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課 題：
800Gbpsを安定処理する
高速なロードバランサーが必要

「GYAO!」は、2009年に「Yahoo!動画」と統合され、
動画投稿サイトとは一線を画し、著作権を重視した
映像配信プラットフォームとして誕生したサービスで
す。順調にユーザー数も視聴数も増大していました
が、遅れていた HD映像の配信に対応し、さらなる
ユーザー獲得に向けてサービス品質を向上させる施
策が計画されました。従来の倍の画質となる HD映
像は、当然のことながら通信量も大幅に増大します。 

さらに今後も、ユーザー数の増加が見込まれている中
で、既存のインフラで
は賄えなくなるおそ
れがありました。そこ
で「Yahoo! JAPAN」
では、「GYAO!」のネッ
トワークインフラを
大きく更改すること
を選択しました。問
題は、どのようなロー
ドバランサーを採用
すべきかという点で

高画質映像を配信する 800Gbpsのネットワークを実現
サーバーの負荷を減らして運用コストの削減も図る

ヤフー（Yahoo! JAPAN）は、人々と社会の課題を情報技術で解決する「課題解決エンジン」を
ミッションとして、月間総 PV数 611億（2015年 1月から 3月の月間総 PV数の平均）を誇る日
本最大級のポータルサイトを運営しています。インターネット広告や eコマース、各種会員サービ
スなどを柱に、日本のインターネット市場をけん引する事業者です。同社が、子会社である株式会
社 GYAO（GYAO）と協力して運営する無料映像配信サービス「GYAO!」では、多くのユーザー
により快適で、質の高いサービスを提供するために、HD映像の配信に対応する必要がありまし
た。800Gbpsのスムーズな映像配信のために選択したのが Citrix NetScalerです。安定的な
ロードバランシングで負荷を軽減し、サーバーハードウェア台数の削減も合わせて実現しました。

● HD 映像を配信してサービス品質を
向上

● L4ロードバランサーではサーバーの 
台数と負荷が増大

● 消費電力の肥大化やラックスペースの
不足

● 100 万リクエスト / 秒、
800Gbps を安定的に処理

● 高い L7性能によってサーバー台数を
減らしてコストを削減

● 電力コストを抑制、サーバースペース
にも余裕
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導入製品

・ Citrix NetScaler MPX 22120
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無料映像「GYAO！」の
サービス品質向上を 
ネットワークで支える 
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した。ヤフー株式
会社 システム統
括本部 サイトオペ
レーション本部 イ
ンフラ技術 3部で
ロードバランスを
担当する宮田耕一
氏は、厳しいイン
フラの要件があっ
たと述べています。
「新しい『GYAO!』

では、毎秒 100万リクエスト・800Gbpsのトラ
フィックを処理できる高速なインフラが必要でした。
従来から利用しているレイヤー 4 のロードバラン
サーでは、サーバーへの負荷が大きすぎてしまい
ます。そこで、レイヤー7を高速に処理できるロー
ドバランサーを導入してサーバーあたりの負荷を軽
減し、台数と運用コストの抑制も目指す必要があ
りました。また今後、HTTPSが一般化していくこ
とを考え、SSL処理のパフォーマンスも重視してい
ました」（宮田氏）。

ソリューション：
小さな筐体で高いパフォーマンス
NetScaler MPXを採用

そこで「Yahoo! JAPAN」が選択したのが、シトリッ
クスの「NetScaler MPX 22120」です。1台あた
りの L7ロードバランシングのパフォーマンスが非
常に高く、業界トップクラスの SSL 処理性能を発
揮するところも魅力でした。宮田氏によれば、さ
らに注目したのは筐体のサイズであったとのことで
す。「私たちサービスベンダーにとって、ラックスペー
スは資産です。できるだけ小さいほうが、メンテ
ナンス性にも優れています。その点で NetScaler

は、2Uサイズという小さな筐体で高いパフォーマ
ンスを発揮するため、私たちのニーズにマッチして
います」（宮田氏）。もう1つのポイントは、「MBF

（Mac Base Forwarding）」に対応していたことで
した。今回のインフラでは、さまざまなネットワー
ク機器がロードバランサーに接続されており、さ
まざまなトラフィックがさまざまな経路で流入して
くることになるため、従来のルーティングではボト
ルネックになる可能性がありました。MBFによっ
て、相互接続を簡単におこない大容量の配信を可
能にしました。「こうしたネットワーク機器は、カ
タログどおりのスペックを発揮できないのが常です。
しかし NetScalerは、事前の試験でもスペック表
どおりの優れたレイヤー7パフォーマンスを発揮し
ており、とても魅力的な製品だと感じました」（宮
田氏）。実は「Yahoo! JAPAN」では、小規模な環

境ではいくつかの NetScalerを導入していました。
しかし、同社でも前例のない膨大なトラフィック量
が想定されるため、NetScalerに任せてよいかどう
か、不安の声も聞かれました。そこでシトリックス
から同機種の筐体をレンタルして動作検証を十分に
行い、稼働も運用も問題ないことを確認してから導
入を決定しました。「以前に社内のエンジニアが作
成した NetScaler向けのミドルウェアがそのまま
利用できることも確認しました。基本仕様を容易に
変えない姿勢は、私たちユーザーにとって非常にあ
りがたく思います」と宮田氏は述べています。

導入効果：
サーバーの台数を削減しつつ
高画質映像を安定配信

実際の導入に際しては、設計や検証の段階から
シトリックスから技術情報などを提供し、まった
くトラブルなしにサービスをローンチすることが
できました。製品についても、システム統括本部  

サイトオペレーション本部 インフラ技術3部 ロー
ドバランス担当の井比努氏は、次のように評価し
ています。「これまで、複数のロードバランサーを
運用してきましたが、バグによる予期せぬ動作や
想定以下のパフォーマンスなどに悩まされること
も多くありました。しかし NetScalerは、実運用
に入っても想定どおりの性能を発揮しており、こと
レスポンスにおいては、期待以上の数値が出てい
ます。100％のトラフィックを流して 1か月ほど稼
働させていますが、これまで障害もなく、「GYAO!」
の高画質映像を安定的に配信することができてい
ます」（井比氏）。NetScalerの導入によって、サー
バーへの負荷を大幅に軽減することが可能となり、
実際に「GYAO!」のコンテンツ配信を担うサーバー
ハードウェアの台数を減らすことができました。結
果として消費電力やラックスペースも抑制され、高
画質映像の配信でサービス品質を向上しつつ、通信
速度あたりのコストを大幅に削減できたことが最大

の効果です。実は「Yahoo! JAPAN」では、導入
の前に 1つの追加要件を持っていました。サービ
スへの影響を最小限にする為に、障害時の切り替
えを更に最適化したかったのです。シトリックス
は、この要件を実現する機能を短期間で追加し
ました。「驚くほど早い対応で助かった」と、井
比氏は述べています。「実は当社の小規模な環境で
は、いくつか NetScalerを運用していたのですが、
あまり慣れてはいなかったのです。シトリックスに
は NetScalerの設定方法や運用方法について多数
の質問をしたのですが、すべて明確でわかりやすい
回答をいただけましたし、専門のトレーニングも開
催してもらえました。そのため理解が深まり、苦手
意識もなくなりました。今では、RESTful APIが
使いやすくて気に入っています」（井比氏）。

今後のプラン：
レイヤー 7環境の拡張に
NetScalerのさらなる活躍を期待

現在の構成では、短期間での導入を強いられたこ
ともあって、実績のある「VRRP（Virtual Router 

Redundancy Protocol）」を利用して冗長化を図っ
ています。しかし今後は、さらなる高画質化やユー
ザー数の増加によって通信量が増大し、ロードバラ
ンサーの負荷が肥大化していくことが懸念されま
す。そこで宮田氏らは、NetScalerのクラスタリン
グ機能に期待を寄せています。また今後、サーバー
リソースの保護やセキュリティ対策のために、レイ
ヤー7を処理する環境が増えていくことが予想され
ます。その際には、SSLオフロードや各種サイバー
攻撃に対応する NetScalerも視野に入れて検討し
たいとのことです。「現在の NetScalerは、10Gの
インターフェイスで運用していますが、「GYAO!」の
ように広帯域なインフラではケーブルが増えてしまう
ため、少々力不足です。40Gのインターフェイスカー
ドもリリースされる予定だと聞いていますし、さらに

100Gへの対応も大いに期待しています」（宮田氏）。
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