
Abans、A10のADCソリューションでVDIインフラストラクチャーの
アップタイムとパフォーマンスを最大化
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導 入 事 例

1981 年に設立された Abans PLC は Abans Group の重要な販売部門であり、電気・電子家庭用機

器、食器類と調理器具、衛生器具や照明器具などの世界の有名ブランドをはじめ、スリランカの人々

の生活をより便利で快適にする様々な家庭用品を販売しています。現在、Abans はスリランカ最大

手の小売業に成長し、全国に 750 以上のショールーム店舗を配し、大手ブランドの機器と製品保証

に加え、企業向けの機器とサービスも提供しています。

Abans のメインショールームはスリランカの首都コロンボ市中心部の主要道路沿いにあるグループ

本社内にあり、その 3 つのフロアを占めています。また、スリランカ各地には 25 軒のショールームが

あります。中心部から離れた地方では 400 社以上の認定ディーラーを活用して、国内のすべての家庭

に同社の製品を提供しています。

製品やサービスを継続的に拡大・改善するため、Abans はスリランカ全土でアジャイルな運用をサ

ポートすることができ、かつ地方のスタッフにハイパフォーマンスで信頼性の高いネットワークを提

供し、カスタマーエクスペリエンスを最適化することのできる高速な IT インフラストラクチャーを必

要としていました。

課題
店舗網の継続的な成長・拡大に伴い、Abansでは分散型データベースアーキテクチャーをベースに

した LOBアプリケーションを提供する既存のシステムが管理面の大きな負担となったため、管理の簡

略化と、拡張に対応したアプローチに移行する必要に迫られました。フロントエンドのアプリケーション

を提供するため、Abans は各ショールームに最低 1 台、拠点によっては複数の PC を導入し、各 PC を

リモートデスクトップ（RDS）テクノロジーを使用してWAN 経由で本社に接続しています。RDS システム

を通して 2,000 人以上のユーザーが国内の様々な場所から本社に接続しているため、サーバー全体

にネットワークトラフィックを均等に分散して、高度なネットワークパフォーマンスを早急に確保する

必要がありました。

顧客名：
Abans PLC（スリランカ）

業種：
小売および消費者サービス

A10 のソリューション：
ADC 製品ライン

課題： 
• 既存システムのアーキテクチャーに起因する

サポート負荷の増大

• 分散型データベースのアプローチで設計され
た基幹業務（LOB）アプリケーションの管理と
拡張が困難

• リモートデスクトップサービス（RDS）システム
により全国の異なる場所から2,000 人以上の
ユーザーが本社に接続しており、サーバーへ
のネットワークトラフィックを均等に分散し、
高度なネットワークパフォーマンスを確保する
必要があった

• 高速な IT インフラストラクチャーを使った、 
スリランカの島内全域をサポートするアジャイル
な運用の導入

導入効果： 
• 将来の拡張に対応したハイパフォーマンスの

ネットワークを実現

• RDSと仮想デスクトップインフラストラクチャー
（VDI）の負荷を分散する高度な機能

• 追加料金が発生しないオールインワンライセ
ンスモデル

• 卓越したサービスとサポートにより短期間の
導入を実現

    A10 Networksが、ADCを設定してターミナルサービスやリモートデスクトップ

サービスと連携させるための導入ガイドを提供してくれたため、国内の導入パート

ナーと顧客、当社の負担は軽減されました。国内のシステムインテグレーターである

EGUARDIANが導入パートナーとしてADCのセットアップを行い、初日から問題なく

稼働することができました。導入当初 2、3の問題が発生しましたが、A10のサポート

のおかげですぐに解決できました。

Pubudu De Silva氏
Abans PLC、IT 部門シニア・マネージャー

’’

‘‘



機器選定理由
Abans PLC の IT 部門でシニア・マネージャーを務めるPubudu De Silva 氏は、

全国に LOBアプリケーションを提供する既存のシステムを再構築するため、

すべての選択肢を検討した結果、一元化されたデータベースモデルとRDS

を通じたアプリケーション配信を組み合わせ、リアルタイムでデータを提供し、

管理を一元化することに決めました。それには、全国の店舗網からの RDS

への同時接続、将来の成長に対応する拡張性、全国の直営店舗への新し

いクライアントシステムの設置をすべてサポートできる集中サーバーが必要

です。De Silva 氏は自社に最適なモデルを構築すると、すぐに行動に移りま

した。同氏は既存インフラのサポート負荷を軽減するには、このプロジェクト

を早急に実行する必要があると確信していたのです。

システムモデルを構築すると、次に、De Silva 氏は様々なシステムインテグ

レーターが提案するソリューションの評価に取り掛かりました。複雑な導入

を短期間で終えるため、De Silva 氏は信頼できるソリューションとパートナー

を必要としていました。A10 Networks が提供するアプリケーションデリバ

リーコントローラー（ADC）製品のエントリーモデルを Juniper Networks、

Cisco Systems、Extreme Networks、Fortinet などの競合製品と比較しまし

たが、A10 はパフォーマンス、拡張性、コスト効果に加え、新しいシステムの

鍵となる負荷分散の機能でも他社に大きく差をつけていました。

ソリューション
A10 の ADC は Advanced Core Operating System（ACOS®）を採用しており、

ターミナルサービス（TS）や RDS などのアプリケーションに合わせて最適化

されているため、フェイルオーバーにも適切に対応でき、セキュリティの処

理の負荷が軽減され、3 つのアクセスモードのすべてでインテリジェントな負

荷分散を実現します。また、トークンリダイレクションなどの機能によって、

既存のセッションのルーティングと再接続が可能になり、障害耐性も強化さ

れます。Abans にとって特に大きな魅力となったのは、A10 ADC が提供す

る大規模な RDS をサポートする機能です。RDS の負荷分散と可用性を高め

るための詳細なオプションがあれば、同社が今後急成長しても対応するこ

とができます。

また、De Silva 氏は厳しいスケジュールでも複雑な導入プロジェクトを管理

できるという理由から、スリランカの EGUARDIAN を導入パートナーに選び

ました。

導入効果
Abans は A10 ADC によってリモートユーザーのトラフィックを4 台の Windows

サーバーに分散して RDS セッションを処理しています。また、コロンボの

第 2 オフィスでは VDI（仮想デスクトップインフラストラクチャー）を使用し

て 150 人のユーザーに本社のすべてのアプリケーションシステムへのア

クセスを提供していますが、その接続負荷もA10 ADCで分散しています。

A10 ADC は仮想デスクトップとアプリケーションアクセスに加え、Microsoft 

Exchange Server の接続負荷の分散にも使用されています。

迅速な導入
Abansでは、POC（Proof Of Concept：概念実証）と信頼性の検証によって

新製品の導入スケジュールが決定します。ニーズに対応できることが証明

されれば、調達プロセスが迅速に進められ、大幅に遅延することなく導入

が行えます。A10 ADC のテストではその優れたパフォーマンスと拡張性が

証明され、ライセンスにすべての機能が含まれているため、追加のライセンス

料も発生しないことが確認されました。

導入が許可されると、Abans の IT チームは全国 750 か所に配置された

Windows サーバー、RDSクラスター、ファイアウォール、A10 ADC、クライ

アントの RDS エンドポイントの設定と構成を並行して進め、問題や遅延も

なく、わずか 6 週間という驚異的なスケジュールで本番システムへの移行を

成功させました。これは、集中サーバーのクラスター構成に加え、1 週間の

うち6 日間の作業で、1 日あたり20 拠点以上の設定 / 構成を完了したこと

になります。

VPN

ショールームのユーザー

Web 電子メール ERP その他のアプリケーション

リモートデスクトップサービス

A10 ADC

• ADCの高可用性
• 負荷分散
• トークンのリダイレクション

図 1：一組の A10 ADC アプライアンスで RDSインフラストラクチャーだけでなく、Web、電子メール、ERP およびその他のアプリケーションサーバーの負荷を分散
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驚異的な導入サポート 
導入時、Abans はシンガポールの A10 のエンジニアと地元スリランカの

パートナーである EGUARDIAN のサポートを受けました。両社はプロジェク

トの緊急性と本番導入までの厳しいスケジュールを理解して、プロジェクト

を成功に導きました。

「A10 Networks が ADCを設定してターミナルサービス、リモートデスクトップ

サービスと連携させる導入ガイドを提供してくれたため、地元の導入パート

ナーと顧客の負担は軽減されました。地域のシステムインテグレーターで

ある EGUARDIAN が導入パートナーとして、同社の ADC のセットアップと構

成を担当しましたが、初日から問題なく稼働することができました。高可用性

（HA）を確保し、将来のキャパシティ拡張に対応するため、A10 ADC をも

う1 組追加し、その構成作業も行いました。その間 2、3 の問題が発生しま

したが、A10 の優れた対応のおかげですぐに解決することができました。」

と、De Silva 氏は述べています。

このように優れた変革を短期間で成功させた De Silva 氏は、その情報セ

キュリティ技術を活用したビジネス価値の実現を高く評価され、2013 年に

Great CISO Awards Sri Lanka を受賞しました。プロジェクトを振り返って、

De Silva 氏は次のように述べています。「当社は常に優れた製品を探し求め

ています。このプロジェクトで採用した A10 の ADC は十分期待に応えており、

ソリューション全体に最適な選択肢だったと実感しています。A10 ADC の

ように重要な LOBアプリケーションと複雑なネットワークとの連携に優れた

製品は、世界中のお客様が導入したいと思うでしょう。このようなすばらし

いソリューションを業界に提供してくれる A10 Networks には心から感謝し

ています」。

成功と次のステップ
Abans は毎年、1 チャネルにつき 20 軒以上ショールームを増やす予定です。

主要なチャンネルは 4 つあるため、1 年間に全国で80 軒以上のショールーム

がオープンすることになります。また、予定外の拡張が必要になる可能性

もあります。たとえば、昨年は 100 軒のショールームを所有する同業者を買

収しました。さらに、オートバイのチャネルでは、ショールームを 100 から

200 軒に増やす予定です。

Abans のロードマップにはそのほかにも多くのプロジェクトがあり、今後

もA10 Networksとのコラボレーションは続きます。De Silva 氏は次のよう

に述べています。「Abans は、『品質とアフターサービスの信頼できる保証』

をお客様にお約束しています。今回のプロジェクトでは、A10 Networksと

EGUARDIAN が当社の基準を完全に満たしてくれたため、すばらしいコラ

ボレーションが実現しました。当社はネットワークレベルだけでなく、ハード

ディスクレベルまで詳細にサービスを監視していますが、すべて完璧に稼働

しています。このプロジェクトがもたらした変革によって、以前と比較すると

天と地ほどの違いが生まれました。分散型データベースの概念に基づいて

構成されたシステムを集中管理システムに移行したことによって、経営幹部

に迅速に情報を提供できるようになっただけでなく、IT 管理が大幅に簡略

化されました。さらに、遠隔地の個々の問題対応に掛ける時間が減少した

ため、ITインフラストラクチャーの戦略立案により多くの時間を費やせるよ

うになりました」。

A10のアプリケーションデリバリーコントローラーについて
A10 の ADC は、エンタープライズ、Web 事業者、および ISP（インターネット

サービスプロバイダー）に卓越した信頼性とエネルギー効率を提供し、総

所有コスト（TCO）の削減を実現する、拡張性に優れたハイパフォーマンス

なアプリケーションネットワーキングプラットフォームです。A10 ADC を導入

することにより、あらゆる規模のお客様がアプリケーションの優れた可用性、

拡張性およびパフォーマンスを確保して、インフラストラクチャーを効率化

し、エンドユーザーのエクスペリエンスを向上させることが可能です。また、

パブリック、プライベート、ハイブリッドのすべてのクラウド環境に対応した

広範なレイヤー 4 ～ 7 の機能セットに加え、 A10 Networks aVCS™バーチャル

シャーシシステム、マルチテナントなどの柔軟な仮想化テクノロジーも活用

できます。また、A10 ADC は世界中の大規模な導入の多くに採用され、IPv6

移行技術の主流となっています。

共有メモリーを並列処理する 64 ビットの独自 OS ACOS （Advanced Core 

Operating System）アーキテクチャーを搭載した A10 ADC は、競合他社を凌

駕する拡張性と柔軟性によって業界トップの投資対効果（ROI）を実現します。

詳しくは、http://www.a10networks.co.jp/products/thunderseries/ を 

ご覧ください。

A10 Networks / A10ネットワークス株式会社について
A10 Networks（NYSE: ATEN）はアプリケーションネットワーキング分野におけ

るリーダーとして、高性能なアプリケーションネットワーキングソリューション

群を提供しています。世界中で数千社にのぼる大企業やサービスプロバイ

ダー、大規模 Webプロバイダーといったお客様のデータセンターに導入さ

れ、アプリケーションとネットワークを高速化し安全性を確保しています。 

A10 Networks は 2004 年に設立されました。米国カリフォルニア州サンノゼ

に本拠地を置き、世界各国の拠点からお客様をサポートしています。

A10 ネットワークス株式会社は A10 Networks の日本子会社であり、お客様

の意見や要望を積極的に取り入れ、革新的なアプリケーションネットワーキ

ングソリューションをご提供することを使命としています。

詳しくはホームページをご覧ください。

www.a10networks.co.jp

Facebook：http://www.facebook.com/A10networksjapan
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