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Pulse Secure Virtual Traﬃc Manager
旧名：Brocade

Virtual Traﬃc Manager

更に進化する、業界初の仮想 ADC

クラウド時代に先駆け開発された、仮想アプリケーションデリバリコントローラ（ADC）
仮想環境でアプリケーションの高速化、セキュリティと可用性の向上を実現
Pulse Secure Virtual Traffic Managerは、高性能な仮想アプリケーションデリバリコントローラ(ADC)/L7ロードバランサです。
Webサーバやアプリケーション・サーバの効率性と処理能力を最大限に引き出しながら、高速で高性能なユーザ・エクスペリエンスをもたらします。
パブリック／プライベート・クラウドや仮想環境に親和性が高く、Webサイトや社内アプリケーションの可用性を向上させます。

■特長
インテリジェントな負荷分散

ハイパフォーマンスなSSL処理

さまざまなクラウド/仮想環境に対応

レイヤ4からレイヤ7の情報のみならず、性能を
モニターし高度な分析を行いながらインテリジェ
ントに負荷分散をさせることができます。また、
JavaScriptライクなスクリプト言語Traffic Script
のルール記述により、柔軟なトラフィック制御を
実現します。

独自のアルゴリズムにより、他社仮想製品と比較
し圧倒的なパフォーマンス*を誇ります。負荷の
高いSSL暗号化/復号化の処理をオフロードする
ことにより、サーバをアプリケーション処理に専
念させることができ、Webサイトの高速化を実現
します。*当社調べ

VMware, Citrix XenServer, Hyper-V, KVM
など各種ハイパーバイザに対応。
また、LinuxのゲストOS上に直接インストール
もできます。さまざまなクラウド/仮想環境にお
いて、柔軟にシステムを構成することができます。

■ 主な導入実績

■ 導入メリット

2004年の提供開始以来、Pulse Secure Virtual
Traffic Managerは、仮想アプリケーションデリバリ
コントローラー(ADC)のマーケットリーダー*とし
て、クラウド・仮想環境で多数の実績を誇ります。

災害対策やTCO削減の観点から、Webサイトや企業インフラのクラウド利用や仮想化が増加しています。
それに伴い、クラウド・仮想環境のメリットを享受するソリューションが求められています。仮想製品で
あるPulse Secure Virtual Traffic Managerは、クラウド・仮想環境のメリットを活かし柔軟性、
可用性、パフォーマンスを高めます。

*Dell’Oro 2Q13 Data Center Appliance Report

柔軟な負荷分散ルールの設定

・クラウドサービス/事業者
インターネットイニシアティブ（IIJ)
IDCフロンティア
エクイニクス
KDDI クラウドプラットフォームサービス
GMOインターネット
GMOクラウド
TOKAIコミュニケーションズ
富士通クラウドテクノロジーズ ニフクラ
三菱総研DCS
USiZE
Amazon Web Services
Microsoft Azure

・エンタープライズ

ライセンス切替で帯域拡張
ライセンス切替により最大スル
ープットを拡張可能。ビジネス
の成長に応じて最小限のコスト
で性能増強ができる

アプリケーションサーバ

ラウンドロビン等基本的なルールは勿論、
スクリプト記述により様々な内容で、負荷
分散ルールを設定することができる

WEBサーバ

クラウド/仮想基盤
DBサーバ

Internet

朝日新聞社
カルビー
セイコーエプソン

急激なトラフィック増に対応
(法人格・敬称略)

必要なときにスケールアウト
が可能

SSLオフロード処理
SSL暗号化・復号化の処理を、バックエンド
サーバの代わりに行うことにより、アプリ
ケーションの処理速度の高速化を実現

■ 主要機能
高度な負荷分散

SSL アクセラレーション

セッション・パーシスタンス

各種アルゴリズムと手法を使用して、様々な条件で負荷

SSLの暗号化/復号化処理機能を行うSSLアクセラレ

同じクライアントからの要求を常に1つのサーバに振り

分散を行います。メンテナンス時は、サービスを稼働

ータを搭載することで、SSL通信を高速化し、
バックエン

分け、セッション中のユーザ・データを維持できます。

させたまま、各サーバを停止して容易に作業が行えます。

ドサーバの負荷を低減します。

ECサイトや携帯向けサイトなどで活用いただけます。

L7 ヘルス・モニタリング

クラスタ構成（冗長構成）

スケーラビリティ
ライセンスキーの切替えやCPUのリソース割当により、

バックエンドサーバの稼働状況を、
アプリケーションレベル

クラスタ間で設定を共有し、障害時は正常稼働中のサー

で定期的に確認し、障害時には自動的にフェイルオーバ

バへ仮想IPアドレスを移動することで、サービスを継続

水平方向にも垂直方向にも容易にスケーリングが可能。

しサービスの可用性を保持します。

します。

サービス規模に応じた投資によりTCOを削減します。

×

POP

HTTP

Administrator

1G

5G

20G

HTTP

高度なイベント処理

帯域幅管理

主なイベントの発生に対して、
電子メールやSNMPによる
通知、
カスタム・スクリプトの実行を指定できます。

使用できる接続の合計帯域幅(Kbit/sec)に上限を設けて、

トラフィックスクリプト
TraﬃcScriptは、高度なプログラミング言語です。

帯域幅を制限し、様々なアクセス制限を可能にします。

トラフィック管理ポリシーを高性能かつ高機能に制御

コンテンツ・キャッシュ

コンテンツ圧縮

要求のあった静的コンテンツのコピーをバック・エンド

クライアントに送るコンテンツをバック・エンドのサーバに

サーバの代わりに一時保管し、
レスポンスを高速化します。

負担をかけずに圧縮し、帯域幅を効率利用させます。

します。TraﬃcScriptで書くルールにより、
トラフィック
管理のあらゆる側面を操作でき、
レート・シェイピング、
帯域幅管理、ルーティング、
データ圧縮、
キャッシュなどの
機能を、いつ、
どこに適用するかを選択します。これによ
って、重要ユーザを優先的に処理する一方で、全体のサ

HTTPプロトコル最適化

マルチサイト機能

HTTP/2対応。最も適切なフォーマットでクライアント

サービスを複数のデータセンター・サイトに展開して、

に情報を送信し、
サーバの性能を最大化します。

それぞれには所在地に固有の構成が行えます。

レート・シェーピング

サービス・プロテクション・クラス

クライアント全体や特定グループのクライアントからの、

IPのブラック/ホワイト・リストを使って、
サービスの接続数

して各種のXML間の変換処理をオフロードし、高速化

サービスへの要求数
（毎分、
毎秒）
を制限できます。

を制限します。DoSなどの攻撃を防ぎます。

することができます。

■ システム要件 (version 20.1)

■ 製品ラインナップ

プラットフォーム

Pulse Secure Virtual Traffic Managerは、下記のとおり機能・性能に応じたライセンスで提供しております。
永年ライセンスのほか、年間ライセンス、月額ライセンス（クラウドIaaS事業者限定）もございます。
詳細は、お問い合わせください。

• ゲストOS
- Linux x86_64 : Kernel 2.6.32 - 5.2, glibc 2.12以上
• 仮想ハイパーバイザ
- VMware vSphere 6.0, 6.5, 6.7/ XenServer 7.1, 8.0, 8.1/

Microsoft Hyper-V Server 2016 / Microsoft Hyper-V
(under Windows Server 2016 and 2019) /
QEMU/KVM (RHEL/CentOS 6.x, 7.x; Ubuntu 16.04, 18.04 /
または、上記サーバOS が稼働する仮想ハイパーバイザ

• コンテナ
- Docker: 1.13.0 以上推奨

モデル

機能タイプ

ができるほか、
XSL Transformations (XSLT)を使用

Enterprise Edition

ソフトウェア、または、仮想アプライアンス
50Mbps、400Mbps、1Gbps、3Gbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、80Gbps

SSL TPS

• サービスプラットフォーム
- Amazon EC2 / Microsoft Azure / Google Compute Engine

複雑なXMLデータをXPathによって解析することがで
き、組み込まれたコンテンツに基づくルーティング判断

Advanced Edition

提供形態
スループット

ービス・レベルを最大限に高めることができます。また、

上限なし
コア

アドバンス

(BYOL)

推奨メモリとストレージ
• RAM 2 GB 以上
• HDD 空き容量 40 GB 以上
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クラウド時代に先駆け開発された、仮想アプリケーションデリバリコントローラ（vADC）

Pulse Secure
Virtual Traﬃc Manager

vADC GUIDE BOOK
Use cases of the virtual ADC on the cloud service

クラウドのメリット最大化する、業界初の仮想ADC/L7ロードバランサ

Pulse Secure Virtual Traﬃc Manager
Pulse Secure Virtual Traﬃc Manager（ vTM）は、高性能な仮想アプリケーションデリバリコントローラ(ADC)/L7ロードバランサです。
初期投資なく、
トラフィック流量や機能 要 件に応じたライセンスを月単 位 でご利 用 い ただけるため 、クラウドのメリットを活 かしてコスト
を削 減しながら柔 軟 なシステム運 用を実 現します 。

特徴

高度な負荷分散

高速SSL処理

豊富な実績

レイヤ 4 からレイヤ 7 の 情 報 の み な

他 社 の 仮 想 A D C 製 品に比 べ 、高 い

2004年の提供開始以来 Pulse

らず、性能をモニターし、高度な分析

SSLオフロード性能を誇ります。
サーバ

Secure Virtual Traﬃc Manager

を行いながらインテリジェントに負荷

負荷の高いSSLの暗号化/復号化処理

は、
クラウド・仮想環境のために開発さ

分散をします。さまざまな情報による

を代わりに行うことで、サーバやアプリ

れた、業界初の仮想ADCとしてクラウ

柔軟なトラフィック制御を実現します。

ケーション処理の高速化を実現します。

ド・仮想環境で多数の実績を誇ります。

オープンソース(OSS)のロードバランサとの違い

内容

OSSロードバランサ

Pulse Secure vTM

高度な負荷分散

L4ベース

URLや接続元の端末などL7ベースの情報に基づいた負荷分散

セッション維持

限定的

IPベース、Cookieベース、URLベース
（ID埋め込み）

SSLオフロード

可能

バックエンドサーバの代わりに、高速にSSL暗号化復号化処理を行う

GUIやAPIによる設定

不可

GUIやREST/SOAP APIによる各種設定ができる

Sorryページ表示

不可

ロードバランサ（vTM）自身で自動的に表示させることができる

アクセスコントロール

不可

ルール記述によるきめ細かいアクセスコントロール

イベント通知

不可

サーバのダウン通知やライセンス期限切れを様々な方法で管理者に通知

L7レベルのヘルスチェック

不可

柔軟にカスタマイズ可能なL7レベルで、バックエンドサーバを死活監視

パフォーマンス比較
他社仮想ADC製品との比較
下記のグラフは、各項目においてvTM(4コア)でのパフォーマンス値を基準とした比較を表しています。
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23,730
18,590
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6,130
4,729

1,375
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HTTP 接続数/秒

HTTP リクエスト/秒

HTTP スループット

SSL(RSA)
トランザクション/秒

A社製（8コア）

vTM（8コア） ＊1

A社製（4コア）

vTM（4コア） ＊2

SSL(ECDSA)
トランザクション/秒

4コアでの比較
A社製

Pulse Secure vTM

9,335

11,926

18,590

23,730

308 Mbps

384 Mbps

731

2,002

4,729

6,130

A社製

Pulse Secure vTM

HTTP 接続数/秒

22,700

31,751

HTTP リクエスト/秒

49,574

61,659

966 Mbps

1,074 Mbps

SSL(RSA)＊4 トランザクション/秒

1,375

4,118

SSL(ECDSA)＊5 トランザクション/秒

7,685

12,361

内容
HTTP 接続数/秒
HTTP リクエスト/秒
HTTP スループット ＊3
SSL(RSA)＊4 トランザクション/秒
SSL(ECDSA)＊5 トランザクション/秒

8コアでの比較
内容

HTTP スループット ＊3

Amazon Web Services(AWS)上で、各製品の性能比較において同一のインスタンスタイプを使用
＊1 インスタンスタイプ:c4.2xlarge(8コア、15GBメモリ)を使用
＊2 インスタンスタイプ:c4.xlarge(4コア、7.5GBメモリ)を使用
＊3 コンテンツ:4KBのプレーンテキストを使用
＊4 証明書:RSA 2048bit、暗号スイート:TLS̲ECDHE̲RSA̲WITH̲AES̲128̲GCM̲SHA256
＊5 証明書:P-256、暗号スイート:TLS̲ECDHE̲ECDSA̲WITH̲AES̲128̲GCM̲SHA256
上記は、SCSK株式会社での検証に基づくデータです。製品の性能を保証するものではない旨、予めご了承ください。

利用シーン

1

クライアント情報（ブラウザ、端末など）
による負荷分散

端末がPCの場合

サイトA

サーバA
インターネット

アクセス先のURLや、
クライアントの端末種別（スマートフォンやPC種別）な
どの接続元情報によってサーバを振り分けることができます。1つのサービス

サーバB

用IPアドレスで複数サイトを運営したいときなどに利用できます。

2

Cookieベース、
URLベースでの
Cookieベース、
URLベースでの
セッション維持
セッション維持

特定のユーザーからのWebアクセスを、ある特定のサーバに割り振り続ける
機能。ECサイトのショッピングカートなど、Webアプリケーションのトラン
ザクションの整合性を維持することができます。

3

クライアントaは、常にサーバーAに分散
ECサイト

クライアントa

サーバA
インターネット

ECサイト

サーバB

クライアントbは、常にサーバーAに分散

クライアントb

SSLオフロードでサーバ負荷軽減

SSL証明書

負荷の高いSSL暗号化/復号化の処理を、
vTMがWebサーバの代わりに行う
ことで、
サーバのCPU処理負荷を軽減することができます。
サーバをアプリケー
ション処理に専念させることができ、Webページ表示の高速化を実現します。

4

端末がスマートフォンの場合

サイトA

インターネット

https://xxx.yyy.zzz

http://xxx.yyy.zzz

外部のクラウド・
オーケストレーション
ツールと連携
REST/SOAP API
サーバ

GUIやREST/SOAP APIによる各種設定ができます。REST/SOAP APIの

親和性があります。運用負荷の軽減や柔軟なサービスの構築を可能にします。

サーバ

クライアント

GUIやAPIでの設定による
外部ツールとの連携

設定においてはOpenStackや外部オーケストレーションツールと高い

性能向上

サーバ

管理者

GUIで簡単に設定

サーバ

5

サーバを用意せずに、
サービス停止時にSorryページを表示

Down

Sorry

サーバ
Down

サーバのみならず、サービスやアプリケーションレベルで、負荷分散対象が

インターネット
Sorry

アプリケーション

全 てダウンしている場 合 、別 の サ ーバを用 意することなく、v T M自身で
自動的に「Sorryページ」を表示させることができます。

6

ルール記述による、
きめ細かい
負荷分散設定とアクセスコントロール

Down

Down検知している
ため振り分けしない
Sorry

不正なアクセス
クライアント

サーバ
インターネット

ルール記述を用いたアクセスコントロールがGUIで簡単に設定できます。
L4レベルのACLと違い、IP/TCPヘッダ情報のみならず、ペイロード情報

アプリケーション

サーバ

クライアント

に基づいて通信許可や通信拒否をきめ細かく定義することができます。

サーバ
管理者

7

GUIで簡単に設定

サービス停止やトラフィック閾値等の
イベント発生時にメール通知

ライセンスキー

サーバ

負荷分散対象のサーバやアプリケーションがダウンしたとき、vTMライセン
スやSSL証明書の期限が切れたとき、
トラフィック帯域が上限に達したとき

メール通知

ライセンスキーや
SSL証明書の
有効期限切れ

などに、通知をE-mailなどで受け取ることができます。

8

サーバ

管理者

アプリケーションレベルの
高度なヘルスチェック

TCPベースのプロトコルのみならず、UDPベースのプロトコルにおいても、
サーバの稼働状態を確認できます。また、アプリケーションレベルでヘルス
チェックを行うことができます。

サーバ

サーバ
インターネット
サーバ
Down

アプリケーション
レベルで応答なし

アプリケーション

機能一覧
機能および利用帯域に応じて製品ラインナップを取り揃えております。詳細はお問い合せください。
SSLアクセラレータ(SSLオフロード)
L7ロードバランシング
ルール設定

ルールビルダー
トラフィックスクリプト
ラウンドロビン
重み付けラウンドロビン

負荷分散アルゴリズム

最小接続
最速応答
最適予測
IPベース

基本機能

SSLセッションIDベース
セッション維持

Cookieベース
URLベース
（ID埋込）
ユニバーサル（スクリプト駆動型）

ヘルスモニタリング

パッシブ
（Passive）
アクティブ
（Active）

IPトランスペアレント
（IPアドレス透過）
IPv6 対応
HTTP/2 対応
Sorryページ表示
クラスタリング
コンテンツ圧縮

高速化機能

コンテンツキャッシング
SOAP API サポート
SNMP サポート

管理機能

ユーザインタフェース
コネクション詳細分析
マルチサイトクラスター管理
サービス保護
グローバルロードバランス (GLB)
帯域制御
レイトシェイピング

付加機能

サービスレベルモニタリング
オートスケーリング
ルートヘルスインジェクション
Kerberos認証
アプリケーションファイアウォール
※ライセンス種別やご利用いただくクラウドサービスによっては、非対応の機能があります。
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