
NTTアドバンステクノロジ　ネットワークトラフィック可視化ソリューション

仮想化と物理が混在する複雑なＮＷ環境の
内部を可視化することは容易ではない！

NTTデバイスイノベーションセンタの FPGA 技術を活用し、NTT-AT が開発

「@FlowInspector」が、トラフィック・モニタ
リングにおける課題を簡単に解決します！

N T T グ ル ー プ の 最 新 ソ リ ュ ー シ ョ ン ガ イ ド

★「デジタル・ツイン」の実現に不可欠なトラフィックデータの
収集・蓄積・分析・活用に向け、大容量でかつ複雑なNWの
トラフィック監視にはかなりのコンピュータリソースが必要。

★爆発的に増大するトラフィック量と仮想化が進むNW環境は
複雑でNWトラフィックの中身がよくわからない。例えば、
VM（仮想マシン）が正常に動作しているか否かが分からない。

★複雑にカプセル化されたパケットの識別や、マイクロバース
ト等の異常を検知することが難しく、トラブル時の原因究明
が困難。

★運用・分析環境も複雑で、ライセンス費用を含めてコストが
増大する。

①　ユーザトラフィックの爆発的な増加

②　パケットカプセリングの複雑化

③　ライセンス費・情報量過多によるコスト増  

Video/Movie Site Music 

♪ ♬ 1G 

10G 

IPv6 
IPv4 

VXLAN 

VLAN 

IPv4 

VXLAN 

MPLS 

Deep Packet Inspection 

$  

datadata
data

￥

Operator 

Server 

User 

Core-Network 

VM 
Service 

Access-
Network 

VM 

Compan
y 

Server 

VM 
Service 

VM 

deca
p 

Top of Rack 
decap 

deca
p 

Monitor 

Network System ①　ユーザトラフィックの爆発的な増加

②　パケットカプセリングの複雑化

③　ライセンス費・情報量過多によるコスト増

Video/Movie Site Music

♪ ♬ 1G 

10G 

IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 IPv6 
IPv4 IPv4 IPv4 

VXLAN

VLAN

IPv4 IPv4 IPv4 

VXLAN

MPLS

Deep Packet Inspection

$  

datadata
data

￥

Operator

Server

Core-Network

VM
Service

Access-
Network

VM

Server

VM
Service

VM

decadeca
ppp

Top of Rack
decap

decadeca
ppp

Monitor

Network System

①多い 

②見えない 

③高い 
User CompanCompan

y@FlowInspectorが
解決致します！

 
 



42 ビジネスコミュニケーション　2019  Vol.56  No.8

NTTアドバンステクノロジ　ネットワークトラフィック可視化ソリューション

・トラフィックデータを分析・活用した新たな施策を立
ち上げたい
といった課題認識をお持ちです。
NTT-AT が提供するネットワークトラフィック可視化
ソリューション「＠ FlowInspector」は、デジタル・ツ
イン時代に相応しい、高速性・柔軟性を備えたシンプル
＆スマートなトラフィック・モニタリングを実現します。

「＠ FlowInspector」は、NTT デバイスイノベーショ
ンセンタの「パケット処理・フロー識別用ハードウェア・
アクセラレータ技術」を搭載しており、FPGA（Field 
Programmable Gate Array）を活用して ､低コスト＆低
負荷でリアルタイムのトラフィック・モニタリングを実
現します。例えば、超低遅延・超高速を特長とする5Gサー
ビスの開始により、さまざまな分野で新サービスの登場
が予想されますが、サービス品質・安定性の確保には、
仮想ネットワーク環境における複雑なパケットカプセリ
ングに対応した可視化は不可欠です。
「＠FlowInspector」は、パケットフィルター処理をハー
ドウェア化することで、複雑にカプセル化されたパケッ

　

Gartner が発表した「2019 年の戦略的テクノロジー・
トレンドのトップ 10」において、企業や組織が調査
するべき最先端の戦略的テクノロジーの１つとして
「デジタル・ツイン」があげられています。2019 年の
IT キーワードは、「デジタル・ツイン」といっても過
言ではありません。「デジタル・ツイン」とはもともと、
現実の物理空間の情報を IoT などでリアルタイムにサ
イバー空間に送って、その環境を仮想的に再現するこ
とを表していました。最近では、企業のデジタルトラ
ンスフォーメーションにおいて「デジタル・ツイン」
は重要な役割を果たすと考えられています。
しかし、爆発的に増大するトラフィック量に加え、
物理／仮想ネットワークが混在する環境の中で、多く
のユーザーは一様に、
・トラフィックデータを効率的に収集・蓄積したい

NTTアドバンステクノロジ（以下：NTT-AT）が
本年秋より販売を開始するネットワークトラ
フィック監視システム「＠FlowInspector」は、
従来難しかった物理／仮想化ネットワークが混
在するさまざまな環境に対応したネットワーク
の可視化を可能にします。さらに、ドライブレ
コーダー機能により、ネットワーク異常検知の
前後をパケットのみを自動記録するため、巨大
なストレージに膨大なキャプチャーデータを保
存する必要がなくなり、ますます広帯域になる
ネットワークの運用・異常分析のコストを大幅
に削減します。高品質、大容量のサービス向け
データセンタービジネスや、ネットワークのト
ラブル原因を早期に解明したい高可用性が求め
られるネットワーク運用ビジネスを強力にサ
ポートします。

FAQ検索とマニュアル検索を革新する
corevo? の技術を活用した新検索エンジンを搭載

仮想 NW のドライブレコーダー「＠ FlowInspector」が、
 “スマート” で “シンプル” にトラフィック監視を実現します。

デジタル・ツイン時代に相応しい、
トラフィック・モニタリングを実現

可視化アプリケーション 異常検知アプリケーション
@FlowInspector

ドライブレコーダー
ストレージパケット処理・フロー識別用ハードウェア・アクセラレータ※

5G
クラウド

IoT

エッジ
コンピューティング

VLAN、VxLAN、IPv4、IPv6 …
様々なネットワークに対応

※ NTT研究所（デバイスイノベーションセンタ）
パケット処理・フロー識別用ハードウェア・アクセラレータ搭載

10Gbpsフルワイヤーレート監視
マイクロバーストトラフィック検知
xFlow対応装置の導入不要

図 1　「＠ FlowInspector」の利用イメージ

NTTデバイスイノベーションセンタの FPGA技術を
活用し、NTT-ATが商品化したアプライアンス製品
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な機能配備と情報量を減らす「スマート」なパケット
キャプチャ
を実現しています。主な特長は以下の通りです。
①リアルタイム監視機能でトラフィック変化が一目瞭然
複雑にカプセル化されたパケットを最大 17 フィール
ド、10,000 エントリーの強力なフィルターでリアルタ
イムに識別し、見える化します。
②ドライブレコーダー機能で異常の前後状態を自動記録
しきい値設定によりマイクロバースト等のネットワー
ク異常を検知し、その前後のパケットのみを保存するこ
とにより、ポイントを絞った解析・対処を実現します。
③キャプチャデータを厳選して運用・分析コストを削減
従来はネットワーク異常の検出・解析に大容量スト
レージと膨大な解析時間を要しましたが、ドライブレ
コーダー機能によって迅速化と運用・分析コストを削減
します。
NTT-AT では今後、機械学習を組み合わせた故障検知・
予測、FPGA カスタマイズの更なる容易化などに継続的
に取り組み、バージョンアップを重ねる方針です。

トを 17 フィールド、10,000
エントリーまでのフィルター
で詳細にトラフィック分析す
る性能を実現しました。これ
により柔軟性と高速処理を両
立し、トラフィックの可視化、
ネットワーク遅延のリアルタ
イム把握が可能になります。
また、車のドライブレコー
ダーが事故前後の映像音声のみ
を保存するのと同様に、瞬間的
にトラフィックが集中するマイクロバーストなどの異常検
出を契機としてその前後のパケットのみを効率的にキャプ
チャする機能を具備するため、巨大なストレージに膨大な
キャプチャデータを保存し、その中から異常なフローを探
し出して解析する必要がなくなり、ますます広帯域になる
ネットワークの運用・異常分析のコストを大幅に削減でき
ます。本製品はTAPやスイッチによるミラーリングに対
応しており、主情報ルートに影響なく広範なネットワーク
に接続できるため、性能や新技術の導入を損なうことなく
トラフィックモニタリングが可能です。

「＠ FlowInspector」は、FPGA 技術の適用によって、
・「高速」トラフィック処理、
・VMの死活監視、マイクロバーストトラフィックの検知、
ドライブレコーダー型パケットキャプチャ、ジッター
／レイテンシーの測定など、「柔軟」なモニタリング
・オープンを基軸に、OSSをフル活用できる「シンプル」

お問い合わせ先 NTTアドバンステクノロジ株式会社　ネットワーク＆ソフトウェア事業本部　
ネットワークアーキテクチャイノベーションプロジェクト　URL： https://www.ntt-at.co.jp/product/flowinspector/

お客様のネットワークやデータセンタの安定的な運用に貢献
したいと思います。高速化・複雑化する環境を可視化するこ
とで、お客様と一緒に何を実現できるかをディスカッション
させていただきたいと考えておりますので、お気軽にお声を
おかけください。なお、今後、本製品は 100G 対応、セキュ
リティ・故障予知等の機能強化を予定しています。

NTTアドバンステクノロジ
＠ FlowInspector 製品担当スタッフ

●リアルタイムトラフィック識別/可視化機能

● VM死活監視機能

● バーストトラフィック検知機能

●ドライブレコーダー型パケットキャプチャ機能

●ジッター/レイテンシー測定機能

● その他
・フルワイヤーレート対応
・TAPやミラーポートを用いて本製品に接続
（監視対象サービスの性能を損なわない）
・xFlow対応装置不要

Compute Node（NFVシステム）
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図 2　＠ FlowInspector の主な機能

オープンを基軸にした
アプライアンス製品ならではの 3つの特長


