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自己紹介

森崎 泰弘 （もりざき やすひろ）

ＢＩＧＬＯＢＥクラウドホスティング 企画開発係

Twitter: crnakychoco

ミッション：世界中のエンジニアをクラウドで幸せにする

プライベート活動：
・1２年～クラウド事業者間のディスカッションイベント クラウドごった煮

・1３年～仮想化インフラストラクチャ・オペレーターズグループVIOPS9 パネル・セッションモデレータ

・1４年7月～仮想化インフラストラクチャ・オペレーターズグループVIOPS10 パネル・セッションモデレータ

・1４年8月～クラウドごった煮 ジャパン・ツアー in あおもり クラウドサービスハンズオン講師

北海道から九州までクラウドイベントの[飲み会予約係]を担当

たまに、セッション企画、司会・発表をしています(*´ω｀*)
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BIGLOBEクラウドホスティング
直近のUPDATE情報
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クラウドの各種賞を受賞

①第8回 ASP・SaaS・クラウド アワー
ド2014 総合グランプリ受賞（10/6）

②日経BP 第9回クラウドランキン

グ「ベストサービス」に選定（10/14）
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・審査基準

- 事前に評価項目を明示して評価の透明性を図る

- 審査選定委員には、クラウド事業者に直接関連の無い
有識者を選任して公平な観点から審査を実施

・受賞ポイント

- クラウド有識者による書類・プレゼン審査において、応募
100サービス中、すべての評価項目合計で最高得点を獲得

- BIGLOBEのSDNの先進的取り組みが評価された

BIGLOBEクラウドホスティング

第8回 ASP・SaaS・クラウド アワード2014 総合グランプリ受賞

■その他の受賞社一覧

・ASP・SaaS・クラウドアワード2014とは

-特定非営利活動法人 ASP・SaaS・クラウ
ドコンソーシアムが、国内で優秀かつ社会
に有益なクラウドサービスを表彰する賞

-クラウドサービス利用者の事業拡大を支
援し、クラウドを社会情報基盤として確立
させることが目的
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-日経BP社は2014年10月14日、第9回

「クラウドランキング」を発表

-IT企業が提供するビジネス向けクラウド

サービスの内容をそれぞれ独自に調査し

結果を公表

■「ベストブランド」には届かなかったが高評価だった企業

2014/10/15 干場 一彦＝日経BPイノベーションICT研究所 出典：日経コンピュータ 2014年10月16日号pp.62-75

-優れたクラウド関連事業者
のイメージをビジネスパーソン
５０００人のアンケートによって
評価する第9回クラウドランキ
ング「ベストブランド」を発表

-ビッグローブは26位にランク
イン。

BIGLOBEクラウドホスティング

日経BP 第9回クラウドランキング「ベストサービス」に選定
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追加機能

①西日本リージョン（7/7～）

②DNS機能（8/6～）

③リモートデスクトップ接続
（RDS）を提供開始（9/25～）
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追加機能

①西日本リージョン（7/7～）

②DNS機能（8/6～）

③リモートデスクトップ接続
（RDS）機能（9/25～）
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BIGLOBEクラウドホスティング “西日本リージョン” とは

� BIGLOBEクラウドホスティングはマルチリージョン対応

� “東日本リージョン”（東京電力圏のデータセンタ）と“西日本リージョン”（中国
電力圏のデータセンタ）を選択可能

特長

▐ 遠隔地へのバックアップやＤＲ（ディザスタリカバリ）対策を実現するインフラ
を提供

▐ ＤＲサイト構築をサポートするリモートバックアップソフトウェアをプリイ
ンストールしたサーバを用意

▐ コントロールパネルで各リージョンのサーバを簡単にコントロール

東日本リージョン
西日本リージョン

東日本リージョンの
バックアップやDR対策

new
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BIGLOBEクラウドホスティング “西日本リージョン” とは

� BIGLOBEクラウドホスティング “西日本リージョン”は株式会社TOKAIコミュニ
ケーションズの「BroadCenterクラウドプラットフォームＶＣシリーズ」にて実現

▐ データセンタ専用建物（免震構造）

▐ 災害が少ない地域特性

▐ 安定した電力、２系統受電、自家発電機

▐ 外気冷却

（東日本リージョン）（西日本リージョン）

BroadCenter岡山データセンター

プライベートLANプライベートLAN（オプション）

コントロールパネル（※）

（※）東日本と西日本でログインする際のIDが異なります。
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西日本リージョン メニュー

ＣＰＵだけ増やしたい、メモリだけ増やしたい、というニーズに応えます

CPU： 最大4vCPU

メモリ： 最大8GB

ベースモデル

サーバ1台：8,000円/月額～

※サーバ作成やリソース変更は最短10分

データセンタ／ハードウェア保守込み
OSプリインストール、グローバルＩＰアドレス付で

（税別）

1vCPU

CPU
4vCPU

※1vCPUは2GHz相当
※サーバ購入後、サーバリソースの増減が可能です。

1GB

メモリ
8GB

仮想化基盤(ＶＭｗａｒｅ ESX)

サーバ
作成時

標準搭載

ストレージ(ＲＡＩＤ構成)

ディスクD1

40GB

ＯＳ領域

D

10GB

250GB

ネットワーク
・ＩＰアドレスはグローバル側に１つ

・プライベート側の追加もオプションにて可能

・帯域は1サーバあたり1Gbpsベストエフォート

プライベート
ＬＡＮ(オプション)へ

インター
ネットへ

[グローバル側]
IPv4(自動割当)

IPv4(オプション)

[プライベート側]※「プライベートLAN」は
クラウドアプリストアにて
提供します。

スナップショット

※１世代[30日間]までのスナップショットを保存することができます。

・追加ディスクを含むバックアップ

・スナップショット取得元サーバに

リストアパッチあて時に安心

OSSプリインストール ・バックアップツールAmanda、

同期ツールrsyncをプリインストール

・セットアップガイド・設定マニュアル付き
※OSSプリインストールは
Linux(CentOS)のみです。

CentOS 6
Windows Server 2008 R2 Standard Edition

Windows Server 2012 R2 Standard Edition

OS：

追加ディスク： 最大1TB

サーバ1台あたり
最大250GB×4本
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簡易DRサイト 構築イメージ

� ベースモデル（西日本）（CentOS 6）はバックアップ、ファイル同期のOSS※をプリ
インストール

� DR（ディザスタリカバリ）サイトのスムーズな構築をサポート

（東日本リージョン）（西日本リージョン）

インターネット

バックアップ
格納

Amanda SV

バックアップ
対象

バックアップ
対象

Amanda CLAmanda CL

Amanda(OSS※)によるバックアップ

rsync(OSS※)によるファイル同期

・指定フォルダ（ファイル）の遠隔バックアップをスケジュール実行可能

・リストア先は任意指定ＯＫ

（東日本リージョン）（西日本リージョン）

インターネット

同期
ファイル

・指定フォルダ（ファイル）の同期をスケジュール実行可能

・差分データのみの転送でサーバ間のファイル同期ＯＫ

rsync

本番サーバＤＲサーバ

※OSS：オープンソースソフトウェア

本番サーバ
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追加機能

①西日本リージョン（7/7～）

②DNS機能（8/6～）

③リモートデスクトップ接続
（RDS）機能（9/25～）
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BIGLOBEクラウドホスティング DNS

� BIGLOBEのDNSサーバへお客様が保有しているドメインのDNSゾーンを登録

� Aレコード・CNAMEレコード・MXレコード・TXT(SPF)レコードの設定が可能

� 設定できるレコード数は、1ゾーン100件

※ドメイン取得はサーバ運用支援サービスにて代行取得することが可能です。
※逆引き、AAAAレコード、ルートドメインのNSレコードの設定はできません。
※ワイルドカードは使用できません。

Aレコード

MXレコード

CNAMEレコード

TXT（SPF)レコード

DNSサーバ

レコードの
追加・内容確認
編集・削除

1 ゾーン：2,000円/月額
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DNSレコード設定 画面イメージ
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DNSレコード設定 画面イメージ
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BIGLOBEクラウドホスティングDNS ご利用の流れ

レジストラレジストラ

ドメイン取得

BIGLOBEクラウドホスティング
DNSゾーン登録（購入）

レジストラの
ネームサーバ情報を変更

運用開始
DNSレコードの登録・更新

example.jp
ネームサーバ1 ns06.mesh.ad.jp

ネームサーバ2 ns07.mesh.ad.jp

ネームサーバ3

example.jpゾーン

BIGLOBE DNSサーバサーバサーバサーバ
ns06.mesh.ad.jp
ns07.mesh.ad.jp

委任

Aレコード

MXレコード
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追加機能

①西日本リージョン（7/7～）

②DNS機能（8/6～）

③リモートデスクトップ接続
（RDS）機能（9/25～）
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リモートデスクトップ接続（RDS）機能 画面イメージ
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【補足】BIGLOBEクラウドホスティング
から見たクラウドマーケット
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BIGLOBEから見たパブリッククラウド市場 ポジショニングMAP

NCWG
当日限り資料
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・もともと日本でパブリッククラウドはスマホ
ゲームの基盤として2011年から流行

・２年前から多くのクラウド事業者が
業務システム用途にターゲットを転換

・BIGLOBEクラウドは2011年サービス開始
当初から、お客様のほとんどが業務利用

・今後、2016年まで 急速に企業のクラウド
の業務利用が加速していく傾向にある

クラウド事業者視点から見たパブリッククラウド業界
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・インフラサービスの導入検討する8割の
お客様は「クラウド」を検討する所から始める

事業者の視点から見ると
ほとんどのお客様はクラウドから検討を開始
→結果的に他サービスとクラウドと合わせて購入

クラウドで儲けるときの重要なポイント

（例）クラウドの仮想サーバ単体ではなく
クラウド＋物理サーバ
クラウド＋ハウジング
クラウド＋●●●●…

クラウドで儲けるときの重要なポイント
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BIGLOBEクラウドの売上上位TOP20 利用用途

2014年5月末時点

NCWG
当日限り資料
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BIGLOBEクラウドの傾向

・売上上位２０社の５０％はお客様拠点や
ハウジングなどの物理サーバとクラウドを
連携させたハイブリッドクラウド利用

NCWG
当日限り資料
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医療は海外クラウドを懸念するお客様が多い

経済産業省にて、クラウドを医療連携システムとして利用する場合のガイドラインを公表しています。医
療情報などの個人情報のレベルの高い情報は公益国益の観点から、国内法の適用場所に保管するこ
とが規定されています。海外クラウドでは東京のデータセンタを利用しても、データの法律の管轄は米
国になるサービスもあります。経済産業省のガイドラインに沿うと医療データは海外クラウドでは扱い難
いサービスと言えます。

クラウドを医療連携システムとして利用する場合のガイドライン「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネージメントガイドライン (経済産業省 2011.4)」

・海外クラウドの法律の懸念

・厳しい約款や支払い手段などの商習慣への懸念

NCWG
当日限り資料
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クラウド事業者、パートナー様、お客様
この３つすべての利益が上がる事が

クラウド業界の健全な成長と考えています

お客様パートナー様

クラウド事業者

さいごに
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パートナー様と一緒に
「クラウドで儲けていく」

そのためのノウハウはパートナー様に
積極的に公開していく

それがBIGLOBEクラウドです。
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一緒にクラウドで儲けていきましょう！


