ケーススタディ：IBMがQRadar ネット
ワークインサイトの性能を2倍に強化

業界における難題
コミュニケーションネットワークはこ
の数十年でとてつもない進化を続けて
います。クラウドの出現、 5G 携帯電
話、そしてIoTは企業、ユーザ、アプリ
ケーションによるコミュニケーション
のあり方を変化させて来ました。倍増
するデータ、拡大する帯域幅、より多
くの端末、そしてボーダレスな企業の
組み合わせは、装置やマネジメントコ
ストを増やすことなく、より強固なセ
キュリティと法規制への対応を行うと
いった莫大なプレッシャーを生み出し
ました。

満たしながら、複数の側面において
QRadar を効率的に性能向上する必要
がありました。また、深刻なラックス
ペース不足を考慮して、それらのソ
リューションの物理サイズを急激に拡
張する事なく、パフォーマンスを最大
化させる必要もありました。さらに言
えば、複数のネットワーク装置間で最
適化されたタイムスタンプ精度とセッ
ションの一貫性を確保しつつ、それぞ
れの今後の性能向上を見越して、分析
装置である QRader ネットワークイン
サイト（ QNI ）の性能も向上する、と
いったオプションも必要でした。

課題

ソリューション
IBM は製品の基本性能とキャプチャ
要件を満たすべく、Napatechの
SmartNIC ソフトウェア及びハード
ウェアを採用しています。Napatechの
SmartNICは、複雑で負荷の高い様々な
セキュリティ処理をホストCPUからオ
フロードすべく、高度に機能拡張され
ています。

IBMはサイバーセキュリティソリュー
ション分野におけるグローバルリー
ダーとして認知されています。IBM の
QRadar セキュリティ情報・イベント
マネジメントシステム（ SIEM ）は、
ネットワークとセキュリティのプロ
フェッショナルにとって望ましいソ
リューションです。エンドユーザが問
題を早急に解明し対処する事を可能に
するために、QRadar SIEMはリアルタ
イム、そして蓄積されたすべてのネッ
トワークデータへの素早いアクセスを
提供する必要があります。
業界の需要に対応するために、IBM は
ラインレートのネットワーク性能と全
てのサイズにおけるパケットロスゼ
ロの 100% データキャプチャを含むク
リティカルなアプリケーション要求を

性能を倍増
ラックスペース追加のコストを避けつ
つ、 QNI 装置のキャパシティを増強す
るために、IBM は2 ソケット2U サーバ
を採用しました。サーバ内部のトラ
フィック分配による浪費を回避してコン
ピュータリソースを最大限活用するた
め、先進的なNapatech SmartNICにソ
ケットロードバランシング機能が追加
拡張されました。

課題

IBM は QRadar SIEM を物理サ
イズやソリューションコストを
急激に増加させることなく、そ
の性能を最大限向上させる必要
がありました。さらにパフォー
マンスを増強させるため、多岐
にわたる装置間でそのタイムス
タンプ精度とセッションの一貫
性を確保しつつ、 QRadar ネッ
トワークインサイトを性能向上
するオプションも必要でした。
ソリューション

IBMは複雑で負荷の高いセキュ
リティ処理をホスト CPU から
Napatech SmartNIC にオフ
ロードすることで、貴重なコン
ピュータリソースを最適化する
ことができました。
利点

• 2
 倍のアプリケーション性能
• 実
 質的なコスト削減
• 装 置間タイムスタンプの完
全な一貫性

• ソフトウェアの変更は不要

第一の目標は、この 2 ソケットサーバ
における 2 つの CPU 間でトラフィック
が効率的に分配されている事を保証
する事でした。この分配をQuickPath
Interconnect（QPI）に依存すると、性
能が劣化し拡張性を損ないます。これ
を避けるため、ソケットロードバラン
シング機能はプライマリとセカンダ
リ SmartNIC 間でトラフィックを分配
し、 2 つの CPU ソケットそれぞれに専
属的なパケットストリームを生成する
ことでQPIをバイパスします。
完全なセッションの一貫性を保証す
るために、各パケットはプライマリ
SmartNIC でナノ秒精度の正確なタイ
ムスタンプが付与され、関連するセッ
ション／フローごとに 2 つの CPU 間で
インテリジェントに分配されます。
IBM はこれにより、 QNI ソフトウェア

にまったく変更を行うことなく、 2U
フォームファクタを維持しつつアプリ
ケーションの性能を２倍にしました。
パフォーマンスの倍増
QNI ソフトウェアに変更をかける事な
く、さらなる大きなパフォーマンス増
強を実現するために、ソケットロード
バランシング機能と一点集中によるタ
イムスタンピングメカニズムが、複数
の QNI 装置にトラフィックを分配する
ために使用されました。また 、フォ
レンジック調査においてあらゆる事象
が簡単に抽出できるよう全てのパケッ
トをキャプチャし保存するため、この
コンセプトはNapatechのcapture-todiskテクノロジをベースにしたQRadar
ネットワーク PCAP 装置にも適用され
1
ています。
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処理のため装置へのダウンストリーム
にパケットがフォワードされる前に、
ネットワークタップポイントに接続さ
れた QNI によってナノ秒精度の正確な
タイムスタンプが付与されます。この
同期性によって、素早くシームレスな
データ連携、および様々な QRadar 装
置間でユニークなセッションの認識が
可能となり、迅速かつ正確なフォレン
ジック調査のために必要な一貫性を提
供します。
利点
• 2倍のアプリケーション性能
• 実質的なコスト削減
• 装 置間タイムスタンプの完全な一
貫性
• ソフトウェアの変更は不要
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