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本文書の目的 
Cisco® Advantage シリーズ ドキュメントでは、シスコの次世代データ センター ASIC（Application-Specific Integrated 
Circuit：特定用途向け集積回路）の利点について取り上げます。お客様は、それぞれの要件に基づいてネットワークについ

て適切な意思決定ができるように、これら革新的な ASIC の重要な機能について知る必要があります。このドキュメントは、

シスコの次世代 ASIC と汎用 ASIC のフロー テレメトリ機能を比較します。 

データセンターのフロー テレメトリの必要性  
ネットワーク環境は、仮想化技術、オーバーレイ、長時間フローなどが原因で、ますます不透明度が増しています。この不

透明度は、ネットワークのトラブルシューティングと管理を複雑にし、セキュリティの専門家においてもネットワーク保護を困

難にさせています。また、容量の拡大、短時間フローの数の増大、分散アプリケーションの使用など、その他のフロー特性

も変化しています。 

詳細なテレメトリ情報は可視性、トラブルシューティング、セキュリティに今や不可欠なものになっています。 

トラブルシューティング 
データセンター ネットワーク全体のトラブルシューティングは、考慮する要素（SSL オフロード、ロード バランシング、多段プ

ロキシなど）の多さのために、難しさを増しています。たとえば、遅延問題の理由など、根本原因の特定は、詳細なテレメトリ

情報がなければ非常に困難です。 

セキュリティ 
攻撃はますます巧妙化が進み

1
、ボットネット コマンドや制御チャネルを巧みに操る攻撃が増え、さらにそれらが完全な分

散型で行われることもあります。攻撃者による機密情報の漏洩はゆっくりとしたペースで行われることが多いため、トラフィッ

ク パターンの検出は容易ではありません。業界で推奨されているアプローチの 1 つにホワイトリストがありますが、この方

法ではアプリケーションに関する包括的な詳しい知識が必要になります。 

アプリケーションの知識 
テレメトリ情報の重要性は増しており、この情報によりアプリケーションの可視性が得られます。ネットワークとアプリケー

ションがますます分散型になるにつれ（またクラウド サービスの利用が増えるにつれ）、アプリケーション コンポーネントの

依存関係とそれらの動作の追跡が課題となっています。現在、データセンターは、ソフトウェア定義型ネットワーキング

（SDN）ソリューションに移行しつつありますが、この移行にはアプリケーションに関する知識が必要です。フロー テレメトリ

情報により、ユーザはアプリケーション間で生じていることを視覚化して理解できるようになるほか、基準違反も把握できる

ようになります（開発アプリケーションで実稼働のデータベースと通信する場合など）。また、アプリケーションの知識は、ア

プリケーションのパフォーマンスの監視や従来の「トップ トーカー」の特定にも使われます。 

データセンターのフロー テレメトリ：現在のモデル 
ネットワークの動作や使用状況に関する情報を集めることを目的として使われる、実際のネットワーク トラフィックを調査す

るフロー テレメトリは、徐々に変化しています。シスコの初期のルータには、ネットワークの使用状況やトラフィック パターン

を追跡するために NetFlow が導入されていました。NetFlow は最初のバージョン 1 からバージョン 5、7、8 へと段階的に

機能が強化され、現在のバージョン 9 では、機能やフロー情報が増えています。NetFlow の登場後、業界の他のグループ

からもフローをサンプリングする別のフロー テレメトリ メカニズムが提案されました。一般には sFlow として知られています。

NetFlow と sFlow のどちらもフロー テレメトリを収集しますが、それぞれが使用するアプローチと機能は異なります。  

1 2016 年シスコ年次セキュリティ レポート：http://www.cisco.com/jp/go/asr2016 
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Cisco NetFlow 
Cisco NetFlow バージョン 9（または IETF 標準規格の IPFIX）は、デバイスを通じてネットワーク フローのパラメータを

キャッシュして記録する技術です。ネットワーク要素内を転送される各パケットは、IP パケット属性のセットとして調べられま

す。これらの属性は、IP パケットの ID、つまりフィンガープリントであり、パケットが一意であるか、または他のパケットと似

ているのかが判断されます。パケットは、ネットワーク デバイスを通過する際、このフィンガープリントに基づいて一意かどう

か分類され、各一意のフローに関する情報はメタデータ情報のセットとして集められます。この集められた情報は、トリガー 
イベント時（たとえば、TCP FIN）や決まった間隔ごとに中央のコレクタにエクスポートされます。 

NetFlow v9 はテンプレート ベースであり、柔軟性に優れています。テンプレートが関連付けられているものであれば、ほぼ

何でもエクスポートできます（図1）。 

図 1.   NetFlow v9 はテンプレートが関連付けられているものであればほぼ何でもエクスポート可能 

 

NetFlow について注意が必要な点が 1 つあります。それは、エクスポートされたフローはキャッシュされたレコードであり、

あるフローの特性のみを示すという点です（発信元、宛先 IP アドレス、ポート、プロトコル、ポート、フローの経過時間、バイ

ト）。そのフローの生存期間中に実際に何が生じていたのかについての詳しい情報は得られません。サポート対象プラット

フォームであれば、Cisco Embedded Event Manager（EEM）
2
を使用してイベントを設定できますが、その場合は、インス

トール ベース全体で手作業による定義や設定が必要になります。 

NetFlow には、標準（Non Sampled）NetFlow と Sampled NetFlow の 2 つのバリエーションがあります。Sampled 
NetFlow は、パケット転送率がきわめて高いためにすべてのパケットの調査が現実的ではないハイエンドのデバイスで使

われていました（コア ネットワークなど）。 

2 http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/white_paper_c11-
652021.html#_Toc287071075 [英語] 
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最も一般的な NetFlow のユース ケースは、トラフィック アカウンティングとセキュリティに関連したものでした（パケットレベ

ルの情報ではなく、容量やパケット数の情報）。柔軟なサンプリングが可能な NetFlow は、コア ルーティング デバイスに適

しています。 

sFlow 
sFlow は、元々は InMon が開発した業界の標準です。サンプリングに統計的な処理を行って、ネットワーク上を移動するト

ラフィックを判断します。sFlow はヘッダーのキャプチャ（RAW 形式、または Ethernet フレームや IPv4 などの仕様で定義

されているその他の形式による、サンプリングしたパケットのプリセットされているバイト数）を分析のためにコレクタにエクス

ポートします。 

sFlow エージェントの機能はあえてシンプルに抑えられており、ネットワーク パターンや傾向の推測はコレクタの分析機能

に任せています。 

ネットワーク TAP 
NetFlow と sFlow はどちらもインラインで動作してネットワーク スイッチから直接情報を収集するように設計されています

が、スイッチング マトリックス（Cisco Nexus Data Broker など）に接続された光スプリッタなどの SPAN や TAP のシステ

ム、およびアウトオブバンドのテレメトリ プローブを使ってフロー テレメトリを収集する場合もあります。このモデル（図2）で
は、フロー テレメトリ情報を生成するために、トラフィックを調査するモニタリング プローブにすべてのパケットが複製されま

す。このアプローチの場合、一連のモニタリング ホストへの膨大なデータ フローが生じることが（ほぼ確実に）あります。 

図 2.   ネットワーク TAP 

 

フロー TAP はトラブルシューティングのために、また法的要件を満たすためにネットワークに設置されます（ネットワーク機

能の仮想化 [NFV] 環境でよく見られます）。しかし、フロー情報を得るために、すべてに TAP が必要なのでしょうか。これら

モニタリング ツールの負荷を軽減し、この TAP インフラストラクチャを効率的に使用するには、フル パケット キャプチャを

どのようにうまく管理すればよいでしょうか。 
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フロー テレメトリの考慮事項 
1. サンプリングをするかしないかの判断 
フロー テレメトリの収集では、収集メカニズムの規模、効率性、精度について考慮すべき技術的な問題がいくつかあります。

最初の問題は、観察するパケットの選択にサンプリング メカニズムを使うかどうかの判断です。サンプリングを使うかどうか

は、フロー情報の取得を目的とした場合のパケットをサンプリングするリスクとメリットのバランスで判断します。 

フロー サンプリング 
サンプリングを使用する場合は、x パケットごとに 1 パケットをランダムに選択してサンプリングします（通常、x はこの操作

を実行するデバイスに応じて異なります）。統計的な方法を使用して、このサンプリングから定量化された精度のネットワー

ク フロー情報を取得できます。 

流れているトラフィックの種類や容量を把握することが目的の場合、このモデルはそのニーズを満たします。ただし、悪意の

あるアクティビティの検出や完全な可視性を得ることが目的の場合、サンプリングには限界があります。というのも、サンプ

リングはコレクタ デバイスの分析機能に頼るところが多く、コレクタ上に実装されているアルゴリズムの性能に左右されるた

めです。サンプリングでは、データの品質はエントロピーとフロー サイズ（パケットの数）によって決まります。フローが大きく

なるほど、フロー情報の精度が高くなります
3
。 

また、サンプリングはコネクション型プロトコルの適正なフロー トラッキングを妨げます。パケットがランダムに選択されるた

め、TCP フラグや IP オプションなどの一貫したトラッキングは保証されません。 

フル フロー（サンプリングなし） 
フル フロー アプローチでは、すべてのパケットを観察し、その結果すべてのフローが把握され、レポート対象になります。フ

ル フロー ベース テレメトリの利点は、トラフィックの完全な可視性が提供され、統計近似値に依存しない点です。潜在的な

欠点は、フロー トラッキングを実行するネットワーク デバイスで必要になる CPU の処理量が膨大になる点です（ハードウェ

ア支援型 NetFlow がないデバイスの場合、Full NetFlow のシナリオ）。フローをエクスポートするのにも、CPU 処理が必

要になります。中央のコレクタで処理を実行する場合は、帯域幅も必要になります（TAP シナリオ）。 

2. フル パケットとヘッダーとメタデータ 
サンプリングをするかしないかを判断した後、次に考慮する必要があるのが、フル パケット キャプチャを使うのか、ヘッダー

だけ、またはパイプライン メタデータ情報だけをキャプチャするのかの判断です。 

フル パケット キャプチャは、かなりのオーバーヘッドが必要になり（あるポートを通過するすべてのフレームについて、別の

ポートを経由する同一フレームをコピーする必要があります）、ネットワーク キャパシティの 50 % を TAP 専用として割り当

てる必要が生じます。さらに、必要な処理パワーも割り当てる必要があります。現在のスイッチング プラットフォームのライ

ンレートでは、ギガバイトの数百倍ものデータをほぼリアルタイムに処理することになります。 

ネットワーク上のすべてのトラフィックが可視化されることはよいことのように思われるかもしれませんが、必ずしも役に立つ

わけではありません。現在、ほとんどのペイロードは暗号化されており、これらペイロードの分析は難しく、まったく不可能な

場合もあり、ペイロードのキャプチャに必要な追加の帯域幅や CPU は完全に無駄になります。さらに、フル キャプチャでは

機密性の問題も生じます。機密情報を含む非暗号化データはすべて非表示にする必要があり、各国の規制要件によって

は関係者にキャプチャについて知らせる必要があります。また、一部の国には、保管期間と個人情報と見なされる種類の

情報について非常に厳しい要件があります（Wi-Fi スニッフィングで誤ってペイロードを傍受した Google の問題など）。 

3 フロー アカウンティングのためのパケット サンプリング：課題と限界、http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-79232-
1_7 [英語] 
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ヘッダーのキャプチャであればこのような制限を受けることはなく、一部の情報に欠けることはありますが（SSL 接続先 
Web サイトを特定するためのドメイン ネーム システム（DNS）クエリなど）、何が生じているのかを分析するために必要な

情報や脅威の分析を実行するために必要な情報は利用できます。ネットワーク上のオーバーヘッドは限られており（1 ～ 
3 % の範囲）、キャプチャの方法によっては、CPU のオーバーヘッドがほぼゼロになります。 

ヘッダーのキャプチャには、パケット ヘッダーのコピーのキャプチャとメタデータ情報のキャプチャの 2 つのオプションがあり

ます。ヘッダーのキャプチャは、フル パケット キャプチャと同様にプライバシーの問題が生じます。使用する技術によって

ヘッダーのサイズはさまざまですが、キャプチャのサイズは変わりません。たとえば、仮想拡張 LAN（VXLAN）でカプセル

化されているすべての TCP パケット ヘッダーをキャプチャする場合、他のトラフィックに使用されているプロトコルによって

は、ユーザ ペイロードもコピーされます（図 3）。 

図 3.   パケット ヘッダーのキャプチャによるプライバシーのリスク 

 

メタデータのキャプチャであれば、こうしたリスクは生じません。データは、パケットを処理しながら、ASIC のさまざまな機能

から直接取得されます。このアプローチでは、新しい機能をスイッチの ASIC に組み込む必要がありますが（特に VXLAN 
でカプセル化されたトラフィックの場合）、ペイロードをコレクタに漏洩させずに済みます。さらに、処理済みのデータを使用

するため、コレクタの負荷が緩和されます。 

シスコの次世代 ASIC のフロー テレメトリの実装 
従来のフロー テレメトリのアプローチでは、収集できるフロー データの正確さ（完全性）とテレメトリ デバイス、つまりスイッ

チを増やすコストのバランスを取る必要があります。シスコの最新世代のスイッチには、新しい ASIC ファミリーが組み込ま

れており、パケットとフロー モニタリングの新しいメカニズムが導入されています。このメカニズムに、収集したテレメトリを 
ASIC から直接エクスポートする機能、つまり、データ ハードウェア ストリーミングを組み合わせることで、CPU のボトル

ネックやオーバーヘッドが避けられます。シスコの次世代データセンター ASIC に組み込まれている、この専用

「FlowCache(フロー キャッシュ)」モジュールは、全パケットと全フローのフル ビューを提供します。このモジュールは、パ

ケットごとの情報を収集しますが、サンプリングを行わず、問題となる遅延やパフォーマンスの低下を引き起こすことはあり

ません。この効果を得るために、このモジュールはトラフィック パスの外に置いてパイプラインから情報を引き出します（図 
4）。完全なビューが得られることで、広範囲のテレメトリベースのネットワーク セキュリティ対策が可能になり、統計分析

に伴う情報の喪失のリスクが緩和されます。  
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図 4.   シスコの次世代 ASIC のフロー収集 

 

FlowCache モジュールは、従来の転送情報に加え、詳細な IP フラグや TCP フラグ、トンネル エンドポイント（TEP）ID な
どのその他の要素も収集します。また、パケット フローの異常を検出するなどの新しい機能もあります。たとえば、一貫性

のない TCP フラグを検出します。さらに、「バースト性」など、フローのパフォーマンス情報やフローの遅延を追跡します。こ

のレベルの情報が FlowCache により提供されることで、フローの健全性がより詳しくわかるようになるほか、このプロセス

ではサンプリングが行われないため、フローのすべてを把握できます。 

FlowCache には、異常検出を補完するためにイベント メカニズムが用意されています。この設定が可能なメカニズムでは、

「インタレスティング パケット」を表すパラメータのセットを定義します。これらのパラメータが一致すると、イベントは（蓄積され

たフロー情報だけでなく）そのイベントのトリガー元であるメタデータでトリガーされます。この特殊機能により、FlowCache で
は、フロー情報の蓄積によってもたらされるあらゆるパフォーマンスが得られるほか、インタレスティング イベントも可視化で

きます。 

FlowCache はメタデータを使用します。このため、先に説明したように、パケット ペイロードがエクスポートされることはない

ため、プライバシーのリスクはありません。もう 1 つの重要な点はフロー キャッシュのエクスポートは ASIC から直接実行さ

れるということです。他のテクノロジーと異なり、コントロール プレーンへの影響がありません。 

FlowCache の実装に加えて、通常の Cisco NX-OS ソフトウェアのミラーリング機能がすべて利用できるため、必要に応じ

て特定のフローを詳しく見ることができます。 

既存のテレメトリとシスコの次世代 ASIC フロー テレメトリ  
シスコは、データセンターのネットワーク アクティビティの詳細を迅速かつ正確に把握できるアプローチを選択しており、高

度なセキュリティ保護などさまざまな使用例が可能になります。パケットに関する情報の収集には ASIC の転送パイプライ

ンが使用されるため、ペイロード情報をコピーするリスクが抑制されます。 

もう 1 つ検討すべき重要な点はコレクタです。このドキュメントではエージェント機能に重点を置きましたが、コレクタについ

ても検討する必要があります。sFlow はサンプル パケットに基づいたフロー情報の推測に統計分析を使用するため、推測

の全体的な精度は統計エンジンの性能に依存します。 
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そこでシスコは、次世代 ASIC と共に、次世代収集エンジン、Cisco Tetration Analytics™ プラットフォームを開発しました。

このプラットフォームは、ネットワーク分析、Application Dependency Mapping、セキュリティ機能を提供するために一から

設計されたもので、これらの機能を利用するには、Cisco ASIC のフロー キャッシュからキャプチャできる包括的なデータ 
セットと組み合わせる必要があります。 

このように、シスコはスイッチ（Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ）からコレクタ（Cisco Tetration Analytics プラット

フォーム）まで、エンドツーエンドのソリューションを提供する唯一のベンダーです。 

フロー分析技術の概要 
表 1 に、NetFlow と FlowCache テクノロジーの機能をまとめています。 

表 1. フロー分析技術の比較 

 sFlow Netflow/IPFIX FlowCache 

転送    

送信元/宛先アドレス ○ ○ ○ 

VXLAN のサポート（VTEP 情報） 限定的 プラットフォーム依存 ○ 

ポート情報 ○3 ○ ○1 

セキュリティ    

ネットワーク ステガノグラフィの検出（プロトコル） X X ○ 

脅威の特定 限定的4 限定的 ○ 

リアルタイム データ 限定的4 ○ ○ 

履歴データ 限定的4 ○ ○ 

フローの変動 X X ○ 

異常検出（一貫性のない TCP フラグ、フラグメント...） X X ○ 

パケットごとのイベント生成 X X ○ 

アカウンティング    

アプリケーションの識別（L7） × ○2 限定的 

フロー レポート X ○ ○ 

パケット数 X4 ○ ○ 

ボリューム数 X4 ○ ○ 

トップ トーカー機能 限定的4 ○ ○ 

フローのパフォーマンス    

アプリケーションの遅延のモニタリング X X ○ 

ウィンドウ サイズの変動 X X ○ 

パケット サイズの変動 X X ○ 

TTL の変動 X X ○ 

履歴データ X X ○ 

バーストの測定 X X ○ 

TCP オプションの変動 X X ○ 

コレクション パフォーマンス    

ライン レートの計測 X4 ○3 ○ 

ハードウェアでの計測 プラットフォーム依存 ○ ○ 

ハードウェアでのエクスポート プラットフォーム依存 X ○ 
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 sFlow Netflow/IPFIX FlowCache 

ネットワークのオーバーヘッド 低 低 低 

イベント スロットリング X X ○ 

コレクタのロード バランシング コレクタ依存 コレクタ依存 ○ 

サンプリングのサポート ○ ○ X 

1 VTEP またはポート情報 
2 Network-Based Application Recognition（NBAR）による 
3 プラットフォーム依存 
4 サンプリングは正確な結果を提供せず、何らかの統計的な計算を必要とする 

まとめ 
現在、NetFlow、sFlow、TAP など、たくさんの選択肢がありますが、それぞれにサンプリングや提供される情報の詳しさの

点で制限があります。 

1 つのアプローチとして、sFlow でテレメトリを追加する方法がありますが（バッファ統計など）、このアプローチはサンプリン

グしたネットワーク アクティビティのビューしか提供しないため、説明してきたように、フローの生存期間中に変化する多数

の情報を見逃す可能性があります。また、このアプローチは、プライバシーの問題を引き起こすことがあります。 

もう 1 つ重要な要素はコレクタです。ASIC の機能は重要ですが、情報を処理および視覚化する機能や情報に基づいて対

応する機能も情報の精度と同じくらい重要です。現在、汎用チップ（マーチャント シリコン）は OEM にさまざまな機能を提供

しますが、コレクタの設計とは無関係です。 

シスコの次世代 ASIC では、ネットワークのすべてのパケットについて詳細な情報を把握できるだけでなく、フローを最初か

ら終わりまで追跡することができます。さらに、セキュリティ リスクの可能性を示す特定の条件を満たした時にアラートを発

する機能もあります。真のエンドツーエンドの可視性を提供しようと導入された Cisco Tetration Analytics プラットフォーム

により、ソリューションが完成され、実用的な情報が提供されます。 

関連情報 
詳細については、Cisco Tetration Analytics（http://www.cisco.com/jp/go/tetration）を参照してください。 

その他のホワイト ペーパー 
動作ベースのアプリケーション インサイト：データセンターの状況の分析と把握に役立つソリューション 
Policy Compliance: Find the Needle by Removing the Haystack  
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