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IIJ GIOのご紹介 



日本で初めてインターネットの商用化 

2000年からクラウドサービスを展開 

1,000社以上に利用いただくクラウド 

2年連続国内クラウド売上シェアNo.1 



なぜクラウドが最適なのか 



昨今 WEBシステムに求められる要素 

迅速性 
WEBによるプロモーションが活発になりキャンペーン 
サイトなどをすぐに立ち上げる必要がある 

外部サイトからの突発的な流入やSNSなどによって 
読めないアクセスに対応する必要がある 拡張性 

キャンペーンサイトやネットビジネスなど期間が 
短期間になる場合もインフラを用意する必要がある 短期間 

ネットビジネスにおいてサーバ停止で機会損失を 
起こすことは最も避けなければいけない 安定性 



クラウドサービスを活用すれば… 

迅速性 

拡張性 

短期間 

安定性 

必要な時にすぐにインフラを用意 

負荷に合わせて自由に拡張縮退 

従量制だから数日利用なども可能 

仮想化技術により万一の際も安心 



クラウドサービスを活用すれば… 

これまでのWEBシステム運用とは違い 

機会損失を最小限に抑え 

低コストで運用することが可能 

WEBシステムのインフラ ＝ クラウドサービスが最適 



クラウド活用法 



Case1 突発＆短期キャンペーンサイト 

必要な時に必要な期間だけ クラウドならではの使い方 

通常のサーバ手配や 
構築では不可能 

クラウドだから迅速に 
構築に着手が可能 

大量サーバも複製機能で 
短時間＆低負荷で可能 

終了に合わせてサーバ解約 

実施決定 

インフラ用意 

キャンペーン開始 

キャンペーン終了 

大量サーバ構築 

3日間 

1週間 

2週間 



Case2 災害対策WEBサイトの実現 

万が一の際にもサイトが完全停止するのを防ぐ事が可能 

関東 

本番サイト 

現行利用サーバはそのまま利用 クラウド型 
広域負荷分散サービス 

最少構成のクラウドを 
スタンバイサイトとして用意 

本番サイトを監視し 
災害時にはスタンバイ側へ 

関西 

スタンバイサイト 

サーバを増やす or スペックを
上げる事で本番サイトに昇格 

× 



Case3 画像コンテンツの配信を高速化 

運用コストの最適化とユーザへの高速配信が可能 

WEBサーバ 
通常は多くのサーバとインター

ネット回線が必要 

キャッシュサービス（CDN） 
を活用して画像などは高速配信 

サービス設備だから 
広帯域 高スペックで配信 

WEBサーバの削減や 
回線逼迫を回避 

WEBサーバ CDN 

コスト△  スピード○ 

コスト○  スピード◎ 



Case4 アクセス数が読めないWEBサイトの対応 

どれだけ突発的なアクセスでもCDNが高速配信 

サーバダウンや無駄なコスト 
が発生する可能性も 

都度サーバ構築を行う事 
は管理者の負荷が高い 

急激に変化する場合 
オートスケールも間に合わない 

CDNを活用してアクセス 
に合わせた配信を実現 

× → 
→ 
→ △ 

オートスケール 

1week 

予期せぬ 
アクセス 

CDN 

◎ 



Case5 Movable Type EZとの連携利用 

分離することで不正アクセスなどのリスクを軽減 

【CMSとして利用】 【公開WEBサーバとして利用】 

サーバ配信機能 

生成したコンテンツを
外部のサーバーへ 

配信・公開できる機能 

FTP/FTPS 
静的 

コンテンツ 



IIJ GIOのご紹介 



クラウドでWEBシステムをトータルサポート 

ＩａａＳ 

配信 

ＩＩＪ ＧＩＯホスティングパッケージサービス 

オンラインで迅速にリソース操作可能なパブリッククラウド 

ＩＩＪ ＧＩＯコンポーネントサービス 

自由度が高くエンタープライズシステムにも最適なクラウド 

ＩＩＪ ＧＩＯコンポーネントサービス 仮想化プラットフォーム VWシリーズ 

VMware仮想化環境をサービスとして提供するプライベートクラウド 

ＩＩＪ ＧＩＯストレージサービス 

REST API＆CIFSに対応した大容量ストレージサービス 

ＩＩＪ ＧＩＯデータベースサービス 

インターネットで利用できるデータベース専用インスタンスサービス 

ＩＩＪ ＧＩＯコンテンツアクセラレーションサービス 

シンプルな料金体系で利用できるWebコンテンツキャッシュサービス 

ＰａａＳ 
ＳａａＳ 

ＩＩＪ MOGOK 

クラウド型Ruby開発環境サービス 
ＩＩＪ ＧＩＯサイボーズ ガルーン ＳａａＳ 

シェアNo1グループウェアＳａａＳ 

応用 
ＩＩＪ GIOビッグデータラボ 

ビッグデータ活用支援サービス 
ＩＩＪ ＧＩＯ Hadoopソリューション 

クラウド型並列分散処理システム 



IIJ GIOホスティングパッケージサービス 

WEBシステムにて最もご利用いただいているクラウドです 

迅速性 
オンラインのお申込みで最短30分で利用開始が可能 
WEBシステムに最適化された構成プランで提供 

拡張性 
サーバ追加はオンラインから5分で完了 
複製機能でスケールアウトも迅速に対応可能 

短期間 
初期費用なし 最低利用期間なしだから利用開始も 
利用終了も無駄なくスムーズに可能 

安定性 
最もお客様から評価いただいている点＆選ばれる理由 
機会損失を無くす為には重要なポイント 



パッケージプランで手軽に導入 

ミドルウェアの設定 LBやNASの設定が済んでいる為 

一般的なクラウドに比べて手軽にWEBシステムを構築可能 

Webプラン 

apache 

vsftpd 

インターネット 

CentOS 5 

Web 

CentOS 5 

NAS 

FW 
+LB 

LAMP Webプラン 

CentOS 5 

インターネット 

LAMP 
Web 

MySQL apache 

vsftpd 

ベーシック 

ロード 
バランシング 

Web 

モバイル 
Web 

セキュア 
メール 

Web& 
メール 

＋ 



安定性こそWEBシステムの要 

稼働保証 

99.99％ 

品質重視の 
クラウド設計 

クラウド基盤 
NW帯域 

40Gbps以上 

全体に影響を 
及ぼす障害 

0件 

サーバ停止を 
伴うメンテナンス 

0件 

他クラウドからの乗り換えで最も多い理由が「安定性」 



シンプルな料金設定で利用できるCDNサービス 

IIJの配信設備 

Webサーバ 

お客様設備 
（IIJ GIO） 

ユーザ様 

HTTP/HTTPS 

HTTP/HTTPS 

配信サーバ群でキャッシュ 

IIJ GIOコンテンツ 
アクセラレーションサービス 

インターネット 

（IIJバックボーン） 

インターネット 

（IIJバックボーン） 

DDoS 
対策 

初期費用なし 最低利用期間なし 月額基本料金なし 

転送量課金のみ 15円/GBの低コスト HTTPSに対応 

独自ドメインに対応 DDoS対策標準装備 300万req/sの性能 



クラウド運用に最適なMSPパートナーシップ 

etc. 

設計・サイジング 

サーバ（クラウド）運用も外部にアウトソース可能 

インフラ構築支援 24h365dayの運用 

お客様はコンテンツ制作に注力いただけます 



不正アクセスや攻撃はクラウド型 WAFで対策 

IIJ GIO上で稼働するWebアプリケーションFWを提供 

対象 不正アクセス回数 個人情報閲覧の可能性 金銭被害 

大手ポータルサイト  10万件以上（ログイン成功） 無し 無し  

大手オンラインショッピングサイト 100万件以上 無し 無し 

大手予約サイト 約3万件 有り - 

ポイントカード管理サイト 約300件 - 有り 

・2013年4月以降のパスワードリスト攻撃（一部抜粋） 

昨今話題の「パスワードリスト攻撃」に対応 

× 

WEBシステムに対して対策が求められている状況 



キャンペーン実施中 

最大 490,000円分を無償でご利用可能！ 

IIJ GIOホスティングパッケージサービス 

無料キャンペーン 

スペック自由 
（～12コア） 5台まで 最大2ヶ月間 

オンライン申し込み限定 

【2013年11月末〆切】 



ありがとうございました 


