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クラウドへの取り組み

クラウド導入実績数 338社

AWS
213社

NIFTYCloud 
53社

Cloudn 
28社

MicroSoft 
Azure
4社

• AWS Partner Networkアドバンスド

コンサルティングパートナー

• NIFTY Cloud インテグレーションパートナー

• NTT Communications セールスパートナー

• Micro Soft Azure  パートナー ※2017年3月現在

その他クラウド
40社



スカイアーチが提供するサービス
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サービス内容 マネージドサービス サーバー監視サービス 電話連絡サービス

サーバー管理者 スカイアーチ お客様 お客様

対応インフラ インフラフリー インフラフリー インフラフリー

サーバー構築 スカイアーチ/お客様 お客様 お客様

監視サーバー ○ ○ ×

監視設定 スカイアーチ お客様 お客様

障害対応 ○ ○ ○

対応インシデント 無制限 5 -

アラート受信 ○ ○ ○

電話連絡 ○ ○ ○

復旧作業 ○ ○ ×

問題解決 ○ × ×

バックアップ / リカバリー △ × ×

セキュリティ ○ × ×

設定変更 △ × ×

構成管理 ○ × ×

運用改善 ○ × ×

※△はオプション対応となります。



マネージドサービス
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マネージドサービス とは

一言で表現すると、「サーバー管理人」
お客様に代わりサーバーの管理業務を24時間365日提供します。

「サーバー管理人」の使命は、

ダウンタイムの最小化

こんな方にオススメです。

・少人数で運用している。

・サーバーに詳しい人がいない。

・24時間365日止められない。
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基本サービス
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ヘルプデスク※1 運用に関するご質問を、電話・メールにて承ります

セキュリティ対応
情報提供※1 セキュリティホールやウイルス対策などの情報をご提供します

脆弱性対応※1 セキュリティパッチ適用作業を代行します

監視
死活監視※2 pingによる死活監視を行います （10分間疎通不可で検知）

ディスク使用率監視※2 ディスク使用率を毎日監視します （使用率90%以上で通知）

障害対応

アラート受信※2 アラートの一次受けを弊社にて行います （情報精査後通知）

障害切り分け※2 障害の切り分け作業を行います

サービス復旧作業※2 サーバーやプロセスの再起動などを実施します

開発会社対応※1 必要に応じて、関連会社の対応を代行します

障害原因調査・報告※1 後日、レポートにて障害報告を行います

情報管理
システム構成情報※1

弊社管理DBにて情報を管理します
障害履歴※1

▼ セキュリティホール発見時の対応

JPCERTで発表された致命的なセキュリティホールについては事前連絡のうえ、バージョンアップを行います。

【 注意事項 】

運用しているアプリケーションによっては、動作に影響を及ぼす可能性がありますので、適宜ご相談の上、対応をさせて頂きます。

お客様のご依頼によってソフトウェアのバージョンアップ等を行う場合は別途料金となる場合があります。

▼ サポート時間

※1 平日10時～18時

平日とは月曜から金曜までのことをいい、土曜・日曜・祝祭日・年末年始(12/30～1/3)は含みません。

※2 24時間365日



基本サービス料金表
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対象インフラ 初期費用 月額費用

クラウド

AWS EC2

固定課金 100,000円 20,000円

従量課金 別途ご相談 35円/時間

ニフティクラウド 100,000円 20,000円

その他 100,000円 25,000円

ホスティング 100,000円 25,000円

データセンター 100,000円 40,000円

※上記は全て税抜き表記となります。

※上記金額はすべて1OSあたりの費用となります。
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サービス名 内容 初期費用 月額費用

運用サポート

シルバー
お客様からのご依頼に基づき、設定変更を実施

※ご依頼をいただいてから、3営業日以内
無償 ¥10,000

ゴールド
サポートシルバーに加え、障害や高負荷、拡張への事
前の備え、対応を実施

¥20,000 ¥20,000

プラチナ サポートゴールドに24時間対応をプラス ¥20,000 ¥50,000

シルバー ゴールド プラチナ

設定変更 ○ ○ ○

ファイル数監視 × ○ ○

システムログの採取・監視・蓄積 × ○ ○

メンテナンス作業 × ○ ○

モニタリングツール × ○ ○

平日10:00～18:00 運用サポート ○ ○ －

24時間365日運用サポート × － ○

データサルベージ作業 × × ○

設定変更 作業例

apacheコンフィグ設定
apacheログロテート設定変更
.htpasswdの設定
大量メールアカウント作成
メール設定（転送、メーリングリスト等）
メールログロテート設定変更
FTP・SSHユーザーアカウント作成
サーバーファイアウォールの設定変更 …等

オプション/運用サポート

運用サポートオプションは、基本サービスに加え、お客様のご要望に応じ必要な設定変更を定額制
でご提供致します。スタートアップサービスや負荷状況がよめないサービスを運営されている企業
様におすすめです。
※8割のお客様が運用サポートをご利用いただいております。

※本サービスはLinux環境のオプションサービスとなります。



オプション/運用サポート(ゴールド・プラチナ)高負荷対応例
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要因 対応

DB負荷起因の高負荷 負荷の高いクエリ10件に対してインデックスを設定。

MySQLのibdata肥大化 データの挿入・削除を繰り返しデータの肥大化。
データを消去してもibdataは縮小されないためダンプしてリストアをする事によ
りibdataを縮小。ibdataの分割設定し根本解決へ

サイト表示が遅い
（全件検索）

スロークエリの解析を行いボトルネックの解析。インデックスが適切に作成され
ていない、また、適用できないようなクエリが非常に多く、多くのクエリで全件
検索が行われていた。
→適切なインデックスを作成。メモリチューニングを行い適切な値の設定を実施

サイトレスポンスの低下 I/O負荷が常に高い状態だった。残留する特定クエリの解析を行った所
インデックスが適切に作成されていなかったため、インデックスの作成を行い改
善

MySQLパフォーマンス・チューニン
グ

Mysqlのパフォーマンスチューニング（my.cnf改善）、ストレージエンジン変更
(myisam⇒innodb)、インデックス（索引）の追加、改修

ディスク容量圧迫（バイナリーログ） バイナリログの肥大により/var/mysqlの容量が圧迫。自動削除設定をしておけ
ば、容量圧迫を回避
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サービス名 内容 初期費用 月額費用

ポート監視
対象サーバーの下記ポートに対して接続を行い、正常な応答が
返ってこなければ通達が行われます。

無償 ¥5,000

HTTP
（HTTPS）

ウェブサーバーの負荷が高く表示速度が遅いなどといったケー
スにも対応しています。

FTP
実際の接続を行って監視しますので、外部からのアタックを原
因とする接続過多状態の検知についても対応しています。

SMTP
サーバーの負荷がトータル的に高い状態では、初めにSMTP
ポートが塞がれるケースが多く、このような到達不能性の検知
にも対応しています。

POP
POP3 ポートに対する攻撃などによって接続ができない、もし
くは非常に接続が遅いなどといった状況にも対応しています。

ＤＢ監視
対象サーバーのDBに接続し動作確認を行います。接続できない
場合は、通達が行われます。 無償 ¥7,000

カスタマイズ監視
お客様のご要望に応じて、標準では用意していない監視を行い
ます。※例：トラフィック監視、リソース監視、プロセス監視、
URL監視等

別途ご相談 別途ご相談

オプション/監視サービス例

よくご利用いただく監視サービスとなります。



サービス比較（スカイアーチ・他社）
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スカイアーチ

マネージドサービス

他社
AWS運用代行

対応時間

監視：24時間365日
運用：平日10:00～18:00

監視：※プランによる
平日10:00～18:00
24時間365日(パートナー企業へ委託)

運用：平日10:00～18:00

対応方法
エンジニアのノウハウにて

（15年間）
作成した手順書

障害対応

アラート受信 ○ ○

電話連絡 ○ ○

復旧作業 ○ ○
手順書対応にて

問題解決 ○ △
ベストエフォートにて

運用

バックアップ管理 △ ○

脆弱性対応 ○ △

技術担当者の設置 ○
△

ご契約台数による

ヘルプデスク ○ △ ※1

運用サポート △ ×

※1 AWSにおける問い合わせ窓口※ △はオプションサービスとなります



※ご参考 ライフサイクル表
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CentOS version リリース日 現行version
(リリース日)

サポート終了日

4 2005/3/9 4.9
(2011/3/2)

2012/2/29

5 2007/4/12 5.11
(2014/9/30)

2017/3/31

6 2011/7/15 6.6
(2014/10/28)

2020/11/30

7 2014/7/7 7.0
(2014/7/7)

2024/6/30

RHEL 3 2003/10/23 3 Update 9
(2007/6/20)

2014/1/30

4 2005/2/14 4.9
(2011/2/16)

2017/3/31

5 2007/3/15 5.11
(2014/9/16)

2020/3/31

6 2010/11/10 6.6
(2014/10/13)

2023/11/30

7 2014/6/10 7.0
(2014/6/9)

2027/6/30

2015/6 現在



※ご参考 OS標準のミドルウェア
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OS CentOS RHEL Amazon Linux

version 6.x 7.x 6.x 7.x 20●●.03
20●●.09

Apache 2.2.15(標準) 2.4.6(標準) 2.2.15(標準) 2.4.6(標準)

2.4.6(RHSCL)

PHP 5.3.3(標準) 5.4.16(標準) 5.3.3(標準) 5.4.16(標準)

5.4(カスタマイズ) 5.5(カスタマイズ) 5.4.16(RHSCL) 5.5.6(RHSCL)

5.5(カスタマイズ) 5.6(カスタマイズ) 5.5.6(RHSCL)

5.6(カスタマイズ)

MySQL 5.1.73(標準) 5.5(カスタマイズ) 5.1.73(標準) 5.5.37(RHSCL)

5.5(カスタマイズ) 5.6(カスタマイズ) 5.5.37(RHSCL)

5.6(カスタマイズ)

PostgreSQL 8.4.20(標準) 9.2.7(標準) 8.4.20(標準) 9.2.7(標準)

9.1(カスタマイズ) 9.3(カスタマイズ) 9.2.8(RHSCL) 9.2.8(RHSCL)

9.2(カスタマイズ) 9.4(カスタマイズ)

9.3(カスタマイズ)

9.4(カスタマイズ)

2015/6 現在



※ご参考 運用実績のあるミドルウェア
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OS ミドルウェア
(セキュリティ系)

ミドルウェア
(ネットワーク系)

ミドルウェア
(サービス系)

プログラミング アプリケーション
(管理系)

アプリケーション
(サービス系)

得意分野 CentOS
RedHatLinux
AmazonLinux
XenServer

OpenSSH
Tcpserver

DRBD
NFS
Keepalived
Heartbeat
Pacemaker

Bind
Apache
Postfix
Qmail
Dovecot
Vpopmail
Ezmlm
MySQL
PostgreSQL
ProFTP
Lsync
Syslog
rsyslog
Daemontools

PHP
＋APC
＋

eAccelerator
Shell

Mailman
Qmailadmin
phpMyAdmin
phpPgAdmin
Awstats
Nagios
X-mon
Zabbix
Cacti
MRTG

Wordpress
MovableType

対応可能 Debian
Vmware
Hyper-V
Virtuozzo
OpenVZ

Iptables
SpamAssassin
OpenVPN
ServerProtect for 
Linux
Proscan

iSCSI
Vyatta

Tomcat
Nginx
pgpool-II
Memcached
Vsftp
Squid
Fluentd
Backupexec
Retorospect

Java
Ruby
Perl

PostfixAdmin
DNSManager
Redmine
Trac/Subversion
Stingray
Chef
Apache Jmeter
Urchin
SiteTracker
Analog
GIT
Mantis
Plesk Panel
Proself
Webmin
Virtualmin
Swatch

EC-CUBE
SugarCRM
OpenPNE
Desknet's
Cybozu
WebRelease2
Horde
ActiveMail

手順必要 Windows MysqlCluster
Mroonga
Apache Solr
Hadoop

2015/6 現在



事例
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業種 コンテンツ内容 台数 備考

某大手通信キャリア様 プリインストールアプリ ●200～250台構成 対象端末数：数千万台

様々な機能が混在し、アクセス数が予測しづらい
大規模サーバー群の運用代行

某ゲームソフト開発会社様 ネットワーク対応
コンシューマーゲーム

●14台構成

LB3台

WEB11台

DB7台

ユーザー数：200万人以上

アップデート時にアクセス数が跳ね上がる、大型
コンシューマーゲームの運用代行

某化粧品会社様 ブランドサイト ●6台構成

LB/CDN

WEB4台

DB2台

大手化粧品を取り扱うサイトの為、CMや雑誌によ
る露出の影響が大きいサービス

某食品会社様 商品ブランドサイト ●7台構成

(max 11台)

CDN/LB

WEB6台

DB1台

会員数：数十万人

サイトリニューアルに伴うアクセス増を見込み、
柔軟にスケールできるAWSを採用

某放送局様 コンテンツ配信サイト ●21台構成

(max 60台)

CDN/LB

WEB7台

Memcached2台

DB9台

会員数：100万人以上

コンテンツ配信によるトラフィック負荷の高いサ
ービス

某コンテンツ制作会社様 音楽配信サイト ●11台構成

WEB/AP9台

DB2台

会員数：数万人

アーティストサイトのためファンからのアクセス
集中が多く、ニュース等による露出の影響が大き
いサービス



サーバー監視サービス



サーバー監視サービスとは
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一言で表現すると、「作業代行人」
監視サーバーからのアラートをお客様に代って受信し、弊社監

視要員が手順書に基づき障害対応を行います。

「作業代行人」の使命は、

作業負担を減らすこと

こんな方にオススメです。

・24時間365日の運用体制を自社で用意できない。

・すでに運用方法は確立しているが、実作業に手が回らない。



サービス概要
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サーバー管理者 お客様

スカイアーチはオペレータとしてお客様をサポートします。

サービス提供条件
・手順書の実行に必要な権限をお預かりできる事

・当社監視拠点から対象サーバーにアクセスできる事

・対応 OS は Linux や Windows など

監視サーバー お客様専用の監視サーバーをご用意することも可能です。

監視設定 お客様にて自由に行えます。

障害対応 手順書に基づき、当社監視要員が障害対応を行います。

対応インシデント ご契約機器1台につき、最大5インシデント/月

アラート受信 お客様に代わり、監視サーバーからのアラートを受信します。

手順書 手順書はお客様にご用意いただきます。

連絡 ご担当者様へエスカレーションを行います。標準は1名

＜ご注意＞

監視設定、手順書作成、原因究明、改善提案は含まれておりません。

これらのサービスが必要な場合はマネージドサービスをご利用ください。



サービス概要 【手順書について】
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 お客様にて、手順書（ pukiwiki ）をご用意い

ただきます。

 １件のアラートに対し、１つの手順書をご指

定いただきます。

 初見のオペレータが対応できるように作成し

てください。

 エンジニア的な判断が必要な手順書には対応

していません。

 複数名が確認したうえで手順が不明確な場合

、オペレーションを中断しお客様へ連絡しま

す。

 お客様名を名乗っての連絡（電話、メール）

はお受け出来ません。

 電話連絡は、１手順書（インシデント）あた

り最大3回/人となります。

※手順書例



サービス概要 【インシデントの考え方について】
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 インシデントとは、対応回数の単位です。

 ご契約機器１台につき、月間最大５インシデントを提供します。

 手順書に沿った障害対応を実施する事でカウントします。

 ５インデントを超過した場合、追加料金が発生します。

 超過した場合、以降30分毎に１インシデントが消化されます。

 インシデントを他の機器に割り当てることは出来ません。

 翌月へのインシデント繰越しは出来ません。

 １インシデントの対応時間は、最大30分となります。

 インシデントの利用状況はコンパネよりご確認いただけます。



サービス料金表
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基本サービス 初期費用 月額費用

台数課金

プラン

1台 27,000 円 27,000 円

2 ～ 10台 7,000 円 7,000 円

11 ～ 20台 6,500 円 6,500 円

21 ～ 30台 6,000 円 6,000 円

31 ～ 40台 5,500 円 5,500 円

41台以降 5,000 円 5,000 円

※上記は全て税抜き表記となります。
※台数課金プランの料金は1台当たりの単価となります。
※インシデント追加は、5インシデント分となります。
※1メールアドレス/1電話番号が1エスカレーション先になります。

オプションサービス 初期費用 月額費用

インシデント追加 7,000 円 －

エスカレーション先追加 － 1,000 円

手順書作成代行 30,000 円～ －



事例
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業種 コンテンツ内容 台数 備考

某パッケージソフト開発会社様 ERPパッケージ ●1社8台構成
※数十社契約中

上場企業の約3割が利用しているERPパッケー
ジのクラウド化に伴う監視及び障害一次対応。

某サービス業様 結婚式情報サイト ●18台構成 会員数：数十万人

某証券会社様 Fxサービスサイト ●2台構成

某医薬品商社様 販売店向け情報
ポータルサイト

●6台構成



電話連絡サービス



電話連絡サービスとは
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一言で表現すると、「電話連絡人」
メールを受信したら、オペレーターがメール受信があった事を

連絡するサービスです。

「電話連絡人」の使命は、

担当者に電話し続けること

こんな方にオススメです。

・夜中にメールを見落としてしまう。

・24時間365日の運用体制を自社で用意できない。



サービス概要

電話連絡
メールを受信したら例外なくコールを開始し、ご登録いただいた連絡先の担当者と会
話が出来るまでコールを続けます。

再コール
電話連絡にお客様が出られない場合、例外なく15分間隔で電話に出るまで、コールし
続けます。その場合も課金はコール単位となります。

通話時間 1分以内。

課金
1コール100円です。例えば、メールを受信した後、連絡先の担当者3名に連絡した場
合は300円となります。

電波が届かない場合
連絡先の携帯電話において電波が届かない場合も1コールとカウントし、次の連絡先に
コールを継続します。

留守番電話 伝言を残させて頂き、次の連絡先にコールを継続します。

受信メールの内容

•[ACTIVE Call] という文字列
•ご契約会社名
•検知時刻
•対象ホスト名
•サーバ識別名（仮想化している場合など）
•ご連絡先お電話番号及び担当者名
（ふりがなも合わせてご記入ください）

同時に複数のアラートが
あがった場合のカウント方法

ホストが同一である場合15分以内であれば一つのアラートとして判断します。
例えば、同一ホストでFTP、HTTP、Postfixアラートが同時に上がった場合、1件の
メール受信として取扱います。

継続してアラートが
上がりつつける場合

お客様からのお申し出により、一時的に電話連絡を止めることも可能です。
その際は、指定のメールアドレスにアラートを静観する旨をご記入いただき送信くだ
さい。なお、再開のご連絡を頂戴するまでは、アラートはすべて静観いたします。再
開のご連絡も静観のご連絡と同様に指定のメールアドレスに監視再開のメールをお送
りください。
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サービス料金表・事例
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メニュー名 初期費用 月額費用

電話連絡サービス 10,000円
10,000円

＋
100円/1回(1コール)

※月末締めでコール回数をカウント致します。

■事例
ホスティング事業者、MSP
サーバー管理部門、情報システム部門
オープン直後のWebサービス運営事業者
会員制のユーザサポート



クラウドペイメントサービス for AWS



AWS アカウントの開設から管理まで、一括でおまかせいただけるサービスです。

• AWS アカウント発行

• 請求管理

• アクセス制限 設定・管理

• 不正ログイン監視

• ビリングアラート 設定・管理

• 緩和申請管理

• リソース利用履歴管理

• コスト最適化

→ 円建て、請求書発行、銀行振り込み

→ MFA（多要素認証）、IAM

→ CloudTrail、Cloudwatch logs

→ Cloudwatch

→ ビジネスサポート

→ AWS Config

→ Trusted Advisor

クラウドペイメントサービス for AWS

初期費用 月額費用

3,000円 AWSインフラ費用 9％
※利用額が3,000円以下の場合は、
3,000円となります。



料金比較



サービス料金比較
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Internet Route 53

Elastic Load

Balancing

RDS DB 

(Multi-AZ)

S3

EBSEBS

Web App

Server 1

Backup

Availability Zone #1

EBSEBS

Web App

Server 2

Availability Zone #2

RDS DB 

Standby 

(Multi-AZ)

初期費用 月額費用

マネージドサービス 210,000円 133,000円

サーバー監視サービス 41,000円 41,000円

電話連絡サービス 10,000円 100円/1コール

■構成例 (AWSの場合)
DNS/LB/WEB2/DB1

※AWS参考価格
■EC2
t2.small(1vCPU/2GiB/EBS100GB),転送量100GB込
12,450円
■RDS
m3.medium(MulAZ/1vCPU/3.75GiB/EBS100GB),転送量100GB込
26,373円
■Route53(5ホスト)
300円
■ELB
2,372円
■S3(100GB)
396円

計41,891円 (1＄120円)



※ご参考
サーバー管理代行サービス(フルマネージドサービス)料金明細
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初期費用 月額費用

WEB1

構築および監視・運用設定 100,000円 基本サービス 20,000円

運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円

バックアップ OS管理 1,000円

セキュリティグループ管理 1,000円

小計 120,000円 小計 47,000円

WEB2

構築および監視・運用設定 10,000円 基本サービス 10,000円

運用サポート 20,000円 運用サポート ゴールド 20,000円

ポート監視 5,000円

小計 30,000円 小計 35,000円

DB

構築および監視・運用設定 20,000円 基本サービス
20,000円
※運用サポートゴール

ド相当

DB監視 7,000円

バックアップ OS管理 1,000円

セキュリティグループ管理 1,000円

小計 20,000円 小計 29,000円

バックアップ バックアップ設定 30,000円 運用基本サービス 10,000円

ELB
ELB設定 10,000円 運用基本サービス 10,000円

セキュリティグループ管理 1,000円

Route53 管理サービス 1,000円

合計 210,000円 133,000円

2015/5/15 現在


