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1.概要

ネットワーク・インフラストラクチャ／セキュリティ・ベンダは、
アプリケーションと IP ネットワーク・トラフィックの理解を深め
る必要性が高まっています。モバイル・アプリ、
クラウド・コンピ
ューティング、ビデオ・トラフィックの高度成長と相まって、LTE
モバイル・ネットワークへの移行にはこのネットワークの可視
性が重要です。ベンダは、パフォーマンス管理、エンド・ユー
ザ・エクスペリエンス、および端末間のアプリケーションのセキ
ュリティを改善するために、
ソリューションにリアルタイム・ア
プリケーション認識を組み込んでいます。
ベンダが R&S®PACE 2 ソリューションを組み込むことで、製品に最先端のプ
ロトコルおよびアプリケーション認識機能を搭載することができます。

R&S®PACE 2 は、ディープ・パケット・インスペクション、振る
舞い解析、ヒューリスティック解析、統計的解析などのさまざ
まな技術を使用するソフトウェア・ライブラリです。ネットワー
ク・プロトコルおよびアプリケーションを確実に検出し、
リア
ルタイムでメタデータを抽出することができます。R&S®PACE
2 は、高度な難読化技術や暗号化技術が使用されている場合
でも、ネットワーク・プロトコルおよびアプリケーションを正確
に検出することができます。ネットワーク設備／セキュリティ・
ベンダが R&S®PACE 2 を組み込むことで、製品に最先端のプ
ロトコルおよびアプリケーション認識機能を搭載することが
できます。R&S®PACE 2 は、第 7 層のプロトコルとアプリケー
ションの認識に関する長年の経験に基づいて設計されまし
た。ネットワーク・セキュリティ
（IDS/IPS、次世代ファイアウォー
ル、SIEM、UTM）、ネットワーク・モニタリングとトラフィックの
管理、ポリシーと課金、
アプリケーションの配信と最適化、解
析、およびモバイル・データ・オフロードを含む多様なユース・
ケースに展開することができます。

R&S®PACE 2 の主要な特徴

❙❙ 製品化までの時間とコスト削減 - 更新と保守を含めた
R&S®PACE ソフトウェアのライセンスを受けることで、開発期
間、CapEx、および OpEx が削減されます。
❙❙ 容易で時間のかからない組み込み - 非常に柔軟な組み込み
用 API、
プラットフォーム非依存、外部依存関係なし。
❙❙ 高速パフォーマンス - 1 コアあたり 4Gbps の平均スループ
ット。
❙❙ 非常に効率的 - 市場で最も効率的なメモリ消費。
❙❙ 確度と信頼性 - ネットワーク・トラフィックの 95% 以上を分類
（偽陽性なし）。
❙❙ 有効範囲 - 多様なオペレーティング・システム、
アプリケーシ
ョン・バージョン、サービス・タイプにわたる何千ものプロト
コルおよびアプリケーションをサポート。
❙❙ メタデータ抽出 - アプリケーション属性のより深い洞察（例：
ネットワーク・パフォーマンスの QoS/QoE KPI、VoIP やビデ
オなどのアプリケーション）。
❙❙ 常に最新の状態を維持 - 分類ライブラリへの追加を含めた
シグネチャの頻繁な更新。
❙❙ OEM としてグローバルに展開 - アプリケーションの可視性と
検出率を向上するグローバル・モバイル・ネットワークで展
開されます。
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2.OEM ソリュー
ションとしての
R&S®PACE 2
2.1 組み込み

R&S®PACE 2 ソフトウェアは、
プラットフォーム（ハードウ
ェア／ソフトウェア）に依存せず、Linux、Mac、Solaris、お
よび Windows の任意の環境で動作し、C インタフェース
を用いてアクセスできます。
ソフトウェアは ipoque の技
術者が社内で開発したもので、
コード・サンプルを含めて
完全にドキュメント化された API が搭載されています。
ソ
フトウェア・キットには ipoque の強力なネットワーク・ト
ラフィック・テスト・ツールが付属しています。
このツール
を使用すると、組み込みの妥当性をダブルチェックし、ユ
ース・ケースをより詳細に理解することができます。

2.2 パフォーマンス

R&S®PACE 2 は、ハイエンド・マルチコア技術に最適化された
コードを含めて、高パフォーマンスを実現するために全体が
C で開発されています。マルチスレッド化により、マルチコア・
システム上でほぼ線形のスケーラビリティが提供されます。
ま
た、何百万もの同時接続をサポートする高度に最適化された
フロー追跡も組み込まれています。
API はコード・サンプルを含めて完全にドキュメント化されており、容易に組
み込むことができます。

PACE の概要
CPU 構成

基本的に制限なし、Intel x86 に最適化

オペレーティング・システム

基本的に制限なし、Linux に最適化

パフォーマンス

1 コアあたり平均 4 Gbps

メタデータ抽出

対応

フル・コンテンツ復調

対応

サービス

専門サービス、設計、構築、実行

プロトコル／アプリケーション対象範囲

2,000 +、約 95% を認識

プロトコル／アプリケーションの更新

頻繁に動的なシグネチャ更新、少なくとも月 1 回

メモリ使用量

ライブラリ：初期化メモリなし、サブスクライバあたり：900 B 未満、
フローあたり：400 B 未満

APIs

C
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3.構成の概要

3.1 パケットの準備

パケットの準備はパケットごとの処理で、
フレーム・スタックの
構築、
プロトコルのカプセル化解除、および IP デフラグを行い
ます。出力されるのは、以降の各段階で処理可能な単一のパ
ケットです。

R&S®PACE 2 では、検出、復調、および関連するパケット処理コ
ンポーネントを統一ライブラリに集約しています。パケット処
理とメタデータ抽出にはポーリング API が使用されます。
これ
によってコールバックの必要がなくなり、組み込みが容易にな
ります。
フローとサブスクライバの追跡は、
ライブラリ内で処
理することも、外部で処理することもできます。各段階は、
コー
ドを変更せずにパケットの並べ替えやデフラグなどの機能を
有効または無効にできるように構成可能です。
「パケットの分
類」、
「パケットの復調」、
「タイムアウト処理」の各段階の後、処
理のためのメタデータ・イベントのリストが提供されます。
「パ
ケットの復調」段階は完全にオプションであり、高度なメタデ
ータ・オプションが不要な場合には呼び出す必要がありませ
ん。R&S®PACE 2 のフローは複数の段階に分割されており、順
次呼び出されます。.
各段階は以下の順序で使用されます。

プロトコルのカプセル化解除
R&S®PACE 2 は IP パケットにアクセスする必要があります。.
以下のコンポーネントが必要となります。
❙❙ IP ヘッダへのポインタ
❙❙ IP ヘッダから始まるパケットのアクセス可能な長さ
❙❙ パケットのタイムスタンプ
IP デフラグ
IP デフラグ・エンジンは、第 3 層から第 7 層への断片化した IP
パケットを再構築するために使用されます。パケットの分類で
は、IP トラフィックのすべてのプロトコルおよびアプリケーショ
ンを確実に分類するために、断片化した IP パケットがないこ
とを想定しています。IP デフラグ・エンジンは、検出結果を改
善するために重要な IP フローの変換に役立ちます。
R&S®PACE 2 は検出結果の改善に重要な IP パケットを必要に応じて再構

1.パケットの準備.
2.パケットの並べ替え
3.パケットの分類
4.パケットの復調
5.タイムアウト処理

築します。

R&S®PACE 2 – IP の分類とメタデータ抽出

パケットの準備

カプセル化解除と.
デフラグ

パケットの並べ替え

パケットの分類

パケットの復調

タイムアウト処理

ネットワーク・トラフィック
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3.構成の概要

3.2 パケットの並べ替え

パケット並べ替えエンジンを使用すると、必要に応じて TCP パ
ケットを並べ替えることができます。
このエンジンは、欠落した
パケットが到着するか一定のタイムアウトが発生するまで、順
序逆転パケットをバッファに格納します。パケットの並べ替え
によって検出分類率が向上します。
フロー／サブスクライバ追跡
並べ替えが機能するには、
この段階を呼び出す前にフロー追
跡を実行する必要があります。すべての TCP / UDP フローの
状態が内部の値とともに保持されます。
フロー情報を取得す
るプロセスは以下の 3 つの段階に分かれます。
.
1. 第 1 段階では、一意な 5 つのタプルを作成する必要があり
ます。
2. 第 2 段階では、
これを接続追跡テーブルに挿入します。
3. 挿入によって新しいエントリが作成された場合、第 3 段階で
0 に設定する必要があります。
.
サブスクライバごとに同様な状態バッファを保持します。ほと
んどの場合、サブスクライバは内部 IP アドレスで識別されま
す。

3.3 パケットの分類

パケットの分類の段階では、ネットワーク・パフォーマンス・メ
タデータに加えて、
プロトコルおよびアプリケーション検出結
果が得られます。パケットの分類はライブラリのコア・インテリ
ジェンスであり、多数の異なるプロトコルおよびアプリケーシ
ョン検出が含まれています。

3.4 パケットの復調

パケットの復調では、内容の復調に加えて、詳細なメタデータ
も得られます。R&S®PACE 2 の復調段階を使用する場合は、電
子メール全文や圧縮された HTTP ペイロード・コンテンツな
ど、
より詳細なメタデータをリアルタイムで抽出することがで
きます。ICQ バディ名、
グループ・アクティビティ、送信メッセー
ジなど、
ソーシャル・ネットワーク・コンテンツを復調すること
もできます。

3.5 タイムアウト処理

この段階では、主にデコーダからのタイムアウト・イベントを
実行します。現在のパケットがパケットの並べ替えの段階で
バッファに格納された場合でも呼び出す必要があります。内
部のフローまたはサブスクライバ追跡が使用されている場合
も、
この段階でこれらのタイムアウト・イベントが返されます。
R&S®PACE 2 はネットワーク・データをリアルタイムで解析し、今日最も一般
的なアプリケーションの正確な検出機能を提供します。
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4.プロトコルおよ
びアプリケーショ
ンの分類

R&S®PACE 2 ソフトウェア・エンジンは、ネットワーク・データを
リアルタイムで検査および解析し、ネットワーク・トラフィック
からメタデータとアプリケーション属性を抽出する機能を持っ
た今日最も一般的なアプリケーションの正確な検出機能を提
供します。ディープ・パケット・インスペクション（DPI）、振る舞
い解析、ヒューリスティック解析、統計的解析などのさまざま
な技術を使用して IP パケットを解析し、
プロトコル、
アプリケ
ーション、およびその他のアプリケーション・ベースのトラフィ
ック属性を判断します。

第 3 層から第 7 層およびその上へ
可視性

第 3 層プロトコル

第 4 層プロトコル

第 7 層プロトコル

アプリケーション

アプリケーション属性

R&S®PACE 2 はソフトウェア開発者キット
（SDK）
として提供さ
れ、ネットワーク・インフラストラクチャとセキュリティ・プラット
フォームに容易に組み込めるように設計された高度なプロト
コルおよびアプリケーション分類機能を搭載しています。
R&S®PACE 2 はネットワーク・データをリアルタイムで解析し、今日最も一般
的なアプリケーションの正確な検出機能を提供します。

R&S®PACE 2 は、第 7 層プロトコル（例：Skype、Facebook、Tw
itter、Dropbox）に基づいてアプリケーションを正確に検出す
ることができます。
また、音声、ビデオ、
ファイル転送などのア
プリケーション・クライアント・サービス機能を検出してより深
く洞察することもできます。R&S®PACE 2 は何千ものネットワー
ク・プロトコルおよびアプリケーションをサポートしています。
正しいものを正しく検出する
第 7 層プロトコル

第 7 層プロトコルは、OSI 第 7 層（アプリケーション層）に位置し、
アプリケーションと直接対話するネットワーク・プロトコルです。
第 7 層ネットワーク・プロトコルは、標準化または暗号化されている場合も独自仕様のものである場合もあります。そのため、ネッ
トワーク・プロトコル情報はほとんど、あるいはまったく参照できません。
❙❙ 標準（例：HTTP、FTP、SIP、IAX、IMAP）
❙❙ 暗号化（例：SSL、SSH、IPsec、OpenVPN）
❙❙ 独自仕様（例：MSN、OSCAR（Icq）、Skype、UltraSurf、eDonkey）

アプリケーション

アプリケーションは、
コンピュータまたはモバイル・デバイスに幅広い用途で有用なタスクを実行させる特定のソフトウェアです。
「
アプリケーション検出」は、Facebook、Twitter、Dropbox、Skype などの第 7 層プロトコルを使用するコンピュータ・プログラムを
識別します。

アプリケーション属性

アプリケーション属性は、VoIP アプリケーション（例：Skype）用の音声とビデオのフローや、インスタント・メッセージング・プロトコ
ル（例：ICQ）のチャットとファイル転送など、
アプリケーションをより詳細に分類するために使用されます。

Rohde & Schwarz R&S®PACE 2 ソリューション・ガイド  7

4.プロトコルおよ
びアプリケーショ
ンの分類

プロトコルとアプリケーション・バージョンが頻繁に更新され
るため、継続的に信頼性の高い検出が保証されます。
アプリケーションは、ビデオ、ピアツーピア、VoIP、インスタン
ト・メッセージングなどのサービス・タイプに分類できるため、
解析が容易で、インテリジェントなトラフィック判断が可能に
なります。R&S®PACE 2 は分類結果を柔軟に提供でき、
さまざ
まなユース・ケースをサポートします。

例 1：Facebook
可視性

第 3 層プロトコル

第 4 層プロトコル

第 7 層プロトコル

アプリケーション

ビデオ

HTTP
IPv4

TCP

IPv6

UDP

XMPP

アプリケーション属性

FACEBOOK

音声
チャット

SSL

例 2：Skype
可視性

第 3 層プロトコル

第 4 層プロトコル

IPv4

TCP

IPv6

UDP

第 7 層プロトコル

アプリケーション

アプリケーション属性
ビデオ

Skype

SKYPE

音声
チャット

例 3：Line
可視性

第 3 層プロトコル

IPv4

第 4 層プロトコル

第 7 層プロトコル
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UDP

アプリケーション属性

ビデオ

TCP
Line

IPv6

アプリケーション

LINE
音声

5.分類確度の
保証

R&S®PACE 2 は、パターン・マッチング、振る舞い解析、ヒュー
リスティック解析、統計的解析など、業界をリードするさまざ
まな分類技術を使用してネットワーク・トラフィックを認識しま
す。そのため、高度な難読化技術や暗号化技術が使用されて
いる場合でも、R&S®PACE 2 はネットワーク・プロトコルを確実
に検出することができます。R&S®PACE 2 は偽陽性（アプリケー
ションを誤って識別する）の検出率が最小限になるように設計
されています。例えば請求書作成の分野では、実際の収益に
悪影響を与え、事業者のブランド・イメージを傷付けるおそれ
があるため、偽陽性を避けることは不可欠です。R&S®PACE 2
は、非常に低い偽陰性率（アプリケーションの分類率が低い）
が要求されるトラフィック管理にも適しています。実際のトラフ
ィック・データでのパフォーマンス・テストによると、R&S®PACE
2 はネットワーク・トラフィックの約 95% を正確に識別できま
す。
R&S®PACE 2 は業界をリードする分類技術を使用し、
ネットワーク・トラフィッ
クの約 95% を正確に識別できます。

ipoque は非常に正確なアプリケーション識別を保証するた
めに、頻繁にシグネチャを更新しています。
プロトコルとアプリ
ケーションのわずかな変更でも分類に問題が生じる可能性が
あり、ほとんどのアプリケーションの変更の詳細は公表される
ことがないため、絶えず注意を払う必要があります。ipoque に
はアプリケーション・プロトコルの専門家チームがあり、24 時
間体制でパターンおよび動作を監視し解析しています。継続
的なパフォーマンスと信頼性のテストの結果、
ソフトウェアを
定期的に改善し、すべてのアプリケーションを確実に検出する
ことが可能になります。
ipoque のデータベースには、サポートされるすべてのプロト
コルおよびアプリケーションについて、何千もの異なるトレー
スが格納されています。データベースには、2005 年以降の ipoque のトレースに加えて、
さまざまな顧客、市場、地域からの
匿名化されたテスト・データが格納されています。ipoque はよ
く知られたアプリケーション、特に、頻繁に変更されるモバイ
ル・アプリケーションについて、毎週変更をチェックします。
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6.暗号化の処理

Skype、WhatsApp、BitTorrent、Facebook、Twitter、Drop
box、Gmail、Office365、Instagram など、暗号化されるプ
ロトコルおよびアプリケーションはますます増加していま
す。加えて、eDonkey、Freenet およびその他の P2P アプ
リ、Ultrasurf、YourFreedom など一部のプロトコルは、特定の
プロトコルのトラフィックが制限またはブロックされているよ
うな場合にファイアウォールや DPI 検出を迂回するように改
変することができます。R&S®PACE 2 は、
フロー追跡、バイト・パ
ターン・マッチング、振る舞い解析などのさまざまな検出技術
を使用しているため、
この課題に対応することができます。
1.パターン・マッチング
❙❙ IP パケット内で繰り返される文字列および数の単純なチェッ
クです。
2.振る舞い解析
❙❙ サブスクライバおよびホストの情報を追跡しながら、IP フロ
ー内のパケット・サイズ、
さまざまなパケット・サイズの順序
をチェックします。
3.統計的／ヒューリスティック解析
❙❙ IP フロー内で繰り返されるバイト・オーダまたはメタデータ
のような共通する状況の解析。
❙❙ ほとんどの場合、分類結果の信頼性を保証するために多数
のチェックが行われます。
4.有限状態機械
❙❙ 分類結果について特定の要件のセットが満たされる必要が
あります。
R&S®PACE 2 は、
これらの技術をすべて組み合わせることで、
偽陰性率が非常に低く、偽陽性がほぼない状態で暗号化され
たプロトコルを確実に検出することができます。
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7.1 パフォーマンス・メタデータ

7.メタデータの
抽出

R&S®PACE 2 は、SYN-SYN/ACK パケット間および SYN/ACKACK パケット間のラウンドトリップ時間などの TCP パフォーマ
ンスを測定する機能を搭載しています。
これらは、待ち時間や
ジッタなどのアプリケーション・パフォーマンス・インジケータ
として、ネットワークのトラブルシューティングに役立ちます。
また、VoIP およびビデオ・アプリケーションの品質に関する情
報を取得する機能も搭載しています。
これらのパフォーマンス
測定は、TCP/IP ベースの QoS/QoE ユース・ケースにおいて重
要となります。

重要業績評価指標を含むメタデータの抽出
DTX サイレンス
vs. 音声

タイムスタンプ

呼タイプ

ジッタ

（例：緊急）

待ち時間

呼発信元

（モバイル発信 vs.
着信）

VoLTE / IMS サービス

発呼者 ID & 被呼
者 ID

パケット損失

IP フロー・ベースの
方向

コーデック

呼の継続時間
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7.メタデータの
抽出

7.2 プロトコルおよびアプリケーション・メタデータ

R&S®PACE 2 には、第 3 層から第 7 層へのプロトコルおよびア
プリケーション・ベースのメタデータを IP トラフィックから抽
出する機能が搭載されています。
メタデータの抽出はリアルタ
イムで実行され、ユーザの行動やアプリケーションの使用状
況を洞察することができます。
プロトコルおよびアプリケーシ
ョン・メタデータの抽出を推進する R&S®PACE 2 の機能によっ
て、ネットワークのトランザクションおよび振る舞いをより詳細
に理解することができます。
この洞察力は、
カスタマ・エクスペ
リエンス管理、ネットワーク計画、ポリシー管理、ネットワーク・
セキュリティなどの幅広い用途に役立ちます。IP トラフィックか
らは以下のようなメタデータを抽出できます。
❙❙ ボリューム：アプリケーションごと、ユーザごと、
プロトコルご
とのトラフィックのボリューム。
❙❙ 識別子：強力なセキュリティ規則の実装に使用できる電子メ
ールの送信者／受信者のアドレスまたはその他の ID。
❙❙ ファイル：ビデオ・オン・デマンド・アプリケーションで使用さ
れるコーデックをセキュリティ・アプリケーションや QoS/QoE
アプリケーションなどに使用できます。
❙❙ 使用状況：HTTP URL または使用されるクライアント・ソフト
ウェアをインテリジェント・トラフィック判断およびカスタマ・
エクスペリエンス管理に使用できます。

例 1：BitTorrent
トラフィック・ボリ
ューム

ソフトウェア・クライ
アント・バージョン

タイムスタンプ

Bit-torrent ピース
の状態

BitTorrent

ピア ID

ファイル名

一意の ID との相
互関係

トラフィックの方向

例 2：ICQ
トラフィック・ボ
リューム

メッセージのタイプ
（個人 vs. グループ）

ICQ

ユーザ名

転送ファイル
のファイル名
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通信タイプ

（チャット vs. 音声 vs.
ビデオ）

バディ名

トラフィックの
方向

一意の ID との相
互関係

8.コンテンツ復調

R&S®PACE 2 の復調結果には現在の接続に関する詳細情報
が含まれています。R&S®PACE 2 は詳細レベルを設定可能な
多数のネットワーク分類結果からすべての重要な関連メタデ
ータを抽出し、
さまざまなユース・ケースに適応させることが
できます。例えば、HTTP ペイロードを伸張し、インターネット・
サイトのすべての画像またはビデオを再構築することができ
ます。実際に必要なデータだけが得られるように、必要な情報
の深度を柔軟に調整することができます。内部アグリゲータが
特定のデコーダから復調情報を収集し、
クラスにまとめます。
例えば、電子メールの接続に長時間かかる場合でも、全セッ
ションの復調情報によって 1 カ所ですべてのデータが提供さ
れます。
R&S®PACE 2 の復調機能は、VoIP 呼、Web サイト、およびチャ
ット・セッションの再生、
または各種ドキュメントのアップロー
ド／ダウンロード統計の収集など、ネットワーク・セキュリテ
ィ・アプリケーションで特に有用です。次世代ファイアウォール
は、R&S®PACE 2 の復調結果に基づいて、
データ漏洩防止、詳
細なセキュリティ・スキャン、およびネットワーク・アクセス制御
を有効にすることができます。
トラフィック管理およびポリシー
制御ソリューションも、帯域幅管理およびサービス品質（QoS）
／経験品質（QoE）の規則に関して最適な決定を行うことがで
きるように、
アプリケーション・コンテンツの詳細な洞察に頼っ
ています。
アプリケーション・レベルに基づいた個別課金も可
能です。
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9.追加機能
9.1 動的なアップグレード

R&S®PACE 2 は実行中に中断せずに更新できるため、稼動中
のシステムでも検出を改善することができます。
この更新には
よく知られたプロトコルのシグネチャ更新および検出ロジッ
クの更新が含まれ、新しくサポートされるプロトコルの検出が
シームレスに追加される場合もあります。検出ロジックの更新
は、パフォーマンスと検出結果を改善するためのものです。

9.2 OS 検出

OS 検出では、
フローの特定の属性を解析して対応するオペ
レーティング・システムを検出します。
プロトコル検出と同様
に、OS 検出では OS が検出されたかどうかを示す結果がフロ
ーごとに返されます。

9.3 NAT/テザリング検出

R&S®PACE 2 にはサブスクライバ・ベースの NAT およびテザ
リング検出が搭載されています。OS 検出を使用して単一のサ
ブスクライバについて複数のオペレーティング・システムが使
用されているかどうかを判断し、その結果に応じてサブスクラ
イバにフラグを設定します。サブスクライバごとに、検出され
たメイン OS と検出された NAT 状態を参照できます。

9.4 クライアント・サーバ表示

R&S®PACE 2 は、主にクライアントとして使用されるホストと主
にサーバとして使用されるホストを識別できます。
この機能を
使用すると、内部ネットワーク内のサーバを検出したり、ネット
ワークのどちら側が実際に内部ネットワークなのか事前に判
明していない場合に内部ネットワークを判断したりすることが
できます。
この機能は、各フローがクライアントからサーバへ
のフローか、サーバからクライアントへのフローか、
さらには
P2P ネットワークにおけるクライアントからクライアントへの
フローであるのかも識別できます。純粋なサーバ通信におい
ては、サーバからサーバへのフローも識別できます。
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9.5 一方向トラフィックのサポート

ネットワークの設定に応じて、特定のネットワーク・リンクが両
方の方向にパケットを運ぶことも
（双方向の場合）、1 つの方向
だけにパケットを運ぶことも
（一方向の場合）あります。
この一
方向のルーティングは、当該リンクのすべてのパケットに適用
することも、特定のサブスクライバ・グループのみなど、パケッ
トの一部だけに適用することもできます。一方向構成の典型
的な例は、ケーブル・ダウンリンクと衛星アップリンクによるイ
ンターネット接続です。R&S®PACE 2 は双方向のトラフィックも
一方向のトラフィックも検出できます。

9.6 カスタマイズ

R&S®PACE 2 は、新しいライブラリを追加しなくても、
カスタム
定義されたプロトコル（CDP）を追加して検出を拡張すること
ができます。
これらの CDP は顧客が追加でき、以下のような機
能があります。
❙❙ 規則ベースのアプローチ（HTTP ホスト照合、ポート照合な
ど）
または C コード（あるいはその両方）により、最大限の柔
軟性を確保できます。
❙❙ サポートされるプロトコルの数は事実上無制限です。
❙❙ ライブラリ初期化中に設定可能です。

9.7 高速パス

高速パス・メカニズムは、既に識別済みで、追加処理の必
要がないフローの処理を高速化するために使用されま
す。R&S®PACE 2 にはこの高速パスのステータスを照会する
API 機能が搭載されているので、追加処理の必要がないフロ
ーを完全にスキップすることができます。

中でほぼすべてのアプリケーションを検出するソフトウェア・
ライブラリである R&S®PACE 2 は、検出自体を主要な目的とし
ています。R&S®PACE 2 では、パターン・マッチング、ヒューリス
ティック解析、振る舞い解析など、幅広い IP 分類技術が使用さ
れます。R&S®PACE 2 は、
これらの技術を組み合わせることで、
偽陰性率が非常に低く、偽陽性がほぼない状態で暗号化され
たプロトコルを確実に検出することができます。

10.パフォーマ
ンス・テスト
ipoque は、R&S®PACE 2 が正常に展開されたさまざまな顧客
製品の IP キャプチャ・ファイルを使用して R&S®PACE 2 のパフ
ォーマンスを評価するテストを実施しました。
テストはすべて以下の機能を有効にして実施しました。
❙❙ フロー追跡
❙❙ サブスクライバ追跡
❙❙ IP デフラグ
❙❙ 検出
このテスト・データの背後にある考え方は、顧客のユース・ケースの幅広い選
択に基づいてパフォーマンスを示すことです。

検出には TCP / UDP 接続の内部フロー・データ構造への有効
なポインタが必要ですが、組み込みハッシュ・テーブルを使用
してこの情報を格納できます。
フロー追跡では、ハッシュ・テー
ブルは接続情報として 5 つのタプル（IP アドレス、TCP/UDP ポ
ート、および IP プロトコル）を使用します。サブスクライバ追跡
は接続の追跡によく似ています。IP デフラグは、R&S®PACE 2
に渡される前に断片化した IP パケットを再構築するために使
用されます。R&S®PACE 2 デフラグ・エンジンの基本的な考え
方は、パケット全体の再構築が可能になるまですべての断片
を格納するというものです。ネットワークのパケットの流れの

10.1 テスト・データ

リストのユース・ケースはすべて、R&S®PACE 2 が正常に展開
されたさまざまな顧客製品の IP キャプチャ・ファイルです。各
ファイルは特化されたユース・ケースであり、一連のアプリケ
ーション・シナリオの選択を表します。
この表の背後にある考
え方は、顧客のユース・ケースの幅広い選択に従ってパフォー
マンスを示すことです。

10.2 シングル・スレッド・テスト

このテストでは、パケットあたりの CPU サイクルに焦点を合
わせます。以下の市販のシステム上ですべての測定を実行し
ます。
テスト環境仕様
筐体

Dell PowerEdge R210 II

CPU タイプ

Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz

内部メモリ

8GB DDR3-1333 SDRAM

イーサネット・インタフェ
ース

Broadcom NetXtreme II BCM5716 ギガビッ
ト・イーサネット

ストレージ

2x Seagate ST31000340NS（1TB）、RAID0

オペレーティング・システム

Ubuntu 10.04 LTS

ユース・ケース

一般的な情報

パケットの数：33.1M.
平均パケット・サイズ：569.
最大同時接続数：418720
平均スループット：3.4 Gbit/s

HTTP、FLASH、BITTORRENT、MPEG、SKYPE、DIRECT DOWNLOAD LINK、PPSTREAM、.
SSL、GNUTELLA、QUICK- TIME、MSN、SHOUTCAST、MMS、DNS、RTP、YAHOO、POP、.
RTSP、OGG、WINDOWS MEDIA、SSH、H323

2.次世代.
ファイアウォール・ベンダ

パケットの数：6.1M
平均パケット・サイズ：523
最大同時接続数：71191.
平均スループット：5.6 Gbit/s

HTTP、SSL、RTP、FLASH、OPENVPN、IPSEC、BITTORRENT、RTP、H323、QUICKTIME

3.エンタープライズ.
（中位展開）

パケットの数：203.5M.
平均パケット・サイズ：396
最大同時接続数：18128.
平均スループット：9.9 Gbit/s

HTTP、FLASH、QUICKTIME、RTP、SIP、SSL、BITTORRENT、EDONKEY、YAHOO、.
DIRECT DOWNLOAD LINK、SKYPE、H323、TEAM VIEWER、OPENVPN、IPSEC

4.エンタープライズ.
（小型展開）

パケットの数：1M
平均パケット・サイズ：786
最大同時接続数：5702.
平均スループット：20.2 Gbit/s

BITTORRENT、HTTP、SSL

1 ネットワーク事業者

一般的な情報
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11.サービスと
サポート
11.1 製品評価

限定された顧客がライブラリを評価するために、R&S®PACE 2
ソフトウェアのデモ版を提供できます。
この段階では、顧客の
組み込みプロセスを容易にし、
ソリューションの評価とカスタ
マイズを効率的に行えるように、ipoque によるリモート・サポ
ートまたは現地サポートを行います。

11.2 保守

11.3 顧客ポータル

ipoque は R&S®PACE 2 の顧客向けに Web ベースのポータ
ルを管理しており、顧客の技術スタッフが以下の用途に使用
できます。
❙❙ トラブルシューティングの議題の作成／管理
❙❙ チケットの優先度の処理
❙❙ 双方向でのドキュメントおよび添付ファイルの共有（PCAP、
パッチなど）
❙❙ 利用可能なファームウェア・リリースに関する情報の受信
顧客には顧客ポータルの専用ログイン・アカウントが付与さ
れます。
システム上に個人用アカウントを作成するために複数
のログイン・アカウントを提供することもできます。

11.4 トレーニング

ipoque は顧客およびパートナー向けに高品質なトレーニン
高パフォーマンス IP 分類および復調ソフトウェアには定期的
グを行っています。ipoque の総合的なトレーニングは、製品
なファームウェアの更新が不可欠です。ipoque は、新しいプ
に関連する学習の要件をすべて満たすように設計されていま
ロトコル・シグネチャの分類アルゴリズムを開発して、
プロト
す。
トレーニング・チームは ipoque 製品について並ぶものの
コルおよびアプリケーション検出の有効性を絶えず監視して
ない知識を持っており、PACE ソフトウェアを正しく実装して顧
います。サポートされるすべてのシグネチャが絶えずテストさ
客のソリューションに組み込むために必要な知識を伝えるこ
れ、ネットワーク・アプリケーションの進化に合わせて更新さ
とができます。
トレーニングは ipoque の施設で行うことも顧
れます。
シグネチャの更新は少なくとも月に 1 回の頻度で提
客の施設で行うこともできます。製品トレーニングは ipoque
供されます。更新がある場合、顧客は通知の電子メールを受信 が提供するオプションのサービスです。開発者向けの技術トレ
し、ipoque の顧客ポータルを通して更新にアクセスできます。 ーニングから、管理職およびプロダクト・マネージャ向けの上
位レベルの製品機能トレーニングまで、
さまざまなトレーニン
グ・モジュールを利用できます。
Always up-to-date

最新の状態

初公開

研究室での検出
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変化の
監視

顧客／研究室か
らキャプチャした
トラフィック

解析 &
リバース・
エンジニアリング

12.ユース・ケース

R&S®PACE 2 は、ネットワーク・セキュリティ
（IDS/IPS、
ファイ
アウォール、SIEM、UTM）、ネットワーク・モニタリング（QoS/
QoE）、ポリシーと課金、OSS/BSS、WAN の最適化とアプリケー
ション配信、モバイル・データ・オフロード、およびネットワーク
とサブスクライバの解析など、
さまざまなネットワーク・ソリュ
ーションに展開することができます。
R&S®PACE 2 を組み込むことで、ベンダは製品にアプリケーション検出機能
を導入し、
プロトコルとアプリケーションのダイナミックな変化に対応するこ
とができます。

12.1 ネットワークとトラフィックの管理（QoS/QoE）

トラフィック管理ベンダは、モバイル・ネットワーク事業者な
どの最終顧客に、サブスクライバのアプリケーション使用状
況とパフォーマンス、重要業績評価指標（KPI）モニタリング、
トレンド解析、およびサービス品質とサブスクライバの経験
品質について正確なリアルタイムの情報を提供する必要が
あります。
これらのソリューションには、キャリア VoIP とビデ
オ、YouTube、Netflix などのプロトコルおよびアプリケーショ
ン使用状況の詳細で信頼性の高い情報と、遅延、パケット待ち
時間、
ジッタ、VoLTE またはビデオの呼完了などのアプリケー
ション・メタデータを抽出する機能が必要です。R&S®PACE 2
はアプリケーションから第 7 層を正確に識別し、ネットワーク
とアプリケーションのパフォーマンスをリアルタイムで管理す
る機能を提供します。R&S®PACE 2 を組み込むことで、ベンダ
はプロトコルとアプリケーションのダイナミックな変化に対応
し、
トラフィック管理のための高い検出率を維持することがで
きます。

12.2 ポリシー制御と課金

ネットワーク事業者は、ネットワーク帯域幅の需要と、新しいサ
ービスおよびアプリケーションの収益を上げる必要性のバラ
ンスを取る必要があります。事業者は帯域幅の保証、優先度、
および制限を規定し、追加料金による QoS を提供し、
さらに重
大なことに、
リアルタイム課金と請求サポートを可能にしよう
とするため、ポリシー制御と課金は LTE ネットワークの主要コ
ンポーネントとなります。ポリシー制御および課金ベンダは、
きめ細かい QoS をサポートし、
アプリケーション・サーバが提
供するサービスの QoS と課金要件を動的に制御できるように
する必要があります。R&S®PACE 2 ソフトウェアはネットワーク・
トラフィックの 95% 以上を識別でき、
シグネチャが頻繁に更
新されるため、ポリシーと請求のための高い検出率と正確な
アプリケーション識別が保証されます。
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12.3 ネットワーク・セキュリティ
（ファイアウォール、IPS/IDS、SIEM、UTM）

Web プロトコルを使用する IP ネットワーク・トラフィックが大
きく成長したため、セキュリティ・ベンダはアプリケーションを
識別してトラフィックを区別する必要があります。次世代ファ
イアウォール（NGFW）はアプリケーションを認識します。通常
の Web ポートから受信するトラフィックをすべて許可する代
わりに、Hulu と Salesforce.com などの特定のアプリケーショ
ンを区別し、ビジネス規則に基づいたポリシーを適用するこ
とができます。ipoque R&S®PACE 2 を組み込むだけでセキュ
リティ・ベンダはアプリケーションの正確な認識と制御が可能
になり、セキュリティの脅威に対応してネットワーク攻撃を防
止することができます。R&S®PACE 2 のすぐに使用可能なソフ
トウェア・ライブラリとシグネチャ・データベースを使用するこ
とで、非常に複雑な技術を社内で開発および維持することに
伴うコストとリスクを軽減できます。最新のアプリケーションお
よびプロトコルに対応してソフトウェアを継続的に更新するこ
とは、
これを社内で行うセキュリティ・ベンダにとっては難題で
す。そのため、セキュリティ製品は脅威およびマルウェアへの
対応に効果的です。
R&S®PACE 2 のすぐに使用可能なソフトウェア・ライブラリを使用することで、
非常に複雑な技術を社内で開発および維持することに伴うコストとリスクを
軽減できます。

12.4 ネットワークとサブスクライバの解析

サブスクライバのアプリケーション使用状況と行動の理解を
深めることの価値を事業者が認識するとともに、ネットワーク
とサブスクライバのデータからビジネス・インテリジェンスを
取得するという分野が急速に成長しています。
これは次に、マ
ーケティング部門がデータ・パッケージを強化するため、
さら
にはネットワークの計画と最適化により投資を計画しアプリ
ケーションあたりの QoE を改善するために使用されていま
す。R&S®PACE 2 は、サブスクライバが使用しているアプリケ
ーションの高性能で正確な識別機能を解析ベンダに提供しま
す。
また、パワー・ユーザや、サブスクライバ区分または地域で
最も使用されるアプリケーションなど、使用時間やコンテンツ
のタイプに関する豊富なデータも提供します。
これによってベ
ンダの報告機能が強化され、製品化までの時間が短縮されま
す。
また、
アプリケーション認識はそれ自体が中核的な専門技
術であるため、ベンダは最新のアプリおよびプロトコルを追跡
および分類するために社内リソースを利用する必要はありま
せん。通常の組み込みでは、
このアプリケーション使用状況デ
ータは、サブスクライバのモバイル・データ消費に関するレポ
ートとダッシュボードを提供するサードパーティの解析システ
ムに直接リンクされます。

12.5 モバイル・データ・オフロード

ネットワーク事業者は、モバイル・データ・オフロード・ソリュー
ションを使用して、ネットワークを停滞させるトラフィックのう
ち、収益が少なく優先度の低いトラフィックの負荷を軽減し、
総合的なサービス品質を向上しています。モバイル・データ・
オフロード・ソリューションは、通常、関連アプリケーションま
たは使用されるデバイスを区別せず、すべてのトラフィック・フ
ローを平等に扱います。ただし、LTE 展開では、事業者は使用
されるアプリケーションに基づいてトラフィック・フローを選択
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的に操縦しようとします。R&S®PACE 2 ソフトウェアを使用する
と、ベンダは確実にアプリケーションを検出し、
フロー全体を
認識して洗練されたオフロード戦略を実装できます。Intel は、
モバイル・インターネット・アクセス・ゲートウェイとして小型セ
ルで使用される
「Smart Pipe」サーバに R&S®PACE 2 技術を組
み込みました。ネットワーク事業者がこのソリューションを使
用することで、
アプリケーション・レベルでインターネット・トラ
フィックを分類し、モバイル Voice over IP（VoIP）呼およびビデ
オ・ストリーミングの QoE を改善できます。

R&S®PACE ソフトウェアを使用すると、ベンダはフロー全体を認識して洗練さ
れたオフロード戦略を実装できます。

12.6 WAN の最適化

クラウド・コンピューティングとモバイル作業の成長が相まっ
て、広域ネットワーク上でビジネスに不可欠なアプリケーショ
ンのパフォーマンスを保証し、帯域幅効率を確保することはま
すます困難になりました。
より効率的に重要なビジネス・トラフ
ィックの優先順位を付け、帯域幅が過密にならないようにする
ために、ベンダはリアルタイム・アプリケーション認識を組み
込み、広域ネットワーク上で実行されるアプリケーションの理
解を深める必要があります。R&S®PACE 2 は何千ものアプリケ
ーションを IP フローごとにリアルタイムで識別できます。WAN
最適化ベンダは、ネットワーク上で実行されるアプリケーショ
ンとユーザの行動を正確に認識し、先行投資費用、製品化ま
での時間の遅延、および社内開発に関連するビジネス・リスク
を回避することができます。異なるサーバから数種類のマル
チメディア・コンテンツ（ビデオ、画像、VoIP など）を集約する
複雑なアプリケーションが登場したことで、WAN 最適化ソリュ
ーションはプロトコルおよびアプリケーションの完全な可視性
が要求されます。

12.7 SDN/NFV 環境

電気通信事業者のハードウェアからソフトウェア・ベースの仮
想化ネットワーク環境への移行は、既製の市販ハードウェアに
基づいて一定の速度で進行しています。事業者は、独自仕様
のハードウェアを減らし、ネットワーク費用を削減し、拡張性の
ある IP ベースのネットワークでアプリケーションをより柔軟に
管理できるようにすることに専念しています。SDN / NFV によ
って、R&S®PACE 2 などの IP アプリケーション分類ソフトウェ
アは、多くのネットワーク・アプライアンスに組み込まれたもの
から、標準サーバ上でホストされた共有機能に移行すること
ができます。R&S®PACE 2 には外部依存関係がなく、標準的な
サーバと OS 上で動作します。
また、物理的環境か仮想化環境
かに関わらず、
さらには SDN 構成でも、すべての環境で使用
できます。
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ipoque について
ローデ・シュワルツ・グループ企業の ipoque GmbH は、ネット
ワーク事業者およびインフラストラクチャ・ベンダ向けのネッ
トワーク・トラフィック解析と IP 分類ソリューションで世界をリ
ードしています。ネットワーク効率を最大化し、サブスクライバ
の経験品質を向上し、将来のインテリジェントな通信ネットワ
ークを開発するために、全世界 60 カ国以上で 200 を超える
顧客が ipoque に頼っています。

ローデ・シュワルツについて
ローデ・シュワルツ・グループは、エレクトロニクス分野に特化
し、電子計測、放送・メディア、サイバー・セキュリティ、無線通
信の監視・探知および高品質な通信システムなどで世界をリ
ードしています。80 年以上前に創業、世界 70 カ国以上で販売
と保守・修理を展開している会社です。本社はドイツのミュン
ヘンにあります。
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