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プラグアンドプレイのインテリジェントな性能向上
Napatechのアクセラレータファミリは、その共通の機能セットとドライ
バソフトウェアアーキテクチャにより、あらゆるアクセラレータの組み合
わせにプラグアンドプレイで対応します。

インテリジェントな機能セットは、アプリケーションソフトウェアによる
Ethernetデータの処理や分析の負荷を軽減すると同時に、汎用サーバ
のリソース消費を最適化し、効率的にアプリケーションの性能を向上し
ます。

機能説明 
フルラインレートでのパケットキャプチャ
•• 全てのフレームサイズでパケットロスのないキャプチャ

最適化されたパケットバッファ 
•• ホストサーバでの低CPU負荷

オンボードパケットバッファリング 
•• 輻輳時でも確実なパケットデリバリ

タイムスタンプ 
•• 4 nsタイムスタンプ
•• タイムスタンプ挿入

クロック同期
•• IEEE 1588-2008 PTP V2
•• PPS
•• OS時刻

フレーム処理
•• 複数ポートおよび複数アクセラレータのデータマージ
•• フレーム分類
•• フレーム情報とプロトコル情報
•• 固定、動的、および条件付スライシング
•• 重複除去
•• Ethernet FCSとIP/UDP/TCPチェックサム
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ネットワーク解析アクセラレータ

機能概要

トンネリングサポート
•• GTPおよびIP-in-IPトンネリングをサポート
•• トンネル内スライシングおよびパケットヘッダとペイロードの•
フィルタリング

IPフラグメント処理
•• IPフラグメントの識別と分配

フロー識別
•• ハッシュキーに基づくフロー識別
•• 多様なプロトコル固有ハッシュキー
•• 動的なハッシュキー選択
••  設定可能なハッシュキー
•• コリレーションキー

フレームとフローのフィルタリング
•• 設定可能なフィルタ
••  ポート、プロトコルおよびサイズフィルタ
••  IPマッチフィルタ
••  パターン比較フィルタ 
•• カラーリング

インテリジェントなマルチCPU分配
•• 設定可能なデータ分配

高度な統計情報出力
•• RMON1ポート統計情報出力
•• 高度な統計情報出力

センサモニタリング
•• 温度センサと電力センサ

送信制御
•• ワンタッチのフレーム送信指示
•• 同期送信
•• ローカル再送信
•• フレーム間ギャップ（IFG）制御
•• Ethernet FCSおよびIP/UDP/TCPチェックサム生成

プログラマブルバイパス
•• 内蔵バイパス機能によるフェイルセーフ



TCPオプションTCPオプションTCPオプションTCPオプション
IPオプションIPオプションIPオプションIPオプション

MPLSラベルMPLSラベルMPLSラベルMPLSラベルMPLSラベルMPLSラベルVLAN(s)VLAN(s)VLAN(s) MPLSラベル IPオプション TCPオプション GTPISL VLAN(s) ISL CRC

MAC CRCIP UDP/TCP/GRE/SCTP ペイロードデータMAC

機能説明

Napatechのアクセラレータは、あらゆるフレームをカプセル化とは無関係にデコードし、ユーザ定義のヘッダ情報に基づいてフローを識別できます。

フルラインレートでのパケットキャプチャ
Napatechアクセラレータは、ホストサーバのCPUにほとんど負荷を与
えることなく、ネットワークトラフィックをフルラインレートで、すべてのフ
レームサイズに対してキャプチャ可能なように、高度に最適化されてい
ます。パケットロスのない完全なキャプチャは、すべてのネットワークト
ラフィックを分析する必要があるアプリケーションにとって、大変重要で
す。破棄する必要があるとすれば、それはアプリケーションの選択による
ものであり、アクセラレータによる制限ではありません。

最適化されたパケットバッファ
Napatechアクセラレータでは、可能な限り多くのパケットを格納する、
連続した大きなメモリバッファ群をアロケートするバッファリング方式を
採用しています。この実装では、バッファ内のパケットへ最初にアクセス
する時のみ、外部メモリへのアクセス時間による影響を受けます。それ以
降のパケットは、キャッシュプレフェッチによってCPUがパケットを必要
とする前に、すでにレベル1キャッシュにストアされています。数百あるい
は数千ものパケットをバッファに配置できるため、非常に高いCPUキャッ
シュパフォーマンスが実現され、アプリケーションの性能が向上します。

Napatechアクセラレータでサポートされている柔軟なサーババッファ構
造は、様々なアプリケーション要件に対して最適化することが可能です。
•• 低レイテンシが要求されるアプリケーションでは、オプションで最大レ
イテンシを指定して、少量のパケット毎にアクセス可能です。

•• レイテンシ要件のないアプリケーションでは、大量のパケットデータを
一括して取得できるため、より効率的なサーバCPUによるデータ処理
を実現します。

オンボードパケットバッファリング
オンボードのアクセラレータメモリバッファにより、マイクロバーストま
たはPCI Expressバス輻輳が発生した時にパケットを一時的に退避す
ることが可能です。

タイムスタンプ
アクセラレータが受信する全てのフレームに分解能4 nsの高精度タイ
ムスタンプが付与されます。またアクセラレータは、送信フレームへの高
精度64ビットタイムスタンプの挿入に対応しています。タイムスタンプ

はユーザ定義のオフセット位置に挿入されます。5種類の異なる64ビッ
トタイムスタンプフォーマットに対応しています。
•• Windowsフォーマット2種類、精度10 nsもしくは100 ns
•• UNIXフォーマット、精度10 ns
•• PCAPフォーマット2種類、精度1 nsもしくは1000 ns

タイムスタンプ挿入
伝送するパケットのペイロード内にタイムスタンプを挿入できます。タイ
ムスタンプの挿入位置については、パケット内のオフセットによって適切
な位置を指定可能です。このタイムスタンプからパケットが伝送された
時刻を知ることができ、ネットワークの遅延やレイテンシを測定すること
もできます。パケットの受信側において、挿入されたタイムスタンプとパ
ケットのタイムスタンプとを比較すれば、そのパケットが送信元から受信
側に届くまでの伝送所要時間を知ることができます。

クロック同期
アクセラレータのタイムスタンプ機能は別のアクセラレータもしくは外
部装置と同期可能です。
•• GPSアンテナおよび他の外部PPSタイムソースとの同期 
•• PTPタイムマスタとの同期
•• アクセラレータから別のアクセラレータへの内部ケーブル、外部ケーブ
ル、もしくはアクセラレータのデイジーチェーン接続によるハードウェア
クロック同期
•• 動的なドリフト調整によるOSクロック同期

オンボードIEEE 1588-2008（PTP v2）サポート
オンボード搭載したIEEE 1588-2008サポート機能により、Napatech
アクセラレータから直接PTPネットワークへの接続、およびPTPマスタと
の同期が可能です。

オンボードIEEE 1588-2008サポートにより、Napatechアクセラレータで
は、同軸ケーブルの20 m制限を超えて直接接続で100 mまで、スイッチン
グネットワークではさらに離れた場所から同期処理が実行可能です。

オンボードIEEE 1588-2008サポートを搭載したNapatechアクセラレー
タでは、Default、Telecom（ITU-1 G.8265.1）、Power（IEEE-C37.238）
の各プロファイルに対応しています。アクセラレータは、Defaultプロファイ
ルの場合はマスタ／スレーブのどちらでも、TelecomおよびPowerプロフ



ァイルの場合はスレーブとして使用可能です。これらのアクセラレータで
は、PTPを意識しないネットワークでのクロック同期性能を改善するため
に、パケット遅延変動（PDV）フィルタを指定することも可能です。

また、IEEE 1588-2008をオンボードでサポートするアクセラレータの
付加機能として、クロック同期機能が強化されています。これにより、ホス
トOSのクロックをPTPから取得した時刻と同期化する処理や、PPS出
力を生成することで、PTPには直接対応しないサードパーティ機器を同
期させることもできます。Napatechはハードウェアおよびソフトウェア
PTPスタックを含む完全なPTPソリューションを提供します。

フレーム処理
複数ポートおよび複数アクセラレータ間のパケットマージ
複数ポートを持つアクセラレータについては、複数ポートで受信したパ
ケットを、後続処理のために1つのデータストリームにマージすることが
可能です。これは、単一リンク上の送信パケットと受信パケットをそれぞ
れ2つのポートで個別に受信したときに、双方向の通信を解析するのに
役立ちます。Napatechソフトウェアスイートを使用すれば、複数のアク
セラレータからのデータストリームを解析用に単一のデータストリーム
にマージできます。

フレーム分類
アクセラレータのフレームデコーダはレイヤ2～4の主要な全プロトコル
を確実に認識します。フレーム分類情報はフレームごとに、カプセル化さ
れているプロトコルヘッダやペイロードデータのオフセット情報とともに
提供されます。これにより、大幅な処理負荷の軽減と解析速度の向上が可
能です。

フレーム分類情報は、アダプタが以下のような高度機能を実現するため
の基盤となります。
•• 動的な位置にあるプロトコルヘッダやペイロードデータを検索
•• 高度なフィルタリング
•• ハッシュキーの動的選択（フレームごと）
•• 動的スライシング
•• インテリジェントなマルチCPU分配

フレーム情報とプロトコル情報
受信した各Ethernetフレームについて、ホストアプリケーションは以下
のフレーム情報とプロトコル情報を入手できます。これにより各フレーム
の処理を加速します。
利用可能な情報：
•• 高精度タイムスタンプ情報
•• プロトコル情報：例えば、IPv4、IPv6、UDP、TCP、GRE、SCTP、•

PPPoE、EtherIPおよびGTP
•• カプセル化情報：ISL、VLAN、MPLS
•• ハッシュキー情報：ハッシュキー値と種類
•• L3、L4、L5ペイロードの先頭へのオフセット
•• カラーリング/タギング：タグはフィルタにより定義
•• チェックサムエラーフラグ：Ethernet、IP、TCP、UDP

スライシング
スライシングにより、フレームの不要部分を削除し、基本情報のみを解析
することができます。これにより解析負荷が軽減され、性能が向上しま
す。以下のようなスライシングがサポートされています。
•• 固定スライシング：指定最大長でフレームを切り捨て
•• 動的スライシング：プロトコル指定による可変長でのフレーム切り捨て•
（例：IPペイロード＋16バイト）
•• 条件付スライシング：フレームデコードに基づいた属性による固定も
しくは動的スライシング

重複除去
ネットワークトラフィックを分析する時、重複したフレームを大量に受信
することがあります。Napatechのアクセラレータは重複したフレームを
認識して除去するハードウェア機能を備えています。この機能はサーバ
CPUの処理負荷を大幅に節減します。

Ethernet FCSとIP/UDP/TCPチェックサム
受信した各フレームでは、Ethernetフレームチェックシーケンス（FCS）
およびIP、UDP、TCPヘッダ内のチェックサム情報が検査されます。イン
ラインアプリケーションについては、必要に応じてFCSやチェックサムを
再使用または再生成することができます。

トンネリングサポート
GTPおよびIP-in-IPトンネリングをサポート
トンネリングのためのカプセル化を認識することにより、トンネル自体で
はなく、トンネルに内包された内容に基づいた効果的なCPU負荷の分
散が可能になります。これは、GTPまたはIP-in-IPを使用するテレコム
バックボーンネットワーク、もしくはIP-in-IPを使用するエンタープライ
ズネットワークにおいて、トラフィック分析を実行する際に非常に役に立
ちます。

トンネル内フレーム処理
トンネル化されたトラフィックでは、トンネル自体ではなく、以下のような
スライシングやフィルタリング機能を駆使してトラフィック量を低減し、ト
ンネルのコンテンツの分析を実行することが重要です。
•• カプセル化されたパケットヘッダおよびペイロードのスライシング
•• カプセル化されたパケットヘッダおよびペイロードのフィルタリング

IPフラグメント処理
Napatechアクセラレータには、フラグメント化されたIPパケットを識別
し、アプリケーションによるリアセンブリのために、同一パケットから生成
されたフラグメントパケットを全て同じホストバッファへ分配する機能が
あります。この機能により、アプリケーションはIPの再構築処理を迅速に
実行できます。シーケンス外のフラグメントについても、アクセラレータ
が識別、処理します。

フロー識別
ハッシュキーに基づくフロー識別
フレーム分類情報は受信した各フレームのハッシュキー計算に使用しま
す。同じハッシュキーを持つフレームは、１つのフローとして扱い、それ
に応じて処理されます。
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多様なプロトコル固有ハッシュキー
ハッシュキーは、特定のヘッダデータの組み合わせに基づいて計算され
ます。Napatechは、Ethernetフレーム内にカプセル化されたプロトコ
ルの種類に応じて最高17種類の異なるハッシュキーをサポートします。
プロトコル固有のハッシュキーを利用することで、分析するプロトコルの
種類に基づいたフローを認識することができます。

動的なハッシュキー選択
ハッシュキーの種類はプロトコルにより異なりますが、フレームデコーダ
により提供された情報に基づいて、アクセラレータは計算に使用する正
しいハッシュキー種別を動的に選択することができます。

設定可能なハッシュキー
Napatechアクセラレータで提供される内蔵プロトコルハッシュキーに
加えて、カプセル化された内包プロトコルヘッダでのフィールド選択に
基づいて、ハッシュキーを設定することもできます。これにより、特定のフ
ロー識別によるCPU処理負荷分散を、解析対象のトラフィックに基づい
て最適化することができます。

コリレーションキー
Napatechアクセラレータでは、ネットワークの複数のポイントで個々の
パケットをモニタする際に使用できるコリレーションキーを、生成するこ
とができます。このコリレーションキーは、個々のパケットに固有の識別
子であり、ネットワークアドレス変換によってモニタ対象になっているネッ
トワークのIPアドレスが変更される場合に、送信元および宛先IPアドレ
スの代替として使用できます。コリレーションキーを使用して、ネットワー
クの複数のポイントでレイテンシを、パケットごと個別に測定できます。

フレームとフローのフィルタリング
設定可能なフィルタ
指定方法、組み合わせ方法、制御方法に並外れた柔軟性を備えた64種
類の高度なプログラマブルフィルタが用意されています。これらのフィル
タは使いやすいNapatech独自のプログラミング言語（NTPL）によって
設定できます。お客様のアプリケーションにおいて、フィルタ設定を瞬時
に変えることが可能です。

高度なプロトコルデコード機能上に構築されたプログラマブルフィルタ
ロジックは、どのような条件下にあっても、アプリケーションが要求した
プロトコルと合致したパケットを常に受信することを保障します。例え
ば、たとえパケットがISL、VLAN、MPLSでカプセル化されていたとして
も、またIP/TCPオプションを含んでいる場合であっても、アクセラレー
タは単一のフィルタ設定で特定のソースIPアドレスを持つすべての
TCP/IPパケットをキャプチャすることができます。

1つのフィルタが7,744通りの異なるトラフィック条件下で正しい結果を
出力します。Napatechアクセラレータはこのようなプログラマブルフィ
ルタブロックを64個備え、しかもあらゆる組み合わせが可能です。

ポート、プロトコルおよびサイズフィルタ
フィルタリングは、フレームを受信したポート、フレームデコーダからの
プロトコル情報、および受信したフレームのサイズに基づいて実行でき
ます。

IPマッチフィルタ
フィルタリングは、受信したパケット（トンネル内包パケットを含む）の送
信元および宛先IPアドレスに基づいて実行できます。IPマッチアドレス
の2つのプールは、IPv4およびIPv6両方のプロトコルに対応していま



す。トンネル化されたパケットのフィルタリングでは、一方のIPアドレス
プールを外部IPアドレスとの比較に使用でき、他方のアドレスプールを
内部IPアドレスとの比較に使用できます。IPアドレスプールには、個別の
IPv4またはIPv6アドレスだけでなく、アドレス範囲の指定も可能です。

パターン比較フィルタ
パターン比較機能では、ユーザ定義のデータパターンと受信フレームの
指定オフセット位置のビットマスク比較によりフレームを識別できます。
単一のフレームを複数のデータパターンに対して比較できます。

カラーリング
フィルタされたフレームには、そのフレームを転送したフィルタを識別す
る「カラー」IDを付与することができます。カラーIDを使って、フレームタイ
プごとに異なる処理を行うようアプリケーションを最適化することが可能
です。

インテリジェントなマルチCPU分配
マルチCPUバッファ分割機能を使って、アクセラレータはキャプチャし
たフレームを1～128個のホストバッファに格納することができます。
ユーザは、ホストバッファのサイズを16 MB～128 GBに設定し、さらに
どのようにデータをホストバッファに格納するかをフィルタロジックの結
果、ポート番号、生成されたハッシュキー値（フロー）に基づいて設定する
ことができます。

高度なマルチCPUバッファ分割機能とトラフィックを最大128個の
CPUコアへ分散するオプションは、常に同じフローとフレームタイプを
同じCPUコアへ分配することによって、CPUのキャッシュ性能を劇的に
改善します。

高度な統計情報出力
RMON1ポート統計情報出力
Napatechアクセラレータは、ポートごとのRMON1（RFC2819）カウ
ンタを提供します。

高度なポート統計情報出力
RMON1ポート統計情報出力に加え、アクセラレータのハードウェアは
多数の統計情報カウンタを生成します。トラフィックがホストへ転送され
たかどうかに関係なくそれらの統計情報カウンタを利用できます。これ
により、顧客アプリケーションは非常に低いCPU負荷で広範なネット
ワークトラフィック分析を読み取ることが可能です。

以下2種類の統計情報カウンタが用意されています。
•• ラージセット：ポート単位の、キャプチャされたフレームと破棄された
フレームの両方を対象とした、ジャンボフレームカウンタ拡張付き
RMON1（RFC2819）カウンタ。

•• ノーマルセット：カラー（フィルタ）単位、およびホストバッファ単位の
正常/不良フレームのフレームカウンタとバイトカウンタ。

カウンタセットは常に、64ビット高精度クロックによりタイムスタンプさ
れた一連のスナップショットとして提供され、解析用に提供された
Ethernetフレームと同期できます。

センサモニタリング
アクセラレータ上に搭載されたセンサが、さまざまなモニタリングを行
います。
•• PCB温度レベル、アラーム付き
•• FPGA温度レベル、アラームと自動停止機能付き
•• 重要なコンポーネントの温度
•• 個々の光ポートの温度または光レベル、アラーム付き
•• 範囲外の電圧や電流、アラーム付き
•• 冷却ファン速度、アラーム付き
•• ポートごとのEthernetリンク状態
•• クロック同期の状態と同期喪失

システムの状態はアクセラレータ前面のLEDで確認することができま
す。後日のトラブルシューティングに備え、発生し得るアラームやエラー
コードはアクセラレータに保存されます。

送信制御
ワンタッチのフレーム送信指示
受信したフレームは1つのコマンドを使って素早く簡単に送信できます。
送信インジケータによって、フレームを即座に送信するか、または受信タ
イミングを使って送信するかを設定することができます。

同期送信
送信またはリプレイは送信クロックにより制御されます。そのためタイム
スタンプクロックが同期している場合、複数ポートや複数アクセラレータ
間での同期送信や協調的送信が可能となります。このクロック同期によ
る同期送信は、複数の機器間や地理的に離れた地点間でも可能です。こ
れはトラフィック生成やキャプチャ/リプレイアプリケーションにとって理
想的です。

ローカル再送信
ローカル再送信により、受信したデータフローを、同じアクセラレータ
のポート（複数可）に再送信するよう、自動的にリダイレクトできます。再
送信するフレームおよびポートの選択は、フィルタリングロジックを使用
して行われます。同じデータを複数の解析アプライアンスに提供する必
要があるアプリケーション向けに、フレームの再送信と解析の両方を同
時に行うことができます。この場合、解析するデータはフィルタリングロ
ジックを使用して選択でき、外部装置（複数可）へ転送できます。

フレーム間ギャップ（IFG）制御
送信フレームについては、IFGを調整することにより送信タイミングを制
御することができます。元のIFGを使ってフレームを送信することも、IFG
の大小を必要に応じて調整することも可能です。



Ethernet FCSおよびIP/UDP/TCPチェックサム生成
各送信フレームについては、Ethernetフレームチェックシーケンス
（FCS）とIP、UDP、TCPヘッダに含まれるチェックサム情報をアクセラ
レータによって自動的に生成することが可能です。

プログラマブルバイパス
インラインアプリケーションでは、アプライアンスの故障時にもデータト
ラフィックを継続するためフェイルセーフメカニズムを必要としま
す。Napatechのプログラマブルバイパス機能を使用すれば、複数のバ
イパス処理モードをユーザがプログラミングできます（電源オン時、オフ
時の両方と自動フェイルオーバー用ウオッチドッグタイマに対応）。

プログラマブルバイパスは、アクセラレータがサポートする個々のポー
トまたはポートペアごとに独立して機能します。以下の3種類のモード
があります。
•• ノーマルモード：ポートがアクセラレータのPHYに接続された状態
•• バイパスモード：ポートペアが相互接続された状態
•• 切断モード：ポートが接続されていない状態

ウォッチドッグタイマは、タイムアウト間隔をソフトウェアで設定でき、
ポートペアごとに独立して機能します。

Napatech について
Napatech はネットワーク管理とセキュリティアプリケーションのデータ
デリバリにおける世界的なソリューションリーダーです。データ量と複雑
性が増大する一方で、企業はネットワークを通過する総てのデータをモ
ニタし、集約し、解析することが求められます。当社の特許技術により保証
された性能のもと、高速で大容量のキャプチャと処理を行うことでリアル
タイムの可視化を実現します。当社の製品は、最先端企業、クラウドネット
ワーク、政府機関ネットワーク上で、データをより速く、効率的に、また必
要なときにデリバリします。現在も将来も、当社は顧客のアプリケーショ
ンが、管理や保護対象であるネットワークよりもスマートに動作すること
を可能にします。

Napatech. FASTER THAN THE FUTURE



NT100E3-1-PTP

NT100E3-1-PTP-NEBS

NT20E3-2-PTP

NT20E3-2-PTP-NEBS
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NT4E2-4T-BP

NT4E2-4-PTP

NT40E3-4-PTP

NT40E3-4-PTP-NEBS

NT4E-4-STD

NT4E-4-NEBS

Napatechアクセラレータ
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