
AX シリーズについて
A10ネットワークスのAXシリーズは、業界最高のプライスパフォーマンスを提供する次世代のアプリケーションプラットフォームです。ハイパフォーマ
ンスで拡張性の高いWebアプリケーションデリバリーサービスを構成し、アプリケーションの可用性を最大化することによって企業やISPのビジネス
をサポートします。AX の Advanced Core Operating System（ACOS）アーキテクチャーは、Scalable Symmetrical Multi-Processing（SSMP）テクノ
ロジーを搭載する革新的なOSであり、数々の賞を受賞しています。設計段階から最適化されたマルチCPUアーキテクチャーを持つACOSは、
パフォーマンス、拡張性、信頼性において他社製品よりはるかに優れています。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
http://www.a10networks.co.jp/products/axseries/

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 

株式会社 DMM.comラボについて
DMM.comラボは、「人と人を最短距離でつなぐ」という経営理念のもと、大容量マルチメディアや高品質サービスに対応可能なコンテンツ配信シ
ステムを提供し、視聴者とコンテンツホルダーをつなぐソリューションプロバイダーとして事業を展開しています。DMM.comラボは、大手デジタル
コンテンツ配信プロバイダーであるDMM.comのインフラ構築、システム運用を手掛けています。

株式会社DMM.comラボ
ネットワーク部  川嶋　賢一氏

■ 課題:
タイムリーにハイパフォーマンスなサービスを
提供したい

■ 導入の決め手:
コストパフォーマンス、操作性、サポート

■ 利用機能:
L4 /７ロードバランス

■ 使用機種:
AX 1000、AX 2500、AX 2600、AX 5100

■ 導入効果:
コストパフォーマンスが高いサービスの
提供、セキュリティの向上

AXシリーズで
ハイパフォーマンスな動画配信環境を構築

株式会社DMM.comラボは、主要業務として「DMM.com」のインフラ構築、シス
テム運用を手掛けています。「DMM.com」は映画やアニメ、ドラマなどの動画配
信やDVD販売/レンタルで広く知られている大手動画配信プロバイダーで、会員
数は360万人を抱え、1か月あたりのPV数は8億5千万にも上ります。（2011年10月
現在）

■ 成長し続ける、DMM.comのサービス
DMM.comの人気は、ネットワークを介した動画視聴の需要増加とともに高まり
続けています。こうした需要に対応するため、同社はサービス拡大やサーバー増
設を頻繁に行っています。配信サーバーやロードバランサーといった配信システム
はサービスごとに準備されますが、急な需要に対して迅速にサービスを展開する
ために、新規サービス用の機器が予め用意されています。

■急なサービス需要に迅速に対応するための課題と決断
同社は、従来他社のロードバランサー製品を利用していましたが、機器を予め用
意するといった余剰設備を置くための機器コストが課題となり、コストパフォーマ
ンスに優れたサーバーロードバランサー製品の検討を開始しました。
新しいサーバーロードバランサー製品には、従来課題になっていた機器コストに
加え、同社のサービスでは多くの帯域を消費する動画トラフィックを処理するため
の高いパフォーマンスが求められ、また、迅速にサービスを開始するため高い操
作性も必要とされました。
検討の結果、AXシリーズの高いコストパフォーマンスと使いやすいユーザーイン
ターフェイスが認められ、同社の配信サーバーの標準ロードバランサーとして採
用されました。

■AXを導入後、迅速にハイパフォーマンスなサービスを提供
AXシリーズは、複数の動画配信システムで、ハイパフォーマンスなL4/L7ロード
バランシングを行っています。数十台のAXシリーズが新規サービス用に待機して
おり、新サービス開始後、すぐに設定が投入されライブのサービスで利用すること
ができるようになっています。よりパフォーマンスが必要なシステムには、64ビットの
AXシリーズが採用されており、高いスループットでサービスを提供しています。
標準サポートの日本語GUIにより、運用効率も向上しています。
「AXシリーズは、弊社の配信サービスで標準のロードバランサーとして稼働してい
ます。」と、株式会社DMM.comラボ ネットワーク部の川嶋賢一氏は述べています。

「AXシリーズのコストパフォーマンスは大変
魅力があると考えています。A10のエンジニア
によるサポートもあり、スムーズにシステムを
構成できました。また、スピーディなサービス
提供が必須条件でしたので、納期の早さも大事
な点でした。AXシリーズによって、迅速に高品
質なサービスを提供できる体制を作ることが
できました。」

■パフォーマンスだけでなく、
 セキュリティも向上

同社は、新たにAXシリーズの上位機種である
AX 5100を導入し、DDoS防御機能を用いてハイ
パフォーマンスなセキュリティ機能を実現してい
ます。今後もサービス拡張に対応するために、
複数台のAXシリーズを導入する予定です。

DMM.com 構成図
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株式会社セガについて
株式会社セガは1960年の設立以来、アミューズメントマシンのメー
カーとして発展し、1983年以降は家庭用ゲーム機市場へ事業参入
しました。常に先進的な製品を提供し続け市場をリードしてきた
セガのコア・コンピタンスは、広い範囲に渡ってのコンテンツ開発力
です。数々の“史上初”となる製品を生んだ技術応用力を有し、世界
有数のソフト資産を持つゲームメーカーとして世界的に評価されて
いる企業です。
http://sega.jp/

株式会社 セガ
研究開発ソリューション本部

金今  優介 氏 (左)

須藤  亜貴 氏 (右)

■ 課題:
急激なトラフィック増加にも耐えうる
ハイパフォーマンスなシステムの構築

■ 導入の決め手:
高いコストパフォーマンス

■ 利用機能:
レイヤー4 ロードバランス

■ 使用機種:
AX 2500

■ 導入効果:
高いパフォーマンスでのサービス提供と、
運用負荷の軽減

株式会社セガは1960年の設立以来、様々なアミューズメント機器を通じて、ゲーム
コンテンツを生み出してきました。近年ではネットワークを活用してモバイルとの
連動という新しいエンタテイメントを創出し、さまざまなゲームタイトルを提供して
います。

■ モバイルゲームサイト用のインフラ構築への課題
同社はモバイルユーザー向け新規ゲームタイトルをインターネット経由で提供す
るにあたり、専用システムを新たに構築するプロジェクトを進めていました。
このプロジェクトでは、短期的に利用できるクラウドサービスを新しいゲームタイ
トル用のインフラとして利用することも検討されましたが、今後モバイルユーザー
向けに長期的に運用し続けるタイトルが増えることから、自社で運用するシステム
を新規構築し、複数のゲームタイトルを併用して提供していくことが決定しました。
新規システムでは、ゲームコンテンツを載せるサーバー群の他、複数ゲームコンテ
ンツへの大規模トラフィックを高速に処理するための新規のサーバーロードバラン
サーも必要となっていました。

■ 圧倒的なコストパフォーマンスを記録したAXシリーズ
新規のサーバーロードバランサーを検討するに当たり、セガが最も重要視した点
はコストとパフォーマンスでした。他社のロードバランサー製品と比較した結果、
AXシリーズが同価格帯の他社製品と比較して2倍から3倍のパフォーマンスを実現し
ている点に魅力を感じ、AXシリーズの導入を決定しました。また、追加ライセンスな
しで全ての機能が使用できるというシンプルなライセンス体系も高く評価されました。

■ ハイパフォーマンスなモバイルゲーム用システムの実現
新システムでは、最大4人での協力プレイが可能なPlayStation®Vita用アクション
＆モンスターバトルゲーム『サムライ＆ドラゴンズ』を運用しており、今後アクセス
数が増加した場合でもサーバーを拡張することでより多くのアクセスに耐えられる
ように設計されています。この新システムにはAX 2500が複数台導入されており、
AXシリーズはロードバランサー及びSSLアクセラレータとしてサーバーの負荷を軽
減しながら高速にトラフィックを処理しています。 

■直観的なGUIにより、運用負荷を軽減
「AXシリーズはパフォーマンスが高いだけではありません。私は日本語GUI上で
トラフィックが直感的に確認できる点も気に入っています。」セガの運用担当者は
述べています。
「ゲームのキャンペーンや新規リリース、パッチを適用するタイミングで、サーバー
へのトラフィックが通常の4～5倍にまで膨れ上がることがあります。
単一システムで複数タイトルを運用する場合は、このように一つのタイトルのトラ
フィックが増加すると他のタイトルのレスポンスが急激に悪くなる可能性があります。
それを防ぐために日常的にトラフィックを注意深く監視しておくことは非常に重要
です。セガでは日々のトラフィックパターンのデータを基に、今後トラフィックをど
のように流すかという対策を立てていますが、直感的にトラフィックを確認できる
AXシリーズの日本語GUI機能は、この点でとても役に立っています。」

セガ-モバイルゲーム用  システム構成図

AXシリーズで
モバイル向けゲームシステムを構築

AX シリーズについて
A10ネットワークスのAXシリーズは、業界最高のプライスパフォーマンスを提
供する次世代のアプリケーションプラットフォームです。ハイパフォーマンス
で拡張性の高いWebアプリケーションデリバリーサービスを構成し、アプリ
ケーションの可用性を最大化することによって企業やISPのビジネスをサポー
トします。AXのAdvanced Core Operating System（ACOS）アーキテクチャーは、
Scalable Symmetrical Multi-Processing（SSMP）テクノロジーを搭載する革
新的なOSであり、数々の賞を受賞しています。設計段階から最適化された
マルチCPUアーキテクチャーを持つACOSは、パフォーマンス、拡張性、信頼性
において他社製品よりはるかに優れています。詳しくはこちらのホームページを
ご覧ください。
http://www.a10networks.co.jp/products/axseries/

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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「AXシリーズは、弊社の配信サービスで標準の
ロードバランサーとして稼働しています。」

「AXシリーズのコストパフォーマンスは大変
魅力があると考えています。A10のエンジニ
アによるサポートもあり、スムーズにシステム
を構成できました。また、スピーディなサービ
ス提供が必須条件でしたので、納期の早さも
大事な点でした。AXシリーズによって、迅速に
高品質なサービスを提供できる体制を作る
ことができました。」

Customer Driven Innovation

CASE STUDY



（記載された内容は 2011年 10 月時点の情報です。）
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AX シリーズについて
A10ネットワークスのAXシリーズは、業界最高のプライスパフォーマンスを提供する次世代のアプリケーションプラットフォームです。ハイパフォーマ
ンスで拡張性の高いWebアプリケーションデリバリーサービスを構成し、アプリケーションの可用性を最大化することによって企業やISPのビジネス
をサポートします。AX の Advanced Core Operating System（ACOS）アーキテクチャーは、Scalable Symmetrical Multi-Processing（SSMP）テクノ
ロジーを搭載する革新的なOSであり、数々の賞を受賞しています。設計段階から最適化されたマルチCPUアーキテクチャーを持つACOSは、
パフォーマンス、拡張性、信頼性において他社製品よりはるかに優れています。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
http://www.a10networks.co.jp/products/axseries/

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
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株式会社 DMM.comラボについて
DMM.comラボは、「人と人を最短距離でつなぐ」という経営理念のもと、大容量マルチメディアや高品質サービスに対応可能なコンテンツ配信シ
ステムを提供し、視聴者とコンテンツホルダーをつなぐソリューションプロバイダーとして事業を展開しています。DMM.comラボは、大手デジタル
コンテンツ配信プロバイダーであるDMM.comのインフラ構築、システム運用を手掛けています。

株式会社DMM.comラボ
ネットワーク部  川嶋　賢一氏

■ 課題:
タイムリーにハイパフォーマンスなサービスを
提供したい

■ 導入の決め手:
コストパフォーマンス、操作性、サポート

■ 利用機能:
L4 /７ロードバランス

■ 使用機種:
AX 1000、AX 2500、AX 2600、AX 5100

■ 導入効果:
コストパフォーマンスが高いサービスの
提供、セキュリティの向上

AXシリーズで
ハイパフォーマンスな動画配信環境を構築

株式会社DMM.comラボは、主要業務として「DMM.com」のインフラ構築、シス
テム運用を手掛けています。「DMM.com」は映画やアニメ、ドラマなどの動画配
信やDVD販売/レンタルで広く知られている大手動画配信プロバイダーで、会員
数は360万人を抱え、1か月あたりのPV数は8億5千万にも上ります。（2011年10月
現在）

■ 成長し続ける、DMM.comのサービス
DMM.comの人気は、ネットワークを介した動画視聴の需要増加とともに高まり
続けています。こうした需要に対応するため、同社はサービス拡大やサーバー増
設を頻繁に行っています。配信サーバーやロードバランサーといった配信システム
はサービスごとに準備されますが、急な需要に対して迅速にサービスを展開する
ために、新規サービス用の機器が予め用意されています。

■急なサービス需要に迅速に対応するための課題と決断
同社は、従来他社のロードバランサー製品を利用していましたが、機器を予め用
意するといった余剰設備を置くための機器コストが課題となり、コストパフォーマ
ンスに優れたサーバーロードバランサー製品の検討を開始しました。
新しいサーバーロードバランサー製品には、従来課題になっていた機器コストに
加え、同社のサービスでは多くの帯域を消費する動画トラフィックを処理するため
の高いパフォーマンスが求められ、また、迅速にサービスを開始するため高い操
作性も必要とされました。
検討の結果、AXシリーズの高いコストパフォーマンスと使いやすいユーザーイン
ターフェイスが認められ、同社の配信サーバーの標準ロードバランサーとして採
用されました。

■AXを導入後、迅速にハイパフォーマンスなサービスを提供
AXシリーズは、複数の動画配信システムで、ハイパフォーマンスなL4/L7ロード
バランシングを行っています。数十台のAXシリーズが新規サービス用に待機して
おり、新サービス開始後、すぐに設定が投入されライブのサービスで利用すること
ができるようになっています。よりパフォーマンスが必要なシステムには、64ビットの
AXシリーズが採用されており、高いスループットでサービスを提供しています。
標準サポートの日本語GUIにより、運用効率も向上しています。
「AXシリーズは、弊社の配信サービスで標準のロードバランサーとして稼働してい
ます。」と、株式会社DMM.comラボ ネットワーク部の川嶋賢一氏は述べています。

「AXシリーズのコストパフォーマンスは大変
魅力があると考えています。A10のエンジニア
によるサポートもあり、スムーズにシステムを
構成できました。また、スピーディなサービス
提供が必須条件でしたので、納期の早さも大事
な点でした。AXシリーズによって、迅速に高品
質なサービスを提供できる体制を作ることが
できました。」

■パフォーマンスだけでなく、
 セキュリティも向上

同社は、新たにAXシリーズの上位機種である
AX 5100を導入し、DDoS防御機能を用いてハイ
パフォーマンスなセキュリティ機能を実現してい
ます。今後もサービス拡張に対応するために、
複数台のAXシリーズを導入する予定です。
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