ソリューションブリーフ

継続的デリバリーにおける
柔軟な Web サービスデプロイの実現

A10 Lightning ADC の Blue/Green デプロイ機能を利用したサービスデプロイ
課題：

• 継続的デリバリープロセスの柔軟でサー

ビス影響の少ない Web サービスデプロ

イの実行

• サービスを新バージョンへアップデート
するための Blue/Green デプロイやカナ

リアテスト、A/B テストの実現

解決策：

A10 Lightning ADCが提供するBlue/Green

デプロイ機能による、
詳細なトラフィック制

御に基づいた既存サービスから新サービス
へのトラフィック移行とサービス切り替え

メリット：

• サービス影響の少ないデプロイと容易な
ロールバックの実現

継続的デリバリープロセスにおけるサービスデプロイ

ソフトウェア開発の品質と生産性を向上させるために短いフィードバックサイクルでソフト

ウェアを開発 / ビルド/ テストする継続的インテグレーション（Continuous Integration; CI）
と、ソフトウェアを常に本番環境にリリースできる状態に保ち、CI によって生成された成果物

を本番環境に自動的にデプロイしてエンドユーザーへのサービス提供を迅速に行う継続的

デリバリー（Continuous Delivery; CD）を実践することで、ユーザーからのフィードバックを
迅速に得ることができ、顧客体験を向上するための継続的なサービス改善のサイクルを早め

ることができます。CI/CD の実践は、CEO にとっては新しい事業機会に対して対応する能力、
CTO にとってはより効率性の高いサービスの実現を意味します。

CD プロセスにおけるサービスデプロイでは、障害やダウンタイムなど、クライアントに与え

る影響を最小限に抑えながら、新バージョンのサービスを本番環境に移す必要があります。

この条 件 を満たすデプロイの方 法として、Blue/Green デプロイが用いられます。Blue/

Green デプロイでは、現行バージョンのサービス（Blue）を提供する仮想マシン群を維持した

まま、新バージョンのサービス（Green）を提供する仮想マシン群を起動し、新バージョンの
サービスが提供可能になったらトラフィックを新バージョンに流すようにルーティングします。現

行バージョンの仮想マシン群は一定期間新バージョンと並行に動作させ、新バージョンのサー

ビスが問題なく動作することが確認されたら、現行バージョンの仮想マシン群を削除します。も

• トラフィックの割合を指定することによる

し新バージョンのサービスに問題があった場合は、トラフィックを現バージョンのサービスの仮

リクエストのみを新サービスに送付する

行う場合は現行バージョンと新バージョンのサービスを同時に実行している期間の仮想マシン

新サービスへのトラフィック移行や GET

テストの実行

• リクエストの URL パスやヘッダ、Cookie、

想マシン群にルーティングしなおすことでロールバックを行います。一斉にサービス切り替えを
群のコストが倍になるため、トラフィックを少量づつ新サービスに流して徐々にトラフィック量を
増やしていく形で切り替えを行う、実質的にカナリアテストと同様の Blue/Green デプロイを行

クエリパラメータ、スキーム、メソッド、

うこともあります。また、仮想マシンのコストを抑えるために、少数の新バージョンのサービス

ラメータ、国や地域、ネットワークレンジ、

スの切り替えを行うローリングアップグレードを利用することもあります。

ポート、クライアントIP、POST ボディパ

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の詳細な条件に基
づいた、現行サービスから新サービスへ

のトラフィック移行

• Blue/Green デプロイ実行中の現行サー
ビスと新サービスのトラフィック状況の可

視化と比較による、ユーザーエクスペリ

エンスの評価

• GUI操作による容易な運用や、REST APIに
よるDevOpsプロセスやInfrastructure as
Codeとの統合

を本番環境にデプロイし、同時に同数の旧バージョンのサービスを取り除く形で徐々にサービ

A10 Lightning ADC による Blue/Green デプロイ

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に適した機能

を提供する、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 Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 上

でのインスタンス、および Docker コンテナとして提供されており、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応しています。Lightning ADC のデプロイや構成変更

は Harmony Controller と呼ばれるコントローラーを通じて実施します。クライアントから
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。
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Lightning ADC には、サービスデプロイを容 易 にする機 能として

Harmony Controller

Blue/Green デプロイをサポートする機 能 を持っています（図 1）。

この機能によりBlue/Green の各サービスに流すトラフィックを細かく
制御することができ、実質的にカナリアテストやローリングアップデー

トを実行することもできます。Blue/Green の各サービスに振り分け

Blue/Greenデプロイの
条件設定

るトラフィック制御には以下の方法を利用できます。

• Blue/Green に流れるトラフィック割合をパーセンテージで指定
• GET リクエストのみを Blue/Green 双方に転送
（それ以外のリクエストは Blue のみに転送）

• 詳細な条件に基づくトラフィック制御（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）

例えば、クライアントの IP アドレスのレンジを指定して、初期テスト

を行うクライアントからのトラフィックだけを新サービスに転送したり、

クライアントのデバイスタイプに応じて、Android 端末のクライアント
からのトラフィックだけを新サービスに転送し、残りを現行サービス
に流したままにしたりすることが可能です。

Blue/Green デプロイの実 行 中 は、現 行サービス（Blue）および新

サービス（Green）それぞれのサービスへのリクエストに対するレス
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図 1：Lightning ADC の Blue/Green デプロイ機能を用いた
新バージョンの Web サービスのデプロイ

Lighting ADC の Blue/Green デプロイを CI/CD プロセスに組み込む

ことにより、より柔軟な Web サービスのデプロイが実現され、リスク
を抑えつつ効率的で迅速なサービス提供に繋げることができます。

ポンスタイムなど、各サービスへのアクセス状況を可視化し比較す
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ば、徐々に新サービスへのトラフィックを増やしていくこともできます。

におけるリーディングカンパニーとして、高性能なアプリケーション

ることもできます。新サービスの動作が問題ないことが確認できれ

逆に、新サービスの動作に問題がある場合は、Blue/Green デプロ

イを中断することにより、現行サービスへのロールバックを行うこと

ができます。また、2 種類のサービスを一定期間同時並行で実行し、
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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

ランダムにトラフィックを割り振ることで、より優れたサービスを選択

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

上記の Blue/Green デプロイの設定は Harmony Controller を通じて
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するための A/B テストを実行することもできます。

GUI もしくは REST API で実施することが可能です。アプリケーション

チームは REST API による操作を利用することで、Blue/Green デプロ

イのプロセスをInfrastructure as Code に組み込むことも可能です。

Lightning ADC はこの機能に加え、Web アプリケーションに適した
豊富なロードバランス機能とリバースプロキシ機能、Web アプリケー

ションファイアウォールや DDoS 防御などのセキュリティ機能を持ち、

拠点からお客様をサポートしています。

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提供することを使命としています。
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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

ション開発とサービス提供を効果的かつセキュアに実現することを
可能にします。
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