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プラグアンドプレイのインテリジェントなSMARTNIC

Napatech SmartNIC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SmartNIC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

フルラインレートでのパケット転送
あらゆるフレームサイズに対してラインレートでのパケッ
ト転送

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

HWタイムスタンプ
 • 1 nsタイムスタンプ分解能

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のSmartNIC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
 • Ethernet FCS検証

トンネリングサポート
 • GTP、IP-in-IP、GRE、NVGRE、およびVxLANトンネ•
リングサポート
•• 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

Smarter Data Delivery用SmartNIC

機能概要 

IPフラグメント処理
 • IPフラグメントの識別と分配

パケットとフローのフィルタリング
•• 設定可能なフィルタ
 •  ポートおよびプロトコルフィルタ
•• パターン比較フィルタ
 •  最大36000個のIPアドレスに対応するIPグループマッチ
フィルタ
•• 最大36000までのフローフィルタ
•• パケットの破棄、特定ストリームへのパケット転送、カ
ラーリング、そしてスライシングは、フィルタあるいはフ
ロー単位でアプリケーションが制御可能

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
•• カスタムハッシュキー
•• 動的なハッシュキー選択

インテリジェントなマルチCPU分配
 • 128個の Rxストリームによる設定可能なフロー分配
 •  2×100Gパフォーマンスソリューション向けQPIバイパス
 • 4x10Gソケットロードバランサ

ホストベース送信
 • 128 個のTxストリーム
•• タイムスタンプによる送信

インラインアプリケーションサポート
 • SmartNICあたり最大128 Rx/Txストリームによるマルチコ
アプロセッシングサポート

 • RxからTxまでゼロコピー転送
•• 破棄または転送を選択するシングルビットフリップ

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

ローカル再送信
•• ローカル再送信時に受信タイムスタンプを付与
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フルラインレートでのパケットキャプチャ
Napatech SmartNICは、ホストサーバのCPUにほとんど負荷を与
えることなく、フルラインレートのネットワークトラフィックをす
べてのフレームサイズでキャプチャするため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解析するアプリケーションに不可欠です。
データを破棄する必要がある場合、それはアプリケーションによる
選択の問題であって、SmartNIC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 SmartNIC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 SmartNICでサポートされている柔軟なサーババッファ
構造は、さまざま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。 

ホストバッファのサイズは16 MBから1 TBまでユーザ側で設定で
きます。

オンボードパケットバッファリング
オンボードのSmartNIC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とき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
SmartNICが受信するすべてのフレームに分解能1 nsの高精度タイ
ムスタンプが付与されます。また、SmartNIC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。3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。 

 • UNIXフォーマット、精度10 ns
 • PCAPフォーマット2種、精度1 nsもしくは1000 ns

クロック同期
SmartNICのタイムスタンプ機能は別のSmartNIC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
 •  SmartNICのデイジーチェーン接続による、SmartNIC間ハード
ウェアクロック同期 
•• 動的なドリフト調整によるOS時刻同期

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 SmartNIC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。 

I EEE  1588-2008をオンボードでサポートするNapa tech 
SmartNICでは、Default、Telecom（ITU-T G.8265.1）の各プロ
ファイルに対応しています。SmartNICは、TelecomおよびDefault
プロファイルでスレーブとして使用することができます。これらの
SmartNIC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SmartNIC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

Napatech SmartNIC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。
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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SMARTNIC間のパケットマージ
複数ポートを持つSmartNIC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SmartNIC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
SmartNIC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、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 FCS

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：最大サイズまたはフレーム終端からのオフ
セットにて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

ETHERNET FCS
受信した各フレームは、Ethernetフレームチェックシーケンス•
•（FCS）がハードウェアで検査されます。



トンネリングサポート
GTP、IP-IN-IP、GRE、NVGRE、およびVXLANトンネリングサポート
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、
GRE、NVGREまたはVxLAN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行う場合に特に有用です。

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 SmartNIC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すべ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、SmartNICが識別、処理します。
注：IPフラグメント処理はNT200A01には適用しません。

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。

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。 

カスタムハッシュキー
ハッシュ値は、フレームヘッダおよびペイロードの要素からなる、
ユーザ設定によるハッシュキーに基づいて計算することができます。
•  設定可能な4つのバイトアラインドオフセット：個別のビットマ
スクによる、2 x 128ビットおよび2 x 32ビットのフィールド
•  トンネリング内部または外部のIPヘッダ上のIPプロトコルフィー
ルド

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、SmartNIC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。

パケットとフローのフィルタリング
設定可能な一般フィルタ
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、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、
SmartNIC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。

ポートおよびプロトコルフィルタ
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に基づいて実行できます。  

パターン比較フィルタ
パターン比較機能では、最大4つの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。

IPグループマッチフィルタ
IPアドレスグループとの比較結果に基づいてフィルタリングを実行
できます。最大で15個のIPグループマッチフィルタが設定すること
ができ、固定値エントリのプールとワイルドカードエントリのプー
ルを共有しています。
•  最大36000個のIPv4または最大5000個のIPv6アドレスの固定値
一致エントリ
•  最大864個のIPv4または最大216個のIPv6アドレスのワイルド
カード一致エントリ 

フローフィルタ
フローマッチの結果に基づいてフィルタリングを実行できます。
• 最大18000個のIPv4または最大2500個のIPv6 2タプルフロー
• 最大12000個のIPv4または最大2500個のIPv6 5タプルフロー
•  最大36000個のIPv4または最大7500個のIPv6送信元または宛先

IPアドレスマッチエントリ
• 2、3、4、または5タプルベースでフローを定義可能
•  選択されたフレームカテゴリごとにフロー定義可能（例：IPプロ
トコルまたはTCPポート番号）
•  最大864個のIPv4または最大216個のIPv6アドレスのワイルド
カード一致エントリ

フィルタリングによる動作
フィルタリングの結果、以下のような動作をします。
•  パケットの廃棄、特定ストリームへのパケットフォワーディン
グ、アプリケーションによるフィルタ設定もしくはフロー単位に
制御されるパケットのカラーリングとスライシング
•  パケットディスクリプタにてアプリケーションへ通知されるフ
ローID
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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
設定可能なデータ分配
マルチCPUバッファ分割機能を使って、SmartNIC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。

2×100Gパフォーマンスソリューション向けQPIバイパス
Napatech 200Gパフォーマンスソリューションは、それぞれが
あらゆる条件下でフルスループットでパケットロスのない単一の
100Gポートを提供する、２つのNT100E3-1-PTP SmartNICを使用
します。アップストリームとダウンストリームは、インテリジェント
ハードウェアインターコネクトを介したQPIバイパスによってマー
ジされます。これにより、処理の重たいNUMAノード間通信でサー
バシステムに負荷をかけることなく、特定のフローをマージして適
切なCPUコアに導き、バランスよく制御された形で処理することが
できます。

2 × 100Gパフォーマンスソリューション

4X10G CPUソケットロードバランサ
4x10Gの大量のデータ処理をデュアルCPUソケットサーバで行う
際の、QPIオーバーヘッドを回避します。
• パフォーマンスを最大30%向上
• QPI転送によるオーバーヘッド回避
• キャッシュに直接アクセス
• SmartNIC間相互通信でフル4x10Gスループット 
• SmartNICごとに最大128ストリーム/CPUへの負荷分散 
• 負荷分散構成は柔軟に設定可能
 •  設定可能なフィールド選択によるハッシング
 •  トンネリングおよびテレコムプロトコル対応 
 •  トンネリング内部のIPアドレスによる負荷分散

ホストベース送信
複数のTxストリームにより、マルチスレッド処理およびフルスルー
プットの双方向Rx/Txを可能にします。この機能には、プロトコ
ルレイヤをTxパケットに追加するためのAPIコールが含まれてい•
ます。

タイムスタンプによる送信
アプリケーションからネットワークポートへのラインレート転送に
より、1G、10G、40G、および100Gのポート速度でのネットワー
クシミュレーションを可能にします。 
•  あらゆるパケットサイズに対して最大100Gのネットワークテス
トおよびシミュレーションをサポート
•  タイムスタンプをベースとしたキャプチャ時のタイミングでのリ
プレイ
• 1G、10G、40G、および100Gのポート速度に対応
• 即時またはナノ秒単位のタイムスタンプによるフレーム送信
• ネットワーク負荷制御用に設定可能なレートリミッタ
• PCAPファイルのリプレイ



ユーザ エンタープライズネットワーク サービス

Eメール

ウェブ

ビデオ

A

アプライアンス

B 認証
サービス

不正アクセスを検知 -
ユーザセッションを中断 -
TCP RESET送信

ローカル再送信
による透過な
トラフィック転送

トラフィックを
アプリケーション
処理用にフィルタ

インラインアプリケーションサポート
Napatech SmartNICファミリはインラインアプリケーションをサ
ポートするので、ユーザは強力かつ柔軟なインラインソリューション
を汎用サーバで構築することが可能です。アプリケーションがより
多くの CPUリソースを必要とし、リンク速度が速くなるほど、こ
のソリューションの価値は高まります。

インライン機能
•  パケットサイズを問わない、最大100Gリンク速度でのフルス
ループット双方向 Rx/Tx（サーバ性能に依存）
•  SmartNICあたり最大128 Rx/Txストリームによるマルチコアプ
ロセッシングサポート
• カスタマイズ可能なハッシュベースの負荷分散
• RxからTxまでゼロコピー転送
• 破棄または転送を選択するシングルビットフリップ
• RxからTxファイバまで通常50 usラウンドトリップレイテンシ

フルスループット

フルスループット

通常50 usの
レイテンシ

128CPUコア

アプリケー
ション

ゼロコピー

インラインアプリケーションサポート

ローカル再送信
1つのポートから複数のポートへのトラフィック転送機能により、
高価な負荷分散スイッチポートとスマートタップが不要になり•
ます。
•  あらゆるパケットサイズに対して最大100Gラインレートでの再
送信が可能
•  同一SmartNIC内であらゆるポートから複数のポートへのトラ
フィック転送
•  1つのポート入力で受信したパケットを任意のポート出力に転送
し、複数のポート入力を並行して転送できる完全かつ柔軟なソ
リューション
•  パケット分類とフィルタ機能に基づき、転送されるパケットとそ
のポートを制御
• 1G、10G、40G、および100Gのポート速度に対応  

ホスト送信とローカル再送信を統合

ホスト送信とローカル再送信の統合 

インラインユースケースでセッション制御と低レイテンシを実現
••  アプリケーションから任意のポートに送信すると同時にポート間
でローカル再送信
••  ポート間のローカル再送信は5マイクロ秒以内のレイテンシ



ローカル再送信時に受信タイムスタンプを付与 

高精度タイムスタンプをアプリケーションのダウンリンクパケット
に付与しつつ、高価な負荷分散スイッチポートの使用を省略
•  負荷分散または他のアプライアンスへのレプリケーション用に

SmartNICを使用する場合、タップポイントでキャプチャされた高
精度タイムスタンプを保持
• 再送フレームに追加されるタイムスタンプを含むトレイラ
• 出力ポートごとに有効/無効を設定可能

アプライアンス

アプライアンス

アプライアンスアプライアンス

ネット
ワーク

アプライアンス
フレームに
追加された
キャプチャ時
タイムスタンプ
を含むトレイラ

タップポイント
でキャプチャ
時のタイム
スタンプ取得

ローカル再送信時に受信タイムスタンプを付与

高度な統計情報出力
RMON1ポート統計情報出力
Napatech SmartNIC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、SmartNIC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
SmartNIC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SmartNIC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SmartNICに保存されます。



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. SMARTER DATA DELIVERY



NAPATECH SMARTNICS

NT100E3-1-PTP

NT100E3-1-PTP-NEBS

NT80E3-2-PTP

NT80E3-2-PTP-NEBS

NT40A01-SCC-4×1

NT40A01-NEBS-4×1 NT20E3-2-PTP-NEBS

NT20E3-2-PTP NT200C01-2

NT200A01-SCC-2×100

NT200A01-NEBS-2×100

NT200C01-2-NEBS
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