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ロードバランサ ご利用マニュアル  

１．本ご利用マニュアルについて 
 

本マニュアルでは、マネージドサーバを3台とロードバランサを1台ご契
約頂いた場合の、ロードバランスの設定をご案内致します。 

 

 

 

クライアントPC 

マネージドサーバA マネージドサーバB マネージドサーバC 

ロードバランサ 

①＊＊＊.comへアクセス 

②ロードバランサで負荷分散 

③各サーバからリクエストを返す 
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２．ロードバランサがご利用できるまでの流れ 
 

ロードバランサの開通時には負荷分散の設定がされておりません。 

ロードバランサの設定やDNS設定を行った後に、負荷分散が可能にな
ります。 

 

ロードバランサの開通から負荷分散できるまでに以下の作業が必要と
なります。 

 

step1 

• ロードバランサの開通通知の確認 

step2 

• 負荷分散サーバにご利用ドメインを設定 

step3 

• ロードバランサで負荷分散サーバを設定 

step4 

• DNSの設定を実施 

4 



ロードバランサ ご利用マニュアル  

３．ロードバランサでの負荷分散サーバの設定 
 

負荷分散したいサーバをロードバランサに設定する手順をご案内します。 

（１） コントロールパネルへアクセスしてください。 
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（３） ロードバランサ設定画面で「未設定」ボタンをクリックしてください。 

（２） 左メニューの「ロードバランサ」をクリックしてください。 
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（４） 基本設定項目で「分散ドメイン名」のリストボックスから、 
      対象のドメイン名を選択し「設定」ボタンをクリックしてください。 

  以下確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして 
  ください。 
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「分散ドメインを設定しました。」と表示され、以下のような画面が
表示されれば完了です。 

※ 初回設定時には、分散ドメイン名が設定されている全てのサーバが分散対象となって 

  おります。 
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分散先サーバの指定がある場合は、       をクリックし、 
待機サーバへ移動させ、「 変更 」ボタンをクリックしてください。 

「分散先サーバの構成を変更しました。」と表示されれば、設定完了です。 

４．ロードバランサでの負荷分散サーバの台数変更設定 
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５．DNS設定 
 

本オプションは、コントロールパネルでロードバランサの設定をするだけ
では、ご利用ドメイン名のアクセスを負荷分散することはできません。 

以下の様にご利用ドメイン名のDNSサーバでWEBアクセスをロードバラ
ンサのIPアドレスに変更することによりアクセスが負荷分散されます。 

一般的なDNSの設定 

マネージドサーバ 

DNSサーバ 

IPアドレス：123.123.123.1 IPアドレス： 123.123.123.2 IPアドレス：123.123.123.3 

＊＊＊.comのIPアドレスはどれ？ 

と問い合わせ ****.com  A  123.123.123.2 

＊＊＊.comは123.123.123.2です。 

と返答 

123.123.123.2へアクセス 

クライアントPC 

ロードバランサを利用する場合 

マネージドサーバ 

DNSサーバ 

IPアドレス：123.123.123.1 IPアドレス： 123.123.123.2 IPアドレス：123.123.123.3 

****.com  A  123.123.123.5 

クライアントPC 
IPアドレス： 123.123.123.5 

ロードバランサ 
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前ページで解説したロードバランサへアクセスさせるためのDNS設定の
変更方法をご案内いたします。 

※DNSをお客様にて管理される場合もご申請が必要となります。 

※DNS設定については以下の3パターンでのご利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNS設定のお申込みは以下の方法でお申込みすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DNS 

Aパターン 

プライマリDNS：
当社 

セカンダリDNS：
当社 

DNS 

Bパターン 

プライマリDNS：
お客様 

セカンダリDNS:
当社 

DNS 

Cパターン 

プライマリDNS：
お客様 

セカンダリDNS：
お客様 

ドメイン名代行申請と一緒にお申込み 

レジストラ変更・指定事業者変更申込みと一緒にお申込み 

DNSの設定変更のみをお申込み 
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６．DNSの設定申込みの流れ 
 

前ページで解説したロードバランサへアクセスさせるためのDNS設定の
変更方法をご案内いたします。 

 

■６．１．ドメイン名代行申請と一緒にお申込みの場合 

各サーバに設定したドメイン名をまだ取得されていない方が対象となり
以下の手順となります。 

 

ドメイン名代行申請 

※本申請にてDNSの指定をしていただきます。 

ドメイン名代行取得（当社作業） 

DNS設定作業（当社作業） 

※DNSパターンCの場合は、当社で作業を実施致しません。 

ネームサーバ情報変更（DNSパターンB、Cのみ） 

DNS設定完了通知 

※DNSパターンB、Cの場合は、本通知後DNS設定を実施してください。 
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DNSの設定申請方法  
 

（１） コントロールパネルへアクセスしてください。 

13 



ロードバランサ ご利用マニュアル  

（３） 収容ドメイン一覧から、設定したドメイン名をクリックして 
    ください。 

（２）サーバ名一覧から、分散サーバのどれか一つを選択し、 

      詳細情報の[ ドメイン ]タブをクリックしてください。 
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（５） 同意画面が表示されますので、内容を確認の上、チェックを入れ 
    「 同意する 」ボタンをクリックしてください。 

（４） ドメイン管理メニューの【 ドメイン・DNS 】から、                        

   「 ドメイン名取得 」をクリックしてください。 
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（６） ドメイン名取得画面が表示されますので、必要な情報を選  

    択 ・ 入力を行い、「確認」ボタンをクリックしてください。 

ドメイン名取得に必要な情報を入力してください。 

選択する内容によって入力項目などが異なりますの
で、表示されている入力項目の必須項目を必ず入力
してください。 

 

DNSサーバ設定パターンを選択してください。パター
ンによって入力項目が変わります。 

※Aパターンの場合は、必ずロードバランサの指定で
「利用する」を選択し、設定したVIPのIPアドレスをご
選択ください。 

16 



ロードバランサ ご利用マニュアル  

（７） 確認画面が表示されますので、内容を確認し、 

        「 送信 」ボタンクリックしてください。 

（８） 「 送信 」ボタンをクリック後、以下のようなメールが送付され  
    ます。これで申請は完了となります。 

-------------------------------------------------------------------- 

from:order@mngsv.jp 

to:サービス利用責任者メールアドレス 

subject:[マネージドサーバ] ドメイン名取得 の申し込みを受け付けました。 

-------------------------------------------------------------------- 

（本文） 

*********************************************************** 

このメールはスマートコネクト マネージドサーバより自動的に 

サービス利用責任者メールアドレスへ送信しております。 

本メールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、 

order@mngsv.jpまでご連絡ください。 

*********************************************************** 

 

サービス利用～ 様 

 

平素より弊社サービス「スマートコネクト マネージドサーバ」を 

ご利用いただきありがとうございます。 

この度は、オプションサービス 

  「ドメイン名取得」 

をお申込みいただき、誠にありがとうございます。  

 

本オプションは、初期料金として10,500円（税込）、ドメイン名維持管理  

として月額525円（税込）が必要になります。あらかじめご了承ください。 

 

当社にてご希望ドメイン名の登録・サーバ設定作業が完了いたしましたら、 

「DNS設定完了通知」にてご連絡させていただきます。  

 

*********************************************************** 

○お申込情報 

 

  お申込オプションサービス名 : ドメイン名取得 

  ご希望ドメイン名           : *****.co.jp 

 

*********************************************************** 

○ご利用料金 

 

  初期料金： 10,500 円 （レジストラ変更） 

  月額料金： 525 円 （ドメイン維持管理） 

 

************************************************************ 

○お客さま情報 

 

  お客さま番号         : ******** 

  ご契約者名           : マネージドサーバ試験ユーザ(クビ部＆CS用) 

 

  契約番号             : ********** 

  サーバ名             : ******.mngsv.jp 

  ドメイン名           : mngsv-test.co.jp 

 

*********************************************************** 

 

お申込内容を確認させていただき、不備項目、確認事項がある場合、 

当社より後日ご連絡させていただきます。 

 

なお、ご不明な点がございましたらこのメールの返信にてご連絡ください。 

 

今後ともスマートコネクト マネージドサーバサービスをご愛顧のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

┏ ――――――――――――――――――――――――――――――― ┓ 

お問い合わせ先 

NTTスマートコネクト株式会社  

スマートコネクト マネージドサーバ カスタマサービス担当 

電子メールアドレス：order@mngsv.jp 

電話              ：0120-194238（平日10:00-12:00/13:00-18:00） 

FAX               ：06-6948-1402 

Webページ         ：http://support.mngsv.jp/ 

┗ ――――――――――――――――――――――――――――――― ┛ 
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■６．２．レジストラ変更・指定事業者変更と一緒にお申込みの場合 

 

既に取得されているドメイン名を各サーバに設定した場合は、 

以下の手順となります。 

 

DNS設定変更申請 

※本申請にてDNSの指定をしていただきます。 

レジストラ変更・指定事業者変更申請（当社作業） 

移管承認（お客様または、維持管理事業者） 

DNS設定作業（当社作業） 

※DNSパターンCの場合は、当社で作業を実施致しません。 

ネームサーバ情報変更 

DNS設定完了通知 

※DNSパターンB、Cの場合は、本通知後DNS設定を実施してください。 
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DNSの設定申請方法  
 

（１） コントロールパネルへアクセスしてください。 
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（３） 収容ドメイン一覧から、設定したドメイン名をクリックしてください。 

（２） サーバ名一覧から、分散サーバのどれか一つを選択し、 

         詳細情報の【 ドメイン 】タブをクリックしてください。  
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（５） 同意画面が表示されますので、内容を確認の上、 
        チェックを入れ「 同意する 」ボタンをクリックしてください。 

（４） ドメイン管理メニューの[ ドメイン・DNS ]から、 

    「 DNS設定変更 」をクリックしてください。 
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（６） DNS設定変更画面が表示されますので、お客様のご利用  

    形態に合った内容を選択し、「 確認 」ボタンをクリックしてください。 

ドメイン名維持管理に関する指定を選択してください。 

選択する内容によって入力項目などが異なりますの
で、表示されている入力項目の必須項目を必ず入力
してください。 

 

DNSサーバ設定パターンを選択してください。パター
ンによって入力項目が変わります。 

※Aパターンの場合は、必ずロードバランサの指定で
「利用する」を選択し、設定したVIPのIPアドレスをご
選択ください。 
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（７） 確認画面が表示されますので、内容を確認後、 

   「送信」ボタンをクリックしてください。 

（８） 「送信」ボタンをクリック後、以下のようなメールが送付されます。    
    これで申請は完了となります。 

-------------------------------------------------------------------- 

from:order@mngsv.jp 

to:サービス利用責任者メールアドレス 

subject:[マネージドサーバ] DNS設定変更 の申し込みを受け付けました。 

-------------------------------------------------------------------- 

（本文） 

*********************************************************** 

このメールはスマートコネクト マネージドサーバより自動的に 

サービス利用責任者メールアドレスへ送信しております。 

本メールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、 

order@mngsv.jpまでご連絡ください。 

*********************************************************** 

 

○○ 様 

 

平素より弊社サービス「スマートコネクト マネージドサーバ」を 

ご利用いただきありがとうございます。 

この度は、オプションサービス 

  「DNS設定変更」 

をお申込みいただき、誠にありがとうございます。  

 

当社にてサーバ設定作業が完了いたしましたら、「DNS設定完了通知」 

にてご連絡させていただきます。  

 

 : 

 : 

中略 

 : 

 

お申込内容を確認させていただき、不備項目、確認事項がある場合、 

当社より後日ご連絡させていただきます。 

 

なお、ご不明な点がございましたらこのメールの返信にてご連絡ください。 

 

今後ともスマートコネクト マネージドサーバサービスをご愛顧のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

┏ ――――――――――――――――――――――――――――――― ┓ 

お問い合わせ先 

NTTスマートコネクト株式会社  

スマートコネクト マネージドサーバ カスタマサービス担当 

電子メールアドレス：order@mngsv.jp 

電話              ：0120-194238（平日10:00-12:00/13:00-18:00） 

FAX               ：06-6948-1402 

Webページ         ：http://support.mngsv.jp/ 

┗ ――――――――――――――――――――――――――――――― ┛ 
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７．コンテンツ同期機能 
 

ロードバランサをご契約のお客様は、複数サーバに同一ドメイン名を設
定した場合、特定のコンテンツを同期させる機能（コンテンツ同期）がご
利用できます。 

マネージドサーバA マネージドサーバB マネージドサーバC 

任意のサーバからhtmlディレクトリを同期 

コントロールパネルから、 

コンテンツ同期を実行 

コントロールパネルから実行 

同期元サーバのhtml

ディレクトリと同期先サ
ーバのhtml.stageディ

レクトリの同期 

同期先サーバ側のス
テージング機能が自動

実行され切り替え 

コントコロールパネル
で完了表示 

コンテンツ同期の流れ 

お客様が設置されたコンテンツを以下のような手順で同期します。 

・コンテンツ同期されるディレクトリは、以下ディレクトリとなり、cgi-bin 
  ディレクトリなどのディレクトリは同期されません。 
・同期前の同期先サーバのhtml.stageディレクトリにコンテンツを設 
 定されていた場合、同期後、コンテンツが入れ替わりますので、コン 
 テンツが削除されます。 

注意点 
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ご利用手順 
 

（１） コントロールパネルへアクセスしてください。 
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（３） 収容ドメイン一覧から、設定したドメイン名をクリックしてください。 

（２） サーバ名一覧から、分散サーバのどれか一つを選択し、 

         詳細情報の[ ドメイン ]タブをクリックしてください。 
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（５） コンテンツ同期画面が表示されますので、同期元、同期先サー  
   バ名を確認し、「コンテンツ同期」ボタンをクリックしてください。 

（４） ドメイン管理メニューの[ WEB ]から、「 コンテンツ同期 」を 

         クリックしてください。 
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以下確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックして 

ください。 

「コンテンツの同期が完了しました。」と表示されれば、同期完了です。 
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