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データシート

トラフィック配分の最適化と
クラウドからのアプリケーション ・ デリバリ
Incapsula のロードバランサを導入すれば、 コストのかかるアプライアンスはもう要りません
──代わりに、 クラウドベースのアプリケーション ・ デリバリ ・ ソリューションを企業の皆様
に提供いたします。 グローバルな CDN （コンテンツ ・ デリバリ ・ ネットワーク） を基盤と
した Incapsula ロードバランサは、 複数のサーバを擁する単一のデータセンタ、 サイト ・
フェイルオーバー （DR）、 GSLB （グローバル ・ サーバ ・ ロード ・ バランシング） に対応
しています。 リアルタイムのヘルスモニタリングと通知により、 トラフィックは、 実行可能な
Web サーバに、 確実にルーティングされます。

主な機能
・ 最適なリソース利用のためのアプリ

高度なアプリケーション ・ レベルの負荷分散

ケーション ・ レベル ・ ロード ・ バラ

各サーバへの実 HTTP 要求に対するリアルタイム監視を通じて、 アプリケーションレベル

ンシング

での負荷分散機能による高度なサーバ間負荷配分を行います。 各サーバへの実トラフィッ

・ 単一のデータセンタ、 複数のデータ
センタ （GSLB） および DR など多
様なシナリオをサポートするための
ビルトイン ・ フレキシビリティ

クの流れを理解することによって、 Incapsula はリソース使用の最適化を確実に行います。
レイヤ 3 や DNS ベースなどの他の負荷分散メソッドでは、 実トラフィック監視機能がない
ため、 完全な最適負荷分散を提供することはできないでしょう。 TTL 依存の DNS ベース

・ アプリケーション ・ デリバリ ・ ルー

の負荷分散とは異なり、 Incapsula のルート変更は迅速かつ全ユーザに対して漏れなく実

ルによる高度なトラフィックルーティ

行されます。 様々なトラフィック配分メソッドに対応しており、 その全てにおいてセッション維

ング

持機能が有効です。

・ リアルタイム監視およびフェイル
オーバー機能による高可用性
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Incapsula を選択する理由
・ 高速かつ高コストパフォーマンスの
スケーラビリティを実現するクラウ

全ての負荷分散ニーズに対応
Incapsula ロードバランサのサポート対象

ド ・ ベースのロードバランサ
・ アプリケーション ・ パフォーマンスを
向上させ、 サーバ負荷を軽減する
最適なトラフィック配分
・ クライアント ・ クラシフィケーション
によるボットの特定および標的のリ
ルート
・ 簡単な DNS 変更による有効化 ―
ハード / ソフトのインストール、 イン
テグレーション、 Web サイトへの変

サーバ負荷分散
Incapsula は、 1 データセンタ内の複数の Web サーバに渡るトラフィックに対して、 クラウ
ドから直接分散処理をします。 これにより、 Web サイトやアプリケーションの稼働を費用効
率良くスケールすることが可能となり、 ローカルのロードバランサや仮想のアプライアンス
は不要となります。 また、 Incapsula は、 対象の Web サイトやアプリケーション専用のロー
ドバランサとして機能し、 負荷に従ってサーバ間でトラフィックを正確に分散し、 一方でレス
ポンスのないサーバをプールから除外します。

更などの作業は一切不要

トラフィック

Imperva Incapsula

データセンタ

ネットワーク

Incapsula は様々な負荷分散メソッドに対応しています。 デフォルトでは、 これらのメソッド
は全てセッション維持、 すなわち同じ HTTP セッションが常に同じ優先サーバ （レスポン
スがある場合） へとリターンされる状態になっています。 サービスをセットアップする際に、
以下のオプションから 1 種類の分散メソッドを選択することができます。
・ 最小ペンディング ・ リクエスト
サーバの負荷を確認する最も正確な方法―処理中の HTTP リクエスト数の計測を行うこ
とで、 リアルタイムのサーバの負荷に応じて負荷を配分することができます。
・ 最小オープン ・ コネクション
このメソッドでは、 オープン ・ コネクション数が最も少ない Web サーバへリクエストを転
送することにより、 トラフィックが配分されます。
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サイト ・ フェイルオーバー （ディザスタ ・ リカバリ）
Incapsula は、 システム停止の際に迅速に復旧するためにプライマリ ・ サイトとセカンダ
リ ・ サイト間の自動フェイルオーバーを行います。 プライマリ ・ サイトのダウンを検知する
と、 Incapsula は直ちにスタンバイのデータセンタを自動的に始動させます。 Incapsula の
リアルタイムヘルスモニタリングによってシステム停止の即時検知が可能となり、 重大な障
害発生時においても高可用性を確保します。

データセンタ

トラフィック

Imperva Incapsula
ネットワーク
データセンタ

グローバル ・ サーバ ・ ロード ・ バランシング （GSLB）
複数のデータセンタを運用している企業に対しては、 GSLB を使ってアプリケーションと
Web サイトの高い可用性と安定したパフォーマンスを確保します。

ニューヨーク DC

トラフィック

Imperva Incapsula
ネットワーク
ロンドン DC
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Incapsula は、 グローバル CDN を活かし以下のメソッドを用いてグローバル ・ ロード ・ バ
ランシングを実行します。
・ベスト ・ コネクション ・ タイム
Incapsula は、 Incapsula とお客様のデータセンタの間のネットワーク接続時間の定期
的なサンプル抽出を高頻度で実施します。 このサンプリングを踏まえて、 最適な接続時
間でトラフィックをデータセンタに送ります。
・優先ジオ ・ ターゲティング
このメソッドを利用すれば、 Web サイトのオーナーは、 ビジターの地理的位置に基づい
て特定のデータセンタへとトラフィック経路を制御するポリシーを設定することができます。
例えば、 エンドユーザの位置に拠って異なるコンテンツ （広告など） を提供したい、 と
いうケースが考えられます。 このメソッドでは、 優先データセンタが何らかの理由で利用
不可であれば、 Incapsula は利用可能なデータセンタへ経路を変更します。
・要求ジオ ・ ターゲティング
この負荷分散メソッドも地理的情報をベースとしていて、 優先ジオ ・ ターゲティングに類
似しています。 しかし、 このメソッドを使うと、 要求されたデータセンタが利用不可である
場合はトラフィックの経路は無くなります （Null）。 このメソッドは、 それぞれ違う国にある
複数のデータセンタの規制準拠維持を担う国際的組織が使用しているものです。

アプリケーション ・ デリバリ ・ ルール
Incapsula のインテリジェンスとリクエスト属性に基づいて、 クライアント ・ フェイシング URL
を変更せずに、 ネットワークの末端でのリクエストのリライト、 フォワード、 リダイレクトおよ
び異なるアセットのリターンを実行します。
・URL パターン、 cookie、 HTTP ヘッダ、 クライアント ・ クラシフィケーションなどのレイヤ
7 の属性に依拠し、 コンテンツの切替とユーザのリダイレクトを行います。
・相対 URL と動的 URL をリライトし、 カスタマー ・ フェイシング URL をクリーンにすること
でユーザ体験と SEO ランキングを向上させます。
・お客様の Web サーバとバックエンド ・ サーバ間の接続負荷を軽減し、 ラウンド ・ トリッ
プ時間を短縮します。
・Incapsula のクライアント ・ クラシフィケーション機能を活用して特定した悪意のあるボッ
トを偽コンテンツから成る専用サイトまたはサーバへリダイレクトします。
・各種パラメータ用の閾値 （率） をカスタマイズすることによって、 クライアントの振舞いを
踏まえたルールを定義します。
・アプリケーション ・ コードを変更せずにバックエンド ・ ロジックを実装します。
・非テクニカルユーザに対して、 ロールに基づいた管理を拡張します。
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監視とアラート
ヘルスモニタリング
サーバ ・ アクティビティのヘルス / パフォーマンス ・ チェックをリアルタイムで実行すれば、
システム停止を検知しダウンタイムを無くすことができます。 Incapsula は、 この方法でトラ
フィックが実行可能な Web サーバを常にルーティングするよう確実にサポートします。 パッ
シブ監視は、 転送された実トラフィックに対するサーバのレスポンスを評価するために使用
します。 サーバがダウン状態であるかどうかは、 ユーザ設定が可能な拡張パラメータに基
づいて判断されます。 このパラメータについては、 企業各々のニーズ / ポリシーに特化し
て微調整します。 これには、 エラーと見なされる事象、 “failure” を構成するエラーの一定
時間当たりの量、 などがあります。 一旦 “down” のフラグが立つと、 そのサーバが稼働
を再開したかどうかを判断するために、 Incapsula はアクティブ検証を実行します。 アクティ
ブ検証は、 定義済 URL へ専用 HTTP リクエストを送信し、 期待レスポンスの受信がある
かをチェックして行われます。 受信できれば、 ロードバランサはそのサーバへのトラフィック
を再び流し始めます。
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アラート
Incapsula のユーザは、フェイルオーバーが起こり得る状況になると、アラート通知を E メー
ルで受けとることができます。 そのアラートを発報する感知度については、 管理コンソール
で正確なシナリオを細かく設定することができます。 例として
・ 特定のサーバがダウンしている
・ データセンタがダウンしている
・ トラフィックをリルートしたプロキシの数、 などの柔軟なパラメータ
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