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さくらインターネット特集
〜国内最⼤級のITインフラ企業「さくらインターネット」を深掘り！〜

▼　▼　▼　次のページにつづく　▼　▼　▼

さくらインターネット株式会社は、1996年創業。⽇本のインターネット黎明期よりインターネットインフラサービスを提供してい

る企業です。東証⼀部に上場しており、国内では⾮常に有名なクラウド事業者なのでご存じの⽅も多いと思います。 

創業者でもあり現代表取締役社⻑でもある⽥中邦裕⽒が、学内ベンチャーとしてレンタルサーバ事業を始めたのがスタートです。

⼤阪‧東京とデータセンターも開設し、ハウジングサービスの提供を開始。その後も次々と、専⽤サーバ、マネージドサーバ、

VPSとサービスを展開していきます。そして、北海道の⽯狩データセンター開設とともに、現在の主⼒サービスでもある「さくらの

クラウド」を2011年に提供を開始し現在に⾄ります。

国内のクラウド事業者として⾃社開発による技術⼒と⼤規模

データセンターの運⽤により、⽐較的ローコストなサービス

を展開しているのが特⻑です。

データセンターは下記地域に複数あり、中でも北海道⽯狩に

あるデータセンターは、北海道の気候を利⽤した最新の省エ

ネルギー型のデータセンターを建設、運⽤しています。

さくらインターネット社の概要‧歴史

■サービスラインナップ ■データセンター

北海道

東京
⼤阪

● さくらインターネット社の概要‧歴史 

    - コラム① ⼤停電発⽣！その時⽯狩データセンターは 

    - コラム② さくらインターネット社とネットアシストとのつながり 

● さくらのクラウド10周年 

    - さくらのクラウドおすすめポイント、他 

● さくらの「クラウド」「VPS」「専⽤サーバ」を組み合わせたサーバ構成事例 

● 2021年に発表された「さくらのクラウド」の新機能 

● AWS re:Inventが開催されました！ 

● 年末のご挨拶

⽬次

‧さくらのVPS

‧さくらのレンタルサーバ

‧さくらのクラウド

‧さくらの専⽤サーバPHY

‧ハウジング

https://vps.sakura.ad.jp/

https://rs.sakura.ad.jp/

https://cloud.sakura.ad.jp/

https://server.sakura.ad.jp/

https://datacenter.sakura.ad.jp/

ネットアシストのパートナーベンダー！
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2018年9⽉6⽇。北海道を⼤地震が襲いました。北海道全域

で停電が起こり、北海道⺠が何⽇間も不⾃由な⽣活を強いら

れることになった、⾮常に⼤規模な災害です。 

 

多くのサーバが集まるデータセンターでは、停電時の対策は

⾮常⽤の電源設備が⽤意されており対策されています。⽯狩

データセンターでも2⽇間程度の停電では運⽤が⽌まらない

ようにはなっていましたが、今回は北海道全域のブラックア

ウト。復旧まで1週間かかるという発表も出されており、当

社のお客様も多く利⽤されている⽯狩データセンターがどう

なるのか…、固唾をのんで⾒守っている状況でした。（当社

のお客様も多く利⽤されておりました）

当社は2000年創業。創業当時、当社もレンタルサーバ事業を

展開しておりましたが、そこで利⽤していたのがさくらイン

ターネット社のデータセンターです。当社の創業者でもある

⽔⾕⽈く、さくらさんには創業当時から⾮常にお世話になっ

たということで、記事にできないような様々なエピソードが

あります……（右に当社とさくらインターネットさんとのエ

ピソードを、下に写真を掲載）。当社の実績で⾒ると、専⽤

サーバ、VPS、クラウドとあわせて、延べ10,000ホスト以上

の構築や保守を⼿掛けており、パートナーネットワーク

（https://www.sakura.ad.jp/partners/）の中でも、さくら

のクラウドの構築運⽤ノウハウは⼀⼆を争うと⾃負しており

ます。

▼　▼　▼　前のページのつづき　▼　▼　▼

そんな中、関係各所をあたり燃料調達に奔⾛したり、数多く

のユーザからの問合せをさばいたり、電源確保と安定稼働の

ために、さくらインターネット社全社⼀丸となって動いてい

たのが印象的で忘れられません。（当時の営業部⻑さんから

も、電源確保の状況を逐⼀ご連絡いただいておりました！）

データセンターが⼤災害に⾒舞われた際に、電源調達なども

含めて無事に稼働し続けられるか？が試された世界初のケー

スではないでしょうか。

2015年に⽯狩データセンターに訪問 

（当社創業者⽔⾕）

⽯狩データセンター

さくらインターネットさんが出展したクラウドEXPOに、 

ネットアシストが参加した時の様⼦①
クラウドEXPOの様⼦②

⼤停電発⽣！その時⽯狩データセンターは

さくらインターネット社とネットアシストとのつながり

コラム①

コラム②

‧データセンターのラックに⼿書きのカードキャプターさく

らのイラストが貼ってあって「ああ、やっぱりさくらの名前

の由来はアニメか」と思った。※実際は違います！（編集者注） 

 

‧昔は訪問したら、役員⾃らコーヒーをハンドドリップして

くれて、そのコーヒーがプロ級の味わいだった！ 

 

‧サンシャイン60にデータセンターがあった頃は、夜中まで

作業が⻑引いてしまい、なかなか出⼝がわからず⾮常に困っ

たことがあった。

◆創業時のエピソード（ネットアシスト創業者⽔⾕談）
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すでにご存じかと思いますが、さくらのクラウドとは、さくらインターネット社より提供されている「⾼性能なサーバ」と「拡張

性の⾼いネットワーク」をインターネット上で構築できるパブリッククラウドです。

遡ること10年前、2011年11⽉15⽇よりサービス提供が開始されました。その後、2012年11⽉にはディスクプランに「SSDプラン」

が追加され、2013年4⽉には「ロードバランサ」機能、2014年8⽉には「VPCルータ」が正式リリースされました。サービス提供開

始以来、お客様のご要望を実現するためのサービスや機能が追加され続けて、今に⾄ります。また、2017年8⽉には「さくらのクラ

ウド マニュアルサイト」が公開され、分かりやすい公式のドキュメントが誰でも参照できるようになりました。今後は、さらにク

ラウドサービスが社会経済の重要インフラになることが予想されます。さくらインターネットからも、より便利でより⾼性能な

サービスが続々とリリースされることでしょう。

「日本国産のクラウドサービス、国内に根付いた、利用しやすいサービス」 
それがさくらのクラウドです！

【祝】「さくらのクラウド」10周年

サーバのコストは「サーバプラン」と「ディスクプラン」の合計のみ

で、データ転送量による従量課⾦はありません。分かりやすい料⾦体系

です！ひと⽉で20⽇以上ご利⽤の場合、⽉額固定料⾦が適⽤されますの

で、ご利⽤料⾦が”⻘天井”になるリスクはありません。サーバご利⽤料

⾦の年間予算の⾒通しが⽴ちますので、導⼊ハードルは低くなっており

ます。

あたかもサーバが⼿元にあり、ネットワークを⾃分で配線するような直

感的な操作が可能なコントロールパネルが⽤意されています。「マップ

ビュー」はサーバやスイッチがどのように接続されているかが分かり、

「リモートスクリーン」では仮想サーバを直接操作可能、「リソースマ

ネージャー」は複数のインフラ構成を構築‧管理が出来ます。煩雑なイ

メージのインフラ管理が⽐較的簡単に⾏える⼯夫が満載です。

各種サービスの仕様や設定⽅法のマニュアルが公開されており、分かり

やすいイメージ図‧コマンド‧操作画⾯のスクリーンショットと共に解

説されております。関連する情報も調べやすくなっており、例えば

「ロードバランサ」について調べると「エンハンスドロードバランサ」

「GSLB」「Netwiser」といった類似サービスの⽐較ページも紐付けられ

ております。ネットアシストでも⽇々の営業活動や環境構築作業などの

際、このドキュメントにお世話になっております！ちなみにこの記事を

作成した現在のアクセスランキング1位は「Windowsファイルサーバに

おけるアクセス権の設定」でした。ぜひ、皆様も「さくらのクラウド ド

キュメント」でご検索ください。

①ご利⽤料⾦は⽉額定額

②使いやすいコントロールパネル

③公式ドキュメントはいつでも閲覧可能

「さくらのクラウド」のおさらい

さくらのクラウドは10周年！

ネットアシストが思う、ここがおススメ！さくらのクラウド

▼　▼　▼　次のページにつづく　▼　▼　▼
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24時間365⽇、データセンターに技術スタッフが常駐し、システムの監

視‧運⽤を⾏っております。また、すべてのお客様に、カスタマーセン

ターによる無料サポートを提供しており、サポートサイトには各種サー

ビスのオンラインマニュアルや③の公式ドキュメントなども充実してお

ります。もちろん「国産クラウド」ですので、⽇本語でのサポートが受

けられます。ちなみに、ネットアシストも24時間365⽇、エンジニアが常

駐してお客様をサポートさせていただきますのでご安⼼ください！ま

た、弊社とさくらインターネットから共同で、お客様の課題を解決する

最適なソリューション、インフラ環境のご提案も可能です。ご相談ベー

スで構いませんのでお気軽にお申し付けください。豊富な実績でサポー

トします！

さくらインターネットならではの構成で、専⽤サーバやVPSとのハイブ

リッド構成があります。例としましては、フロントのWebサーバはス

ケールアウトが容易な「さくらのクラウド」を利⽤し、⾼速なディスクI/

O性能が求められるDBサーバには「さくらの専⽤サーバ」を利⽤するこ

とで、⾼速なレスポンスが求められるWebサービスに最適なインフラ環

境を実現できます。仮想サーバの柔軟性と物理サーバのマシンパワーの

両⽅を享受することが出来ます。また、国内にある複数のリージョンを

またいでの冗⻑構成、ディザスタリカバリ構成ももちろん対応可能で

す。ハイブリッド構成やディザスタリカバリ構成は、弊社でもここ数年

ご要望を頂くことが増え、着実に実績が増えております。お気軽にご相

談ください。

④安⼼のサポート体制

⑤ハイブリッド構成が可能

▼　▼　▼　前のページのつづき　▼　▼　▼

さくらインターネットとは弊社の創業当初からお付き合いがございます。今回はさくらのクラウドに焦点を当てましたが、VPS‧専

⽤サーバ‧ハウジングなど魅⼒的なサービスが盛りだくさんです！これまでの実績を基に、お客様のご要望を実現しお困りごとを

解決するご提案を致しますので、今後とも、何卒宜しくお願いいたします。

さくらインターネット×ネットアシストにお任せください！

テレビ出演があるとアクセスが急増するため、負荷分散構成にしました。また、スペックの調整をしやすいようにクラ

ウドで構築しています。ファンクラブ向けの所属タレント様の動画は、ディスク料⾦の安い専⽤サーバに保存。また

メールサーバーは、コンテンツのアクセス急増の影響を受けないようにVPSで構築しました。 

 

パフォーマンスとコストを最適化するため、さくらインターネット様の3つのサービスを組み合わせて構成しています。

■クライアント様：芸能プロダクション 

■ご依頼内容：提案‧構築‧MSPゴールドプラス

さくらの「クラウド」「VPS」「専用サーバ」を組み合わせたサーバ構成事例
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2021年に発表された「さくらのクラウド」の新機能

2021年4⽉に正式に提供開始。 

 

クラウド環境を利⽤する際の悩みとして「データの保存領域

にあたるストレージの料⾦が⾼価になりやすい」ことが挙げ

られます。とくにログやバックアップデータ、画像データな

ど⼤容量のデータは、時間が経つにつれてデータ容量が⼤き

くなっていく傾向にあり、ランニングコストに⼤きな影響を

与えます。 

 

オブジェクトストレージはそういった⼤容量データの保存に

最適なサービスです。 

同様のサービスとしてはAmazonのS�などが有名ですが、今

回のリリースによって、さくらインターネットのクラウド環

境でも安価で利⽤可能になりました。

オブジェクトストレージの主な特⻑です。 

‧⽉額495円から利⽤可能な定額従量制。 

‧オブジェクトストレージとさくらの各サービス間のデータ

転送は無料。 

‧Amazon S�をサポートするAPIやアプリケーションと連携

が可能。 

 

Amazon S� で利⽤可能なAPIやアプリケーションと連携が可

能なので、AWS環境を利⽤予定だったシステムを 

さくらのクラウド環境で運⽤する。といったことも可能で

す。 

この後にご紹介する新機能と組み合わせることでその可能性

はさらに⾼くなりそうです。 

 

さらにさくらインターネットが提供しているCDN「ウェブア

クセラレーター」と連携して利⽤することもできるので、LP

やキャンペーンサイトなどの静的なサイトの配信も「CDN＋

オブジェクトストレージ」で可能です。

ここでは、周年イヤーとなる今年2021年に発表されたクラウドの新機能をご紹介していきます。クラウドユーザーにとっては⼼待

ちにしていた2⼤サービスがリリースされています！

2021年9⽉ ベータ版リリース。 

 

WordpressをはじめとしたCMSが普及した現在では

DB（データベース）の必要性がとても⾼くなっています。そ

れに伴ってWEBサーバだけではなく、DBサーバの可⽤性‧

冗⻑化も求められるようになりました。 

しかしDBでは常に更新が発⽣するため、WEBサーバのよう

に簡単に冗⻑化が出来ず、サーバの構成が⼤規模になりがち

でした。 

この課題を解決してくれるのがデータベース（アプライアン

ス）の冗⻑化機能です。同様のサービスとしてはAWSの

Amazon RDS （MultiAZ）などが有名です。

新機能とは少し趣旨がずれますが、2021年に新たに利⽤可能

になったLinux系OSもご紹介をします。 

2020年12⽉に突然発表された「CentOS８ 公式サポート期限

短縮」によって、2021年は年明け早々から後継OSに関する

情報に敏感な1年でした。 

 

2021年12⽉現在、下記の新OSがさくらのクラウド環境で利

⽤できます。 

‧AlmaLinux 

‧Rocky Linux 

‧MIRACLE LINUX

DBのインストールやセットアップが不要ですぐに利⽤でき

るデータベース（アプライアンス）というサービス⾃体は

2017年4⽉から提供されています。今回はこのサービスの新

機能として冗⻑化に対応をしました。 

 

この機能を利⽤することで、データが同期された状態のDB

サーバが2台作成されるので、どちらかのサーバがダウンし

た場合でも、もう⼀⽅のDBサーバが稼働を続けているため、

サービスの継続が可能になります。 

 

尚、この冗⻑化機能の正式版は2022年2⽉から正式提供が開

始される予定です。 

現在はベータ版として無償で提供されているので、気になる

⽅はこの機会にチェックしてみてください。 

（弊社営業にお気軽にご相談ください！） 

 

特に「DB冗⻑化のためにAWSを利⽤しているものの、毎⽉

の料⾦が変動するので困っている」という⽅にお勧めです。

その他にもUbuntuやDebian、Wordpress特化のKUSANAGI

等は以前から提供されていたので、今回の新OSがラインナッ

プに加わったことで、選択肢の幅が⼤きく広がりました。 

2021年の前半で懸念されていた後継OSに対しての3rdパー

ティー製品のサポート状況も、現在解消されつつあるので、

要件に合わせて柔軟に選べるようになっています。

2021年は「あの機能が欲しい」が実現された１年でした。2022年にリリースされる新サービスの噂もちらほらと聞こえてきてい

ますが……1ユーザーとしても、提案する側としてもとても楽しみです。

オブジェクトストレージ 新機能 ①

データベース（アプライアンス）冗⻑化新機能 ②

新たに利⽤可能になったLinux系OSをご紹介！新OS

2022年も「さくらのクラウド」に期待！

https://cloud.sakura.ad.jp/specification/object-storage/

https://cloud.sakura.ad.jp/specification/option/

https://manual.sakura.ad.jp/cloud/server/os-packages/archive-iso/list.html
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AWS re:Inventが開催されました！

★詳しく次号のニュースレターでご紹介！

年末のご挨拶

AWS re:Inventは、AWSのクラウドサービスに関する技術的

なセッション‧ハンズオンを提供するAWS最⼤のラーニング

カンファレンスです。今年は、2006年にAWSが最初のサービ

スとしてS�を提供し始めてから15年⽬、そしてAWS 

re:Inventをスタートしてから10年⽬という節⽬のイベントと

なりました。

AWSにおける世界最⼤のイベント、AWS re:Inventが11⽉29

⽇〜12⽉３⽇（アメリカ太平洋標準時）にラスベガスで開催

されました。

カンファレンス内では様々な業界でAWSが活⽤されているこ

とが紹介されました。 

NTTドコモが巨⼤なデータウエアハウスをAmazon 

Redshift上に構築し分析に活⽤することでオンプレミスに⽐

べて、10倍以上の⾼速化を実現したことや、NASDAQがAWS 

Outpostsを活⽤して超低遅延の⾦融サービスを今後提供し、

100％クラウド化された最初の⾦融市場を⽬指すとの発表も

ありました。

また、例年通り数多くの新サービス発表や機能拡張について

のアナウンスがありました。新しいEC�インスタンスタイプ

の発表や、S�の⼀部サービスでの容量単価値下げ、

CloudWatchの新機能追加などが取り上げられています。次

回のニュースレターでは今回追加された新サービスや機能拡

張について、より詳しく解説していきますのでぜひチェック

してください。

AWS re:Inventとは？

NTTドコモやNASDAQもAWSを活⽤中

新サービス‧機能拡張の発表

お問い合わせ

株式会社ネットアシスト

03-3985-6780
sales@netassist.ne.jp

https://www.netassist.ne.jp/

今年も無事に年末を迎えられますのも、お客様のご⽀援の賜物と⼼より感謝申し上げます。 

この1,2年は世の中で新しいことが次々に起こり、気付けば1年が終わっているというような状態でした。 

そのような混沌の中でこそ⾒えたものもたくさんあり、私⾃⾝も会社もそれなりに成⻑することができたのではないかと思います。 

この先も多くの変化に直⾯することになると思いますが、柔軟かつ迅速に対応できるよう社員⼀⼈⼀⼈のスキルや⼈格の向上に努め

て参ります。 

 

それでは皆様、時節柄ご⾃愛のうえ、どうぞ良いお年をお迎えください。

株式会社ネットアシスト 代表取締役


