SDN（Software Defined Networking）
スケールアウトソリューション

ソリューションブリーフ
A10 Thunder ™シリーズ /AX シリーズ

アプリケーションデリバリーコントローラー（ ADC ）

ネットワークの拡張に伴う課題を SDN が解消

ネットワークは、最悪のケースを想定したプロビジョニングが行われて
います。つまり、需要とは関係なく、ネットワークは最大のキャパシティ
で実行できるように構成されています。顧客が効率向上を求めている今
日のような状況では、環境に応じて動的に適応するネットワークが理想
的です。SDN（Software Defined Networking）は、この問題の解決に最
適な技術です。
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SDN はネットワークエレメントを抽象化してオープンな環境を作成し、
高速でオープンかつスケーラブル、そして管理が容易なネットワークを
提供することで、ネットワークキャパシティの問題を解決します。アプリ
ケーション層から情報を取り出し、それを基にネットワーク管理やアプ
リケーションのレスポンス向上を行ってネットワーク効率を高めるため、
新たな SDN ソリューションが提案されています。

A10とNEC によるスケールアウトソリューション

A10 ネットワークスは、同社のアプリケーションデリバリーコントロー
ラー（ADC）を SDN 環境に統合するソリューションを提供しています。こ
のソリューションは、NEC の ProgrammableFlow® スイッチ、サードパー
ティの OpenFlow スイッチ、NEC の ProgrammableFlow Controller（以
下、PFC）
から構成されています。このソリューション例では、A10 の ADC
（SoftAX による 2 台の仮想アプライアンスと1 台のハードウェアアプラ
イアンス）で、Web サービスへの 3 人のユーザーからの同時アクセスに
対応しています。

A10 のADC は初めに各 ADCへのフローを分析し、PFCに対して、SoftAX-1
および AX-1という2 台 のアクティブ な ADC にユーザーからのネット
ワークトラフィックを転送するよう指示します。この時点で SoftAX-1 が
クライアント１とクライアント２から、AX-1 がクライアント3 からのトラ
フィックを受信するように、ユーザーから送信されるトラフィックが分
散されます。

ADC が NEC の PFC と通信することで、動的な拡張ソリューションが構
築され、ADC の追加・削除に応じて、ユーザーフローは動的にリダイレ
クトされます。
OpenFlow

スイッチングネットワークは、OpenFlowプロトコルを使用して NEC の
PFC が管理します。PFC には RESTful API があり、ADC に対する Northbound API（NB API）インターフェイスとして機能し、OpenFlow スイッ
チングネットワーク内のネットワークフローを制御します。使用可能な
ADC は完全に同期化され、お互いのフローを認識し、PFC にユーザート
ラフィックの分散を指示します。
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ソリューションブリーフ
SoftAX-2 が 起 動 すると、PFC は API を 通じて SDN ネットワークにトラ
フィックフローを分散するよう指示を受け、各 ADC が1ユーザー分のトラ
フィックだけを受信するようになります。
ADC のキャパシティが追 加されると、この環 境は動的に拡張します。
ADC はユーザーからのトラフィックに対する冗長性を自動的に提供し、
ネットワークが ADC のダウンタイム時にエンドユーザーフローの再マッ
ピングを行っている間も、セッションに障害が発生しないようにします。

A10 SDN ソリューションの進化

A10 の ADC である Thunder および AX シリーズは、SDN ソリューション
の刷新を続け、アプリケーション需要への動的な適応を実現していま
す。このスケールアウトソリューションは、簡単に規模を拡大することが
でき、次のような場面で使用可能です。
ff 急激なトラフィック増への対応：ADCが突然最大キャパシティに
近い状態で機能するような状況が発生した場合、PFCに対してネ
ットワーク内の別のADCに新たなフローを送るように指示するこ
とができます。
ff 成長に応じたロードバランシング機能：新興企業などの組織は、
当初のニーズに対応した数のADCを導入し、その後規模を拡大す
ることができます。ADCに対するキャパシティ要件が、組織の成
長とともに拡大した場合、この組織は新たにキャパシティの大き
いADCを導入することができますが、既存の古いADCを廃棄する
必要はありません。PFCが、各ADCのキャパシティに応じたフロー
のバランス調整を指示されるだけです。
ff 適切な規模のネットワーク：ネットワークリソースの可用性は常に
100%である必要はありません。通常、ネットワーク使用率には1
日のうちでピーク時があります。たとえば、定期的なソフトウェア
更新（マイクロソフト製品のパッチ適用が毎週火曜日など）によっ
て予想可能なネットワークピークが発生します。企業においては、
大抵通常の業務時間以外にすべてのリソースが利用できる状態
である必要はありません。このため、業務時間外は限られた数の
ADCだけをオンにして、ネットワークの他の部分はオフにしておく
ことができます。このような判断は時間帯やユーザートラフィック
量、CPU使用率などを基に行います。これによりネットワークを効
率化し、電力消費量や冷却要件を軽減することができます。
A10 では業界で最も高性能な ADC ソリューションを提供しています。NEC
の ProgrammableFlow のような SDN 製品と統合することで、A10 の ADC
は非常に優れた性能を発揮します。
A10 のハードウェアベースの ADC ソリューションはエントリーレベルのア
プライアンスから、業界で最も高性能な ADC まで拡張することができ
ます。また、1ワットあたりのパフォーマンスやパフォーマンス単価にお
いても最も高い環境効率を達成しています。

A10 の ADC ソリューションは仮想アプライアンスでも使用することがで
きるため、A10 は SDN および SDDC（Software Defined Data Center）ソ
リューションに適した選択肢といえます。

結論

A10 ネットワークスは NEC の SDN 製品 ProgrammableFlowとの連携に
より、動的で非常に拡張性の高い ADC ソリューションを提供しています。
SDN 技術は急激に進化しており、A10 は ADC 市場で引き続きリーダー
シップを発揮していますが、将来的にはより柔軟な SDN ソリューション
が求められるようになると考えられます。
SDN によって適切なプロビジョニングが行われた効率的なソリューショ
ンが可能になり、消費電力の削減、スケーラビリティと柔軟性の向上が
実現できます。この結果、以下のようなビジネス上のメリットを確実に
得ることができます。
ff コスト削減
ff 人的ミスの軽減
ff サービスの迅速な導入
ff 商品化期間の短縮
A10-NEC ソリューションは、お客様のビジネス拡大に伴う現実的なキャ
パシティの問題を、SDN によって解決します。

NEC ProgrammableFlow® Networking Suite について


日本電気株式会社（NEC）は、OpenFlowに対応したSoftware Defined
Networkingのパイオニアです。NECのProgrammableFlow Networking
Suiteは、OpenFlow対応のデータセンター向けSDNソリューションとして、
初めて商用化されました。完全なネットワーク仮想化を実現し、また、マ
ルチテナントネットワーク基盤の容易な構築、操作、監視、管理を可能に
します。お客様に支持されるProgrammableFlowソリューションは、物
理、仮想の両スイッチだけでなくSDNコントローラーやアプリケーション
が含まれる、初めての包括的ソリューションです。

NEC、NEC のロゴ、ProgrammableFlow、および ProgrammableFlow のロゴは
日本電気株式会社の商標、または登録商標です。

●仕様は予告無く変更することがあります。最新の情報は弊社WEBサイトでご確認下さい。 ●本書で使用した登録商標および商標はそれぞれの所有者の資産です。
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