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BCM57810S は、 高容量の統合型 LAN on Motherboard  

(LOM) と統合型ネッ トワーク  アダプタ  アプリケー
シ ョ ン用に設計された第 6 世代の統合型コン ト ロー
ラで、 PCI SIG シングル ルート  I/O 仮想化 (SR-IOV)、
iSCSI、 FCoE、 DCB、 オンチップ TOE、 および RDMA を
有効化します。 この統合型コン ト ローラは、 高性能
直接メモリ  アクセス (DMA) 、および仮想マシン  (VM) 

から  VM スイッチングまで、 PCIe™ 3.0 と ともに組み
込み仮想ブリ ッジングおよびその他のスイッチング 

テク ノロジーをサポート します。

BCM57810S には、 デュアル チャネル 10GBASE-KR お
よび SFF-8431 for SFP+ 10 Gb インターフェイスが含ま
れます。 BCM57810S は 2 つの IEEE 802.3™ 対応メディ
ア アクセス コン ト ローラ  (MAC) を統合し、 NC-SI を
サポート します。 ホスト -BMC 間の通信も、 NC-SI の
ト ップでサポート されており、 ローカル ホスト と
ベースボード管理コン ト ローラ  (BMC または MC) 間
の高速通信が可能です。 機能が整った統合型コン ト
ローラはわずか 0.82 平方インチの PCB スペースしか
必要とせず、 低いポート当たりの電力で 10G の速度
を実現します。

BCM57810S は、 データ  ネッ トワーク  (LAN)、 FCoE ス
ト レージ ネッ トワーク、 ブロック  (iSCSI など )、 また
はファイル (CIFS/NFS など )、 TCP 上の RDMA がサ
ポートするクラスタ リングまたはプロセス間通信 

(IPC) など、 サーバー上のあらゆるネッ トワーク通信
の集約を可能にします。 BCM57810S は各ポート上で、
同時の iSCSI および FCoE を含む、 すべてのオフロー
ド  ト ラフ ィ ッ ク  タイプを同時にサポートできます。 
オフロードは優れたスト レージとネッ トワーク  パ
フォーマンスを実現し、 低い CPU 使用率は大幅なシ
ステム レベルの省電力につながります。

BCM57810S は PCIe 3.0 向けに設計されており、 PCI 

Express® (PCIe) Base Specification Revisions 2.0  2.0 と  1.1 

にも対応します。 PCI Express は、 MSI と  MSI-X 機能を
サポート します。 各ポートに対して個別 PCI 機能がサ
ポート されています。

メディア インターフェイス

• オフロードおよびデュアル 10GBASE-KR/SFF-8431 

(SFP+) 搭載の統合デュアル 10 Gbps MAC

• デュアルポート  10 Gbps 動作用の単一 25.00 MHz 

クロック  クリスタル

ホスト  インターフェイス

• PCI Express x8 3.0、 8 GT/s 対応

• PCI Express x8 2.0、 5 GT/s 対応

• PCI Express x8 1.1、 2.5 GT/s 対応

• PCI Express Lanes x1、 x4, x8

• 外付け DRAM 不要 ： フロースルー アーキテクチャ

• PCI Express CLKREQ サポート

• シングルルート  I/O 仮想化

• メ ッセージ信号割り込み (MSI/MSI-X) サポート

ネッ トワーク  インターフェイス

• 1 Gbps/10 Gbps 操作用のデュアルポート   
10GBASE-KR/SFF-8431 (SFP+)

• IEEE 802.3ap Clause 73 対応のバックプレーン操作

• IEEE 802.3xx Clause 37 対応の自動ネゴシエーシ ョ ン

（1 Gbps 用）

TCP/IP オフロード  エンジン  (TOE)

• Microsoft® TCP Chimney 対応

• 完全 FASTPATH® TCP オフロード （IPv4 および IPv6 用）

Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) コン ト

ローラ

• オフロード された完全 HBA 機能 iSCSI イニシエータ

• iSCSI ブートおよび iSCSI クラッシュ  ダンプ サポート

Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

• レシーバーおよびト ランスミ ッ ター CRC オフロード

• オフロード された完全 HBA 機能 FCoE イニシエータ

RDMA コン トローラ  (R-NIC)

• CPU 介入のないアプリケーシ ョ ン  バッファにおけ

るハードウェアベースのデータ配置 （ユーザーお

よび Kernel モード用）

• 低遅延

堅牢な管理可能性

• ネッ トワーク  コン ト ローラ  サイドバンド  イン

ターフェイス (NC-SI)

• PXE v2.1 リモート  ブート

• Wake-on-LAN (WOL)

• 統計収集 (SNMP MIB II、 Ethernet MIB) (IEEE 802.2x、

Clause 30)

• 総合診断および構成ソフ トウェア スイート

データ  センター ブリ ッジング (DCB)

• 拡張伝送選択 (ETS) (IEEE 802.1Qaz)

• 量子化輻輳通知 (QCN) 対応 (IEEE 802.1Qau)

• 優先フロー制御 (PFC) (IEEE 802.1Qbb)

•  IEEE 802.1Qbg および IEEE 802.1Qbh 対応 ( ト ラ

フ ィ ッ ク  スイッチング用 )

概要

BCM57810S 機能

10 Gbps デュアルポート  iSCSI、 FCoE、 TOE、 および RDMA  
PCI-SIG SR-IOV x8 PCI EXPRESS® 3.0 対応コン トローラ

BCM57810S  
NetXtreme I I® 

統合型コ ン ト ローラ

ハイライト
• 10GBASE-KR 対応バックプレーン 10G 

Ethernet の 2 ポート用の低電力シン
グルチップ ソリューショ ン

• SFP+ 光学統合型ネッ トワーク  アダ
プタの 2 ポート用の低電力シングル
チップ ソリューショ ン

• iSCSI v1.0 ホスト  バス アダプタ  (HBA)

• FCoE HBA アプリケーショ ン

• 10GBASE-T での省電力のための 

Energy Efficient Ethernet　  対応アプリ
ケーショ ン

• 仮想化環境
• サーバー ブレード用 10GBASE-KR メ
ザニン カード

• Broadcom 外付け 10G 銅線 PHY 

(BCM84833 など ) 使用の 10GBASE-T 

銅線 NIC 

BCM57810S



Broadcom について

Broadcom Corporation は、 有線通信およびワイ
ヤレス通信用半導体における一流の技術革新
者である世界的なリーダーです。 Broadcom®の
製品は、 家庭、 オフ ィス、 およびモバイル環
境に対する音声、 ビデオ、 データ、 マルチメ
ディアの配信を可能にします。 弊社は、 コン
ピュータとネッ トワーク機器、 デジタル エン
ターテイメン ト とブロードバンド  アクセス製
品、 およびモバイル機器それぞれのメーカー
に、 最先端のシステム ・ オン ・ チップとソフ
トウェア ソリューシ ョ ンにおける業界最大の
製品ラインをお届けします。  

これらのソリューシ ョ ンは、 弊社の核心とな
る社是 「Connecting everything® (すべてを接続
する )」 を支えています。

世界最大のファブレス通信半導体会社である  

Broadcom （2010 年度収益 68.2 億ドル） は、 米
国特許 4,800 件と米国外特許 2,000 件を所有す
る他、 7,800 件以上の申請中の特許を持ち、 音
声、 ビデオ、 データ、 マルチメディアの有線
伝送およびワイヤレス伝送の両方を対象とす
る最も広範な知的財産ポート フォリオの 1 つ
を有しています。

FORTUNE 500® 企業に名を連ねる  Broadcom は、
本社をカリフォルニア州アーバインに置き、
北アメ リカ、 アジア、 ヨーロッパに事務所と
研究機関を配しています。 Broadcom へのお問
い合わせは、 お電話 （+1.949.926.5000） か、
または www.broadcom.com にアクセスして く
ださい。

Broadcom、 パルス型のロゴ、 Connecting everything、 および Connecting everything ロゴは、 米国、 その他特定の国々、 および / または EU における  Broadcom Corporation および /

または米国、 その他各国における  Broadcom Corporation および / または関連会社の商標です。 本書で使用したその他の商標および名称は、 各社が所有する商標です。
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BCM57810S ブロック図

SR-IOV 10 Gbps/ 統合型ソリューシ ョ

ン — ブレード  サーバー、 ラック、 タ

ワー、 および統合型ネッ トワーク  ア

ダプタ  アプリケーシ ョ ン用に最適化

された電力と容量

iSCSI、 FCoE、 TCP/IP、 および RDMA ア

プリケーシ ョ ン向けの極めて低い 

CPU の使用率

• アプリケーシ ョ ン  コードの実行

のためのホスト  CPU の解放

• ゼロ  コピーによるメモリ  サブシ

ステム上でに最小限負荷

高速化された IP ベース ファイルとブ

ロック  スト レージ 

• CIFS/SMB や NFS などのファイル

レベル スト レージ プロ ト コル向

けの低い CPU 使用率

• 秒当たりの高い I/O と低い CPU  
使用率によってオフロードおよび

高速化された iSCSI ブロック  スト

レージ

高速 FCoE

• 秒当たりの高い I/O と低い CPU 使

用率によってオフロードおよび高

速化されたファイバ チャネル ブ

ロック  スト レージ用の FCoE

パフォーマンス重視 — 高スループッ

ト、 および最小の遅延と  CPU 使用率

による最適化

• 最適割り込みコーリス

• RSS による複数 CPU システム上の 

CPU 使用率の低減。

• MSI/MSI-X による複数 CPU システ

ムでの割り込み分散が可能。

堅牢で非常に管理しやすい

• NC-SI により、 共有インフラスト

ラクチャ上における広帯域幅の帯

域外システム管理機能が可能。

• 保証された管理ト ラフ ィ ックの配信

• PXE v2.1、 ACPI v2.0b、 WOL

• ローカル ホスト と管理コン ト

ローラ  (MC/BMC) 間の接続性に対

するホスト -BMC 通信

サーバー クラスの信頼性、 可用性、

およびパフォーマンス機能

• リンク  アグリゲーシ ョ ンおよび

負荷バランシング

- スイッチ依存

• IEEE 802.3ad (LACP)、 Generic 

Trunking (GEC/FEC)

- スイッチおよび NIC 非依存

BCM57810S 利点

http://www.broadcom.com

