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会社概要

§ サーバ・ストレージエリア向け広帯域・低レイテンシーなインターコネクト市場のリーディングプ
ロバイダー  
•  FDR  InfiniBand  (56Gbps)と10/40/56ギガビットEthernetを共通のハードウェアでサポート
•  データアクセス性能の⾼高速化により、アプリケーション性能を⾶飛躍的に向上
•  ノード数の⼤大幅な削減や管理理効率率率の向上によって、データセンター内IT基盤のROIを劇的に改善

§  本社・従業員数
•  ヨークナム（イスラエル）、サニーベール（⽶米国）
•  全世界で約1300⼈人の従業員

§  安定した財務基盤
•  2011年年度度の売上： 　$259.3M  (67.6%  up)
•  2012年年度度の売上： 　$500.8M  (93.2%  up)
•  Cash  +  investments  @  12/31/12  =  $426.3M

Ticker:  
MLNX

*  As  of  January  2013
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Virtual  Protocol  Interconnect
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§  VPI  (Virtual  Protocol  Interconnect)  テクノロジー
•  IB  and  EN  with  single  chip  (ConnectX-‐‑‒3、SwitchX-‐‑‒2)
•  IB  and  EN  port  by  port  (ConnectX-‐‑‒3、SwitchX-‐‑‒2)
•  IB/EN  Bridging(SwitchX-‐‑‒2)

§ ⾼高スループット、低レイテンシー、超低消費電⼒力力  (Ultra  Low  Power)
§  RDMA  (Remote  Direct  Memory  Access)  対応、⾼高速データ転送
§  VXLAN/NVGREオフロード(ConnectX-‐‑‒3Pro)

3.0  x8

17mm

45mm

InfiniBand/Ethernet

InfiniBand/Ethernet

2  x  56Gbps
Ethernet  mode:
1/10/40/56GbE

144組のネットワークSerDesを搭載
36x  40/56GbE
64x  10GbE
48x  10GbE+12x  40/56GbE
Ethernet  mode:
1/10/40/56GbE

•  InfiniBand  or  Ethernet
•  InfiniBand  +  Ethernet
•  InfiniBand  /  Ethernet  Bridging

36x  40GbE:  83W
64x  10GbE:  63W
(100%  load  power)2pt  40GbE  

Typ  power:  7.9W

3.0  x16
2  x  IB  FDR  (56Gbps)

メラノックス社のコアテクノロジー  :  ⾼高性能・⾼高集積ASIC
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q Windows  Server  2012  –  SMB  Direct
Windows  Serverでのファイル共有プロトコルであるSMBをRDMAベースの⾼高速データ転送で実現するネット
ワークアダプタおよびドライバを提供（10/40ギガビットEthernet  (RoCE),  InfiniBand）

§  Hyper-‐‑‒V  over  SMB  Direct
•  Hyper-‐‑‒Vの共有ストレージとして、⾼高速なSMB  Directで接続されたファイル共有を使⽤用し、統合率率率向上、
アプリケーションパフォーマンスの向上

§ Microsoft  SQL  Server  2012  –  Always-‐‑‒ON
•  ⼆二重化したDBサーバ間を低レイテンシーなメラノックスネットワークで接続し、DBライト性能を向上

§ Microsoft  SQL  2012  Parallel  Data  Warehouse  V2
•  ⾼高速なSMB  Directを活⽤用した⾼高速データベースアプライアンス

§  Hyper-‐‑‒VベースのVDIソリューション
•  I/Oが集中するVDI向けストレージとして、⾼高速なSMB  Directベースのファイル共有を活⽤用

q NVGREオフロード
マイクロソフト社の推進するオーバーレイネットワークにおけるパケット処理理をネットワークアダプタでハード
ウェアオフロード処理理

マイクロソフト社ソリューションにおけるメラノックスの技術
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§ Remote  Direct  Memory  Access
•  ゼロコピー、CPUバイパスを実現するデータ転送技術
•  標準的なインターコネクトプロトコルとしてサポート
•  リモートアプリケーションのバッファ間でダイレクトにデータ転送
•  ⾮非常に低いレイテンシでのデータ転送が可能

§ RDMAプロトコル
•  InfiniBand  –  最⼤大  56Gb/s
•  RDMA-‐‑‒over-‐‑‒Converged-‐‑‒Ethernet  (RoCE)  –  最⼤大  40Gb/s

RDMA技術の特⻑⾧長
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RDMA	  over	  
InfiniBand	  or	  
Ethernet	  
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How  RDMA  Works
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RDMAデータ転送で低レイテンシなDB⼆二重化書き込みを実現

Microsoft  SQL  Server  2012  AlwaysON
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§ NVGRE
•  MAC  over  GRE

•  24  bit  tenant  id

MAC GRE MAC IP (v4/v6) …. 

NVGRE
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1GbE

4G  FC

IB  QDR

4G  SASx4

10GbE

16G  FC

6G  SASx4

40GbE

IB  FDR

IB  FDR  x  2

PCIe  Gen2  x8 PCIe  Gen3  x8 PCIe  Gen3  x16Intel  QPI
4.8GT/s

Intel  QPI
5.86GT/s

Intel  QPI
6.4GT/s

Intel  QPI
7.2GT/s

Intel  QPI
8.0GT/s

DDR2-‐‑‒1066

DDR3-‐‑‒1333 DDR3-‐‑‒1600

GB/sec.
1GB/sec=1,000,000,000  Byte/sec

ストレージ：
-‐‑‒  PCIe  SSD  ~∼3GB/s
-‐‑‒  SAS  SSD  ~∼900MB/s

参考資料料：http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2013/02/04/hyper-‐‑‒v-‐‑‒over-‐‑‒smb-‐‑‒performance-‐‑‒considerations.aspx

データスループットに関する現在のステータス
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NVGRE with ConnectX-3 Pro Offloads NVGRE Without Offloads 

Throughput  (Gb/s)

Higher  
Is  Better

65%

Higher    Throughput    for  Less    CPU    Overhead
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NVGRE with ConnectX-3 Pro Offloads NVGRE Without Offloads 

CPU  Overhead    (CPU  Cycles  per  Byte)

Lower
Is  Better

80%

NVGRE  Initial  Performance  Results  (ConnectX-‐‑‒3  Pro,  10GbE)
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§ SSDキャッシング技術との組み合わせで、仮想デスクトップ環境を⾼高速化

Hyper-‐‑‒VベースのVDIソリューション
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Thank  You


