A10ネットワークス導入事例

AX シリーズの導入でピークに耐える十分な性能と
省スペース、省電力を実現した「Yahoo! JAPAN」
1996年、インターネット上で情報検索サービスを提供することを目的に設立されたヤフー株式会社。
「何をするにも、
いつもそこに Yahoo! JAPAN」という企業理念に基づき、生活をより豊に、便利に、価値あるものへと導くための
「ライフ・エンジン」
を目指しています。この Yahoo!  JAPANのサービスを支えるネットワークインフラを強化するために、
A10ネットワークスの AXシリーズが採用されました。
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「Yahoo! JAPAN」について
Yahoo! JAPAN
ヤフー株式会社
市場名：東証 1 部 /JASDAQ
銘柄コード：4689
本社：東京都港区
設立年月日：1996 年 1 月 31 日
代表取締役：井上雅博
主な事業内容：インターネット上の広
告事業、イーコマース事業、会員サー
ビス事業、その他関連するインター
ネット事業を展開。
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スケーラビリティの高い
プラットフォームと直感
ヤフー株式会社
オペレーション統括本部 運用技術本部
インフラ技術 1 部 NW1リーダー
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導入を通じてヤフー様の
技術力の高さを再認識
A10ネットワークス株式会社

営業本部 本部長

谷田部 裕之

会社のブランドやマーケットの認知度
だけで導入製品を判断するのではなく、
製品の機能をきちんと評価して採用い
ただけたことが、今回の最大のポイン
トです。公平に評価し判断できるヤフー
様の技術力の高さを強く感じました。
我々のようなベンチャー 企 業 が 提 供
する製品が、ヤフー様のような膨大な
トラフィックに対応できることを証明で

に来ているかもしれませんが、AXシリーズに
は今後も期待しています」

きたことは、その後のビジネスにおい
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ACOS は、パフォーマンス、拡張性、信

を獲得できることになりました。

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
最高のコスト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

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/
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IPv6や仮想化の本格実装をサポートするソリューション
日本最 大 級の 情 報検 索サービスを展開するヤフー株 式会 社と革 新的な
アプリケーション配信を提供する A10ネットワークス株式会社。ネットワーク
分野において、注目度の高い「仮想化」
「IPv6」
「GSLB」に対する取り組みや
今後の期待について、ヤフーの恒川幸さんとA10の天田賢が語ります。
注目が集まるネットワークの仮想化
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天田 GSLBによるディザスタリカバリ

A10のサポートにも大いに期待しています。

恒川 今すぐに実現とはいきませんが、将来的

Return）とインラインといった異なる構成を
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すでに複数拠点
恒川 GSLBを利用したDRは、
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