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エグゼクティブ・サマリー
SD-WANが提供する主な利点は、低コストのブロード
バンドサービスを積極的に活用できることです。し
かし、ビジネスグレードのブロードバンド接続でさえ、
輻輳が発生した場合にパケットロスのためにパフォー
マンスが低下することがよくあります。

Silver Peakは、Unity EdgeConnect SD-WANソリュー
ションを使用してアプリケーションパフォーマンステ
スト（耐久テスト）を実施し、マルチリンクトンネル
ボンディングとパスコンディショニング技術を使用し
て設定したビジネスインテントオーバーレイが、コン

シューマグレードのブロードバンドサービスでも、ま
た深刻なブラウンアウト障害時でも、優れたアプリケー
ションパフォーマンスを提供できることを実証しまし
た。テスト結果は、マルチリンクトンネルボンディン
グと 1秒未満のフェイルオーバーによる動的パス制御
では、トンネルを構成する 1つまたは複数のリンクが
アクティブのままである限り、停止中もアプリケーショ
ンの可用性が継続できることを示しています。

耐久テストでは、2つのWANサービスを使用してボン
ディングトンネルが作成されました。様々な量のパケッ
トロスを再現し、リンク障害も再現されました。パス /
フェイル・パケットロス基準が非常に厳しい Skype for 

重大な悪影響を受けた条件や障害時でも、コンシューマブ
ロードバンドを中断することなくビジネスの重要なアプリ
ケーションを実行します。

シルバーピークア
プリケーションパ
フォーマンス耐久
テスト

SD-WANが提供する主な利点は、低コストのブロードバンドサービスを積極的に活用でき
ることです。しかし、ビジネスグレードのブロードバンド接続でさえ、輻輳が発生した場
合にパケット損失のためにパフォーマンスが低下することがよくあります。

01Silver Peak|ホワイトペーパー



Businessリアルタイムユニファイドコミュニケーション
（UC）アプリケーションのMicrosoftからのパケットロス
の推奨値よりも 10倍以上厳しいアプリケーションオー
バーレイの 0.01%が定義されました。1つまたは両方の
リンクでパケットロスが 1％～ 30％のさまざまなテスト
ケースが実行されました。リンク障害は、ケーブルを抜
くことによってシミュレートされました。リアルタイム
ビデオもテスト中に送信されました。

すべてのテストケースで、Silver Peakトンネルボンディ
ングとパスコンディショニングにより、アプリケーショ
ンオーバーレイでのパケットロスが 100倍以上に向上し、
WANサービスの障害中でもリアルタイムビデオアプリ
ケーションでは完全なパフォーマンスが維持されまし
た。リンク障害のテストケースでは、ビデオアプリケー
ションは中断や乱れトなしで継続しました。

障害中でも積極的にブロードバン
ドを使用
SD-WANの多くの利点の1つは、低コストのコンシュー
マグレードのブロードバンドを含む複数のWAN転送
サービスを積極的に使用し、同じアプリケーション
セッションであっても同時に使用できることです。競
争の激しい SD-WANの実装は、利用可能な最高品質
のパスを選択し、そのパスの下にすべてのトラフィッ
クを送信することに限定されます。一部のソリュー
ションでは、優先度の高い 1つのアプリケーション
から、レイテンシ、損失、およびジッタの測定値に
基づいて、品質の低いパスから品質の低いパスにトラ
フィックを送信します。 Silver Peakは、10年以上の
経験によりお客様がより良いWANを構築できるよう
支援しており、状況が悪化した場合にインターネット
上で再ルーティングを行わない機能を開発しています。

Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WANソリューショ
ンは、1つのアプリケーションセッションであっても、
2つ以上のWANトランスポートサービスにトラフィッ
クを同時にロードバランシングするように設定できま
す。この機能は、マルチリンクトンネルボンディング
と呼ばれています。いくつかの他社 SD-WANソリュー
ションでは、フロー単位で複数のトランスポートリン
クを使用しますが、Silver Peakは、効率、品質、パフォー
マンスを最大限に高めるためにパケットごとに複数の
リンクにトラフィックを送信することにより、高い粒
度を提供しています。パケットごとの負荷分散のもう
1つの利点は、固有の高速フェールオーバーメカニズ
ムです。トランスポートサービスの 1つが停止した場
合、EdgeConnectのダイナミックパスコントロール

機能は、ボンディングされたトンネルの残りのリンク
へのアプリケーショントラフィックを 1秒以内に制御
し、アプリケーションに中断を生じさせません。重要
な音声およびビデオアプリケーション（およびこのド
キュメントで説明されている耐久テストで使用される
ポリシー）で推奨されている高可用性リンクボンディ
ングポリシーの場合、データおよびエラー修正パケッ
トは異なるリンクを横断し、アプリケーション層で瞬
時にフェイルオーバーします。

SD-WANのもう一つの重要な点は、ブロードバンド
インターネットサービスを企業のWANトランスポー
トミックスに組み込むことです。重要な課題の 1つは、
ブロードバンドサービスに内在するパケットロス、特
に過度の使用期間中の輻輳またはブラウンアウト障
害が起きやすい低コストの消費者向けブロードバンの
問題ドを克服することです。SilverPeakパスコンディ
ショニング技術は、停止状態やブラウンアウト障害中
でもアプリケーションのパフォーマンスと可用性が最
悪になる再送信を必要とせずに、紛失パケットおよび
順序外パケットを修正します。

リアルタイムアプリケーションの
厳しい要件
事業活動の継続にとって重要なリアルタイムアプリ
ケーションは、SD-WANの最も厳しいテストケースで
す。ユニファイドコミュニケーション（UC）などの
リアルタイムアプリケーションでは、パケットロスや
順序どおりに受信されなかったパケットのために、ブ
ロードバンドサービスを実行するとパフォーマンス
が低下する可能性があります。失われたパケットが
1つでも、テレビ会議で認識可能な音声コールドロッ
プアウトまたはグリッチが発生する可能性があります。
複数のパケットが破棄されると、アプリケーション
が停止する可能性があり、セッションの生産性が低下
し、非常に厄介な再初期化が必要になります。

より一般的な UCアプリケーションである Skype for 
Businessの場合、マイクロソフトは、特定の非常に
厳しいネットワークの QoS（Quality of Service）パラ
メータを指定しています。パラメータには、0.1％未
満のパケットロスや 0.01％未満の順序外のパケット
レートが含まれます。これらのパケットロスおよびア
ウトオブオーダー率は、MPLSサービスでも維持する
ことは困難であり、輻輳時は、高度なパスコンディショ
ニング技術を使用しない限り、コンシューマーグレー
ドのブロードバンドで対応は不可能です。
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ネットワークエッジから Micro-
softネットワークエッジへのネッ
トワークパフォーマンス要件
以下は、ネットワークエッジとMicrosoftネットワー
クエッジとの間の接続に必要なネットワークパフォー
マンスターゲットまたはしきい値を示しています。ネッ
トワークのセグメントは、顧客の内部ネットワークま
たはWANを除外し、インターネット経由で送信され
るネットワークトラフィックをテストする際の指針と
して、またはパフォーマンスサービスレベル契約（SLA）
の交渉に使用できる ExpressRouteパートナーネット
ワーク）をお使いの ExpressRouteプロバイダに送信
します。

注意：会社のネットワークエッジとMICROSOFTネットワー
クとの接続は、ネットワークのパフォーマンス要件としき
い値に準拠している必要があります。

メトリック ターゲット

レイテンシ（片道） 30ms未満

レイテンシ（RTT） 60ms未満

バーストパケットロス 200ms間隔で 1%未満

パケットロス 15秒間隔で 0.1%未満

パケット到着間ジッタ 15秒間隔中、15ms未満

パケットのリオーダー
順序外パケット　0.01%
未満

Silver-Peak EdgeConnectは、WANサービスでパケッ
トロス、大幅な遅延、ジッタやその他のブラウンアウ
ト障害状態が発生した場合でも、アプリケーションの
パフォーマンスを最大にするいくつかのテクノロジー
を使用しています。これらの機能を組み合わせること
で、コンシューマグレードのブロードバンドサービス
でも専用線と同等のパフォーマンスが実現しできます。

> マルチリンクボンディングトンネル
> ビジネスインテントオーバーレイ

> １秒以内のフェールオーバーによるダイナミック
パスコントロール

> フォワードエラー訂正（FEC）

> パケット順序補正（POC）

SilverPeakは、2つ以上の WANトランスポートサー
ビスをプライマリボンディングトンネルとして組み合
わせ、パスコンディショニングを採用することで、オー
バーレイでの実効パケットロスを大幅に削減し、コン
シューマグレードのブロードバンドサービスでもビジ
ネスクラスの UCアプリケーションのパフォーマンス
を実現します。

現実の耐久テスト
転送中の停止やブラウンアウト障害時でも最適な性
能でアプリケーションが動作するよう、Silver Peakは、
マルチリンクボンディングトンネルとパスコンディ
ショニングおよびダイナミックパスコントロールを組
み合わせて有効性を測定する「耐久テスト」と名づけ
たストレステストをを実施しました。テストのために、
仮想WANオーバーレイ、またはビジネスインテント
オーバーレイは、リアルタイムアプリケーションに適
した QoSパラメータで定義されました。異なる実際
のWAN転送条件をシミュレートするために、さまざ
まな量のパケットロスで複数のテストシナリオを実行
しました。例えば、輻輳は、一方向の非常に高いパケッ
トロスを再現することにより、シミュレートされました。 

Unity Orchestratorのライブビュー機能は、FECと
POCが適用された後、潜在的な転送中のリアルタイ
ムのパケットロスとビジネスインテントオーバーレイ
のパケットロス、すなわちアプリケーションが体験し
た効果的なパケットロスを監視するために利用されま
した。さらに、リアルタイムビデオストリームがオー
バーレイを介して送信され、技術の定性的尺度が提供
されました。リアルタイムビデオは、あらかじめ記録
された正常に動作する圧縮ビデオファイルを送信する
よりも厳しいテストケースを提供しています。

テストの方法論
高性能と可用性が要求されるビデオトラフィックを伝
送するための適切なポリシーを使用して、2つのサイト
間で EdgeConnectビジネスインテントオーバーレイを
構成しました。オーバーレイは、2つの異なるWAN転
送サービスであるMPLSとインターネットで構成され
たボンディングトンネルを利用しました。ボンディン
グされたトンネルを作成する場合、ボンディングポリ

表 1、出典：Skype for Business Onlineのメディア品質とネットワーク接
続性能、https://support.office.com/en-us/article/Media-Quality-and-Net-
work-Connectivity-Performance-in-Skype-for -Business-Online-5fe3e01b-
34cf-44e0-b897-b0b2a83f0917？ ui = en-US＆ rs = en-US＆ ad = US、
2016年 11月 
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シーが指定されます。リアルタイムのボイス＆ビデオア
プリケーションに必要なノンストップアプリケーション
のパフォーマンスのために、ハイアベイラビリティリン
クボンディングポリシーモードが選択されました。ハイ
アベイラビリティボンディングポリシーは、あるリンク
を介してデータパケットを送信し、他のリンクを介して
FECパケットを送信します。Packet Order Correction
は自動的に有効にされ、2つのトランスポート・サービ
ス間の遅延変動を考慮します。いずれかのリンクで複
数のパケットが失われても、Silver Peak FECアルゴリ
ズムは再送信を必要とせずにそれらを再構築すること
ができ、それによってアプリケーシパフォーマンスョ
ンの劣化または中断を回避します。

Silver Peakは、2つのトランスポートサービス間で
対称的および非対称的に 0％～ 100％のさまざまなパ
ケット損失シナリオを実行しました。テストケースお
よび結果の概要については、以下の表 2を参照の下さい。

Silver Peak FECおよび POCパスコンディショニングに
よってもたらされた改善を定量化するために、オーバー
レイでのアプリケーションレベルのパケットロスをエ
ラー修正後に測定し、基礎となるトランスポートでの
平均パケットロスで割りました。下記の図 1を参照の
下さい。定義された「合格」基準は、Skype for Busi-
nessアプリケーションでMicrosoftが推奨するパケッ
ト損失の 10倍以上のパケットロス 0.01％未満です。

テスト MPLS（W> E） MPLS（E> W）
インターネット
（W> E）

インターネット 
（E> W）

パケットロス　0.01%
未満

テスト 1 0% ロス 0% ロス 0% ロス 0% ロス パス

テスト 2 0% ロス 0% ロス 10％ロス 0% ロス パス

テスト 3 0% ロス 0% ロス 10％ロス 10％ロス パス

テスト 4 10％ロス 0% ロス 0% ロス 0% ロス パス

テスト 5 10％ロス 10％ロス 0% ロス 0% ロス パス

テスト 6 2％ロス 2％ロス 2％ロス 10％ロス パス

テスト 7 1%ロス 1%ロス 1%ロス 5%ロス パス

テスト 8 5%ロス 5%ロス 5%ロス 5%ロス パス

テスト 9 0.25%ロス 0.25%ロス 30%ロス 30%ロス パス

図 1：テストケース 7：Silver Peakストレステストの例は、MPLS +ブロードバンドを利用するように構成されたボンディングトンネルを示しています。ブロー
ドバンド向けの東西方向への 5％のパケットロスを除いて、各方向に 1％のパケットロス率が各サービスに注入されました。FECと POCを適用すると、アプリ
ケーションのオーバーレイパケットロスは 0.0052％に減少し、平均トランスポートパケットロス 2％を 384倍上回り、Skype for Businessアプリケーション用
にMicrosoftが指定した 0.1％のパケットロスレベルをはるかに下回りました。

表 2：パケットロステストケースのシナリオ

テスト MPLS（W> E） MPLS（E> W）
インターネット
（W> E）

インターネット 
（E> W）

パケットロス　0.01%
未満

テスト 10 0.25%ロス 0.25%ロス 100%ロス 100%ロス パス
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3つのテストケースの結果の説明
テストケース 8は、両方の転送サービスで、実際に
は極端なシナリオで、パケットロスが深刻な場合の
EdgeConnectのパフォーマンスを示しています。こ
のテストケースでは、5%のパケットロスがMPLSお
よびインターネット転送に両方向で再現されました。
Silver Peakトンネルボンディングとパスコンディショ
ニングの組み合わせにより、オーバーレイでのアプリ
ケーションパケットロスが 0.01%未満に抑えられま
した。これは、両方のアンダーレイトランスポートサー
ビスのパケットロスの 500倍以上の改善です。

上の図 2 は、テストケース 9 と 10 の結果のスク
リーンショットを示しています。テストケース 9は、
MPLS転送にわずかなロスが発生し、インターネッ
ト接続では 30% のロス失が発生し、ブロードバンド
接続の輻輳が非常に高いことがシミュレートされて
います。ここでもまた、トンネルボンディングとパ
スコンディショニングにより、アプリケーションに
影響を与えるパケットロスは 0.01%未満となり、ビ
デオストリームの認識可能な中断は発生しませんで
した。

図 2に示すライブビュー画面のさまざまなトレース
は、アプリケーションオーバーレイ（ビジネスイン
テントオーバーレイ）の帯域幅とロス、および 2つ
のアンダーレイトランスポートサービスの帯域幅と
ロスを表示します。ライブビューでは、レイテンシ
とジッに関しても類似したトレースを表示すること
もできます。このシナリオでは、インターネット接
続の高損失は、ブラウンアウト状態では常  に事前に
プログラムされたしきい値を超え、アンダーレイト
レース上のオレンジ色の領域として表示されていま
す。インターネット接続では、時折、赤い部分で示
される障害状態が発生します。

テストケース 10は、図 2のインターネットリンクの持続
的な赤い下線で示されているように、画面キャプチャによ
る方法の約 4分の 3で発生するインターネット接続の完
全な障害、つまり100%のパケットロスをシミュレートし
ています。両方のテストケースでは、パスコンディショニ
ングと組み合わせたトンネルボンディングと１秒以下の
フェールオーバー機能は、ビジネスインテントオーバーレ
イのパケットロスを 0.01％未満に抑え、ライブビデオスト
リーミングアプリケーションは正常であることを示すな緑
色のオーバーレイトレースによって表示されています。

図 2：テストケース 9と 10のライブビューとストリーミングビデオのスクリーンショット テストケース 10は、インターネット接続の完全な障害をシミュレー
トしており、図に示すライブビューのスクリーンショットの約 3/4の間ずっと発生しています。アプリケーションは途切れることなく継続しています。
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Unity EdgeConnect SD-WAN ソ
リューション

 > 高い輻輳状態中でも高いアプリケーションの可用
性を実現

 > ビジネスに重要な アプリケーションでも低コスト、
コンシューマーグレードのブロードバンドを効果
的に活用

 > アプリケーションの中断を削減または回避してエ
ンドユーザーの生産性を向上

WANコストを削減しながら従業
員の生産性とビジネス継続性を 
向上
高性能な Silver Peak EdgeConnect SD-WANソリュー
ションは、マルチリンクトンネルボンディング、ダイ
ナミックパスコントロール、高度な FECおよび POC
を使用して、パケットロスを 2ケタ以上 改善。アプリ
ケーションオーバーレイの大幅は品質向上より、各

部門では、輻輳や障害の期間中であっても、ロスセン
シティブな UCアプリケーションを含めた高性能ビジ
ネスアプリケーションを、コンシューマーグレードの
ブロードバンドサービス上で確実に実行することがで
きます。また、マルチリンクトンネルボンディングは、
転送中に障害が発生した場合、迅速な フェールオー
バー機能を提供し、アプリケーションの 可用性を大幅
に改善します。

Silver Peakを使用した場合、パフォーマンスが低下し
てもインターネット上にリルーティングが行われませ
ん。EdgeConnectは、最も重要なビジネスアプリケー
ションであっても、分散型企業が自信を持ってコン
シューマーグレードのブロードバンドインターネット
を使用できます。

© Silver Peak Systems, Inc. All rights reserved（不許複製・禁無断転載）。その他のブランド、製品、またはサービス名、また商標やサービスマークは全て、
各所有者の製品、またはサービスを特定するために使用されています。WP 03/22/17

 
会社所在地

Silver Peak Systems, Inc.（シ
ルバーピークシステムズ・イン
コーポレーテッド）
2860 De La Cruz Blvd.
Santa Clara, CA 95050

オンライン

電子メール：info@silver-peak.com
ウェブサイト：www.silver-peak.com

電話とファックス

電話：+1 888 598 7325
ローカル：+1 408 935 1800

06 Silver Peak|ホワイトペーパー


