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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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20 0 4 年からIP v 6で の商用サービスに取り組 んできたN T Tぷららと、創 業当初からIP v 6 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IP v 6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。
メーカーとのタッグでサービスを構築
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えて、スマートフォンやタブレット端末向けに
「ひかりＴＶどこでも」を開始し、2012年9月
より、手持ちのスマートフォンやタブレット端

コンテンツ配信サーバー

秋元氏は、AXを利用したシステムについて
そう評価しています。

♪
コンテンツ

末を利用して簡単に作品検索や視聴操作、さ

のAXのリソースをそのまま活用することがで

ネットワーク構成図

今後も、利便性の高いサービスや機能拡充を
積極的に展開していくひかりＴＶを、これから
もAXは支えていきます。
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