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競争が激化し、ビジネス・クリティカルなアプリケーションの多
くが、企業組織の物理的な枠の中からインターネットへと移行し
ている今、このようなアプリケーションはいつでも、どこからで
も利用およびアクセスできることが期待されています。家から、
仕事場から、その間のあらゆる場所から、
「常時接続」のデジタル・
ライフスタイルが定着しています。
ビジネス・クリティカルなアプリケーションや必須の IT サービス
の対応力と可用性は、どこの IT 組織でも大きな課題となってい
ます。市場が常時接続に向けて移行するにつれて、顧客は、高帯
域幅、低レイテンシ（遅延）、および優れたユーザー・エクスペリ
エンスを求めるため、通信業界や IT 組織は、変革の実現を目指
して、ネットワークの構成や管理を見直す必要があります。
高品質で微調整された適切なデータを取得することが、エンド
ツーエンドなアプリケーション相互依存性をリアルタイムで確認す
るうえで非常に重要です。そのため、サービス・プロバイダーと
IT 組織は、最新のエンドツーエンド・ビジビリティ（可視性）を
持つパフォーマンス分析ツールを利用して、インフラストラクチャ
のセキュリティとパフォーマンスを効果的に管理および監視して
います。

はじめに

マルチメディア、ソーシャル・メディアおよびモバイルの急成長に
より、データ量は急激に増加しています（すなわち、
「ビッグ ･ デー
タ」
）。サービス・プロバイダーと IT 組織は、コンシューマの挙動
を把握し、不正行為を検知し、パフォーマンスを監視するだけで
なく、トレンド分析によって今後を予測できる監視ソリューション
に投資しています。しかし、これらのすべてのシステムは、情報
やトラフィックを識別できなければ有効ではありません。トラ
フィックへのビジビリティが限られている場合、システムの価値
も同じように制約されてしまいます。こうしたツールは膨大な情
報が行き来するインフラストラクチャで大量のトラフィックに飲
み込まれてしまっています。

「ビッグ・データ」を定義つけるのは量だけではありません。その
スピードや多様性、複雑さも考慮しなければなりません。現在か
ら 2020 年までに、デジタル情報の量は 35 兆ギガバイトまで膨
れ上がると予想されていますが、その大部分が、ソーシャル・メディ
ア、インターネット検索、センサー・ネットワークなどの新しい情
報源から生じるものですが、既存の動画トラフィックや新しいタ
イプのモバイル動画サービスもその一端を成しています。それは
膨大な情報の山から一本の針を見つけ出すことに他なりません。
インフラストラクチャで毎日、数百万のトラフィックが流れ、数千
回もの変更が発生するため、包括的で動的かつスケーラブルなビ
ジビリティが必要です。アプリケーションの可用性とネットワーク・
パフォーマンスを保証するうえで重要なのは、膨大な量のデータ
をリアルタイムで処理し、適切なトラフィックを対応するツールに
配信できるトラフィック・ビジビリティ・ソリューションを利用す
ることです。
さまざまなビジビリティ・ソリューションが、程度の異なる効率や
パフォーマンスで多様なフィルタリング・メカニズムを利用して、
1 つまたは複数の監視ツールに必要なパケットを配信します。し
かし、ネットワーク・インフラストラクチャの規模と複雑さが膨
らむ今、課題となるのは、多数のネットワーク・トラフィック・ソー
スから発信されるさらに膨大な数のトラフィック・ストリームを詳
細にフィルタリングし、まったくパケット・ロスを発生させずに
各種の監視ツールやアナライザへ転送できるように、ビジビリティ
・
ソリューションを開発することです。このような「ビッグ・データ」
の時代では、トラフィックを効率よくスケーラブルに配信するこ
とが、監視ツールおよびアナライザを適切なトラフィックに集中
させるための重要な要素となります。
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接続ベースのトラフィック・フィルタリング

ビジビリティへの従来の手法では一般に、統計的に定義された「接
続」に基づいてトラフィックを転送していました。このような接
続は、ネットワークおよびツール・ポート間のシンプルな 1 対 1
フローで、トラフィックは、接続の発信側または着信側で「許可
または拒否」の処理でフィルタリングし、単純なパケット配信を
実行できます。
一見、この方法で十分な柔軟性が得られ、必要なパケット配信を
実行できると思われます。しかし、もっと詳しく見てみると、大
量のデータや多数の個別トラフィック・ストリームに対してデバイ
スの機能が損なわれるという、重大な限界があることがわかりま
す。さらに、高速ネットワーク・セグメントから低帯域ツールへト
ラフィックを送る場合、1 つの妥当な負荷の着信ネットワーク・
フィードでも、接続ベースのフィルタリングでは不適切なことがあ
ります。

着信フィルタ
着信フィルタは、プレフィルタとも呼ばれ、ネットワークまたは着
信ポートでトラフィックを許可または拒否するときに使用します。
フィルタで許可されたトラフィックは、接続の反対側にあるすべて
のツール・ポートへ送られます。この方法は、すべてのツールがまっ

たく同じパケット・ストリームを評価する場合には妥当ですが、柔
軟性やスケーラビリティはありません。着信フィルタを使用した
接続では、すべてのツールに、必要かどうかにはかかわらず同じ
パケットを送信します。たとえば、図 1 をご覧ください。ポート A
のツールが Web トラフィックを監視しており、ポート B のツール
が VoIP トラフィックを監視している場合、Web トラフィックと
VoIP トラフィックはいずれも両方のツール・ポートへ送られる必
要があります。これは、不要なパケットでツールの処理およびス
トレージ・リソースを無駄にするだけでなく、ツール・ポートの過
負荷にもつながります。両方のトラフィックがツールのポート・キャ
パシティを超過してしまうと、デバイスが無差別にトラフィックを
廃棄し、ツールは必要なすべてのパケットを受け取ることができ
ません。*
着信フィルタを活用するもう 1 つの方法として、特定のタイプのト
ラフィックをドロップ（除去）し、残りを監視ツールへ転送するこ
とがあります。これにより、ドロップされたトラフィックは、図 1
のツール C のような、他のツールや監視を行うべき他のユーザ・
グループが使用できなくなります。ドロップ・フィルタで許可され
るトラフィックの量が多すぎると、前述のようなブロードキャスト
および過負荷の問題が発生します。

図1:着信フィルタ

* この場合、誤ったアラームが出力され、不要なトラブルシューティングで時間を無駄にすることがあります。
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図2:着信フィルタ

こうした理由により、着信フィルタリングは、ビジビリティ・トラ
フィックを管理する方法としては不十分であり、正確な監視ソリュー
ションには推奨されません。

発信フィルタ
発信フィルタは、ポストフィルタとも呼ばれ、特定のトラフィック
だけを監視ツールに送信して分析できるようにします。着信フィル
タと比べて、発信フィルタは、監視ツールへ送られるトラフィック・
フローをより詳細に管理できます。ただし、
複数のネットワーク・ポー
トからツールにトラフィックが送られると、発信フィルタが過負荷
状態となり、フィルタリングの前にパケットがドロップされること
があります。すべてのフィルタリング・ニーズを発信フィルタで処
理しようとすると、全発信ポートにすべてのトラフィックをマルチ
キャストする必要が生じ、ビジビリティ・ノードのバックボーン・キャ
パシティが過負荷状態になり、その結果パケットがドロップされ
ることがあります。また、システム上で構成できる発信フィルタ数
は制限されていることが多く、発信フィルタの価値はさらに低下
します。

発信フィルタは、監視ツールへ送るトラフィックを選別する有効
かつ簡単な方法ですが、スケーラビリティが根本的に限られてお
り、完璧なビジビリティのトラフィック管理手法としては不十分で
す。着信フィルタと発信フィルタを組み合わせることによって、そ
れぞれの限界をいくらか緩和できます。しかし、
このようなソリュー
ションは、すぐにスケーラビリティと柔軟性の問題にぶつかり、
融通が利かない過度に構造化された設計不良のソリューションと
なり、今日の複雑で多様かつ常に進化するネットワーキング・イン
フラストラクチャのビジビリティ需要を満たすことができません。

フロー・マッピング・テクノロジー
Flow Mapping®（フロー・マッピング）とは、ネットワーク TAP
または SPAN/ ミラー・ポートから１GB、10GB、40GB または
100GB のラインレート・トラフィックを取り出し、それをユーザー
定義ルールに基づいてツールやアプリケーションに送信して、IT
インフラストラクチャのセキュリティ保護、監視および分析を行う
テクノロジーです。Flow Mapping テクノロジーは、接続数が増
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えた場合や、複数のトラフィック配信ルールが必要な場合に付随
する問題に対処することで、接続やフィルタをベースにしたテクノ
ロジーの機能よりも優れた精度とスケーラビリティを発揮します。
図 1 に示した例では、ユーザーが、3 つのデータ・ソースからトラ
フィックを取り出し、すべての Web トラフィックをツール 1 へ、す
べての VoIP トラフィックをツール 2 へ送るルールでマップを定義
します。転送に関するすべての決定が、着信ポートがパケットを
Flow Mapping エンジンへ配信した後に行われるため、着信フィ
ルタは不要で、無関係なトラフィックはどのツール・ポートにも転
送されません。発信フィルタを追加することはできますが、必要
ではありません。

個別トラフィック・ストリームの詳細コントロール

Flow Mapping テクノロジーを利用すると、ユーザーは、
（それぞ
れが複数のパケット条件を含む）多数のマップ・ルールを組み合
わせて、必要なパケット配信を的確に行うことができます。各ルー
ルでは、30 以上の事前に定義されたレイヤ 2、レイヤ 3、レイヤ
4 パラメータ（IPv4/IPv6 アドレス、アプリケーション・ポート番号、
VLAN ID、MAC アドレスなどを含む）に基づいて、最大 13 まで

の一意の条件を設定できます。また、ユーザーは、トラフィック・
ストリームの特定ビット・シーケンスに適合するカスタム・ルール
を定義し、トンネル化トラフィック、専用アプリケーションおよび
高レイヤ・プロトコルにまで Flow Mapping を適用することがで
きます。

ツール・パフォーマンスの最適化
データにマップを適用すると、各ツールは、それぞれの長所に見
合ったトラフィックだけを見ることができ、それ以外は配信され
ません。必要なトラフィックだけが提示されるため、ツールの効
率が向上し、有効スループットが最大化され、接続されたツール
ごとにビッグ・データ以上の負荷を処理できるようになります。

全トラフィックのビジビリティ

ユーザーは、コレクタ・ルールとして「その他すべて」バケットを
定義することもできます。他のマップ・ルールで指定された条件に
適合しないパケットは、所定のコレクタ・ポートへ送られるか、そ
のままドロップさせることもできます。コレクタとは、トラフィッ
クに該当するツールがなくても、すべてのトラフィックを検査また
は保存できる簡単な方法です。

図3:Gigamon Flow Mappingテクノロジー
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複数ツールでのトラフィックのレプリケートまたは配信

Gigamon の Unified Visibility Fabric Architecture により、複
数の個別 Visibility Fabric ノードを
「一元管理」
が可能な 1 つのファ
ブリックに統合できます。ユーザーは、
1つのシャーシのポート・キャ
パシティに縛られることがありません。マップは、複数のシャーシ
からネットワークおよびツール・ポートを統合できるため、1 つの
ラック、ローまたはデータ・センターの枠を超えてトラフィック・
ビジビリティを拡張します。ノードは、スター型、デイジーチェー
ンまたは ハイブリッド 構 成 で 接 続 でき、 各ノード間 で、 最 大
320GB の双方向トラフィックを送受信できます。ビッグ・データ・
トラフィックを管理し、ツール処理を最適化するインテリジェンス
とスケーラビリティを持つソリューションは、他にありません。

サービスとしてのビジビリティ

GigaSMART および Flow Mapping によるパケット操
作とツール最適化

マップ・ルールは、複数の監視ツールにトラフィックをレプリケート
できます。たとえば、同じ Web トラフィックを、アプリケーション・
パフォーマンス・アナライザと侵入検知システムの両方でキャプチャ
できます。また、トラフィックを複数のツールに配信し、1 つのツー
ルに負担を掛けすぎないようにすることもできます。各ツールは、
IP アドレス、アプリケーション・ポートまたは他のユーザー設定可
能な配信オプションに基づいて、トラフィックのサブセットを処理
します。ネットワークがスピードアップするにつれて、
古くて遅いツー
ルはまとめて、その寿命を延長し、ツールにかかる支出を低減す
ることができます。

Flow Mapping により、異なるユーザー・グループが同じデータに
アクセスし、それぞれのツールに送ることができます。IT 運用チー
ムは多くの場合、
特定のビジネス機能（財務、
サプライチェーン管理、
マーケティング、セールスなど）をサポートするグループ、または、
ネットワーク、セキュリティ、デスクトップ・サーバー、アプリケーショ
ン・パフォーマンスなどの IT チームに分かれています。これらの
サブチームのそれぞれが、担当するビジネス部門に分析やレポー
ト作成の機能を提供します。オーバーラッピング・ルールの Flow
Mapping では、IT 運用チームが、企業内のさまざまなグループに
Visibility as a Service（VaaS）を提供できます。役割ベースのア
クセス管理（RBAC）により、特定のユーザ・グループをサポートす
る IT チームは独自のマップを定義し、
他の部署のマップに依存せず、
各部署がそのビジネス・ニーズに必要なデータだけを受信できます。
RBAC では、どのグループがどのトラフィック・フローへのビジビ
リティを持つかを、セキュリティ・ユニットが定義できます。

Visibility Fabric アーキテクチャのパケット配信機能は、クリティ
カルな情報へのアクセスを提供するだけでなく、GigaSMART® と
組み合わせて、フィルタリングされたトラフィック・ストリームを
監視ツールへ送信される前に処理および最適化できます。不要な
ヘッダーの除去、着信ストリームでの重複パケットの削除、および
余分な情報や個人情報を削除するパケットのスライスなどの機能
を使用すると、ツールのパフォーマンスを最適化し、監視精度を
向上するほか、ツール・レイヤーとデータ・センター・レイヤ間ー
の統合を強化できます。また、着信トラフィック・ストリームでソー
スに近いタイム・スタンプを付与し、パフォーマンス監視ツールが
エンドツーエンドのレイテンシ（遅延）やジッターを算出しながら、
リンク・レイヤのビジビリティを確保することができます。

Flow Mapping による業界をリードするスケーラビリティ
Flow Mapping では、すべてのネットワークが 100% のラインレー
ト・トラフィックを受け取るだけでなく、各ツール・ポートが最大
でポート・キャパシティの 100% まで該当するトラフィックを発信
できます。マップはいくつのネットワーク・ポートにでも関連付け
られ、利用可能なツール・ポート・フィルタの数には制限されませ
ん。このハードウェア・ベースの構成により、プロセッサ・ベース
のソリューションが持つボトルネックやスループットの限界を回避
できます。Flow Mapping を利用することで、より多くのネットワー
ク・ポートが必要なトラフィックを各ツール・ポートへ送信でき、
すべてのツールがこれまでにない多数のトラフィックを識別するこ
とができるため、ビッグ・データに伴う重要な問題を解決できます。
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図4:Gigamon Flow Mappingテクノロジー
多くのビジビリティ・ソリューションで、詳細パケット操作機能は
通常、すべての着信トラフィックに適用され、シャーシ上のポート・
サブセットだけに限定されます。Flow Mapping を使 用すると、
Visibility Fabric アーキテクチャ内の 全 着信ポートの着信トラ
フ ィ ッ ク は、GigaSMART 処 理 へ と 送 る こ と が で き ま す。
GigaSMART 処理は、マップ・ルールに基づくため、エンド・ユーザー
は、GigaSMART 処理を適用するトラフィック・フローを詳細に
管理する柔軟性を得ることができます。これにより、ツールが必
要なトラフィックだけを識別できるようにするだけでなく、データ
をフォーマットするための手動ステップを排除して、ツール・プロ
セッサ解析サイクル数を削減することで、ツールのスループットを
改善します。その結果、各ツールのビッグ・データの処理能力が
向上します。

まとめ
新しい Web ベースのアプリケーションおよびモバイル・デバイス
は、ビジネスの生産性向上と従業員強化に役立つ一方で、データ
のモバイル性、複雑性および量に関連する課題が、依然として組
織の悩みの種であることに変わりはありません。このようなアプ
リケーションの対応力と可用性は、拡張を続ける IT インフラスト
ラクチャおよび利用モデルの観点からすればさらに重要になって
います。アプリケーションやそれを利用するエンド・ユーザー数が
圧倒的に増加するなかで、データ・トラフィックはかつてない勢
いで拡大し続け、そのトラフィックを監視する必要性も高くなって
います。
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Gigamon 独自の Flow Mapping（ 特 許 所有） を中 枢に据 え た
Visibility Fabric アーキテクチャでは、1GB から 100GB で、物
理および仮想ネットワークを行き来するトラフィック・ストリーム
を、アプリケーションおよびネットワーク・パフォーマンス（APM/
NPM）
、
侵入検知および防止システム
（IDS/IPS）などのセキュリティ
・
ツール、カスタマ・エクスペリエンス管理（CEM）
、データ損失防止
（DLP）
、ネットワーク診断、アナライザを含む、管理ツールにレプ
リケートする前に詳細にフィルタリングおよび集約できます。オペ
レータは、ビッグ・データの問題を念頭に置いて、ライン・レート
でデータ損失を伴わずに、多数のアクセス・ポイントからさまざま
な監視ツールにデータを送ることができます。エンドツーエンドの
コアへのアクセス・ビジビリティとパフォーマンスに影響を及ぼす
イベントの詳細分析により、オペレータは、加入者のエクスペリエ
ンス品質
（QoE）をプロアクティブに維持するだけでなく、
ネットワー
ク整合性のセキュリティを確保し、増え続ける加入者データから
生じる問題を解決できます。

Gigamon について
Gigamon は、世界中の企業、データ・センター、およびサービス・
プロバイダーに、インテリジェントな Traffic Visibility Fabric ™を
提供しています。Gigamon のテクノロジーは、インフラストラク
チャの設計者、管理者、およびオペレーターに対して、実稼働ネッ
トワークのパフォーマンスと安定性に影響を及ぼさずに、物理環
境と仮想環境の両方にまたがってトラフィックへの広範囲にわたる
ビジビリティとコントロールを提供します。高可用性および高密度
の製品から成る Gigamon GigaVUE ポートフォリオは、特許を受
けたテクノロジーと一元化された管理を通じて、適切なネットワー
ク・トラフィックをセキュリティ・システム、モニタリング・システム、
または管理システムにインテリジェントに配信します。トラフィッ
ク・ビジビリティ製品の設計と構築において、米国で 8 年以上の
実績をもつ Gigamonm のソリューションは、世界中の垂直市場
に導入されています。その導入先には、Fortune 100 に名前を連
ねる企業の半数以上と多くの政府機関および連邦機関が含まれて
います。
Gigamon 製品の詳細については、以下の弊社のサイトをご覧く
ださい。
www.gigamon.com
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IBM (2012), Understanding Big Data Report.McGraw-Hill.http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/iml14296usen/IML14296USEN.PDF より
VaaS available on the GigaVUE H Series（GigaVUE H Series で利用可能な VaaS）
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