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データシート

マルチクラウド対応 SaaS 型アプリケーション配信および
セキュリティ管理用コントローラー　

A10 Harmony ™ Controller は A10 Harmony

プラットフォームの中核であり、従来のオン

プレミス環境からパブリック、プライベート、

およびハイブリッドクラウドまで、あらゆる

インフラストラクチャ上でセキュアなアプリ

ケーションサービスを実現し、一元管理機

能と分析機能を提供します。

お問い合わせ
Web : www.a10networks.co.jp

Email : jinfo@a10networks.com

対応プラットフォーム

ベアメタル

A10 Harmony Controller は、A10 の提供するセキュアアプリケーショ

ンサービスの管理機能と分析機能を統合したものです。このコント

ローラーは、A10 のアプリケーション配信コントローラー（ADC）の 

インスタンス * や、ポリシーを実行するその他の A10 のサービスの 

管理を行います。

このソリューションは、A10 Thunder*、Lightning ADC、およびオープ

ンソースのサードパーティプラットフォーム *（HAProxy ロードバラン

サーを含む）上のトラフィックを収集・分析し、レポートします。各アプ

リケーショントラフィックを分析し得られたインテリジェンスを集約し、

一元的に可視化することにより、運用管理の効率が大幅に向上します。

* 将来提供予定
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このコントローラーは、分散的に配置された 

A10 ThunderおよびA10 Lightning Application 

Delivery Service（負荷分散、アプリケーション配

信およびWebアプリケーションファイアウォール

など）のポリシーの適用、設定を実現することが

できます。

Harmony Controller を利用することにより、運用管理の効率

化やアジリティの大幅な改善、エンドユーザーエクスペリエン

スの向上、および TCO の削減が可能です。分散型アプリケー

ション配信サービスの管理をシンプルにすることで、トラブル

対応時間の大幅な削減や、パフォーマンスやセキュリティイン

シデントに関するアラートへの迅速な対応、キャパシティプラ

ンニングの改善、エラスティックなクラウド環境の最適化につ

ながります。

機能とメリット

シンプルに
一元管理によるオペレーションの簡素化

エラスティックな分散型環境で複数のアプリケー

ション配信サービスのポリシーを別々に管理する

ことは煩雑で、作業に多くの時間がかかり、ミス

が増えかねません。

Harmony Controller を利用すると、データセン

ターやプライベート/ パブリッククラウドに構築し

たアプリケーション配信サービス全体のポリシー

をシンプルかつ一元的に設定管理できます。

最適化
アプリケーション配信インスタンスの最適化

このコントローラーを利用すると、さまざまなソ

フトウェアベースのアプリケーション配信インス

タンスを最適化でき、基盤となるインフラストラ

クチャのキャパシティに応じてサービスを柔軟

にスケーリングできます。サービスの高い可用性

を実現するために、コントローラーでアプリケー

ションサービスの稼働状態、トラフィックパター

ン、およびアプリケーションサーバーのスケーリ

ングを継続的に監視します。

有効化
セルフサービスとアジリティを実現

コントローラーはマルチテナントに対応していま

す。各テナントにアプリケーション配信サービス

を割り当て、各担当者自身によるサービス運用

が可能です。このマルチテナント型のアーキテク

チャーにより、IT 管理者は社内や顧客に対して

SaaS（Software-as-a-service）としてコントロー

ラーを提供することができます。各テナントでは、

インフラストラクチャを容易に構築することがで

き、アプリケーションサービスごとにポリシー管

理ができます。

統合
アプリケーションサービス単位の解析、可視化

コントローラーは、統計情報をアプリケーション

単位で継続的に収集しており、次のアクションに

つながる解析情報を提供します。管理者は、分

散型アプリケーション環境（マルチクラウド型を

含む）に対し、統合的な GUI 画面を通して、パ

フォーマンス、エンドユーザーエクスペリエンス、

セキュリティレベル、およびサーバーの稼働状態

などの詳細なレポートを得ることができます。
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A10 Harmony
Controller

最適化

統合

スケール

自動化

簡素化 

有効化

自動化
DevOpsプロセスのための自動化と統合化

RESTful API に 100% 対応しており、すべてのア

プリケーション配信サービスはプログラム可能で、

DevOpsプロセスのための自動化と統合化が可

能です。サービスの統合には、Ansible、Chef、お

よび Puppet などのオーケストレーションツール

や、Jenkins などの CI/CD ツールを利用すること

ができます。

スケール
アーキテクチャーの拡張

コントローラーはマイクロサービス型デザインに

なっており、管理および分析機能は高い可用性

と拡張性を備えています。アプライアンスを利用

していた場合に必要となるようなアプリケーショ

ンベースのアプローチで必要となるサービス停

止やソフトウェアの交換を行うことなく、コント

ローラーを拡張することができます。 
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SaaS 型 HARMONY CONTROLLER

利点 説明

所有に伴うコスト全体を削減 A10によって管理されているため、コントロ

ーラーのソフトウェアのデプロイ、運用、監

視、および更新するための運用リソースが

必要ありません。 

アプリケーションサービス導入を高速化 コントローラーのアカウントを取得すると、 

わずか数分で、クラウドに最適なアプリケー

ションの負荷分散、セキュリティ、および分

析機能を利用できるようになります。

導入モデル 1

SaaS
Harmony Controller を SaaSで利用すること

が可能です。セキュアアプリケーション配信

サー ビスである Lightning ADC や Thunder

シリーズは別途購入が必要です。

コントローラーとサービスインスタンス間で

は、制御に関するメッセージ、統計情報およ

びテレメトリデータのみが SSLで暗号化され

て送信されます。

アプリケーショントラフィックがコントロー

ラーに流れることはありません。アプリケー

ションデータは確実にお客様のネットワーク

内で保持されます。

 A10 Harmony Controller には 2 種類の導入 

モデルがあります。1 つ目は、A10 が管理する

SaaS を利用する方法で、非常に簡単に、迅速、

かつ低コストで利用することができます。

2 つ目は、コントローラーをデータセンター内、 

もしくは VMware ベースのクラウド、Amazon 

Web Services、Google Cloud Platform、

Microsoft Azure などの顧客のクラウド環境内

に置き、ユーザーによる管理とスケールが可能

なソフトウェアソリューションとして利用する方

法です。

導入モデル
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セルフマネージド型 HARMONY CONTROLLER

利点 説明

IT 部門がインフラストラクチャを完全に 
コントロール可能

さまざまな社内セキュリティに関する要求、

法規制による要請、その他の要因によって、

企業や組織は、アプリケーション配信サービ

スとコントローラーを完全に管理すること

が求められる場合があります。

サポート範囲の拡大、より柔軟な導入 Harmony Controllerを企業や組織にとって

最も適したデータセンターおよびネットワー

クの場所に導入することができます。

導入する場所に関係なく、複数のパブリック/

プライベートクラウドにまたがる複数のアプリ

ケーション配信サービスを、可視化と分析機能

を利用して一元的に管理することができます。

導入モデル 2

セルフマネージド
セルフマネージド型では、コントローラーを 

オンプレミスのデータセンター、プライベー

トのクラウドインフラストラクチャ、または

パブリッククラウドサービス内にインストー

ルして利用することができます。 コントロー

ラーのライセンスには、外部からのコント

ロールと管理を行うための Harmony Portal

とHarmony API が含まれます。セキュアアプ

リケーション配信サービスである Lightning 

ADC や Thunder などは別途購入が必要です。

コントローラーとアプリケーション配信サー

ビスを切り離すことは、右図のような利点が

あります。

図 1. この標準的な構成例の通り、企業や組織
は、A10 Harmony Controller を利用することで 
A10 Thunder、A10 Lightning、および HAProxy
などさまざまなソリューション、アプライアンス、
およびサービスを接続して、管理することができ
ます。パブリック パブリック/

プライベート
データ

センター
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図 2. A10 Harmony Controller は、さまざまなアプリケーション配信サービス、クライアントAPI、および運用機能の管理を行います。これにより、アプリケーション配信サービスを展開する場所に
関係なく、すべてのポリシーを一元的に設定することができます。

アプリケーション

アプリケーションサービス

クライアント

ユーザートラフィック コントロールとメトリクス

Harmony Controller を利用すると、A10 のア

プリケーション配信サービスやさまざまなポリ

シーの一元的な管理とコントロール、および

分析機能とアラート機能によるリアルタイムな

可視化を実現することができます。

管理者は Harmony Portal を利用してコント

ローラー に接 続して設 定を行 います。この

Harmony Portal はさまざまなアプリケーショ

ン配信サービスを管理するための Harmony 

API を使用します。

HARMONY CONTROLLERのインターフェイス
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サポート対象のアプリケーション配信サービス

現在、Harmony Controller はさまざまな A10 セキュアアプリケーション 

配信サービス、およびサードパーティのソリューションに対応しています。

A10 Lightning ADS
（Lightning ADCとの組み合わせ）

A10 Thunder ADC*
（物理、仮想、ベアメタル）

Analytics for HAProxy*
（オープンソースのロードバランサー）

図 3. A10 Harmony Controller はクラウドに最適な
マイクロサービスベースのアプリケーションです。

アナリティクスエンジン

コンフィグレーションマネージャー

API サービス

HARMONY CONTROLLERのインターフェイス

Harmony Portal
ポータルは、アプリケーション配信インフラス

トラクチャや関連するポリシーをアプリケー

ションごとに管理するために使いやすいロー

ルベースのインターフェイスです。セルフサー

ビス機能により、IT 管理者がアプリケーション

ごとにすべてのインフラストラクチャを設定す

る必要がなくなり、アジリティが最大化し、運

用コストを削減しながら複数のアプリケーショ

ンチームをサポートできます。

Harmony API
これらの API によりオーケストレーションおよ

びコンフィグレーションを実現します。すべて

のアプリケーションサービス機能は、RESTful

なインターフェイスを備えています。API は、

Chef、Puppet、Ansible などのデプロイメント

自動化ツール、および Jenkins などの CI/CD

ツールと統合して使用することができます。

また、Analytics API を利用すると、各アプリ

ケーションのメトリクスとログへのアクセスが

可能です。これらの API は、サードパーティの

ツールと統合したり、カスタムダッシュボード

を設定する場合に利用できます。

* 将来提供予定
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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

グおよびセキュリティ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。 

お客様のデータセンターにおいて、アプリケーションとネットワークを

高速化し可用性と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

jinfo@a10networks.com
www.a10networks.co.jp
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管理

A10による管理

サービスとして提供されるクラウドベースのコントローラーは、

A10 により管理、監視されています。堅牢なオペレーティングシス

テム上に構築され、業界標準の高性能なサーバーにインストール

されており、パブリッククラウド上で提供しています。

コントローラーはネットワーク制御された環境に配置されており、

権限のある担当者のみアクセスが許可されています。コントロー

ラー内でのデータの交換には強力な暗号を使用しています。パス

ワードや SSL 秘密鍵などの機密データに対しても強力な暗号方式

を採用して、データベースに格納しています。外部からのアクセス

は、SSL 通信でデータが保護されます。

A10 ネットワークスでは、定期的にセキュリティスキャンとセキュリ

ティ脆弱性の監査を実施しています。コントローラーが提供する

複数層のセキュリティは、セキュリティとコンプライアンスの確保が

検証された状態にあります。

セルフマネージド

オプションとして、コントローラーをオンプレミスのデータセン

ター、プライベ ートクラウド、もしくは Amazon Web Services

（AWS）、Google Cloud Platform、Microsoft Azure 内 の プ ラ イ

ベートドメイン内に導入することができます。

セルフマネージド型のコントローラーを、CentOS 7.x のオペレー

ションシステムが稼動する任意の物理マシン、または仮想マシン

にインストールできるソフトウェアとして配布することができます。

詳細については A10までお問い合わせください。


