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2002 年 4月
18 人 (2016 年 5月現在）　
サーバー構築・監視・
運用・保守

株式会社ネットフォースはホスティングサー
ビスの保守専門の会社としてオンサイト業
務を開始し、その後ネットワーク構築、運
用サポート、監視等、サービス内容を充
実させてきました。

インターネットサーバーの構築、ネットワー
ク機器の設定、ファイアウォール・ロード
バランサーの設定といったデータセンター
運用保守サービスを24時間365日体制で
提供するほか、サーバー・ネットワーク構
築や機能テストなどの開発会社サポート事
業、そしてオンラインストレージやITコンサ
ルティングなどの中小企業サポート事業に
も力を入れています。
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株式会社ネットフォース

高パフォーマンスのUTMを透過型導入。
既存のネットワークを変えずに堅牢で高
品質なネットワークセキュリティを実現。
1万台を超えるサーバーの運用、保守、監視を 24 時間 365 日
行う株式会社ネットフォース。事業の信頼性の要ともなるファイア
ウォールの選択には妥協が許されない。ハードウェアの堅牢性、脆
弱性の少なさ、コストパフォーマンス、既存のネットワークとの親
和性など、先入観を捨てて、さまざまな観点から最適なソリューショ
ンを見つけ出す。そんな同社が自社のネットワーク用に選んだのは、
完全独自開発のファームウェアを搭載し、高パフォーマンスかつ堅
牢性にも優れた UTM（統合脅威管理）アプライアンスの Clavister
（クラビスター）だった。透過モードでの導入で、既存システムに変
更を加えず、高品質なネットワークセキュリティ環境を構築した。

ルーターを含むネットワーク構成を変更せずに透過
型でUTMを導入できた。

スムーズなUTMの導入によりゲートウェイセキュ
リティを向上できた。

脆弱性が極小化された堅牢なUTMにより、負荷
が少ない安心運用を実現した。

お客様プロファイル



お客様のご要望お客様の声

各クライアントマシンに届く前に、ウイルス検知を徹底
したい。

ルーターなど、既存のネットワーク構成を変更せずに
短期間でUTMを導入したい。

導入コスト、運用コストともに抑えながら、高パフォー
マンスのUTMが欲しい。

お仕事柄、機種選定には神経を使うのではないですか？

「当社はサーバーの運用、保守、監視を 24 時間 365 日行っています。1

万台ものサーバーをお預かりし、それがセキュアかつ安定的に稼働すること

でお客様からの信頼が得られる業務ですので、障害によるシステム停止が起

きないよう、各種設備や機器の導入には細心の注意を払います。多種多様

な製品を試して納得したものだけを使用してきました。

　自社のネットワークセキュリティを改善するにあたっても、先入観にとら

われず改めて機種を検討することにしました。最新環境に適応することはも

ちろん、脆弱性や耐久性についても、今まで使ってきたアプライアンス以

上のレベルを求めました。また予想外に大きなトラフィックが発生すると、

ファイアウォール自体がボトルネックになってしまうこともあることから、パ

フォーマンスの高さも重要でした」

専用アプライアンスを導入された理由をお聞かせください

「社内システムでは Linux ルーターを使用しているのですが、そこにウイル

ス検知等のソフトウェアを実装することは困難でした。ネットワークのセグ

メント設計を再検討したり、ネットワーク構成を変更したりせずに、アンチ

ウイルス機能を実現するには、透過モードをサポートしている UTM（統合

脅威管理）アプライアンスがベストな解決法でした。そうした UTM のいく

つかについては従来から知見はあったのですが、欲しかったのはよりコスト

パフォーマンスに優れたモデルでした。そんなところに、当社の関係会社で

ある株式会社エーティーワークスから Clavister を紹介されました。他機種

に比べてコストパフォーマンスに優れていること、製品コンセプトが斬新で

あることから興味をもち、まずは導入して検討することにしました」

「製品の安定稼働とパフォーマン
スの良さに加えて、Clavister社と
日本の販売元であるキヤノンITソ
リューションズのサポートの良さが
嬉しいですね。導入前は、初めて
聞いた海外製品ということで少し
不安もあったのですが、問合せに
対するレスポンスが早く、課題解
決に対する行動力とスピード感に、
とても満足しています」

カスタマーソリューション部
マネージャ
文山　峰之様

「スピーディな対応に満
足しています」

導入前の課題と背景
コストパフォーマンスの高いUTMが欲しい

導入の必然性
透過型のUTM導入で既存のネットワークを活用



導入後の稼働状況はどうでしょう

「まったく問題なく稼働しています。 Clavister を通り抜

けてクライアント PC でウイルスが発見されたことも無

く、管理画面でログのチェックをして検知状況を確認し

ていますが、高精度でウイルス検知が行われていること

が判ります。

　ファンレスで静音性も高く、動作を示す LED が無け

れば動いていることが判らないかもしれません。可動部

を無くすという設計思想の効果もあって故障が起きない

事を期待できます。

　ハードウェアの耐久性と並んで、ソフトウェアの堅牢

性も Clavister の重要な長所です。サーバー運用の中

で、最近お客様から良く尋ねられるのが脆弱性に関する

ご質問です。即時対応を求められたり、時には該当製

品のベンダーに対応や問題調査を依頼する必要もあり、

障害時の対応だけでなく平常時においても脆弱性は業

務効率を左右するものとなっています。

Clavister は No Linux ＆ No OSS（オープ ンソース

ソフトウェア）の完全独自開発のファームウェアで構

成されており、OS から個々のモジュールに至るまで、

Clavister 社オリジナルのファームウェアを搭載してい

るので、一般的に世に知られているような脆弱性の影

響は受けません」

貴社のお客様にも勧められる製品でしょうか

「当社では中小企業向け IT サポートの一環として、たと

えばお客様のネットワークを最適化するといった業務も

行っており、古い UTM をどうするかという話も出てき

ます。そうした機器のリプレイスとして、Clavister は

効果的な提案になるでしょう。多くのお客様はコストパ

フォーマンスを重視されるので、Clavister の性能と価

格は大きなアドバンテージになります。Clavister によ

りコスト削減と高パフォーマンスを両立させる提案がで

きそうです」

導入した印象はいかがでしたか

「 実 は エー ティーワー クス社 から 紹 介 さ れるま で、

Clavister のことは知りませんでした。スウェーデンの

メーカー製品と聞き、きちんと日本語対応ができている

のか、迅速な技術サポートを受けられるのか、信頼に足

る導入実績があるのかなど、少々心配したのも事実で

す。しかし、欧米での豊富な導入実績があることや日本

でのサポートをキヤノン IT ソリューションズが提供して

おり、言葉の壁は無いことも知り安心しました。

　逆に、パフォーマンスが高い割に製品価格が抑えられ

ていて導入しやすいことに驚かされました。こうした機器

では、しばしばトラフィックのピークに合わせて機種選定

を行わざるを得ないことがありますが、それは通常の状

態ではオーバースペックになります。Clavister はパフォー

マンスが同レベルの他社機と比較して低コストなので、

そうした無駄を気にせず導入することができました。

　また、空冷ファンなど稼働部品が無いことによる障害

率の低さにも良い印象を持ちました。ハードウェアの故障

対策はシステム運用担当者の大きな負荷になります。故

障が絶対に無いというハードウェアはありませんが、リス

クを極小化することは、運用ストレス軽減につながります」

導入作業はスムーズでしたか

「Clavister の導入作業は自分で行いました。当社への

出荷に先立って、エーティーワークス社が必要な設定作

業を済ませてくれていたので、その後の導入作業はス

ムーズでした。事前に製品の説明を受けていたこともあ

りましたが、追加設定から設置、確認作業を含めても

数時間で完了しました。

　セキュリティの機能ごとに個別の機器やシステムを導

入すると、構築もオペレーションも煩雑になります。そ

の点、1台にさまざまな機能が統合されている UTM な

ら導入も楽々です。現在は Clavister のアンチウイルス

機能をメインに使っていますが、他にもファイアウォー

ル、アンチスパム、Webフィルタ、侵入検知防御 (IPS)、

アプリケーションコントロール、VPN など多彩な機能

があります。今後こうした機能を活用することも視野に

いれて、管理画面で細かい設定を試したりもしています」

取り組みの成果
使って納得の専用アプライアンス

運用の工夫
ピーク時のトラフィックに合わせて
導入

アタックサーフェイス（攻撃対策領域）が小さいClavister

Windows Linux Clavister



お客様のシステム構成

今後の展望についてお聞かせください。

「今後も UTM が必要になった場合は、Clavister が最

有力の選択肢となるはずです。

　また、Clavister を積極的に販売しているグループ会

社、株式会社エーティーワークスとも協力・連携して、

当社のお客様にも Clavister を提案して行きたいと考え

ています。導入後の安定した運用のためにも、キヤノン

IT ソリューションズには引き続き万全のサポートを期待

しています」

次世代ファイアウォール/UTM　Clavister(クラビスター)
Clavister は、No Linux＆No OSS（オープンソースソフトウェア）の完全独自開発のファームウェアで、高パフォー
マンスかつ高い堅牢性を実現した次世代ファイアウォール製品です。
ファームウェアのイメージサイズはわずか 17MB( ※ ) と非常に小さく、不要な処理プロセスが存在しません。リソー
スを効率的に利用し機器の処理能力を最大限生かす事が可能であり、UTM のダウンサイジングを実現しました。
( ※ 2016 年 5 月現在 )
また、Linux や OSS の脆弱性の影響を受けないため、頻繁にセキュリティメンテナンスを行うことなく安全性が保た
れます。　

開発元：Clavister AB

将来の展望
ビジネスチャンスも広げたい

@Canon IT Solutions Inc. 2016

www.canon-its.co.jp/products/clavister/
Clavister　ホームページ

〒140-8526　東京都品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビル

キヤノンITソリューションズ株式会社　セキュリティソリューション事業部
TEL（03）6701-3438

透過モード

インターネット Clavister E80ルーター

社内ネットワーク

侵入を防ぐ


