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ここ数年で企業のWebサイトを構築する環境はサーバー機を用意して運営する方向
から、レンタルサーバーなどのサービスを利用する方向へ変わりました。
また、昨今ではMicrosoft AzureやAmazon Web Serviceなどのクラウド環境にて
構築、運用する方向に移りつつあります。
理由は様々ありますが、Microsoft Azureを選択する理由のひとつには運用コスト
の削減が挙げられるでしょう。

Amazon Web Serviceを利用するというのは結局は自社、または運用を委託する会
社が下回りから管理しなければならないので、実はそれほどコスト削減にはならない
という実情もあります。Microsoft Azureの場合、PaaSに分類されるサービスである
ため、面倒な下回りの整備が必要ありませんので、自ずと運用コストは下がることに
なります。
また、構築作業に関しても、一般的なサーバー関連の知識さえあれば、構築・運用
ができるというのもメリットの一つでしょう。
本書では、そのMicrosoft AzureのWebサービスの構築を中心に解説しています。
無論、運用面に関しても分かりやすく解説し、構築後に必要となるデータベースなど
の容量アップ、バックアップ、他社サービスとの連携などを網羅した形で構成してい
ます。
今、まさにサーバー案件を抱えて、通常のレンタルサーバーで構築するのがいいのか、
それともMicrosoft Azureで構築すべきなのか、悩んでいる方は1度本書を一読して
もらえるといいでしょう。

本書を書くにあたり、株式会社マイナビ編集部、MicrosoftのAzure担当者様などに
ご相談にのっていただきました。この場をかりてお礼申し上げます。

本書によって、面倒なサーバー管理の煩わしさを少しでも解消していただければ幸
いです。

2014年8月
樋山 淳
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C h a p t e r . 1 Microsoft Azureの概要

1.1 Microsoft Azure
 クラウドコンピューティング

1.1では、Microsoft Azure（以後、Azureと略）の概要と他社サービ
スとの違いを主に解説していきます。

Azureを使う上で必須とはいえませんが、知っていればAzureをもっと

理解できるようになるので、1度は読んでおいて損はありません。

1.1.1    Microsoft Azureの基本的な機能とサービス

ここでは、Azureの主な機能を紹介していきます。
Azureの機能をあまりよく理解していない人にとって、Azureは単にレ
ンタルサーバーと同じようなものと理解してる人も多いのではないでしょう
か？
無論、既存のレンタルサーバーと同じようにWebサーバーとしても利用
できますが、それがAzureの全てではありません。逆にWebサーバーは

Azureの機能のほんの一部分でしかありません。

まずは、Azureの主な機能を見ていきましょう。

・インフラストラクチャ
・ウェブ
・モバイル
・開発とテスト
・ビッグ・データ
・メディア
・ストレージ、バックアップ
・Active Directory 
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Azureは前記のようなソリューション（サービス）を提供しています。
また、サービス自体をアクセス数、または規模に応じてスケールアップ（ス
ケールアウト）、スケールダウンを容易に行えるのも大きな特徴です。

たとえば、急なイベントでサーバーをその日、その週だけ増強しなければ
ならないといった場合でもほぼリアルタイム、ノンストップでスケールアッ
プすることができ、またアクセス数が下がってきた場合には、スケールダウ
ンも容易に行えるようになっています。

また、サービスを建てる際に、複数の地域、国を指定することができます。

【図1.1.01】Microsoft Azure
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あるサービスを設定する場合、その関連地域でサービスを建てる方が応答
のスピードも速く、合理的です。
たとえば、Webサービスを利用する場合、ターゲットが日本であるなら
日本でサーバーを建てる方が海外で建てるよりも応答のスピードは速く、逆
にターゲットがアメリカの場合、アメリカでサーバーを建てた方がスピード
は速くなります。

通常時のサーバーへのアクセスと応答

外部からのさまざまなアクセス

混雑時のサーバーへのアクセスと応答

Microsoft Azure サーバーと
リソース（通常時）

Microsoft Azure サーバーと
リソース（混雑時）

【図1.1.02】Microsoft Azureのスケーラビリティ

【図1.1.03】サーバーのURLを指定
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サーバーを建てられる地域はアメリカ東部、中部、西部、北ヨーロッパ、
西ヨーロッパ、東アジア、日本（東西）、ブラジルとなっています。

日本の場合は東日本、西日本でサーバーが分かれており、他の地域、国よ
りも優遇されています。
また、Azureのバックアップ体制ですが、基本的にはユーザーが明示的
にバックアップインスタンスを作成し、バックアップを行います。

Webサービスの場合、運用しているサービス上でストレージアカウント
を設定し、バックアップを行います。

東日本でサービスを作成した場合、西日本のサーバーをバックアップサー
バーとして使うこともできますし、もちろん、海外のサーバーをバックアッ
プサーバーとして運用することも可能です。

【図1.1.04】Azureのバックアップ（Webサービス）
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1.1.2    他社サービスとの違い 

Azureを利用する上で、他のサービスとの違いをキチンと理解する必要
があります。

同じようなクラウドコンピューティングサービスとしては、Amazonがサー

ビスしているAmazon EC2や、日本国内ではさくらインターネットがサー
ビスしているVPSがあります。無論、それ以外にも国内、海外共に色々な
クラウドコンピューティングサービスがありますが、規模などを考えて行く
と、AmazonのAmazon EC2が最大のライバルといえるでしょう。

Amazon EC2とAzureの比較ですが、色々な企業やマーケットリサー
チ会社が比較しています。特に同じ構成でのベンチマーク結果を比較すると、
Amazon EC2とAzureではベンチマーク自体、それほど大きな違いはな
いようです。また、同じ構成での料金体系に関しては、2014年5月段階で
Azureの方が若干安くなるようですが、おそらくAmazon側もAzureに

ならい、料金体系を下げてくるでしょうから、価格的なアドバンテージはな
くなってきます。

Azure と Amazon EC2、一 番 の 違 い は Amazon EC2 が IaaS

（Infrastructure as a Service）型クラウドサービスに対して、Azureは

PaaS（Platform as a Service）型クラウドサービスといえます（ただし、
Azureにも仮想マシンのサービスはあるので、LaaS的な要素もあります）。

IaaS、PaaSと耳慣れない言葉ですが、簡単に説明すると次のようになり
ます。

IaaS：ハードウェアをサービスとして提供
PaaS：プラットフォームをサービスとして提供

より具体的にいえば、IaaSはサーバーのハードウェアを提供し、ユーザー
はそのサービス上にOSを構築して運用します。逆にPaaSの場合は、OS
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が乗った状態でその上のでサービス自体を提供するものと理解すればいいで
しょう。

IaaSの場合は、OSの構成など自由に設定できる反面、OS自体のメンテ
ナンスはユーザーがやらなければならないので、敷居はかなり高いといえま
す。逆にPaaSの場合は、OSやその下回りは自分でメンテナンスをおこな
う必要がないので運用自体は楽ですが、OSやミドルウェアなどを選定する
自由はありません。

さて、そういったことを踏まえて、Amazon EC2とAzureを見ていくと、
同じクラウドコンピューティングサービスではありますが、サービスの提供
方法自体は違うことがわかります。

特にさっとサービスを用意して運用したいという方にはAzureの方がい
いでしょうし、OSやミドルウェアの構成など自分で細かく設定・運用した
いという方には、Amazon EC2の方がいいかも知れません。

ただし、運用面から考えていくと、Amazon EC2を運用していくのは、ハー
ドウェア、OS、ネットワークなど様々な知識・情報が必要となってきますし、
最新のセキュリティ事情にも明るくないと運用は難しいといえます。

IaaS PaaS

Amazon EC2

ニフティクラウド

さくらインターネットVPS
Microsoft Azure

【図1.1.05】IaaSとPaaS
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1.1.3    Azureのアドオンとギャラリー 

Azureには豊富なアドオンとギャラリーが提供されています。
アドオンとは、Azureに提供している他社サービスのことを指しており、
たとえばMySQLサーバーなどは SUCCESSBRICKS社が「ClearDB 

MySQL Database」という名称でアドオンから提供しています。

また、ギャラリーとはWebサイトを構築する際にセットアップを一緒に行っ
てくれる機能で、CMSの代表格であるWordPressや、日本で一番利用さ
れているECサイトエンジンであるEC-CUBEなども標準でセットされてい
ます。

【図1.1.06】Azureに提供されているアドオン
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これらは自分でソースを落としてきてセットアップすることも可能ですが、
それなりの手間と技術が必要だったり、外部に設置依頼をすると余計な費用
がかかったりします。

そういう部分をAzureははじめからギャラリーとして用意しており、手
間と時間を節約することが可能です。また、対応するギャラリーも増えてい
ます。

【図1.1.07】Azureに提供されているギャラリー
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1.1.4    AzureにおけるWebサイトのバックアップ 

AzureにおけるWebサイトのバックアップは、驚くほど手軽に設定・構
築が行えます。
たとえば国内のホスティングサービスでもバックアップサービスを行って
いますが、同じリージョン同士でバックアップをしていたりと、バックアッ
プ要件として考えると若干不安ではあります。数年前には企業向けバックアッ
プをうたい文句にしていた国内のホスティングサービスがバックアップサー
バーごとデータを消失させたことがありました。このようなことがあると、
同じリージョンにバックアップサーバーを置くのは少々どころか、かなり危
険でさえあります。また、東日本大震災の時のように、日本国内にバックアッ
プサーバーを置くこと自体がリスクになり得ます。

Azureの場合、バックアップに使うストレージは世界中のどの位置にも
おけるので、たとえば日本のサーバーがトラブルで再起できない場合、バッ
クアップを日本以外に置くことにより、早急に復旧することができます。

また、データベースのバックアップに関しては、SQLに関してはAzure

のバックアップが利用でき、MySQL の場合は提供している
SUCCESSBRICKS社が「ClearDB MySQL Database」上で定時バック
アップを行っているので安心して利用できます。

【図1.1.08】AzureにおけるWebサイトのバックアップ概念
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シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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