ケーススタディ：Nokia向け圧縮PoCで40倍
の性能向上を実現

Nokiaについて
Nokiaはネットワーク業界の中心でテ
クノロジを創造している世界的リー
ダーです。5GやIoTなど最新のインフ
ラストラクチャの実現から、仮想リア
リティやデジタルヘルスといった最
先端のアプリケーションまで、Nokia
はテクノロジの未来を形作り、人々の
経験を変革しています。Nokiaは100
以上の国で160の国籍の社員を擁し
ています。
クライアント側の課題
仮想化は一連の明白なメリットをも
たらす一方で、新たなハードルもも
たらします。
ソフトウェア (SW) により
多大な柔軟性が可能になったもの
の、ハードウェア (HW) と同じ性能レ
ベルを提供するためには大量のリ
ソース消費が必要なことを考慮しな
ければなりません。SW圧縮の問題

この 問 題 に 対 処 するた め 、N o k i a
Airframe Groupは代替となるアプ

存するためのHWアクセラレーショ
ンソリューションを探していました。
Nokiaにとっては、最小限のCPUリ
ソースを使用するオンザフライのソ
リューションであることが必須でし
た。Napatechは実証実験 (PoC) の開
発に携わっていました。

「 PoCは素晴らしい結果を
示し、仮想化分野におけ
る Napatechの手腕を証明
しました。」
Jari Ruohonen
Nokia Airframe Group、
上級プロダクトマネージャー

当社のソリューション
N o k i a の ニ ーズ に 対 応 するた め 、
Napatechは仮想環境向けの多用途
NFV NICプラットフォームをベース
とした、圧縮アクセラレーションソ
リューションを設計しました。

課題
Nokia Airframe Groupは、スト
レージアプリケーションの
SWファイル圧縮に起因する
性能のボトルネックに直面し
ていました。彼らは40 Gbps
の生データを圧縮保存する
HW アクセラレーションソ
リューションを求めていま
した。
ソリューション
Napatechは、仮想環境向け
に 複 数 のアクセラレ ーショ
ンソリューションをサポート
するように設計された、NFV
NICプラットフォームをベース
としたPoCを提供しました。
利点
極めて優れた結果が得られ
ました。HWアクセラレーショ
ンは、わずか1つのCPUコア
で、3 0 倍 の 圧 縮 速 度とスト
レージ向けに40 Gbpsの持
続的なファイル圧縮を実現し
ました。
この大幅な性能向上
によって、設備投資、および運
用コストを4年間で約400万
ドル 節 約できると予 測され
ます。
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は、一般的に適用されるgzipフォー
マットが多くのCPUリソースを消費
することです。
これにより、顕じるしく
処理速度が制限され、全体的なアプ
リケーション性能が低下します。

ローチを模索していました。彼らの
ストレージアプリケーションはSW
ベースのファイル圧縮に起因する
性能のボトルネックに直面していた
ため、40 Gbpsの生データを圧縮保

ハードウェアアクセラレーションによる性能向上

40

トータル節約コスト：
400万ドル
4年間で220万ドル (7%)
の設備投資、および190万ドル
(10%) の運用コストを削減
1/40のCPU
リソース消費
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ソフトウェア圧縮

ハードウェアアクセ
ラレーションによる圧縮

このソリューションにより、生
データはアプリケーションから
NFV NIC 上で動作している HW ア
クセラレーション圧縮エンジンに
シームレスに送信されます。高度
なキューイングシステムにより、
複数の圧縮タスクは同時に実行さ
れます。圧縮後ファイルは、関連
するSWで読み取り可能な、選択し
たヘッダ (gzip または同等のもの )
とともにアプリケーションに返さ
れます。そして、圧縮されたファ
イルは保存処理にオフロードされ
ます。
利点
このソリューションで達成された
性能向上は顕著です。わずか 1 つ
の CPU コアの使用で、圧縮速度は
30 倍速くなり、ストレージ向けの
40 Gbps の持続的なファイル圧縮
が可能になります。これは、SWだ
けで同じパフォーマンスを達成す
るのに 40 コアが必要であることと
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対照的でした。このソリューショ
ンにより、データ圧縮はより迅速
かつ信頼性も向上しました。たと
え高速であっても情報ロスはあり
ません。SWソリューションと比較
した場合、 CPU の最適化によって
10,000 台のサーバを擁するデータ
センタでは、 4 年間で約 400 万ドル
の設備投資、および運用コストの
節約につながると予測されます。

ソリューションのハイライト
• ストレージ向け40 Gbpsの持続
的なファイル圧縮/解凍
•

40 コア必要な SW ソリューショ

•

ンに対し、1 CPUコアのみ使用
SW 圧縮と比較して 40 倍の性能

•

向上
30倍の圧縮速度

•

最大3:1の高圧縮比率

•

ファイル毎個別の重複除去ID
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Napatech NFV NIC
Napatech NFV NICは、仮想環
境向けに複数のアクセラレー
ションソリューションをサポー
トできる汎用のハードウェア
プラットフォームです。
NFV NICは生産準備が整って
おり、特定のアクセラレーショ
ン機能をサポートするための
プログラミング、再設定は運
用を停止せずに実行できま
す。
これには、Napatech OVS
アクセラレーションソリュー
ションやハードウェアアクセラ
レーションソリューションなど
のデータ入出力ソリューショ
ンも含まれます。
1〜100Gのデータレートに対
応するNFV NICは、様々なネッ
トワーク拠点で利用できる、
多目的で柔軟なハードウェア
プラットフォームです。FPGA
のプログラマビリティを活用
して、データ量の増加や業界
の新しいソリューション勧告、
要求仕様に合わせて容量、機
能、性能を向上することによ
り、NFV NICはそのの寿命を
延ばすことができます。
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詳細はこちら：
www.napatech.com/
solutions/virtualizationsolutions
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