networkingサービスのその他のコンポーネントについて説明します。 

 
 

サブネット 

サブネットとは、VCN内に定義する下位区分です(10.0.0.0/24、10.0.1.0/24など)。サブネットには、インスタンス

にアタッチされる仮想ネットワーク・インタフェース・カード(VNIC)が含まれています。各サブネットは、VCN内

の他のサブネットと重複しないIPアドレスの連続した範囲で構成されます。サブネットは、1つの可用性ドメイン

に設定するか、リージョン全体に設定するかを指定できます(リージョナル・サブネットをお薦めします)。サブ

ネットは、VCN内の構成の単位として機能します。あるサブネット内のすべてのVNICが同じルートテーブル、セ

キュリティ・リストおよびDHCPオプションを使用します(後述の定義を参照してください)。サブネットは、作成

時にパブリックとプライベートのいずれかとして指定できます。プライベートの場合、サブネット内のVNICにパ

ブリックIPアドレスを設定することはできません。パブリックの場合、ユーザーの判断でサブネット内のVNICにパ

ブリックIPアドレスを設定できます。 

 

仮想ネットワーク・インタフェース・カード(VNIC) 

VNICはインスタンスにアタッチされ、サブネット内に位置してサブネットのVCNへの接続を可能にします。

VNICは、インスタンスがVCN内外のエンドポイントにどのように接続するかを決定します。各インスタンスに、

インスタンスの起動時に作成されるプライマリVNICがあります。 
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これは削除できません。(プライマリVNICと同じ可用性ドメイン内の)既存のインスタンスにセカンダリVNICを追

加できます。これは必要に応じて削除可能です。各セカンダリVNICは、プライマリVNICと同じVNIC内のサブ

ネットに配置することも、同じVCNまたは別のVCN内の異なるサブネットに配置することもできます。ただし、

すべてのVNICをインスタンスと同じ可用性ドメインに配置する必要があります。 

以下に、セカンダリVNICを使用する理由をいくつか示します。 

 ベア・メタル・インスタンスで独自のハイパーバイザを使用する 

 インスタンスを複数のVCNに接続する 

 

セカンダリVNICについて、以下で詳しく説明します。 

 次のタイプのインスタンスでサポートされています。 

o Linux: VMインスタンスとベア・メタル・インスタンスの両方。 

o Windows: VMインスタンスとベア・メタル・インスタンスの両方。ただし、X7/第2世代シェイプ

(VM.Standard 2.16やBM.Standard2.52のように、名前に"2"が付くシェイプ)のみです。ベア・メタ

ル・インスタンスの場合、セカンダリVNICは2番目の物理NICでのみサポートされます。 

 1つのインスタンスにアタッチできるVNICの数には制限があり、その数はシェイプによって異なりま

す。 

 追加できるのはインスタンスの起動後のみです。 

 必ずインスタンスにアタッチされている必要があります。移動することはできません。セカンダリ

VNICの作成プロセスでインスタンスに自動的にアタッチされます。セカンダリVNICのデタッチ・プロ

セスで自動的に削除されます。 

 インスタンスを終了すると、自動的にデタッチされて削除されます。 

 インスタンスの帯域幅は、アタッチされているVNICの数にかかわらず固定です。インスタンスの特定

のVNICに帯域幅制限を指定することはできません。 

  複数のVNICを同じサブネットのCIDRブロックから1つのインスタンスにアタッチすると、特にLinux

のバリアントを使用するインスタンスで、非対称ルーティングが発生する可能性があります。このタ

イプの構成が必要な場合は、複数のプライベートIPアドレスを1つのVNICに割り当てるか、ポリシー

ベースのルーティングを使用することをお薦めします。 

 

プライベートIP 

プライベートIPは、プライベートIPアドレスと、インスタンスのアドレスを指定するための関連情報(DNSのホス

ト名など)で構成されます。各VNICにプライマリ・プライベートIPがあり、セカンダリ・プライベートIPを追加

したり削除したりすることができます。インスタンスのプライマリ・プライベートIPアドレスは、インスタンス

の存続期間中は変更されず、インスタンスから削除することはできません。インスタンスの起動後に、セカンダ

リ・プライベートIPアドレスをインスタンスに追加できます。 
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追加する先は、インスタンスのプライマリVNICでもセカンダリVNICでも構いません。セカンダリ・プライベート

IPアドレスは、VNICのサブネットのCIDRに属している必要があります。両方のVNICが同じサブネットに属して

いる場合、セカンダリ・プライベートIPをあるインスタンスのVNICから別のインスタンスのVNICに移動できます。 

以下に、セカンダリ・プライベートIPを使用する理由をいくつか示します。 

 インスタンスのフェイルオーバー 

  複数のサービスまたはエンドポイントを単一インスタンスで実行する 

 

セカンダリ・プライベートIPアドレスについて、以下で詳しく説明します。 

 ベア・メタル・インスタンスとVMインスタンスの両方で、すべてのシェイプおよびOSタイプに対してサ

ポートされています。 

 1つのVNICに最大31のセカンダリ・プライベートIPを設定できます。 

 割り当てることができるのは、インスタンスの起動後(またはセカンダリVNICの作成/アタッチ後)のみです。 

 リージョナル・サブネットのVNICに割り当てられているセカンダリ・プライベートIPは、 可用性ドメイン

属性がnullになります。VNICのプライマリ・プライベートIPと比較した場合、プライマリ・プライベートIP

では、インスタンスのサブネットがリージョナルかAD固有かにかかわらず、可用性ドメイン属性は常にイ

ンスタンスの可用性ドメインに設定されています。 

 セカンダリ・プライベートIPをVNICから削除すると、そのアドレスはサブネット内の使用可能なアドレス

のプールに戻されます。 

 インスタンスを終了(またはセカンダリVNICをデタッチ/削除)すると、自動的に削除されます。 

 インスタンスの帯域幅は、アタッチされているプライベートIPアドレスの数にかかわらず固定です。インス

タンスの特定のIPアドレスに帯域幅制限を指定することはできません。 

 ユーザーの判断で、セカンダリ・プライベートIPに予約済のパブリックIPを割り当てることができます。 

 
 

インターネット・アクセス: インターネット・ゲートウェイとNATゲートウェイ 

必要なインターネット・アクセスのタイプに応じてVCNに追加できるオプション・ゲートウェイ(仮想ルー

ター)が2つあります。 

 インターネット・ゲートウェイ: インターネットからアクセスされる必要がある(例: Webサーバー)か、

インターネットへの接続を開始する必要がある、パブリックIPアドレスを持つリソース向けです。 

 NATゲートウェイ: インターネットへの接続を開始する必要がある(例: ソフトウェア更新のため)が、イ

ンターネットからのインバウンド接続から保護される必要のある、パブリックIPアドレスを持たないリ

ソース向けです。 
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あるサブネットとゲートウェイの間のトラフィックは、サブネットのルートテーブルおよびセキュリティ・リ

ストによって制御されます。 

このシナリオで使用される2つのゲートウェイについては、本書の後半の「Oracle Cloud Infrastructureで実行す

る複数層アプリケーション」で説明します。 

インターネット・ゲートウェイを配置しただけでは、VCNのサブネット内のインスタンスはインターネットに直

接公開されません。次の要件も満たす必要があります。 

 インターネット・ゲートウェイが有効になっていること(デフォルトでは、インターネット・ゲートウェイは

作成時に有効になります)。 

 サブネットがパブリックであること。 

 トラフィックをインターネット・ゲートウェイに送るルート・ルールがサブネットに設定されていること。 

 トラフィックを許可するセキュリティ・リスト・ルールがサブネットに設定されていること(また、各インス

タンスのファイアウォールがトラフィックを許可すること)。 

 インスタンスにパブリックIPアドレスが設定されていること。 

 
 

動的ルーティング・ゲートウェイ(DRG) 

DRGとは、VCNに追加できるオプションの仮想ルーターです。VCNとオンプレミス・ネットワークの間のプライ

ベート・ネットワーク・トラフィック用のパスを提供します。他のNetworkingコンポーネントやオンプレミス・

ネットワークのルーターと併用して、IPSec VPNまたはOracle Cloud Infrastructure FastConnectによる接続を確

立することができます。VCNと異なるリージョンにあるもう1つのVCNの間のプライベート・ネットワーク・ト

ラフィック用のパスも提供できます。 

 

サービス・ゲートウェイ: 

サービス・ゲートウェイとは、VCNに追加できるもう1つのオプションの仮想ルーターです。VCNとOracleサー

ビス・ネットワーク(Oracle Cloud Infrastructure Object StorageやAutonomous Databaseなど)でサポートされて

いるサービスの間のプライベート・ネットワーク・トラフィック用のパスを提供します。たとえば、VCN内のプ

ライベート・サブネットにあるDBシステムがObject Storageにデータをバックアップする際に、パブリックIPア

ドレスやインターネットへのアクセスが不要になります。 

 

ローカル・ピアリング・ゲートウェイ(LPG) 

ローカル・ピアリング・ゲートウェイとは、VCNに追加できるもう1つのオプションの仮想ルーターです。あ

るVCNを同じリージョン内の別のVCNとピアリングすることができます。 
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ピアリングとは、VCNがインターネットを横断したり、オンプレミス・ネットワークを経由したりせずに、プラ

イベートIPアドレスを使用して通信することです。1つのVCNに対して、確立するピアリングごとに異なるLPGを

設定する必要があります。 

 

ルートテーブル 

これは、VCNの仮想ルートテーブルです。ルートテーブルには、ゲートウェイまたは特別に構成されたインスタン

スによって、サブネットからVCN外部の宛先にトラフィックをルーティングするためのルールがあります。VCNに

は空のデフォルト・ルートテーブルが付属しており、独自のカスタム・ルートテーブルを追加することができます。 

 

DNSの選択肢 

ドメイン・ネーム・システム(DNS)は、コンピュータがIPアドレスのかわりにホスト名を使用して相互に通信でき

るようにします。以下に、VCN内のインスタンスのDNS名前解決に関する選択肢を示します。この選択は、サブ

ネットのDHCPオプション・セットを使用して、VCN内の各サブネットに対して行います。これは、各サブネット

に関連付けるルートテーブルおよびセキュリティ・リストの構成方法と似ています。 

デフォルトの選択: インターネットおよびVCNリゾルバ 

これはOracle提供のオプションで、次の2つの部分からなります。 

 インターネット・リゾルバ: インスタンスが、インターネット上に公開されているホスト名

を解決できるようにします。インターネット・ゲートウェイとオンプレミス・ネットワー

クへの接続(DRGを介したIPSec VPN接続など)のいずれかによって、インスタンスがイン

ターネットにアクセスできる必要はありません。 

 VCNリゾルバ: インスタンスが、同じVCN内の他のインスタンスのホスト名(ユーザーが割

当て可能)を解決できるようにします。 

 
カスタム・リゾルバ 

ユーザーが選択したDNSサーバーを解決に使用します(最大3つ)。次のようなDNSサーバーを使用できます。 

 インターネット経由で利用可能。たとえば、DynのInternet Guideの場合は216.146.35.35です。 

 VCN内にある。 

 オンプレミス・ネットワーク内にあり、IPSec VPN接続またはFastConnect (DRG経由)によっ

てVCNに接続されている。 
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インスタンスを起動するときに、ホスト名を割り当てることができます。ホスト名は、インスタンスの起動

時に自動的に作成されるVNIC(つまり、プライマリVNIC)に割り当てられます。ホスト名は、サブネットの

ドメイン名とともに、インスタンスの完全修飾ドメイン名(FQDN)を形成します。 

 インスタンスのFQDN: <hostname>.<subnet DNS label>.<VCN DNS label>.oraclevcn.com 

 

たとえば、database1.privatesubnet1.abccorpvcn1.oraclevcn.comのようになります。 

FQDNは、インスタンスのプライベートIPアドレスに解決されます。インターネットおよびVCNリゾルバを使用す

ると、DNS逆引きも可能になるため、プライベートIPアドレスに対応するホスト名を特定することができます。 

 

DHCPオプション 

Networkingサービスは、DHCPを使用して、起動時に構成情報をインスタンスに自動的に提供します。DHCPでは

一部の設定を動的に変更できますが、その他の設定は静的であり、変更できません。たとえば、インスタンスを起

動するときに、ユーザーまたはOracleがインスタンスのプライベートIPアドレスを指定します。インスタンスが起

動するか、ユーザーがインスタンスのDHCPクライアントを再起動するたびに、DHCPはその同じプライベートIP

アドレスをインスタンスに渡します。インスタンスの存続期間中、このアドレスが変更されることはありません。 

Networkingサービスには、VCN内のインスタンスで特定のタイプの構成を制御できるDHCPオプションが用意されて

います。DHCPがインスタンスに提供する静的情報とは異なり、このオプションの値はユーザーの判断で変更できま

す。変更は、次回ユーザーがインスタンスのDHCPクライアントを再起動したとき、またはインスタンスを再起動し

たときに有効になります。 

VCN内の各サブネットに、DHCPオプション・セットを1つだけ関連付けることができます。このオプション・

セットはサブネット内のすべてのインスタンスに適用されます。各VCNにデフォルトのDHCPオプション・セット

が付属しており、その初期値はユーザーが変更可能です。ユーザーが別途指定しなければ、すべてのサブネットが

VCNのデフォルトのDHCPオプション・セットを使用します。 

ユーザーがVCNに設定できるDHCPオプションは次のとおりです。 

 ドメイン・ネーム・サーバー: DNSタイプを指定します(インターネットおよびVCNリゾルバとカスタ

ム・リゾルバのいずれかを選択)。 

 検索ドメイン: 選択した単一の検索ドメイン。DNS問合せを解決する際、OSはこの検索ドメインを問合

せ対象の値に追加します。 

 

セキュリティ・リスト 

セキュリティ・リストとは、VCNの仮想ファイアウォール・ルールです。セキュリティ・リストには、インスタ

ンスへの入出力を許可するトラフィックのタイプ(プロトコルとポート)を指定したイングレス・ルールとエグレ

ス・ルールが含まれています。 
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特定のルールがステートフルかステートレスかを選択できます。たとえば、任意の場所からサブネットのインスタ

ンスへの受信SSHトラフィックを許可するには、ソースCIDRが0.0.0.0/0、宛先TCPポートが22のステートフル・イ

ングレス・ルールを設定します。VCNにはデフォルト・ルールを含むデフォルト・セキュリティ・リストが付属し

ており、独自のカスタム・セキュリティ・リストを追加することができます。 

セキュリティ・リストとルールのタイプの詳細は、このホワイト・ペーパーの最後にある「VCNセキュリ

ティ・リスト」を参照してください。 

 

VCN接続 

この項では、VCNの接続オプションについて説明します。 

 
 

オンプレミス・ネットワークへのアクセス 

オンプレミス・ネットワークをOracle Cloud Infrastructureに接続する方法は2つあります。 

 VPN接続: ユーザーが作成してVCNにアタッチしたDRGによって、既存のネットワークのエッジとVCN

の間に複数のIPSecトンネルを提供します。 

 Oracle Cloud Infrastructure FastConnect: 既存のネットワークのエッジとOracle Cloud Infrastructureの

間にプライベート接続を提供します。トラフィックはインターネットを通りません。プライベート・ピ

アリングとパブリック・ピアリングの両方がサポートされています。つまり、オンプレミスのホストは、

VCN内のプライベートIPv4アドレスと、Oracle Cloud Infrastructure内のリージョンのパブリックIPv4ア

ドレス(たとえば、VCN内のObject Storageまたはパブリック・ロード・バランサ)にアクセスできます。 

前述の接続のうち、いずれか一方または両方のタイプを使用できます。両方を使用する場合、それらを同時に使用

することも、冗長構成で使用することも可能です。これらの接続は、ユーザーが作成してVCNにアタッチした単一

のDRGによってVCNに提供されます。DRGをアタッチせず、DRGのルート・ルールもない場合、トラフィックは

VCNとオンプレミス・ネットワークの間を流れません。DRGはいつでもVCNからデタッチできます。その場合も、

接続の他の部分を形成する残りのコンポーネントをすべてそのまま維持することができます。その後、DRGを再度

アタッチすることも、別のVCNにアタッチすることも可能です。 

IPSec VPNとFastConnectの詳細は、「対象範囲と前提」にあるリンクを参照してください。 

 
 

インターネットへのアクセス 

前出のインターネット・ゲートウェイとNATゲートウェイに関する説明を参照してください。 
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Object StorageなどのOracleサービスへのプライベート・アクセス 

次のソリューションのいずれか一方または両方を使用して、Oracle Cloud Infrastructure Object Storageなどの

Oracleサービスへのプライベート・アクセスを確立できます。 

 FastConnectパブリック・ピアリング: オンプレミス・ネットワークからOracleサービスへのプライ

ベート・アクセスを可能にします。サービスの一覧については、

https://cloud.oracle.com/en_US/fastconnect/servicesを参照してください。 

 サービス・ゲートウェイ: VCNから、サポートされている特定のOracleサービスへのプライベート・ア

クセスを可能にします。サービスの一覧については、https://cloud.oracle.com/networking/service-

gateway/supportedservicesを参照してください。 

詳細は、「Oracleサービスへのプライベート・アクセス」のシナリオを参照してください。 

 
 

他のVCNへのアクセス: VCNピアリング 

VCNピアリングとは、複数のVCNを接続するプロセスです。VCNピアリングには2つのタイプがあります。 

 ローカルVCNピアリング(リージョン内) 

 リモートVCNピアリング(リージョン間) 

 

VCNピアリングを使用すると、ネットワークを(たとえば、部門や業務分野に基づいた)複数のVCNに分割できます。

この場合、各VCNは他のVCNに直接プライベートにアクセスします。トラフィックがIPSec VPNまたは

FastConnectによって、インターネットやオンプレミス・ネットワークを流れる必要はありません。他のすべての

VCNがプライベートにアクセスできる単一のVCNに共有リソースを配置することもできます。 

リモートVCNピアリングはリージョンを横断するため、リモートVCNピアリングを使用して、たとえばあるリー

ジョンのデータベースを別のリージョンにミラーリングまたはバックアップすることができます。例については、

「リージョンをまたがった災害復旧」のシナリオを参照してください。 

ピアリング関係にある2つのVCNが重複するCIDRを持つことはできませんので注意してください。 

 
 

Microsoft Azureへのアクセス 

オラクル社とMicrosoft社は、複数の特定リージョンで、Oracle Cloud InfrastructureとMicrosoft Azure間に、ク

ラウド間接続を確立しました。この接続により、両社のクラウド間のトラフィックがインターネットを経由す

ることのない、クラウド間ワークロードの設定が可能になります。詳細は、https://www.oracle.com/cloud/oci-

azure.htmlを参照してください。 

https://cloud.oracle.com/en_US/fastconnect/services
https://cloud.oracle.com/networking/service-gateway/supported-services
https://cloud.oracle.com/networking/service-gateway/supported-services
https://www.oracle.com/cloud/oci-azure.html
https://www.oracle.com/cloud/oci-azure.html
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VCNを使用する場合のシナリオ 

この項では、VCNのよくある使用パターンを示すシナリオを紹介します。 

 
 

Oracle Cloud Infrastructureで実行する複数層アプリケーション 

このシナリオは、Oracle E-Business Suiteなどの可用性に優れた複数層アプリケーションを、単一のOracle 

Cloud Infrastructureリージョン内の複数の可用性ドメインで実行するケースを示しています。高可用性を確保す

るために、リージョナル・サブネットのセット(1つの層に1つ)とリソースが、2つの可用性ドメインでレプリケー

トされる単一VCNを設定します。次の図は、一般的なアーキテクチャを示しています。 
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一般的なコンポーネントは次のとおりです。 

 要塞ホストとして機能するインスタンスを含む、DMZ層のパブリック・リージョナル・サブネット。 

 アプリケーション・ロジックを実行するインスタンスを含む、アプリケーション層のプライベート・リー

ジョナル・サブネット。 



Oracle Cloud Infrastructure 15 

 

 

 

 

 アプリケーションのDBシステムを含む、データベース層のプライベート・リージョナル・サブネット。 

 VCNからオンプレミス・ネットワークへの接続。これは通常、概念実証(POC)ではIPSec VPN、本番では

FastConnectです。 

 VCNのゲートウェイ: 

o DRG: オンプレミス・ネットワークへの接続用。これには、管理アクセスと内部クライアントから

のインバウンド・アプリケーション接続が含まれます。 

o インターネット・ゲートウェイ: インターネットへの直接接続用。これには、インターネット上の

外部クライアントからのインバウンド・アプリケーション接続が含まれます。 

o NATゲートウェイ: インターネットへの間接接続用。プライベート・サブネット内のリソースがソ

フトウェア更新のためにインターネットへのアウトバウンド接続を開始できるようにします。NAT

ゲートウェイにアクセスできるプライベート・サブネットは2つのみです。 

 サブネットからゲートウェイへのトラフィックを制御するカスタム・ルートテーブル。 

 各サブネット内のリソースとの間のトラフィックのタイプを制御するカスタム・セキュリティ・リスト。た

とえば、DBシステムでのトラフィックは、要塞インスタンスからの受信SSHトラフィックと、アプリケー

ション層インスタンスでの必須のイングレス・トラフィックおよびエグレス・トラフィックに制限されます。 

 受信アプリケーション・トラフィックのバランスを取るロード・バランサ。 

 
 

リージョンをまたがった災害復旧 

このシナリオはシナリオ1のバリエーションですが、災害復旧(DR)用の2番目のリージョンがあります。ここでは、

各リージョンに1つずつ、合計2つのVCNを設定します。VCNはピアリングされます。つまり、VCNはプライベー

ト接続を持ち、トラフィックはインターネットではなくOracleネットワーク・ファブリック上を流れます。ピアリ

ングはリモートです。これは、ピアリングされた2つのVCNは、Oracle Cloud Infrastructureの別のリージョンに存

在することを意味します。 

各VCNにDRGがあります。DRGにより、VCNはIPSec VPNまたはFastConnectを経由したオンプレミス・ネット

ワークへのプライベート接続を持つことができます。また、別のVCNへのリモート・ピアリング接続も可能にな
ります。ピアリングにより、2つのVCN内のリソースのみが相互に通信できます。オンプレミス・ネットワークの

ホストがピアリング接続を使用して、一方のVCN経由でもう一方のVCNにトラフィックを送信することはできま

せん。 

ピアリング接続の設定の一環として、VCN管理者は特定のIAMポリシー、ルート・ルールおよびセキュリティ・リ

ストを各VCNに対して設定します。それらがないと、トラフィックは2つのVCN間を流れません。 

次の図は、一般的なアーキテクチャを示しています。 
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Oracleサービスへのプライベート・アクセス 

このシナリオでは、オンプレミス・ネットワークやVCNから、Oracle Cloud Infrastructure Object Storageや

Autonomous DatabaseなどのOracleサービスへのプライベート・アクセスについて説明します。次のコンポーネ

ントを使用することで、トラフィックがインターネットではなくプライベートのOracleネットワーク・ファブリッ

ク上を流れることを保証できます。 

 FastConnectパブリック・ピアリング: オンプレミス・ネットワークからOracleサービスへのプライ

ベート・アクセスを可能にします。サービスの一覧については、

https://cloud.oracle.com/en_US/fastconnect/servicesを参照してください。 

https://cloud.oracle.com/en_US/fastconnect/services
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 サービス・ゲートウェイ: VCNから、サポートされている特定のOracleサービスへのプライベート・ア

クセスを可能にします。サービスの一覧については、https://cloud.oracle.com/networking/service-

gateway/supportedservicesを参照してください。 

次の図は、一般的なアーキテクチャを示しています。オンプレミス・ネットワークとOracle Cloud Infrastructureの

間のFastConnectにより、VCNのDRG経由でのプライベート・ピアリング接続とOracleサービス・ネットワークへ

のパブリック・ピアリング接続の両方が可能になります。 

VCNのサービス・ゲートウェイにより、VCN内のリソースは、Oracleサービス・ネットワークのサポートされてい

るサービスへのアウトバウンド接続を開始でき、トラフィックがインターネットを経由することはありません。

VCN内のインスタンスはプライベート・サブネットに配置できます(そのため、パブリックIPアドレスを持ちませ

ん)が、サポートされているOracleサービスのパブリック・エンドポイントにアクセスできます。 

https://cloud.oracle.com/networking/service-gateway/supported-services
https://cloud.oracle.com/networking/service-gateway/supported-services
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VCNのセキュリティ・リスト 

Networkingサービスのセキュリティ・リストを使用してVCNを保護することができます。セキュリティ・リスト

はインスタンスの仮想ファイアウォールとなります。セキュリティ・リストには、入出力を許可するトラフィッ

クのタイプを指定したイングレス・ルールとエグレス・ルールが含まれています。各セキュリティ・リストはイ

ンスタンス・レベルで適用されます。ただし、セキュリティ・リストの構成はサブネット・レベルで行います。

つまり、あるサブネット内のすべてのインスタンスが同じルール・セットの対象となります。セキュリティ・リ

ストは、VCN内の別のインスタンスと通信しているインスタンスにも、VCN外部のホストと通信しているインス

タンスにも適用されます。 
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特定のルールがステートフルかステートレスかを選択できます。 

 ステートフル・ルール: セキュリティ・リストのルールをステートフルとしてマークすると、(セキュリ

ティ・リストが関連付けられているサブネット内のインスタンスについて)そのルールに一致するすべての

トラフィックに対して接続追跡を使用することになります。つまり、ステートフル・イングレス・ルール

に一致するトラフィックをインスタンスが受信した場合、そのインスタンスに適用されるエグレス・ルー

ルに関係なく、レスポンスが追跡され、送信元ホストへのレスポンスが自動的に許可されます。また、ス

テートフル・エグレス・ルールに一致するトラフィックをインスタンスが送信した場合、イングレス・

ルールに関係なく、受信レスポンスが自動的に許可されます。 

 ステートレス・ルール: セキュリティ・リストのルールをステートレスとしてマークすると、(セキュリ

ティ・リストが関連付けられているサブネット内のインスタンスについて)そのルールに一致するすべての

トラフィックに対して接続追跡を使用しないことになります。つまり、レスポンスのトラフィックは自動

的に許可されません。ステートレス・イングレス・ルールに対してレスポンスのトラフィックを許可する

には、対応するステートレス・エグレス・ルールを作成する必要があります。 

 

デフォルト・セキュリティ・リスト 

各クラウド・ネットワークにデフォルト・セキュリティ・リストがあります。あるサブネットの作成時に他の

セキュリティ・リストを1つ以上指定しなければ、そのサブネットにはデフォルト・セキュリティ・リストが

自動的に関連付けられます。サブネットにどのセキュリティ・リストを関連付けるかは、サブネットの作成後

いつでも変更できます。また、リスト内のルールを変更できます。 

他のセキュリティ・リストとは異なり、デフォルト・セキュリティ・リストにはステートフル・ルールの初期

セットが付属しています。これらは変更可能です。 

 ステートフル・イングレス: ソース0.0.0.0/0と任意のソース・ポートからの宛先ポート22 (SSH)のTCPト

ラフィックを許可する。このルールにより、新しいクラウド・ネットワークおよびパブリック・サブネッ

トを作成して、Linuxインスタンスを起動した後、セキュリティ・リストのルールを自分で作成すること

なく、ただちにSSH経由でそのインスタンスに接続できます。 

 ステートフル・イングレス: ソース0.0.0.0/0からのICMPトラフィック・タイプ3コード4を許可する。こ

のルールにより、インスタンスはPath MTU Discoveryフラグメンテーション・メッセージを受信できま

す。 

 ステートフル・イングレス: ソース=VCNのCIDRからのICMPトラフィック・タイプ3 (すべてのコード)を

許可する。このルールにより、インスタンスがVCN内の他のインスタンスから接続エラー・メッセージ

を受信するのが容易になります。 

 ステートフル・エグレス: すべてのトラフィックを許可する。これにより、インスタンスはあらゆる宛先

に対してあらゆる種類のトラフィックを開始できます。VCNでインターネット・ゲートウェイが構成さ

れている場合、パブリックIPアドレスを持つインスタンスがあらゆるインターネットIPアドレスと通信で

きることになりますので注意してください。また、ステートフル・セキュリティ・ルールでは接続追跡が

使用されるため、レスポンス・トラフィックはイングレス・ルールに関係なく自動的に許可されます。 
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デフォルト・セキュリティ・リストにはステートレス・ルールは付属していません。ただし、必要に応じて、デ

フォルトのセキュリティ・リストにルールを追加したり削除したりすることができます。 

 

参考資料 

 Networkingサービスのドキュメント 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Concepts/overview.htm 

 NetworkingサービスのFAQ 

o https://cloud.oracle.com/networking/vcn/faq 

 Networkingサービスのビデオ 

o https://www.youtube.com/embed/319ltOVoFHQ 

 Oracle Cloud Infrastructure IPSec VPNデプロイメント・ガイド 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/managingIPsec.htm 

 FastConnectのドキュメント 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Concepts/fastconnect.htm 

 VCNピアリングのドキュメント 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/VCNpeering.htm 

 Load Balancingサービスのドキュメント 

o https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Balance/Concepts/balanceoverview.htm 
 

改訂履歴 

このホワイト・ペーパーには、初版発行以来、次の改訂が加えられています。 
 

更新日 改訂内容 

2019年6月10日 Microsoft Azureへの接続に関する情報を追加 

2019年3月11日 サービス・ゲートウェイ情報の更新 

2019年2月19日 リージョナル・サブネットのリリースに関する更新 

https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Concepts/overview.htm
https://cloud.oracle.com/networking/vcn/faq
https://www.youtube.com/embed/319ltOVoFHQ
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/managingIPsec.htm
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Concepts/fastconnect.htm
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Network/Tasks/VCNpeering.htm
https://docs.cloud.oracle.com/iaas/Content/Balance/Concepts/balanceoverview.htm
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更新日 改訂内容 

2018年11月2日 新規デプロイメント・シナリオ 

2018年10月14日 編集上の変更と小規模な更新 

2018年1月 初版発行 
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