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社内 Windows Server を見直す 次の一手
Point

仮想サーバーサービスの活用で
Windows Server の
運用負荷を軽減

WebARENA SuitePRO V4 なら
迅速にファイルサーバーとして
利用可能

VPN接続オプションで
社内から安全に接続

社内 IT 環境を統合的に管理する Active Directory の構築やファイルサーバーとしての利用、あるいは各種業務アプリケーションの実行など、企業におい
て Windows Server は幅広い用途で利用されています。しかし、保守期限を見据えたハードウェアのリプレースやトラブル時の対応など、運用管理の負担
は決して小さくありません。特にサーバー台数が増えた場合、こうした業務に多くの時間を割くことになってしまうという課題があります。この課題を解決
する上でポイントとなるのは、Windows Server を「所有」せずに「利用」するという考え方です。

運用面、料金面でメリットがある仮想サーバーサービス
ここ数年、多くの企業で利用されるようになったデバイスに NAS（Network Attached Storage）があります。ネットワークに接続するだけでファイル
サーバーとして利用できるほか、わずか数万円で購入できる個人向けの製品も数多く販売されています。このように便利かつ手軽な NAS ですが、IT ガバ
ナンスの観点からは危険な存在です。
特に個人向けの製品は気軽に購入して利用できるため、社内のファイルサーバーの容量が不足している、あるいは使いづらいなどといった理由で勝手に
購入して利用しているケースは珍しくないようですが、情報システム部門が把握していない NAS はれっきとしたシャドー IT であり、放置すればガバナンス
上の大きな問題となりかねません。
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仮想化技術を使って作成した仮想サーバーを提
供する仮 想サーバーサービスであれば、自社で
ハードウェアを持つ必要がないため、ハードウェアのリプレースや物理的な故障が発生した際の対応などが不要であり、運用負荷を抑えて導入することが
可能です。また利用した分だけ支払えばよい従量課金制のサービスであれば、サーバーの購入費用を軽減できるメリットもあります。
そうしたサービスとして提供されているのが「WebARENA SuitePRO V4」
（以降、SuitePRO V4）です。

幅広いオプションで多様なニーズに対応
具体的なサービスの詳細を見ていきましょう。SuitePRO V4 は CPU やメモリ、ストレージのスペックを変更可能なほか、2 種類 6 タイプの OS を選択で
きる仮想専用サーバーサービスです。その OS のラインナップに Windows Server 2008 R2 や 2012 R2、最新版である 2016 がラインナップされています。
ファイルサーバーとして利用するための初期設定が完了した、Windows Server 2016 を組み込んだ仮想サーバーが用意されているのも魅力です。これ
を利用してファイルサーバーを構築すれば、セットアップの手間を大幅に削減できるでしょう。
ファイアウォールやウイルス対策の機能を統合した UTM オプションを使ってセキュリティの強化が図れるほか、最大 3 世代まで過去のデータを保存でき
るバックアップオプションもあります。これらを活用すれば、安心して利用できるだけでなく、サーバー運用にかかる手間のさらなる軽減が図れます。
社内で運用している場合と同様、セキュアに Windows Server を利用したいといった場
合には「VPN 接続オプション」を利用し、VPN サービスである「Master's ONE」経由で接続
する構成がおすすめです。これならファイルサーバーに保存するファイルがインターネット
上を流れることがないため、機密性の高いファイルでも安心して利用できます。さらにファ

（IP-VPN）

Windows Server®

イアウォール（エントリー）オプションを組み合わせれば、拠点ごとにアクセスをブロックす
るといった制御が可能となり、さらにセキュリティを高められます。
ストレージやネットワークなど、サービス提供にかかわる設備が冗長化されていること
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仮想化 Windows Server の活用シナリオ
■ 情報システム部門が把握していない NAS を
社内から一掃
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前述したとおり、SuitePRO V4 にはファイルサーバーとして
利 用するための 初 期 設 定 が 完 了した Windows Server 2016
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が提供されるため、最小限の手間でファイルサーバーとして使
い始められます。情報システム部門が把握していない NAS を
社内から一掃するのに役立つのはもちろん、既存のファイル
サーバーを SuitePRO V4 に集約すればさらなる運用負荷の軽
減も可能です。
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■ 複数台のサーバー運用時は統合的に
セキュリティ対策を実施
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Web サーバーやメールサーバーなど、複 数台 の Windows
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Server を運 用するといったケースでは、ファイアウォールや
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WAF、IPS、アンチウイルスやアンチスパムの機能が一体的に
提供される、UTM オプションとの組み合わせを検討しましょ
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■ 業務アプリケーションの運用環境を
リプレース
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業 務 ア プリケーション の 運 用 環 境 を SuitePRO V4 にリプ
レースするといったことも考えられます。Windows Server の
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デスクトップにアクセスする必要がある場合でも、リモートデ
スクトップ で SuitePRO V4 に接続すれば、社内と同様に利用

ファイアウォール
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することが可能です。

■ OS のバージョンアップ対応
さらに、Windows Server の最新版である 2016 を選択できる点を利用し、Windows Server のバージョンアップで SuitePRO V4 を活用するといったシ
ナリオも考えることができます。

Windows Server の導入は、単に初期導入コストがかかるだけでなく、その後の運用管理の負担もあるため、決して安易に

まとめ

判断できないでしょう。しかし仮想サーバーサービスであれば、イニシャルコストや運用管理の負担を抑えて導入できるため、
必要なときに即座に利用できるメリットがあります。もし既存の IT 環境に課題があり、その解決に Windows Server が有効
であると判断したのであれば、積極的に SuitePRO V4 の活用することをおすすめします。

関連サービス
WebARENA SuitePRO V4
（株式会社 NTTPC コミュニケーションズ）

ホストサーバー故障時に別のホストサーバーで自動復旧するフェイルオーバー機能を標準で備
えるほか、最大 3 世代のバックアップが可能なバックアップありプランも提供し、運用の手間
をかけずに利用できる VPS です。Windows Server の利用や VPN 接続にも対応しているた
め、ファイルサーバーを運用する環境としても便利に利用できます。

