
パフォーマンスのボトルネックを解消

通信サービス・プロバイダーは、競争の激しい常に進化し続ける業界で生き残るために、サーバー
の速度低下の要因となるボトルネックを解消して、最大限のパフォーマンスを引き出さなければ
なりません。 加入者数も競合他社もますます増え、テクノロジーの進歩が続くにつれて、通信サー
ビス・プロバイダーに求められる差別化のニーズも増大しています。 電力効率に対するニーズが
衰えることはなく、コスト効率の高いソリューションで総保有コスト （TCO） を管理すべきという
プレッシャーにもなっています。 インテルと HCL は、これらの課題を念頭において、インテルのハー
ドウェアと HCL のソフトウェアを備えた共同ソリューションの開発に協同で取り組みました。

HCL は、インテル® FPGA PAC N3000（インテル® FPGA プログラマブル・アクセラレーション・
カード N3000） を使用して、パフォーマンスを劇的に向上しながら柔軟性を維持できる、ネット
ワーク機能仮想化インフラストラクチャー（NFVi） のルーティングとスイッチング向けソリュー
ションを開発しました。 Open vSwitch*（OvS*） は、実稼動品質のマルチレイヤー仮想スイッチ
です。 NFVi でクローズドループの完全自動化ソリューションを構築する際に欠かせない、 ソフ
トウェア・デファインド・ネットワーク （SDN）ベースのアプローチも実装可能です。 インテルと
HCL は、NFVi の転送機能をインテル® FPGA PAC N3000 にオフロードする積極的なソフトウェ
ア最適化により、 選ばれた NFVi サプライヤーのみが対応できるインテル® FPGA ベースのソ
リューションを提供するシステムを構築しました。

OvS* は、 カーネルベースのデータパス経由でパケットを転送することも、 Linux* 版のデータプ
レーン開発キット （DPDK） を使用して転送することもできます。 しかし、カーネルベースのアプ
ローチは、短いパケットの高速処理が必要とされる環境には適していません。 OvS* と DPDK の
組み合わせ（OvS-DPDK） なら、DPDK 入出力（I/O）ライブラリーによりユーザー空間でファスト
パスを使用することによって、パフォーマンスを向上できます（図 1 参照）。

現在、処理の一部または全部をハードウェアにオフロードすることによって OvS* のパフォーマン
スを向上できる選択肢がいくつかあります。 例えば、OvS* アクセラレーション・ソリューションを
使用すると、OvS* データプレーンは完全にインテル® FPGA PAC N3000 にオフロードされます。
仮想データパス・アクセラレーション （vDPA） またはパススルーなら、仮想マシン （VM） はハー
ドウェアに直接接続されたまま、標準の virtio-net ドライバー（ベンダー非依存の0.95および1.0）
を使用することができます。 NFVi では、TCO を最適化しながら通信事業者レベルのパフォーマン
スを実現するために、ファーストパケットの学習を高速化することが極めて重要です。 この高速化
はインバンドのパケット管理と呼ばれる新たな手法で実現できます。

HCL の 50G Open vSwitch* アクセラレーション ・ ソリューションをインテル® FPGA PAC N3000
（インテル® FPGA プログラマブル・アクセラレーション・カード N3000） に実装することで、ソフトウェ
アからハードウェアに処理をオフロードし、効率性を確保

NFVi のパフォーマンスと
柔軟性を向上

インテル® FPGA PAC N3000とは

インテル® FPGA PAC N3000（インテル® 
FPGA プログラマブル ・ アクセラレー
ション・カード N3000） は、 ネットワー
ク機能に最適なメモリーの組み合わせ
を備えたプログラマブル・アクセラレー
ション・カードです。 ネットワーク・イン
ターフェイス・カード （NIC） を搭載した
小型のフォームファクターで、カスタム・
ネットワーキング ・ パイプライン向け
に高スループット、 低レイテンシー、 低
消費電力のビット当たりパフォーマン
スを実現します。 インテル® FPGA PAC 
N3000には、 FPGA がホストとなるセ
キュリティー攻撃からシステムを保護
する信頼の源となるデバイスが搭載さ
れており、これによって認証済みワーク
ロードやボード・アップデートの安全な
読み込みを実現し、クリティカルなボー
ド・インターフェイスおよびフラッシュ
メモリーへの不正アクセスを防止する
ポリシーを実施します。
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図 1. OvS* アクセラレーション・ソリューションのデータプレーン開発キット （DPDK）アーキテクチャーの概要

図 2. 移行後のデータパス

OvS* では、主に2つのコンポーネントがパケット転送を処理します。 それが ovs-vswitchd とデータパスキャッシュです。 ovs-vswitchd コンポーネン
トは、ユーザー空間のデーモンで、データパス・コンポーネントに受信パケットの転送方法を指示することができます。 データパス内のどのルールに
も一致しないパケットは ovs-vswitchd に送信された後、続くパケットを処理するために特定のルールをハードウェア・データパス・キャッシュに設
定されます（これを「学習フェーズ」 と呼びます）。 データパスキャッシュに関しては 2 つのオプションが可能です。 カーネルベース （FPGA コンフィグ
レーション・ステータス・レジスター（CSR） を使用） か、インバンド経由の DPDK ベースのいずれかです。 HCL の OvS* アクセラレーション・ソリュー
ションならば、どちらのオプションでも完全に対応できます。

ライブ・マイグレーション機能によるスケールイン / スケールアウト

リアルタイムでワークロードを移行できる機能は、ネットワーク機能仮想化（NFV）環境とレガシー環境の間の大きな違いの 1 つです。 OvS* アクセ
ラレーション・ソリューションでは、ハードウェア・アクセラレーターからの VM コンテンツを追跡できる特有の QEMU API を実装することで、この
機能を実現しています。
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ポート・ミラーリングによるサービス保証

高度な仮想化に対応できるソフトウェア・デファインドのネットワーク環境へと変革する際に見過ごせないのは、強力なサービス保証です。 サービ
スレベル・パラメーターを監視し、サービス中断になりかねない不具合をリアルタイムで特定して、オーケストレーターの素早い対処により機能を
再確立することが極めて重要になります。 仮想化環境では、ハードウェアやソフトウェアのディスアグリゲーションに加え、動的なサービス展開が可
能になったことから、このような対処においてさらに課題が生まれました。 通信事業者の環境では、vProbe が数百万もの特定フローに対しネット
ワーク監視を実行するため、サービスの主要業績評価指標（KPI） の測定に不可欠となっています。 クローズドループを自動化すれば、vProbe の情
報を利用して人工知能（AI）/ マシンラーニング （ML） のアルゴリズムを起動し、ネットワークの分析、回復戦略と最適化レベルの評価を実行するこ
とができます。 インテルと HCL のソリューションでは、マイクロフロー ・レベルでトラフィックの複製をサポートするため、仮想ネットワーク機能（VNF）
から VNF、または VNF からホストの仮想ネットワーク TAP（vTAP）通信、デバッグ、合法的傍受といったエントリーを、数百万単位で、しかもパフォー
マンス損失なしに処理します。 これを実現しているのが、OvS* ミラーリング・ルールを直接ハードウェアのファストパスに載せて、vProbe をハード
ウェアに直接接続する仕組みです。

主要機能とロードマップ

表 1 では、 インテル® FPGA PAC N3000 が実現する HCL の OvS* アクセラレーション・ソリューションで現在対応している機能を示しています。
今後さらに機能が追加される予定です。

 
表 1. インテル® FPGA PAC N3000 - 25G x2 OvS* アクセラレーション・ソリューションの機能ロードマップ

インテルのリファレンス・デザインの機能 OvS* 拡張機能（案）：フェーズ1 高度機能の追加（案）：フェーズ2

ホスト IF •  VirtIO 1.0（0.95 + vDPA）
•  複数の Q/ 仮想機能（VF）
•  ライブ・マイグレーション
•  virtio-net PF

•  9K ジャンボフレーム （バーストメモ
リー + CCB）

ネットワーク •  OvS*：仮想拡張 LAN（VXLAN）/ リンク集約
制御プロトコル （LACP）非対応 TEP

•  OvS*：VXLAN/LACP 対応 TEP
•  チェックサム・オフロード

•  IPv4 トンネリング •  L2VPN/L3VPN
•  IPv6 トンネリング
•  仮想 LAN（VLAN）ポート

管 理 •  OvS* v2.9.2 カーネル MBO ベースのロジック •  フローの更新レート：500K
•  VXLAN ルーティング

•  インバンド DPDK/ カーネルカスタム
MBO インバンドの指定コントロール・
パス

•  フローテーブルの更新：DPDK ベー
スで 500K fps（フレーム / 秒）

•  フローの更新レート：1M

パイプラインの改良 •  VF ごとのレート制限
•  キュー ・スケジューリング

•  ポート・ミラーリングによる
サービス保証

•  双方向のサービス品質（QoS）
•  メガフローのオフロード
•  CT セキュリティー ・グループ
•  ハードウェア・マルチキャスト

図 3. vProbe へのフロー ・ミラーリング
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次世代を見据えた画期的なパフォーマンス

インテルと HCL は、インテル® FPGA PAC N3000 に実装するハードウェア・オフロード技術を活用した OvS* アクセラレーション・ソリューション
により、NFVi 業界が抱える電力効率とパフォーマンスの課題に対処しました。 広く普及している標準インターフェイスを採用しているため、通信サー
ビス・プロバイダーは機能を実行するために特別な構成変更を行う必要はありません。 ユーザー数は変動するもので、ほとんどの場合は増加するケー
スですが、スケールイン / スケールアウトのどちらにも対応できるライブ・マイグレーションが求められます。 インテル® FPGA PAC N3000 カードを
使用すると、ソフトウェアからハードウェアに処理をオフロードできるので、CPU コア数を抑えて、効率性を確保することができます。

インテル® FPGA PAC N3000 の詳細については、http://www.intel.co.jp/pacn3000/ を参照してください。

NFV アクセラレーション・ソリューションの詳細については、http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/wireline/products/programmable/
applications/nfv.html を参照してください。

HCL の詳細については、http://www.hcltech.com/（英語） を参照してください。

HCL について

HCL Technologies は、このデジタル時代にさまざまな企業のビジネス再構築を支援する、次世代の国際的テクノロジー企業です。 組込み 
およびエッジ・コンピューティングの領域で強力なサービス / ソリューションのポートフォリオを有する HCL は、 NFV アクセラレーション 
など、世界トップクラスの製品およびソリューションを提供して、あらゆる業界の国際的企業が IoT や 5G への投資から明確なビジネス価値
を生み出せるよう支援しています。 詳しくは、http://www.hcltech.com/（英語） を参照してください。
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