




fast.comに関する都市伝説
「fast.comは測定結果を水増しして表示している」



fast.comとは？

✓ fast.comはNETFLIXが提供する速度
測定サービス

✓ダブルクリック一発測定開始で簡単

✓測定方法の技術仕様は主要部公開
（概要欄にリンク）



なぜfast.comは速い数値がでる？

✓IPv4とIPv6のうち、速い方で測定
✓多重化を自動調整し、最も速い多重度で測定
✓東京センタと大阪センタで早い通信を選択

を利用する際と同様の仕様で測定している



NETFLIXはIPv4,IPv6の双方で提供

IPv6
インターネット

IPv4
インターネット

IPv4,IPv6両方で提供
• YouTube
• NETFLIX
• Google

IPv4のみで提供
• Amazon
• Yahoo
• Rakuten
• Twitter
• zoom
• webex

IPv4だけ接続可能な人 IPv4、IPv6双方に接続可能な人 IPv6だけ接続可能な人



speedtest.netはどう？
✓IPv4での計測（私の計測時）
✓計測対地を固定的に選択
✓デフォルトは多重化有



speedtest.netはIPv4で提供

IPv6
インターネット

IPv4
インターネット

IPv4,IPv6両方で提供IPv4で提供

IPv4だけ接続可能な人 IPv4、IPv6双方に接続可能な人 IPv6だけ接続可能な人



混雑時のIPv4は遅いことが

PPPoE
混雑時間帯

minsoku.net測定結果



試しにIPv6の速度を100Mbpsに制限

ONUハブ

WG1200HS4
192.168.1.1

WG2200HP
192.168.1.2

ハブ
WAN

WAN

LAN

LAN

LAN

メインPC

IPv4 PPPoE

IPv4 IPoE(IPv4 o IPv6)

IPv6 IPoE

インターネットへ

GW:192.168.1.2

なんちゃってCat5







詳細な計測はminsoku.netで
✓IPv4とIPv6を個別に計測
✓計測対地は東京センタ
✓多重化あり



何のために測定したいのかが重要
1.家庭内

1.ネットワークドライブ/バックアップ
2.家庭内映像転送(DLNA)

2.インターネット
1.映像ストリーミング（YouTube, NETFLIX, Amazon）
2.大容量ダウンロード（映像、ソフトウェア）
3.リモートデスクトップ
4.オンライン会議
5.オンラインゲーム



目的と整合した測定

1.家庭内 or インターネット
2.国内対地 or 海外対地
3. IPv4 or IPv6
4.通信速度 or 遅延 or ジッタ
5.シングルTCPコネクション

or マルチTCPコネクション



回線測定サイトの特徴と用途
特徴 適している用途

fast.com ✓ IPv4,IPv6の速い方を自動選択、測定
✓ 東京、大阪センタの速い方を自動選
択、測定

✓ 遅延の計測が可能
✓ 最適な多重度を選択、測定

✓ IPv4,IPv6の双方で提供されて
いるサービス（YouTube,
NETFLIX等）の利用時

✓LANケーブル交換前後比較や
電波環境差異の比較

speedtest.
net

✓ IPv4のみでの計測（おそらく）
✓計測対地を選択可能
✓遅延の計測が可能
✓多重の有無を選択可能

✓ IPv4のみ提供サービス利用時
✓海外サーバーへの接続速度測
定

minsoku.
net

✓ IPv4,IPv6の双方で計測し比較可能
✓東京センタ限定
✓遅延、ジッターの計測が可能
✓環境による固定的多重

✓回線契約の最適化分析



家庭内測定ツールの特徴と用途
特徴 適している用途

タスクマ
ネージャ/
エクスプ
ローラ

✓ 実使用環境に近い
✓ 多重化無、WIndows10のCongestion 

window自動最適化有
✓ 各ノードのディスクドライブの読書
きがボトルネックになる可能性

✓ 巨大ファイルバックアップ性
能測定

Crystal
DiskMark

✓ 実使用環境に近い
✓ 多重化無、WIndows10のCongestion 

window自動最適化有
✓ 各ノードのディスクドライブの読書
きがボトルネックになりやすい

✓ネットワークドライブを利用
する際の、パフォーマンス測
定

iperf3 ✓ディスクドライブ読書利用無
✓多重化デフォルト無、Windows10の

Congestion window自動最適化無（回
避策有）

✓高速読書可能なディスクドラ
イブが複数用意できない場合

✓家庭内映像配信
✓多重化有無時の速度比較



WiFi6スループット測定

WG2200HP
192.168.1.2LAN

LAN

HPノートPC (AX200カード)

WX3000HP
APモード

WiFi6
(11ax)

WiFi6
(11ax)

ハブ
NAS ASUS as1002t v2

HDD 2台RAID0構成
1Gbps

1Gbps

1Gbps

メインPC
共有フォルダ

1Gbps

WiFi6スループット





WiFi6 iperf3 測定

WG2200HP
192.168.1.2LAN

LAN

HPノートPC (AX200カード)

WX3000HP
APモード

WiFi6
(11ax)

ハブ
NAS ASUS as1002t v2

HDD 2台RAID0構成
1Gbps

1Gbps

1Gbps

Debian Linux
iperf3 -s

1Gbps

WiFi6スループット Iperf3で測定すると1Gbpsが
出そうな気がするが・・・・



有線LAN iperf3 測定

WG2200HP
192.168.1.2LAN

LAN

HPノートPC (AX200カード)

WX3000HP
APモード

ハブ
NAS ASUS as1002t v2

HDD 2台RAID0構成
1Gbps

1Gbps

1Gbps

Debian Linux
Iperf3 -s

1Gbps

1Gbps



iperf 3.1.3は高遅延では低速計測される



遅延と通信速度
TCP/IPでは受領完了通知を待って次のデータを送信

データを送る

受領完了通知を待つ

受領完了通知を受取る

次のデータを送る

通信
先

通信
元



遅延と通信速度
遅延が大きいとTCP通信の速度に限界がでる

データを送る

受領完了通知を待つ

受領完了通知を受取る

次のデータを送る

通信
先

通信が行われない
空き時間

（アイドル時間）通信
元



遅延と速度
多重化により帯域を使いきることが可能

データを送る

受領完了通知を待つ

受領完了通知を受取る

次のデータを送る

通信
相手

通信が行われない
空き時間

（アイドル時間）通信
元





NW速度測定のまとめ
✓fast.comの値は高度な制御の結果

✓実用途になるべく近しい測定方式を選択

✓IPv4とIPv6は大きな速度差がつくことがあ
るので、どちらで計測しているかに留意

✓異なる測定サイトの結果の比較はしない



アイドル時間をつくらない方法

✓ TCPストリームの多重化
→アプリケーション

✓ TCP congestion windowの自動拡大
→Windows10



cygwin1.dllを入れ替えると

• iperf 3.1.3同梱のcygwin1.dllを最新に入
替えると

• Window10のCongestion Window
Management発動

• WiFiでも帯域を使いきり、高速計測


