
Performance Explorerは、Blue Planet Route Optimization and 
Assurance（ROA）製品ファミリーにおける強力なモジュールです。 運用チ
ームとエンジニア・チームは、Route Explorer®とTraffic Explorer®を組み合
わせて使用することで、統合されたパス認識型のネットワーク・サービス
保証ソリューションを介して、ルーティング、トラフィック・フロー、レイテンシ
ー、パフォーマンスをネットワーク全体でリアルタイムに可視化できます。
トラフィック・パスと機器の両方のパフォーマンスがネットワーク全体で可視化されるた
め、サービス事業者、企業、官公庁、教育機関のスタッフは、前例のないレベルの正確さと
迅速さで、組織のネットワークを最適化することができます。 エンジニアとオペレーター
は、統合された単一のシステムで初めて、ルーティング、トラフィック、パフォーマンス分析
を確認できるようになりました。それにより、ITの効率性と生産性を最大限に高めて、最高
品質のネットワーク・アプリケーションとサービスの維持に不可欠となる設備投資支出と
運用コストを削減することができます。

パス認識型のパフォーマンス分析の必要性
ネットワーク・スタッフは、最適化されたレイテンシー・レベルで、高いレベルのサービス
可用性とパフォーマンスを実現する任務を課せられています。 しかしながら、従来のネ
ットワーク・モニタリング・ツールを用いてそれを行うと、時間がかかり、エラーが発生し
やすい、困難な作業になります。従来のツールには、ネットワーク全体のルーティング・
イベントやトラフィック・パスに対するリアルタイムの可視性が欠如しており、パスの変更
によるネットワーク・パフォーマンスへの影響を測定できないからです。 CienaのRoute 
Optimization and Assuranceソリューションは、ネットワーク・パフォーマンスとルーティン
グ分析を独自の方法で関連付け、パフォーマンスの低下を招く問題原因をリアルタイムで
可視化します。 ネットワーク・プロフェッショナルは、次のような方法でネットワークの問題
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•  予防的にWANインフラストラクチ
ャーの正常性をモニタリングし、
サービス・デリバリーへの脅威を
早い段階で検知することでSLA
を向上

•  ベースラインからのパフォーマン
ス偏差を確認して、ネットワーク
の問題をすばやく特定

•  レイテンシー、ジッター、パケット
ロスのメトリックを使って、ネット
ワーク全体の全リンクの問題を速
やかに特定して分離

•  ルーティング・パスの変更がパフ
ォーマンスに与えるかもしれない
影響を表示して、より賢明なエン
ジニアリングの意思決定を実現

•  ドリルダウン・ワークフローを使用
して、ネットワーク・トポロジー・マ
ップ上のホットスポットから、ルー
ティングとパフォーマンスの詳細
にドリルダウンして、トラブル・チ
ケットをより迅速に優先順位付け

•  ホップバイホップでパフォーマン
スを表示して、サービス・パスの
変化を時系列で確認

•  インターフェイス、CPU、メモリ
ー、サービス・パフォーマンス・テ
ストなど、ポーリング対象のエレ
メントのインベントリーを見やす
く表示

図1. Performance ExplorerはBlue Planet Route Optimization and Assurance（ROA）製品ファミリー
のメンバーであり、 Route Explorerの基本ライセンスが必要。
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をより迅速にトラブルシューティングして解決することで、ネットワ
ーク・サービスの可用性と品質を高めて、ネットワーク運用とエン
ジニアリングのスタッフの生産性を向上させることができます。

•  SNMPベースのパフォーマンス・データ（例：可用性、CPU、メモリ
ー、レイテンシー、パケットロス、ジッター）を 管理対象のすべて
のネットワーク機器から収集する。

•  Route Explorerのリアルタイム・ルーティング・データを用いて、
パフォーマンスの変化をルーティング・イベントによるパスの変
更と関連付ける。

•  Route Explorerからのルーティング・データとTraffic Explorerから
のトラフィック・データをパフォーマンス・データと組み合わせて、
ネットワーク変更のモデル化を実現する。

•  Cisco IP SLA、Juniper RPM、Alcatel SAA、Huawei NQAなどの主
要なすべての機器ベンダー製品のパフォーマンスとレイテンシ
ーのメトリックを取得し、ベースラインからの偏差を計算する。

予防的なSLA管理をサポートするパフォーマンス・ダッシュ
ボード
ネットワーク問題の多くは、予防的なネットワーク・モニタリング
によって回避できます。 ネットワーク・パフォーマンスのベースラ
インを設定し、偏差が生じたときにアラート通知を受け取ること
で、深刻になる前に問題を特定できます。 Performance Explorer
の概要ダッシュボードは、パフォーマンス偏差やエラーをハイラ

イト表示し、ネットワークの概要を、主要なインフラストラクチャ
ーやサービス・デリバリーのメトリックとともに、ひと目でわかるよ
うに表示します。 幾何平均を使用して最新のデータに重みを付
けると、時間帯や曜日ごとに、CPUやメモリーの使用率、エラー、
ジッター、レイテンシーといったパフォーマンス・メトリックのベ
ースラインが設定されます。 25%を超える偏差にはダッシュボー
ド内でフラグが立てられるので、ネットワーク・スタッフは、ネット
ワークの潜在的な問題を特定および分析し、多くの場合にクライ
アントとエンドユーザーが認識する前に問題を解決することがで
きます。

概要ダッシュボードには、ルーター内のすべてのCPUや、メモリ
ー、インターフェイス、サービス・パフォーマンス・テスト（主要なす
べてのネットワーク機器製品が対象）など、監視対象のエレメント
の包括的なインベントリーも表示されます。 パフォーマンス・ダッ
シュボードは、過去の任意の期間のデータを表示するように設定
できるので、過去の時点のネットワーク・パフォーマンスの全体像
を把握できると同時に、新たな問題をすばやく分離することがで
きます。 多くの場合、早い段階で異常を検知すれば、ネットワーク
の問題をより速く回避または解決できます。 また、エンジニアは
パフォーマンス・ダッシュボードを使用して、傾向の把握、ネットワ
ークの変更と拡張の計画、定期メンテナンス時に実施された変更
の確認を行うこともできます。 運用スタッフとエンジニアリング・
スタッフは、ダッシュボードのエレメントをクリックして機器のネッ
トワーク・ホットスポットやリンク・レベル分析にドリルインして、
問題原因を判別できます。

図2. Performance ExplorerはRoute ExplorerにSNMPメトリックを追加して、パス認識型のパフォーマンス分析を実現。
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より迅速なトラブルシューティングと問題解決
Performance Explorerは、ルーティング・イベントやトラフィック・
フローのコンテキストに基づいて、過去のパフォーマンス・メトリ
ックを表示します。 これにより、ネットワーク・スタッフは、ネットワ
ーク全体で変化の激しいルーティング・イベントやトラフィック・フ
ローを可視化できない従来のネットワーク監視ツールでは見つ
けにくい、サービス・デリバリーの断続的な問題をトラブルシュー
ティングできます。 運用スタッフは、直感的なドリルイン・ワーク

フローを採用したパフォーマンス・ダッシュボードを使用して、サ
ービス・デリバリー問題の優先順位付けをより効率的に行うこと
ができます。  ダッシュボードに表示されたイベントから、問題とな
っている特定のリンクや機器にすばやくドリルダウンして、ルーテ
ィング・イベントとパフォーマンスの両方のメトリックをコンテキ
ストに基づいて確認できます。 CPUやインターフェイス入出力の
使用率といった機器メトリックの関連付けにより、パフォーマンス
の問題をより容易に明らかにすることができます。

概要ダッシュボード・レポート

•  偏差

•  インターフェイス入出力の使用率

•  CPU使用率

•  レイテンシー

•  インベントリー

•  機器の入出力エラー

•  メモリー使用率

•  ジッター

パフォーマンス・イベント・ 
グラフの例

•  上位のインターフェイス入出力

•  上位の入出力エラー

•  上位のCPU

•  上位のメモリー

•  上位のジッター

•  上位のレイテンシー偏差

ドリルダウン・レポートの例

•  パス・パフォーマンスの概要

•  サービス・レイテンシー、ホップバ
イホップ

•  機器の使用率

•  機器のイベントと可用性

•  インターフェイス使用率

•  インターフェイス・イベントと可
用性

図3. 特定のサービス・パスのPerformance Explorerミニマップに、コンテキスト分析とホップバイホ
ップ・パフォーマンス・メトリックを表示。 パスの動作を巻き戻して再生し、サービス・デリバリーの断

続的な問題のトラブルシューティングを実施します。

図4. ベースラインからの偏差をハイライトし、ネットワーク全体のパフォーマンスをひと目でわか
るように表示するPerformance Explorerの概要ダッシュボード。 詳細な分析ページにドリルインし

て、ネットワークのホットスポットを診断します。
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Adaptive Network 
Adaptive Networkは、ネットワーク事業者の新たな目標の最終的な
あり方を示すCienaのビジョンです。 Adaptive Networkは、分析/イ
ンテント・ベースのポリシー主導の自動化を活用して、ネットワーク
への負荷と需要を常時評価することにより、迅速なスケーリング、自
己設定、自己最適化を実現します。 Adaptive Networkは、次の3つの
基本的なエレメントを基盤とします： プログラマブルなインフラス
トラクチャー、分析とインテリジェンス、ソフトウェア制御と自動化。 
Performance Explorerを含む、Blue Planet Route Optimization and 
Assurance製品は、ソフトウェア制御と自動化において重要な役割
を果たします。

ネットワーク・スタッフは、特定のサービス・パフォーマンス・テス
トのパスを表示して、コンテキスト分析の結果を確認できます。 
ミニマップにはパスの機器とリンクのみが表示され、ホップバイ
ホップでレイテンシーが示されるので、ホットスポットを簡単に検
出できます。 機器とリンクのパフォーマンス・メトリックに加え、テ
ストで使用されたクラス・オブ・サービスの値が同じビューに表示
されるため、詳細情報にドリルインしてトラブルシューティングを
加速できます。 また、ミニマップ上の「ネットワークDVR」機能によ
り、パスの動作とパフォーマンスを巻き戻して再生することで時
間の経過に伴う変化を表示できます。

潜在的な問題をリアルタイムに警告するアラート
Performance Explorerは、広範囲にわたるイベントや問題エリア
を提示し、潜在的な障害を早期に通知します。 アラート通知は、さ
まざまな方法で活用できます。たとえば、コンソールで表示、Eメ
ールで送信、SNMPトラップとしてネットワーク管理システムへ送
信、Syslogに記録して問題のレポート作成と管理を統合すること
などが可能です。

• インターフェイス 

•  レイテンシー（Cisco、Juniper、Nokia、Huawei） 

• ルーター（CPU、メモリー）

• SLA

Performance Explorerのリアルタイム・アラート、運用ダッシュボ
ード、高度な分析、ガイド付きの直感的なワークフローにより、ネ
ットワーク・スタッフは、問題に優先順位を付けて効率的にトラブ
ルシューティングを実施し、MTTRの短縮とサービス・デリバリー
の向上を達成できます。

ネットワークの変更によるリスクの軽減 
ネットワークの中断は、多くの場合に設定ミスが原因で起こりま
す。 ネットワーク・エンジニアによる日常的なルーティングの変更
には、従来はデメリットがありました。その理由は、分散ルーティン
グの変化を把握するための可視性と、変化し続けるルーティング
の状態を速やかに収集して解釈するための自動化の両方が不足
していたからです。 こうした機能がなければ、ネットワークの変更
を計画して実行するときに、往々にしてコストの増大や解決に時
間のかかるエラーにつながる可能性のある、不正確な情報に基
づく作業が行われます。

ネットワーク・エンジニアは、Performance ExplorerとRoute 
Explorerを同時に利用することで、「実行状態」のネットワーク上
の動的なリアルタイム・パフォーマンス・モニタリング・データを
使用して、実装する前に、ネットワークの変更をより確実かつ正確
にモデル化できます。 これにより、メンテナンス・ウィンドウ後に
発生する、単純な設定ミスや予期せぬネットワークの動作による
サービス中断リスクを大幅に軽減し、SLA違反の削減やより高い
顧客満足度につなげることができます。

ネットワークの耐障害性とサービス・デリバリーの最適化
Performance Explorerは、過度のレイテンシーやジッター、特定
のパスやリンクでのパケットロスに起因するパフォーマンス・ホッ
トスポットを特定して分離する目的に使用できるため、ネットワー
クの耐障害性や全体的なサービス・デリバリーの最適化に役立ち
ます。 到達可能性や冗長性が失われると、アラートが送信される
ので、ネットワーク運用スタッフはサービスに影響を与えるイベ
ントを特定して関連付けて、顧客への影響をより適切に把握でき
ます。 ネットワーク・ルーティング、トラフィック、パフォーマンスを
常に正確に総合的に分析できるため、ネットワークの耐障害性や
全体的なサービス・デリバリー・レベルの向上だけでなく、問題が
発生したときに問題に関係のないネットワーク部分を適切に分
離できます。

図5. コア・ルーターを用いたネットワークで、ICMP ECHOを使用してホッ
プバイホップのレイテンシーを測定する例。リージョナルPoPのフルメッ
シュ・シャドー・ルーター接続ごとにエンドツーエンドのジッター/レイテン

シーのメトリックを指定。
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