A10ネットワークス導入事例

AXシリーズを採用、IPv6で200万人以上のユーザーに
サービスを提供するNTTぷららの｢ひかりＴＶ｣
2008年にサービスを開始した映像配信サービス、ひかりＴＶ。独自コンテンツも含めた多彩な番組を、手軽に高画質で
楽しめるサービスです。前身サービスの4th MEDIA（フォースメディア）の時代からIPv6を用いた商用サービスに取り
組んできた配信サービスの先進企業、株式会社NTTぷららが選択したのは、A10ネットワークスのAXシリーズでした。
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2004年からIPv6での商用サービスに取り組んできたNTTぷららと、創業当初からIPv6を視野に開発を続けてきたA10ネット
ワークス。サービスを構築し、提供する視点から見るIPv6の変遷と未来について、サービス現場を肌で感じてきた秋元 友伸さん
と谷内 健さんが、A10ネットワークスの天田 賢と語ります。
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天田 デバイスだけではなく、配信技術の面での新た

秋元 IPv6機能を使うにあたり、商用環境でなければ
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ダー様に検証や機能改善、バグ改修に協力して頂い

たサポートをお願いします。

らゆるお客様に対し仮想、物理を問わず色々なコン
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