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• 199９年 設立 

• 従業員数 単体223人／連結265人（2013年4月1日現在） 

• 事業所 

東京本社 （東京都目黒区目黒3-9-1 目黒須田ビル4階） 

西日本支社（大阪府大阪市中央区伏見町4－4－1日生伏見町ビル本館 7階） 

中部支社（愛知県名古屋市中区錦2-2-13名古屋センタービル本館 8階） 

北海道支社（北海道札幌市中央区北三条西3－1札幌大同生命ビル 7階） 

宮崎サポートセンター（宮崎県宮崎市橘通西2－4－20アクア宮崎ビル 3階） 

• 関連会社 

欧乐科技（大连）有限公司（中国現地法人） 

• ベトナム、マレーシア、シンガポールに現地法人設立 

コミュニケーションデザイン事業 

・ウェブサイトの構築 

・コンサルティング（アクセス解析・コンテンツ改善） 

・ソーシャルメディア活用支援 

ビジネスソリューション事業 

・ SaaS対応型ERPパッケージ「ZAC Enterprise」 

  開発・販売 



本日は、クラウドとCMSを 

Webサイトに活用する方法について 

お話させていただきます。 
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Webサイトにはサーバーが必要 

サーバーの種類って色々ありますよね 
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どの種類のサーバーを契約すればよいか分からない 

制作会社・開発会社になんとなく任せてしまうことが多い 

レンタル
サーバー VPS クラウド 

専用 
サーバー 

(ホスティング) 

ハウジング 

サーバーの種類 
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最近は、クラウドでWebサイトを構築するケースが増えています。 

レンタル
サーバー VPS クラウド 

専用 
サーバー 

(ホスティング) 

ハウジング 

サーバーの種類 

本日は、クラウドについて注目してみます！ 
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従来のサーバーイメージ 

OS 

アプリケーション 

物理サーバー 
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クラウドのイメージ 

OS 

アプリケーション 

物理サーバー 

OS 

アプリケーション 

OS 

アプリケーション 

OS 

アプリケーション 

仮想サーバー 

各仮想サーバーにCPU・メモリなどの 

リソースを割り当て 



なぜ、クラウドが注目されている？ 
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 ノーマルスペックのサーバーを契約したが想定以上のアクセス数 

⇒ Webサイトが閲覧しづらい状態になり、機会損失を生む 

 

 ハイスペックなサーバーを契約したが想定以下のアクセス数 

⇒ 高額な運用コスト 

 

事前にアクセス数は想定で算出するが、 

それでも想定どおりにいかない場合が多い。 

Webサイトの運用でありがちな問題 
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解決してくれるのがクラウドです 

アクセス数 

時間 

従来の方法だと、最大値（想定）にあわせてサーバーのプランを契約・構築する必要がある 

最大値以外では、リソースを無駄にしてしまっている。 

クラウドでは、状況に応じてリソース（仮想サーバー数、CPU、メモリ）の調整が可能。 

使用しているリソース分だけ費用が発生するので、無駄なコストを削減できます。 
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導入コストが安い 
（導入まで早い） 

システムの 
拡張・縮小が 

可能 
機器の購入不要 

クラウドだったら 

このような特長があるため、注目されています。 

※ 以前より料金が安くなったことも注目された要因 



クラウドは、良いことばかり？ 
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 物理的に他利用者とサーバーを共有、データの漏洩 

 データの消失 

 クラウド上の環境が、ブラックボックスであること 

クラウドに対する不安 
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 個人情報であれば、データを暗号化する 

 クラウドベンダーのセキュリティーオプションサービスを利用する 

（ファイアーウォール設定、アクセス制御、セキュリティーアップデートなど） 

導入コスト、運用コストが増加しますが、 

個人情報を扱うWebサイトを構築・運用する場合は、 

セキュリティー面の強化を！ 

クラウドに対する不安 

物理的に他利用者とサーバーを共有、データの漏洩 

対策 セキュリティーの強化を行う 
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（とあるクラウドベンダーで、データが消失してしまう事例がありました） 

クラウドに限らず、データのバックアップは必須です！ 

サービス停止があり得ないというサービスの場合は、ただデータをバックアップす

るだけではなく、データベースに障害が起きても限りなく短いダウンタイムで復旧

できるように、サーバー・ネットワークを構成する必要があります。 

クラウドに対する不安 

データの消失 

対策 バックアップを行う 
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クラウド上の詳細については、セキュリティーの維持のため 

情報を開示していただくことは難しいと思いますが、 

もし気になる場合は、サービスベンダーに問い合わせてみましょう。 

クラウドに対する不安 

クラウド上の環境が、ブラックボックスであること 

対策 サービスベンダーに聞いてみる 



どんなクラウドベンダーがいい？ 
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クラウドベンダーの選定基準 

 実績（導入企業数、ゲームアプリサービス導入数） 

→ サービスの安定・信頼指標 

  運用が難しい人気ゲームアプリが正常に稼動していると良い 

 お試し期間があるか 

→ スペックやサービス、障害が起きないか確認、メンテナンス頻度 

 365日24時間のサポート体制 

→ トラブル時のために、心強い味方になってくれるサポート 
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構築コスト、運用コスト削減を可能にする選択肢のひとつ。 

また、フレキシブルなWebサイト構築・運用を可能にします。 

ただし、不安材料もあるためリスクヘッジは必要です。 

クラウド 



みなさん、CMSをご利用されていますか？ 
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CMS 

これらのロゴはごく一部ですが、ものすごい数のCMSがあります。 



CMS導入の目的 
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CMS導入の目的 

Webサイトを効率的に運用していくための 

基盤を構築するためにCMSを導入します 

「Webサイトを作るために」ではないです 



どのCMSを利用すればいい？ 
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CMSの選定 

 動的ページの生成 

 コンテンツをデータベースで管理 

 カスタマイズが可能 

これらはどのCMSでも可能なので、以下の点を考慮して選定 

ライセンス
料金 

脆弱性 

技術 
サポート 

＆ 

Tips 

※ UIも選定における重要な要素ですが、好みの部分が大きいので除外 

機能 



CMSを導入することで期待できること 
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期待できること 

 HTMLを書けなくても、コンテンツの更新が可能 

 FTPツールを使用したファイルのアップロード等の手間が省ける 

 更新が素早くできることで、更新作業者が少なくてすむ 

 更新作業ミスを軽減できる 

 運用コストの削減 



効率的な運用方法のポイント 
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効率的な運用ポイント 

 更新頻度が高いページは定型化する 

 ガイドラインを策定し、定型化されていないページに適用 

 他部署のスタッフを巻き込み、役割分担、責任範囲を明確化 
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効率的な運用ポイント 

まずは、構築前にサイトマップをもとに、更新頻度が高いページとそうでない

ページを分ける作業が必要になります。 

更新頻度が高いページは定型化する 

更新頻度が高いページは、細かく定型化することで品質を維持 
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効率的な運用ポイント 

定型化させないページも必要になることもあります。その場合はサイト構築時

に更新ガイドラインを策定します。 

ガイドラインを策定し、定型化されていないページに適用 

ガイドラインを使用することで、サイト全体のイメージの統一 

 フォントサイズ 

 カラースキーム 

 余白 

 画像形式・サイズ 

など 
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効率的な運用ポイント 

大規模サイトの場合、部署をまたいでの更新作業も頻繁に行われます。 

更新作業が滞る場合は、役割分担、責任範囲が明確になっていないケースが

考えられます。 

他部署のスタッフを巻き込み、役割分担、責任範囲を明確化 

役割分担、責任範囲を明確にすることで滞りなく運用 

→ 承認機能を持つCMSが有効的 

依頼 

部署A 部署B 部署C 



マルチデバイスに対応するには？ 
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マルチデバイス対応 

スマートフォン、スマートタブレットの利用者の増加に伴い、各デバイスごと

に最適化されたページを表示することが望ましいです。 

しかし、 

「最適化サイト」と言いつつも実際は、最適化されていないので、PCページを

閲覧すれば良い。だから、スマートフォンサイトは必要ない。 

と思われるユーザーもいます。 
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マルチデバイス対応 

なぜスマートフォンサイトが不要だと思われるのでしょうか？ 

 コンテンツの不足（重要なコンテンツだけ対応） → PCサイトを閲覧する 

 ボタンが押しづらい → 離脱 

 テキストリンクが分かりづらい、押しづらい → 離脱 

 スマホサイトが、PCサイトの構成と異なる → 慣れ親しんだPCサイトを閲覧 
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マルチデバイス対応 

解決する手段があります！ 

 コンテンツの不足（重要なコンテンツだけ対応） 

→ CMSならPCサイトで使用しているコンテンツをスマホサイトに利用可能。 

  つまり、スマホサイト用にテキストを流し込む必要もありません。 

 

 ボタンが押しづらい 

 テキストリンクが分かりづらい、押しづらい 

→ デバイスごとにサイズが変わるようスタイルシートで対応。 

 

 スマホサイトが、PCサイトの構成と異なる 

→ ワンソースで構築すれば、PCサイトと同じ構成が保たれます。 

効率化 

効率化 
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まとめ 

クラウドは、不安材料もあるのでリスクヘッジは必要だが、 

状況を監視しながらリソースを調整することで無駄なコストを削減できる 

効率化のポイントについてお話させていただきましたが、 

これはほんの一部です。 
 

CMSには、Webサイト運用を効率化できる要素が 

たくさん詰まっています。 

効率化を図ることで、プロジェクトコストが下がると同時に、 

Webサイト自体の品質も向上します。 



ご期待に応えられるような内容でしたでしょうか？ 
 

もっと詳しく知りたい・ご相談などございましたら 

お気軽にお問い合わせくださいませ。 
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