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１．自己紹介
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■氏名 田中 邦裕（Kunihiro Tanaka）

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

■趣味 旅行・ダイビング・プログラミング

■略歴 1978年、大阪府生まれ。

1996年に国立舞鶴工業高等専門学校在学中に
さくらインターネットを創業。当時国内では
まだ珍しかった共有ホスティングサービス
（さくらウェブ）を開始。
高専卒業後に有限会社インフォレストを設立し
事業を継承、代表取締役へ就任。

1999年にはさくらインターネット株式会社を
設立し、「さくらのレンタルサーバ」の開発
に自ら関わる。その後、最高執行責任者などを
歴任し、2008年より現職。
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２．さくらインターネットについて
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２．１．概要と沿革

商 号 さくらインターネット株式会社

本 社 所 在 地 大阪市中央区南本町一丁目8番14号

設 立 年 月 日
1999年8月17日
（サービス開始は1996年12月23日）

上 場 年 月 日 2005年10月12日（東証マザーズ）

資 本 金 8億9,530万円

従 業 員 数 282名

（※2015年4月末日現在）

さくらインターネット創業

・最初のデータセンター開設

東証マザーズ上場

石狩データセンター開設

1996年12月に現社長の田中邦裕が、
舞鶴高専在学中に学内ベンチャー
として創業。

1999年8月に株式会社を設立。
10月には、第1号となるデータ
センターを本町に開設。

2005年10月に東京証券取引所
マザーズ市場に上場。

2011年11月、北海道石狩市に
国内最大級の郊外型大規模
データセンターを開設。

1996

1999

2005

2011

会社概要

インターネットインフラの提供を事業ドメインとして、

大阪、東京、北海道の３都市に5つのデータセンターを展開

・株式会社を設立
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２．２．経営理念

Mission

Vision

Value

当社の使命

当社が目指す姿

当社が重視する価値観

私たちは、人々とビジネスの可能性を広げるデータセンターサービスの提供を通じ、
インターネットによってひらかれる創造性と驚きに満ちた未来の実現に貢献します。

高品質で低価格なITプラットフォームと革新的で面白いインターネットサービスの提供

スケールメリットと柔軟性を兼ね備えたコスト競争力の高いITインフラの実現

価値あるサービスの実現とインターネットの発展に寄与する先進的な技術の探求

・質の高いサービスを生み出す絶えざるイノベーション

・コストパフォーマンスを支える卓越したオペレーション

・すべての活動のベースとなる良質なコミュニケーション

〈Service〉

〈Infrastructure〉

〈Technology〉

コーポレート・ミッション

コーポレート・ビジョン

コーポレート・バリュー
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２．３．データセンター

様々なサービスが集約できる
国内最大級の拡張性を持つ郊外型データセンター

郊外型データセンター

オフィス至近、豊富な配信実績を持つ
都市型データセンター

都市型データセンター

石狩

東京

大阪

●用途

ハウジング、ホスティング、クラウド

●総ラック数

2,700基（2015年4月現在）

●顧客数

約360,000件（2015年4月現在）

業界トレンドと幅広い利用者からのニーズを
反映したデータセンター
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２．３．データセンター

将来計画・鳥瞰パース（計5棟、最大6,800ラック規模）

施設名 石狩データセンター ３号棟

建設地 北海道石狩市

工期
着工：2015年10月
竣工：2016年冬（予定）

建築面積 6,487㎡

延床面積 12,270㎡

建物構造 地上3階建・鉄骨造

ラック数
1,924ラック
（3号棟のみのラック数）

空調方式 間接外気冷房システム

設計施工 鹿島建設株式会社

石狩データセンター３号棟を着工

まったく新しい空調コンセプトと、さらに運用効率が高まる設備コンセプトを
導入した先端設計のデータセンター
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２．４．収益推移
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市場機会の拡大とともに安定して売上げを伸ばしてきた。
今期は成長が加速！



10

２．５．インフラサービス

ハウジング 専用サーバ 仮想サーバ レンタルサーバ

顧客が所有する
サーバなどの機器
類を設置するス
ペースと回線、電
源などを貸与する

サービス

1台のサーバを
複数の契約者で
共有して利用する

サービス

顧客が物理サーバ

1台を丸ごと占有

するサービス

1台のサーバを仮想
的に分割し、分割
された領域を占有
できるサービス

（VPS、クラウド）

コロケーション ホスティング

データセンターサービスのフルラインアップを提供
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２．６．売上推移
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（単位：億円） クラウド・ホスティングサービスの売上割合が増加
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３．人材育成への取り組み
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３．１．これまでの取り組み

これまでも、さくらインターネットは
人材育成支援に取組んできました

・高専プログラミングコンテストへの支援

人材育成支援

・オープンソースカンファレンスへの支援

・各種イベントの協賛

オープンソースへの支援

・ベンチャーキャピタルとの協業

・ビジネスコンテストへの支援

スタートアップ支援
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３．２．人材育成支援の事例紹介

「オープンクリエーションプロジェクト」について

デジタルハリウッド × さくらインターネット
「オープンクリエーションプロジェクト」
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「オープンクリエーションプロジェクト」について

インターネットの日常化は、情報の発信・受信の高度化を実現しました。
クリエイターは情報発信することにより、より幅広い人から作品に対する評価を
得られ、自己実現を図ることが可能になりしまた。

３．２．人材育成支援の事例紹介

支援 情報発信

デジタルハリウッド

学生：1,000名
（最終的に2,000名）さくらインターネット

・「さくらのレンタルサーバ」提供
・「co.jpドメイン」提供
・Webサーバ作成の勉強会開催

GOAL

・オンラインでのセルフブランディング
・クリエイターとしての成長
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３．３．これからの取組み

これからも、さくらインターネットは大学等との連携を

強化して人材育成支援を継続したいと考えています。

・ITの発展に繋がる取り組み

・新しい取り組み

大学等との人材育成プロジェクト

・さくらインターネットの進化に役立つ研究

・社会貢献の可能性のある研究

大学等との共同研究の推進

・若い情熱に対する機会の提供

大学発ベンチャー支援
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４．教育システムの改善



・大学によるが数十台から数千台規模のサーバ、PCが存在

・学生が管理・運用していることが多い

・用途：

研究室・部署のサーバ

18

大学内には「未管理サーバ」が溢れている

４．１．未管理サーバの対策

WEBサーバ Mailサーバ Fileサーバ

・サーバの管理・運用は学生が多い

・潜在的なセキュリティ・リスク

・インシデントが発生すれば大問題に

問題点

・サーバ台数が多いので、対策経費巨額に

対策
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４．１．未管理サーバの対策

対策としての「さくらのレンタルサーバ」
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４．１．未管理サーバの対策

東京大学様の事例
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４．１．未管理サーバの対策

「さくらのレンタルサーバ」の進化

「さくらのレンタルサーバリセールプラン」を発表（2015年9月）

・管理用コントロールパネルの提供（ユーザ管理、サーバ管理）

・エンドユーザ・コントロールパネルのカスタマイズが可能

○アカウント管理画面 ○サーバ管理画面

～「さくらのレンタルサーバ」の管理機能がさらに進化～
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４．２．クラウド教育用システム

クラウドに関する教育の必要性

・大企業を中心にクラウドの導入、活用が急速に進む

・クラウド人材のニーズが高まることが予想される

クラウド導入の活発化

・クラウド技術は企業主導で発展

・パブリッククラウドの技術習得が必須

クラウド人材の育成

・Excel、Word並みのクラウド知識

・企業と連携したクラウド開発ノウハウ

クラウド教育
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４．２．クラウド教育用システム

「クラウド教育」システム

コントロールパネルの利用イメージ
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４．２．クラウド教育用システム

「クラウド教育」システム

APIの利用イメージ
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「さくらのクラウド」アクセスレベル機能

４．２．クラウド教育用システム
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４．３．SINETクラウド

SINET4：これまで

L2VPN
SINET4

B大学

Internet
A大学

専用線（100Mbps）

L2VPN

リモートハウジング

さくらの専用サーバ

さくらのクラウド

L2VPN

石狩データセンター



27

４．３．SINETクラウド

SINET5：これから

L2VPN
SINET4

B大学

Internet
A大学

L2VPN
L2VPN

東京地区
データセンター

石狩
データセンター

さくらインターネット・ハイブリッド基盤

さくらインターネット

社内ネットワーク

リモート
ハウジング

さくらの
専用サーバ

さくらの
クラウド

さくらの
クラウド

東京地区の

ハウジング、

さくらの専用サーバは

将来的に接続予定

プライベートリンクサービス
（10Gbpsベストエフォート）
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５．新しい教育システムを考える
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５．新しい教育システムを考える

求められる要件

大学の情報システムに対する要望

「大学のためのクラウド」の必要性

サービス高度化

多様なサービス提供

セキュリティの強化

運用組織の最適化

高度なシステム間連携

タイムリーなサービス提供

運用コスト低減
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５．新しい教育システムを考える

次世代教育システムモデル（案）

L2/L3 VPN
SINET5

B大学

Internet
A大学

L2/L3 VPN
L2/L3 VPN

インタークラウド基盤

さくらインターネット A社 B社 C社

ハウジング
さくらの
専用サーバ

さくらの
クラウド

クラウド SaaS ハウジング SaaS クラウド



さくらインターネット株式会社
大阪本社:大阪市中央区南本町1丁目8-14 堺筋本町ビル 9F

東京支社:東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル 33F
http://www.sakura.ad.jp/

ホスティング・ハウジング・クラウドの事なら

http://www.sakura.ad.jp/

