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クラウドとコンテナ上での Web サービス構築に適した
リバースプロキシ
A10 Lightning ™ ADC による効率的な Web サービス開発と安定的な運用
課題：

• クラウドサービス上で提供される Web

アプリケーションのための、高機能なリ
バースプロキシの利用

• ロードバランサー、リバースプロキシを

用いた高速で安定したサービス提供と
円滑な運用

解決策：

A10 Lightning ADCにより一元提供される

多様なロードバランサー機能、
リバースプロ

キシ機能、
およびセキュリティ機能の利用

メリット：

• 高度なロードバランサーの機能を利用
することによる詳細なトラフィック制御

とHTTPS 通信のオフロード、コンテンツ

キャッシュ、HTTP/２への対応、TCPコネ
クションリユースによる高速で安定的な
Web アプリケーション配信の実現

Web アプリケーション開発に必要なリバースプロキシ

近年の Web アプリケーションの開発にあたっては、サービス拡大に伴うサーバー負荷の増大

を防ぐためのサーバー負荷分散や HTTPS 通信の終端、コンテンツキャッシングを行うフロン

トサーバーとしてのロードバランサーと、Web アプリケーションサーバー側でリクエストの書

き換えや不正アクセスのフィルタリングなどの Web アプリケーションにおける重要な基本機

能を提供するリバースプロキシの双方が利用されます。これらの機能を利用することにより、
Web アプリケーションサーバーの負荷増大や負荷の偏りを防ぎ、安定した高速な Web サー

ビスの提供を実現できます（図 1 上部）。

さらに近年では、迅速なスモールスタートが可能で将来的な Web サービス利用の拡大に

も対応できるプラットフォームとして、Amazon Web Services（ AWS）や Microsoft Azure、
Google Cloud Platform（GCP）などのクラウドサービスや、Kubernetes などのコンテナ

プラットフォームの利用が広がっています。その一方、クラウドサービスやコンテナプラット

フォームが提供するロードバランサーは基本的な機能に限られることもあり、リバースプロ
キシの機能を利用するために nginx などのリバースプロキシを Web アプリケーションに導入

すると運用が煩雑になる場合があります。

A10 Lightning ADC

クラウドサービスやコンテナプラットフォーム上での Web アプリケーション開発のための

重要な基本機能を提供するためのロードバランサーとリバースプロキシの機能を併せ持つ

アプリケーション配信コントローラー（ADC）として、A10 ネットワークスでは Lightning ADC
を提供しています。

Lightning ADC は AWS、Microsoft Azure、GCP 上でのインスタンスおよび、Docker コンテナ

• リクエストの書き換え、ヘッダの挿入、

として提供されています。各プラットフォーム上でのクラスタリングとオートスケールに対

のリバースプロキシ機能を利用すること

スタンス数を自動で増減させることができます。Lightning ADC のデプロイや構成変更は

高度化

実施します。一度 Lightning ADC のクラスタが Web アプリケーションに対応づけられると、

リクエストのフィルタリング、CORS など

によるWeb アプリケーションの簡素化と

• シグネ チャベ ース による Web アプリ
ケーションファイアウォール、L4 以上の

DDoS 防御機能の利用による Web アプ

リケーションセキュリティの確保

• 一元的な機能提供とオートスケールへの

対応、GUIとREST API による構成変更、

マルチテナントポータル活用による運用
効率化の実現

応しており、クラスタ内のインスタンス間でセッション情報が維持され、負荷に応じてイン

Harmony Controller と 呼 ば れ る コ ント ロ ー ラ ー に よりGUI ま た は REST API を 通 じ て
Lightning ADC のクラスタを指す DNSレコードが提 供されます。この DNSレコードをWeb

サービスのドメインに CNAME で対応づけることで、クライアントが Lightning ADC にアクセス

するようになります。Lightning ADC クラスタ内のインスタンス数の増減に応じてDNSレコード
は自動で変更されます。Lightning ADC へのアクセスは、ロードバランスやリバースプロキシの

設定に応じてWebアプリケーションサーバーに転送されます。

Lightning ADC では、フロントサーバーとして以下の多様な機能を提供しています。これに

よりWeb アプリケーションサーバー間の負荷が平滑化され、CPU、メモリやネットワークリ

ソースの利用効率が上がり、ユーザーエクスペリエンスの向上につながる高速なレスポンス
と安定したサービスの提供が実現されます。
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• ロードバランス（L4/L7）
• サーバーヘルスチェック

ロード
バランサー

• HTTPS の終端（ECDHE 対応、HTTP/2 対応）

• トラフィック最適化（圧縮やコネクションリユース）

リバース
プロキシ
リバース
プロキシ

例えば、L7 負荷分散により、静的なコンテンツは低スペックのサー

バー（もしくはオブジェクトストレージ）に、動的なコンテンツは高

るなどの構成を取ることができます。HTTP1.1 にのみ対応している
Web サービスの前段に Lightning ADC を配置することにより、Web

サービスを HTTP/2 に対応させることもできます。

リバースプロキシとしては、リクエストの URL パスやヘッダ、Cookie、
クエリパラメータ、スキーム、メソッド、ポート、クライアントIP、POST

ボディパラメータ、国や地域、ネットワークレンジ、デバイスタイプ、

クライアントOS、ブラウザー、ブラウザーのバージョン、クライアントの
認証情報などに基づき、以下の機能を利用することができます。
• リクエストのフィルタリング

• リクエストの書き換え（ドメイン、URL、ボディ）
• WebSocket の利用

• 圧縮、キャッシングや PageSpeed のポリシー適用
• サーバーヘッダーや ETag のマスク
• Cookie の暗号化

• ヘッダの書き換え

• Cross Origin Resource Sharing（CORS）の設定

これらの機能を利用することで、Web アプリケーション側での複雑な
機能の実装を不要とし、高度な Web アプリケーションの実現を可能

にします。

Lightning ADC では上記の機能に加え、Web アプリケーションのセ

キュリティを強化する以下の機能も提供しています。これらの機能を
特定条件の通信にのみ適用することも可能です。

• Web アプリケーションファイアウォール（WAF）
：OWASP Top 10 の

攻撃の防御、ミドルウェアに応じた防御、IP レピュテーションや

マルウェア検知機能を Active/Passive モードで適用可能
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Web
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• コンテンツキャッシュ

スペックのサーバー（もしくは動的コードの実行環境）に振り分け

Web
アプリケーション

Lightning ADC クラスター

Web
アプリケーション

図 1：Web アプリケーションの構成（上）と

Lightning ADC を利用することによる構成簡素化（下）

クラウドサービスなどでこれらの機能を併せて利用するには複数

サービスを組み合わせる必要がありますが、Lightning ADC ではこ

れらが一元提供されるため、図 1 下部のようにインフラストラクチャ

の構成を簡素化できます。Lightning ADC を通過するトラフィックの

情報は Harmony Controller に集約され、アプリケーションレベルで

の分析が可能な形で可視化されるため、効率的な運用に繋がります。

また、Harmony Controller で はマルチテナントに 対 応しており、

アプリケーション開発チームごとにテナントを割り当てたりすることで、
セルフサービスでの運用も実現できます。

また、この他に Web アプリケーションの新バージョンをデプロイす

る際に利用可能な Blue-Green デプロイメントの機能を持っており、
Web サービス単位での円滑なバージョンアップを支援できます。

上記のように、A10 Lightning ADC を用いることで、クラウドサービス上

やコンテナプラットフォーム上での Webアプリケーション開発とサービス
提供を効果的かつセキュアに実現することが可能になります。
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