
FPGA 搭載 SmartNIC は、無線 / 有線ブロードバンド・アクセスのハードウェア・パフォーマンスを高
コスト効率で高速化し、拡張性を高め、ネットワーク・トランスフォーメーションを実現します。

「接続ソリューションを提供する 
リーディング・カンパニーとして、 
SmartNIC が情報通信事業者の 
4G/5G エッジ展開の 
パフォーマンスと効率を劇的に 
向上させるのは明らかだと言えます。 
Silicom FPGA SmartNIC N5010は、 
IA ベースの次世代サーバーで 
5G コア・ネットワークの UPF、 
アクセス・ゲートウェイ （BNG、AGF）、 
セキュリティー機能（ファイアウォール、 
IPsec） のパフォーマンスと拡張性の 
要件を満たす、初の4x100 GbE、 
FPGA アクセラレーションによる 
ハードウェア・プログラマブル 
SmartNIC です」

━ Silicom、Emerging Technologies 担当
AVP、Boris Beletsky 氏

インテル® FPGA 搭載 SmartNIC による 
コンバージド・ブロードバンド・ネットワークの 
パフォーマンス向上

ブロードバンド・インターネットの提供はコスト負担が大きく、 特に無線アクセスと有線アクセ
スの両方を提供する情報通信サービス・プロバイダー（通信事業者） にとっては大きな問題です。
通信サービス・プロバイダーは消費者のニーズを満たすために、 多大なコストをかけて、 頻繁な
アップグレードとメンテナンスを行う必要のある複雑なデュアル・インフラストラクチャーを構
築しています。 このような負担を考えただけでも、通信事業者がコストを抑えて新たな収益源を
生み出す新しい方法を模索するのは当然のことです。 例えば、モバイルとブロードバンドのネット
ワーク・インフラストラクチャーを組み合わせ、コスト削減を図り、機敏性の高い新しいサービス
を追加する手段として、多くの事業者が 5G Fixed-Mobile Convergence（FMC） に注目してい
ます。 FMC により、マルチアクセス接続とシームレスなサービス体験を求めている消費者や企業
のニーズを満たすこともできます。

インフラストラクチャーのイノベーションによる 
新たな収益源への期待の高まり

最近のイノベーションは、 コストを抑えた統合インフラストラクチャーで新しいサービスをホス
トし展開するという目標を後押ししています。 例えば、アクセス・ゲートウェイ機能（AGF） は、無
線と有線を融合し、さまざまな導入オプションによって 5G コア・ネットワークとの統合と相互運
用を可能にする重要な FMC コンポーネントです。 ソフトウェア・デファインド・ネットワーキング
（SDN） やネットワーク機能仮想化（NFV） といった別のイノベーションは、通信事業者のエッジ
におけるネットワーク・トランスフォーメーションによって、ユーザープレーン機能（UPF）、AGF、
ブロードバンド・ネットワーク・ゲートウェイ （BNG） に対応するためのカギを握ります。 こういっ
た新しい機能を組み合わせることで、新たに共有されたインフラストラクチャーを使用して、無線
と有線の両方で、 通信事業者のセントラルオフィス （CO） とすべてのブロードバンド・ユーザー
の間でトラフィックのスループットを高め、レイテンシーを低減できます。 このアーキテクチャー
の概要を図 1 に示します。

求められる要件：Fixed-Mobile Convergence（FMC） をサポートする 
拡張性とコスト効率の高いハードウェア・ソリューション

このように期待の持てるイノベーションではありますが、難題となるのが、ネットワーク・エッジで
これらの新しい仮想ネットワーク機能（VNF） をホストできる適切なハードウェアを探し出すこと
です。 通信事業者のセントラルオフィス （CO） では、消費電力と冷却の制約があるため、物理的
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図 1. 情報通信アーキテクチャーの最近のイノベーションにより、無線と有線の両方のユーザーに、通信事業者がホストするワンランク上のサービス
を提供

なスペースが限られます。 また、 ハードウェア・ソリューションには、 設
備投資（CapEx） と運用コスト （OpEx） の削減という目標を十分に達
成できる高いコスト効率が求められます。 なおかつソリューションには、
低レイテンシーのサービスを可能にし、数万、さらには数十万の加入者
を接続できる十分な拡張性の確保が不可欠です。

FPGA 搭載の SmartNIC による 
コスト効率の高い拡張性の実現

インテル® FPGA で構築された SmartNIC では、 既成市販（COTS）ソ
リューションの利点を活かしながら、このハードウェアの問題を解決す
ることができます。 インテル® FPGA 搭載の SmartNIC を使用して、高ス
ループットのパケット処理、CPU コアへのスマートで効果的なパケット
負荷分散、階層型サービス品質（HQoS） などの主要機能を含め、UPF、
AGF、BNG を高速化できます。 これらの機能は、コンバージド・アクセス・
ネットワークでの広帯域幅と低レイテンシーを提供するには欠かせま
せん。

通信事業者は、インテル® FPGA 搭載の SmartNIC を使用して、パフォー
マンス要件とサービス対象エリアの人口密度に基づいて、 VNF に対
する異なるハードウェア・ソリューションを高速化できます。 例えば、
インテル® FPGA 搭載の SmartNIC によって市販サーバーを高速化し、
人口密度が中程度の地域で高性能の UPF、 AGF、 BNG をコスト効率
よくホストすることも可能です。 加入者が多い人口密集地域では、市販
サーバーに実装するインテル® FPGA 搭載の SmartNIC を、 インテル® 
Tofino™ ASIC（特定用途向け集積回路）チップを搭載したホワイト ・
ボックス・スイッチと併用して、テラビットレベルの P4 プログラマブル
UPF/AGF/BNG コンポーネントをホストできます。

Silicom FPGA SmartNIC N5010

Silicom FPGA SmartNIC N5010 は、 インテル® Stratix® 
DX210 FPGA を搭載した高性能のプログラマブル PCIe* サー
バーアダプターです。 ネットワーク機能、 セキュリティー機能、
テレメトリー機能など、 通信インフラストラクチャーの多種多
様なアプリケーションや機能を高速化するように設計されて
います。

Silicom FPGA SmartNIC N5010 の主なハードウェア機能は
次のとおりです。

•  インテル® Stratix® FPGA

•  インテル® イーサネット・コントローラー E810

•  高速ネットワーク・インターフェイス：4x100ギガビット・イー
サネット （GbE）、4x4x25 GbE

•  2x PCIe* Gen4 x16（16 物理インターフェイス）

•  低レイテンシー ・メモリー ・アクセス：32GB DDR4 メモリー、
144MB QDR4、 8GB 広帯域幅メモリー（HBM）（4GB/ ス
タック x2)

Silicom FPGA SmartNIC N5010 によって高速化できる情報
通信向けのコンポーネントと機能の詳細については、 このソ
リューション概要の「情報通信向けのコンポーネントと機能の
高速化」 を参照してください。

通信事業者のセントラルオフィス （CO）

UPF = ユーザープレーン機能
AGF = アクセス ・ ゲートウェイ機能
BNG = ブロードバンド ・ ネットワーク ・ ゲートウェイ

データ ・ ネットワーク

インターネット

5G コア ・ ネットワーク

UPF

AGF/BNG
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詳細情報

インテル® FPGA 搭載 SmartNIC の詳細については、 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/
acceleration-hub/platforms.html を参照してください。

インテル® FPGA の詳細については、https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/acceleration-hub/
solutions.html を参照してください。

インテル® Stratix® FPGA による高性能 SmartNIC の強化

Silicom は、 数多いベンダーの中でインテル® Stratix® 10 FPGA 搭載
の SmartNIC を提供しています。 この SmartNIC は、 AGF、 BNG、 UPF
のパケット処理とトラフィック管理に最適化できる高性能アクセラ
レーション ・ カードです。 Silicom の SmartNIC は、 パケットの解析と
分類、 ステートフルな負荷分散、 HQoS を x86 ベースの CPU からオフ
ロードすることによって、VNF を高速化します。 例えば、Silicom FPGA 
SmartNIC N5010 は、 キューが 10 万を超える数 100Gbps （最大
400Gbps） の HQoS をサポートできます。

情報通信向けのコンポーネントと機能の高速化

インテル® FPGA 搭載の SmartNIC は、 情報通信インフラストラク
チャーのさまざまな機能の高速化に利用できます。 このデバイスは、現
世代の有線 /4G ワイヤレス機能をサポートしながら、次世代の有線 /5G
ワイヤレス機能に対応するように現在更新が行われている最中です。
具体的には、インテルと Silicom のようなサードパーティーから入手可
能な FPGA 搭載の SmartNIC によって、次のようなワークロードの高速
化が可能です。

ネットワーク機能：

• 4G Virtual Evolved Packet Core（vEPC）

• 5G UPF、5G AGF1

• 仮想ブロードバンド・ネットワーク・ゲートウェイ （vBNG）

• IPv6 セグメント・ルーティング （SRv6）

• キャリアグレード・ネットワーク・アドレス変換（CGNAT）

ネットワークのセキュリティーとテレメトリー：

• 仮想ファイアウォール （vFW）

• IP セキュリティー（IPsec）

• トランスポート層セキュリティー（TLS）

• パケットの監視と分析

FPGA による柔軟性と機敏性の確保

現場での再プログラミングとオーケストレーションが可能であるとい
うインテル® FPGA の特長から、 FPGA 搭載の SmartNIC により通信
サービス ・ プロバイダー（CoSP） にもたらされるのは、 新機能の追加
など、進化するニーズに適応する柔軟性です。 SmartNIC の再プログラ
ミングは、 オープンソースのデータプレーン開発キット （DPDK）ドラ
イバー、 Open Programmable Acceleration Engine （OPAE）、 P4
プログラミング言語によって可能になります。 DPDK ドライバーは、特
定の DPDK ベースのモジュールを SmartNIC にオフロードするための
インターフェイスを提供します。 一方 OPAE は、 FPGA へのアクセスと
管理に使用される API です。

最新の情報通信インフラストラクチャーに求められる 
パフォーマンスを手ごろな価格で実現する 
インテル® FPGA 搭載の SmartNIC

インテルと Silicom の共同により完成した SmartNIC は、ネットワーク・
エッジで VNF を高速化することによって、 通信事業者のブロードバン
ド配信を変革します。 通信サービス ・ プロバイダーは、インテル® FPGA
搭載の SmartNIC を使用して、 パフォーマンスと拡張性を向上させな
がら、 インフラストラクチャーの複雑さを解消し、 CapEx、 OpEx を削
減できます。 最終的にこのテクノロジーにより、通信事業者はブロード
バンド ・ インフラストラクチャーのモダナイゼーションを完了し、 新た
な収益源をもたらすハイパフォーマンスのサービスをリアルタイムで
提供できます。
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https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/acceleration-hub/platforms.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/acceleration-hub/solutions.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/solutions/acceleration-hub/solutions.html


1  AGF/UPF 機能はまもなく提供されます。

  インテルのテクノロジーを使用するには、対応したハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。

  絶対的なセキュリティーを提供できる製品またはコンポーネントはありません。

  実際のコストや結果は異なる場合があります。

  Intel、インテル、Intel ロゴ、Stratix、Tofino は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

*  その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

  ©2020 Intel Corporation. 　無断での引用、転載を禁じます。 344754-001JA


