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Net.AMF、SESにより
最先端の社内ネットワークを構築

最先端かつ先進的なネットワークの導入へ

日興通信は1947年、終戦直後の東京で「日本の復興に寄
与したい」との思いから創業した。通信設備工事業からコン
ピュータの販売やソフトウェア開発など事業を拡大。20年
ほど前からは通信とコンピュータを融合するネットワーク
分野にも事業領域を広げ、現在はネットワークインフラの
構築や業務ソフトウェアの開発、導入後の保守やクラウド
運用サービスなど多彩なソリューションをワンストップで
提供している。
「当社は昨年、創業70周年を迎えました。お客様のベスト

パートナーとしてお客様とともに歩むというモットーのも
とで、さまざまな組織や企業のお客様ごとに最適なサービ
ス・サポートをご提供しています」と話すのは、日興通信株
式会社 代表取締役社長の鈴木 範夫氏。

日興通信では今回、社内ネットワークインフラの再構築
を実施した。その狙いについて鈴木氏は次のように語る。
「狙いは2つあります。ひとつは既存のネットワークが老

朽化し、取り扱うデータ量も増加する中で、これまで通り
では利用に耐えられないという理由からの刷新。もうひと
つ、当社は“ネットワークの日興通信”とスローガンを掲げ
ています。その名に恥じないネットワークを自分たちも構
築し、利用しなければならないということです」と鈴木氏。
日興通信が今回構築したのは“ネットワークの日興通信”の
名に相応しい、最先端かつ先進的なネットワークである。

運用管理工数の削減、セキュリティ強化が要件

ネットワークの再構築にあたっては社内でプロジェクト
チームを立ち上げて取り組みをスタートした。日興通信株
式会社 理事 情報システム部長の金子 征文氏は、「社内ネッ
トワークの運用を行っている情報システム部と、お客様へ
のご提案・設計・構築などを行うネットワーク事業部がタ
ッグを組む形で検討を始めました。お客様からはセキュリ
ティ強化や働き方改革への対応など新しいご要望も出てき
ていますので、そうしたところにも対応できる最先端のネ
ットワーク構築が今回のテーマです」と語る。最先端かつ先
進的なネットワークを顧客として導入するとともに、それ
を自社の顧客への提案にも生かすためのチームだ。

従来のネットワークにはいくつかの課題があったという。
日興通信株式会社 情報システム部 情報システム課の池田 
修一氏は、「以前のネットワークはすでに構築から7年ほど
経過しており、機器の老朽化やセキュリティ的にも十分と
は言えない部分がありました。トラフィックが急増してい
る中で今後のモバイル活用なども考えると、大幅な強化が
必要でした」と言う。

日興通信のネットワークは、東京都、神奈川県、静岡県
にある3カ所のブランチ拠点に、北海道から九州まで全国の
支社・支店・営業所を結ぶ形となっている。池田氏は、「ネ
ットワークは全国を結んでいましたが、統合的に運用管理
する仕組みではなかったため、また都度拡張、増設を重ね
てきたこともあり、運用管理の工数が掛かっていました」と
振り返る。

金子氏も、「運用管理面での工数が増えすぎていましたの
で、新しいネットワークについては効率化がひとつのテー
マになりました」と語る。運用管理工数を軽減するネットワ
ークがひとつの要件になった。

そして、新しいネットワークを検討する中で重要な要件
となったのがセキュリティの強化だ。金子氏は、「従来も当
然セキュリティ対策は行ってきましたが、今後を見据えて
最先端の対策をしたいと考えました。具体的には、セキュ
リティのツールを入れるだけでなく、不許可端末や不正な
通信を行う端末を自動的に遮断する仕組みです」と語る。

Net.AMFによる一元管理と 
ダウンタイム最小化を高く評価

ネットワークの安定稼働はもちろんのこと、運用管理工
数の軽減、そしてセキュリティ強化などを主な要件として
検討を行い、新たなネットワークとして採用したのがアラ
イドテレシスのソリューションである。

コア・スイッチには、アライドテレシスの最新アドバ
ンストL3モジュラースイッチである「SwitchBlade x908
GEN2」を冗長構成で設置。本社のサーバー、フロア・スイ
ッチには「CentreCOM AT-x510シリーズ」を導入。ブラン
チ拠点および全国の拠点にはVPNルーター「AT-AR4050S」

「AT-AR2050V」を設置し、インターネットVPN経由で
ネットワークを接続。各拠点のフロア・スイッチには

「CentreCOM AT-x510シリーズ」「CentreCOM AT-x230シ
リーズ」などが導入されている。

ネットワーク機器とともに、ネットワーク統合管理サー
ビス「Net.AMF」も導入している。Net.AMFは、ネットワ
ークの一元管理や自動復旧、自律型無線LANによるネッ
トワーク制御が実現可能な管理機能を提供するサービス。
AMF（Allied Telesis Management Framework）によるネッ
トワークの統合管理に加えて、「Net.Monitor」によるリモー
ト監視や予兆検出などの運用支援サービスを組み合わせた
もので、ネットワークの安定運用を支援する。

AMFは、複数のネットワーク機器の一括設定や一括アッ
プデート、遠隔地からの管理・設定変更、事前設定不要の
機器交換といった運用を可能とするアライドテレシスが独
自開発した機能だ。AMFの導入により運用・管理工数とコ
ストの大幅な削減、障害時の自動復旧を実現する。今回導
入したNet.AMFではAMF-Cloud サービスを導入しており、
AMF機能はクラウドから提供される構成だ。

池田氏は、「AMF機能により、万一故障やトラブルが発
生しても予備機に差し替えればすぐに復旧できます。運用
管理工数の軽減、効率化という面でAMFを高く評価しまし
た」と語る。

SESによる自動遮断でセキュリティを大幅強化

新たなネットワークのセキュリティ強化を担うのが、ア
ライドテレシスのSES（Secure Enterprise SDN）である。
SESは、各種アプリケーションと連動し、ユーザー端末へ
の仮想ネットワークの自動形成や、ふるまい検知などセキ
ュリティ強化機能による運用の高効率化をOpenFlow/SDN
技術で提供する。

今回の導入では、トレンドマイクロ株式会社の「Deep 
DiscoveryTM Inspector（DDI）」、Sky株式会社の「SKYSEA 
Client View」、フォーティネットのネットワークセキュリテ
ィアプライアンスがそれぞれSES連携して、不正な通信や
接続を検知すると、通信を遮断して端末をネットワークか
ら自動的に隔離する。

金子氏は、「自動的な遮断というところまでがセキュリテ
ィ要件でした。アライドテレシスのSESがもっとも優れた
ソリューションであると評価して採用しました」と採用理由
を話した。

2018年1月から導入がスタート。本社、ブランチ拠点、全
国の拠点と、段階的に切り替えが実施され、6月からは全国
で新たなネットワークが稼働している。

導入時を振り返って、日興通信株式会社 ネットワーク事
業部 ネットワークシステム部 システム一課長の仁藤 元史
氏は、「ネットワーク機器の設定や設置はネットワーク事業
部が主導して実施しました。社内導入ということで、経験

を積ませる意味もあって若手のエンジニアを中心に設定や
設置を進めました。色々と苦労はありましたが、アライド
テレシスの手厚い支援もあって、導入はしっかりと完了し
ました」と振り返る。

今回の導入でアライドテレシスは、提案から設計、構築
と積極的に支援を行った。とくに、冗長化により万一の時
にも素早く復旧するための構成設計などで的確なアドバイ
スをもらったと仁藤氏はアライドテレシスのサポートを高
く評価している。

ノウハウや知見を蓄積して 
顧客への提案に生かしていく

新たなネットワークへの切り替え完了後、「導入当初は不
安定なところもありましたが、アライドテレシスの支援も
あって速やかに解消し、今では安定して稼働しています」と
池田氏。「実は一度だけスイッチを一台交換したのですが、
AMF機能により予備機に差し替えるだけで速やかに復旧で
きました」と金子氏はAMF機能を評価する。

Net.AMFでは、管理用ポータルサイトから機器の状況が
一覧で確認できる。金子氏は、「情報が一覧で素早く見られ
るというのは運用管理上、大きなプラスです。万一のトラ
ブル時にも原因の特定が素早くできますので安心です」とネ
ットワークの見える化、運用管理工数の削減をNet.AMF導
入の効果として語る。

SESの連携についてはこれから段階的に導入というスケ
ジュールだが、連携が軌道に乗れば不正な端末や通信を自
動的に遮断できるため、大いにセキュリティ強化が期待で
きるという。金子氏は、「最新のシステムを導入しましたの
で、ネットワークとセキュリティの運用面でこれからどう
活用していくかが重要です。アライドテレシス、トレンド
マイクロ、スカイなどの製品、ソリューションと組み合わ
せて、そこから出てくる情報を上手く融合して、どう活用
していくか検討していきます。そうしたノウハウや知見を
蓄積して、当社のお客様へのご提案にも繋げていきたいと
思います」と語った。

最後に鈴木氏に今後の展望を聞いた。「ICTの世界は進歩
も早く、どんどん新しい技術や製品が出てきます。常にお
客様にとって最適なソリューションをご提供するためには、
私たちも常に最新の技術や製品を学び続けなくてはなりま
せん。これからもアライドテレシスをはじめパートナーと
一緒に、より豊かな情報社会の実現に貢献できるよう進ん
でいきます」と展望を語った。

アライドテレシスはこれからも、最先端の技術や製品、
手厚いサポートの提供を通じて日興通信のネットワークを
支援していくとともに、パートナーとして顧客への提案、
構築、運用などさまざまな面で積極的に協力を続けていく。

日興通信では社内ネットワークの再構築に際し、アライドテレシスのネットワーク機器とIT運用支援サービスを導
入。AMF（Allied Telesis Management Framework）による運用管理工数の削減、万一の際のダウンタイ
ム最小化とともに、SES（Secure Enterprise SDN）連携によるセキュリティ強化を実現している。
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トワーク制御が実現可能な管理機能を提供するサービス。
AMF（Allied Telesis Management Framework）によるネッ
トワークの統合管理に加えて、「Net.Monitor」によるリモー
ト監視や予兆検出などの運用支援サービスを組み合わせた
もので、ネットワークの安定運用を支援する。

AMFは、複数のネットワーク機器の一括設定や一括アッ
プデート、遠隔地からの管理・設定変更、事前設定不要の
機器交換といった運用を可能とするアライドテレシスが独
自開発した機能だ。AMFの導入により運用・管理工数とコ
ストの大幅な削減、障害時の自動復旧を実現する。今回導
入したNet.AMFではAMF-Cloud サービスを導入しており、
AMF機能はクラウドから提供される構成だ。

池田氏は、「AMF機能により、万一故障やトラブルが発
生しても予備機に差し替えればすぐに復旧できます。運用
管理工数の軽減、効率化という面でAMFを高く評価しまし
た」と語る。

SESによる自動遮断でセキュリティを大幅強化

新たなネットワークのセキュリティ強化を担うのが、ア
ライドテレシスのSES（Secure Enterprise SDN）である。
SESは、各種アプリケーションと連動し、ユーザー端末へ
の仮想ネットワークの自動形成や、ふるまい検知などセキ
ュリティ強化機能による運用の高効率化をOpenFlow/SDN
技術で提供する。

今回の導入では、トレンドマイクロ株式会社の「Deep 
DiscoveryTM Inspector（DDI）」、Sky株式会社の「SKYSEA 
Client View」、フォーティネットのネットワークセキュリテ
ィアプライアンスがそれぞれSES連携して、不正な通信や
接続を検知すると、通信を遮断して端末をネットワークか
ら自動的に隔離する。

金子氏は、「自動的な遮断というところまでがセキュリテ
ィ要件でした。アライドテレシスのSESがもっとも優れた
ソリューションであると評価して採用しました」と採用理由
を話した。

2018年1月から導入がスタート。本社、ブランチ拠点、全
国の拠点と、段階的に切り替えが実施され、6月からは全国
で新たなネットワークが稼働している。

導入時を振り返って、日興通信株式会社 ネットワーク事
業部 ネットワークシステム部 システム一課長の仁藤 元史
氏は、「ネットワーク機器の設定や設置はネットワーク事業
部が主導して実施しました。社内導入ということで、経験

を積ませる意味もあって若手のエンジニアを中心に設定や
設置を進めました。色々と苦労はありましたが、アライド
テレシスの手厚い支援もあって、導入はしっかりと完了し
ました」と振り返る。

今回の導入でアライドテレシスは、提案から設計、構築
と積極的に支援を行った。とくに、冗長化により万一の時
にも素早く復旧するための構成設計などで的確なアドバイ
スをもらったと仁藤氏はアライドテレシスのサポートを高
く評価している。

ノウハウや知見を蓄積して 
顧客への提案に生かしていく

新たなネットワークへの切り替え完了後、「導入当初は不
安定なところもありましたが、アライドテレシスの支援も
あって速やかに解消し、今では安定して稼働しています」と
池田氏。「実は一度だけスイッチを一台交換したのですが、
AMF機能により予備機に差し替えるだけで速やかに復旧で
きました」と金子氏はAMF機能を評価する。

Net.AMFでは、管理用ポータルサイトから機器の状況が
一覧で確認できる。金子氏は、「情報が一覧で素早く見られ
るというのは運用管理上、大きなプラスです。万一のトラ
ブル時にも原因の特定が素早くできますので安心です」とネ
ットワークの見える化、運用管理工数の削減をNet.AMF導
入の効果として語る。

SESの連携についてはこれから段階的に導入というスケ
ジュールだが、連携が軌道に乗れば不正な端末や通信を自
動的に遮断できるため、大いにセキュリティ強化が期待で
きるという。金子氏は、「最新のシステムを導入しましたの
で、ネットワークとセキュリティの運用面でこれからどう
活用していくかが重要です。アライドテレシス、トレンド
マイクロ、スカイなどの製品、ソリューションと組み合わ
せて、そこから出てくる情報を上手く融合して、どう活用
していくか検討していきます。そうしたノウハウや知見を
蓄積して、当社のお客様へのご提案にも繋げていきたいと
思います」と語った。

最後に鈴木氏に今後の展望を聞いた。「ICTの世界は進歩
も早く、どんどん新しい技術や製品が出てきます。常にお
客様にとって最適なソリューションをご提供するためには、
私たちも常に最新の技術や製品を学び続けなくてはなりま
せん。これからもアライドテレシスをはじめパートナーと
一緒に、より豊かな情報社会の実現に貢献できるよう進ん
でいきます」と展望を語った。

アライドテレシスはこれからも、最先端の技術や製品、
手厚いサポートの提供を通じて日興通信のネットワークを
支援していくとともに、パートナーとして顧客への提案、
構築、運用などさまざまな面で積極的に協力を続けていく。

日興通信では社内ネットワークの再構築に際し、アライドテレシスのネットワーク機器とIT運用支援サービスを導
入。AMF（Allied Telesis Management Framework）による運用管理工数の削減、万一の際のダウンタイ
ム最小化とともに、SES（Secure Enterprise SDN）連携によるセキュリティ強化を実現している。
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お客様プロフィール

■日興通信株式会社
本社所在地 ：東京都世田谷区桜丘1-2-22
設 立 ：1947年
代 表 者 ：代表取締役社長　鈴木 範夫

「お客様のベストパートナー」として「お客様とともに歩む」ことを
モットーとして、情報システム導入時のコンサルティングから設
計、構築、保守、運用サポートまでの一貫したサービスを提供する。
https://www.nikkotelecom.co.jp/

〒141-0031  東京都品川区西五反田7-21-11 第2TOCビル　　http://www.allied-telesis.co.jp/

http://www.allied-telesis.co.jp/contact/
ネットワーク構築などのご質問やご相談、その他のお問い合わせ

●CentreCOM、SwitchBlade、Secure EnterpriseSDN、AMFramework、VCStack、EPSRing、LoopGuard、AlliedView、AT-Vista Manager、AT-VA、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、EtherGRID、Net.Service/ネット・ドット・
サービス、Net.Cover、 Net.Monitor、 Net.Assist、アライド光は、アライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。●その他記載の会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●記載されている内容の無断転用を禁じます。

Deep Discovery™
Inspector

ウィルスバスター
Corp

FortiGate

SDNコントローラー

各拠点  西日本エリア

各拠点  東北エリア

静岡ブランチ

各拠点  首都圏エリア

本社

神奈川ブランチ

ITシステム運用支援サービス

ネットワーク統合管理サービス
クラウドサービス基盤

コア・スイッチ
SBx908GEN2

インターネット

監視用回線

インターネットVPN

日興通信は当ネットワークを、自信をもって顧客に紹介できる、
将来を見据えた先進的なネットワークシステムとして「SuIREN
（Secure & Innovative Redundant Network）」と名付けている。

サーバースイッチ
x510シリーズ

フロアスイッチ
x510シリーズ

LAG10G

x230シリーズAR2050V

ブランチルーター
AR4050S

ブランチルーター
AR4050S

基本サービス

オプション等のサービス

リモート機器故障
切り分け 製品保守連携

リモート監視

AMF-Master
Cloud提供

x230シリーズ AR2050V

A経路

B経路

Net.AMF用

x510シリーズ

ブランチルーター
AR4050S

x510シリーズ
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日興通信株式会社は｀ 1947年終戟直後の東京で「日本の復興に寄与したい」との思いから創業しました。通信設fii工事業からコンピュー ター

の販売やソフトウェア開発など事業を拡大。その後、 ネットワーク分野にも事業領域を広げ、 現在はネットワークインフラの構築や業務ソフトウ
ェアの開発、 導入後の保守やクラウド運用サー ビスなど多彩なソリュ ー ションをワンストップで提供しています。

E 
●終業時刻60分前にPCにメッセ ー ジを表示し、

残業申請を促して終業時刻の意識づけに

• IT資産情報をSDN製品に登録し、
未承認PCの社内ネットワ ークヘのアクセスを制限 |

囀シス

;: |�;�雰？心
金子征文樺 仁藤元史樺

一孟だ悶安各烹竺腐畠:品品り安；竺ぶ‘対策に
当社では以前からIT資産管理ツ ールを導入していましたが、 搭載機能が物足りなかったことや使いにくかったことから有効に活

用できていませんでした。その結果、 IT資産管理ツールの入れ替えを検討することになり、 2社の製品を比較・検討しました。
「SKYSEA Client View」は、 実際に操作してみると迷うことなく使うことができ、 機能表を見比べただけでは気がつかなかった違い
が感じられました。

また、 当社では社外から持ち込んだPCを社内ネットワ ークに接続することを禁止しているのですが、 万が一

、 そのル ールを知ら
ずに接続されてしまった場合でも、 素早く初動対応できるように、 自動的に接続を遮断できる仕組みも構築することにしました。そ
のため、 社内ネットワ ー クを柔軟に制御するために導入しているSDN (Software Defined Network)製品との連携も、 選定にあ

たっては重要な要素でした。セキュリティ対策製品は搭駿されている機能の有無だけでなく、いかにうまく運用していけるかが対
策のポイントとなります。運用管理の効率化のためにも、 使いやすさや製品間の連携などを総合的に評価した結果「SKYSEA
Client View」を導入することに決めました。

一閑温悶嘉門翌：ぎ99：は「
長時間労働対策を定着させるには、 社員の意識を変えることが重要です。そこで当社では、 終業時刻の60分前に全社員のPCに

「終了時刻以院に業務を継続する 場合は、 残業申請もしくは上司への報告にて承認を得てください」というようなメッセ ＿ ジを表
示。残業の干前申請を促し、 業務の終了時刻を意識づけています。当社の働き方改革の取り組みを「操作中のPC画面に大きくメッ

セー ジを表示する」という目に見える形で提示することが、 会社の真剣な姿勢を示す意志表明にもなると考えています。また、 次の
ステップとして、 終業時刻を過ぎても残業申請が行われていないPCは操作ができないように画面をロックすることを検討していま
す。しかし、 初めから全社一律に展開してしまうと業務に影響が出る可能性もあるので、 先に情報システム部とネットワ ーク事業部
の2部著でテスト運用を行っています。当初は、 終業時刻から画面がロックされるまでの時間を5分間に設定していましたが、 「退社
準価が間に合わない」という社員の意見を取り入れて、 現在は15分間で運用しています。

I 残業申霜のメッセ ージを表示して社員へ意識づけ
I 

終業時刻60分前に

ー：ロ

8 

◎業務終了時刻の60分前になリました。

終了時刻以降に業務を継線する場合は 、 残菓申請
もしくは上司への報告にて承認を得てください。

雹じる
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日興通信株式会社（以下、日興通信）は、社内ネットワークインフラ全体のリプ
レースプロジェクトを実施し、従来の無線LANを廃止して、「D-Link Business
Cloud」に統一することを決断。全拠点33箇所にPoE（Power over Ethernet）
に対応したアクセスポイント「DBA-1510P」と、ギガビットWebスマートレイ
ヤ2スイッチ「DGS-1100-08P」を導入することで、本社からの一元管理を実
現し、電波状況や接続状況の可視化のほか、グループごとの設定変更、全拠点
どこでも社内ネットワークに接続可能な環境を構築。社員の業務効率を大幅に
改善した。

既存の無線LANを廃止しD-Link無線LANに統一
クラウド経由で各拠点の接続状況を一元管理し
シームレスな社内ネットワークへのアクセスも実現

Case Study 21Wi-Fi製品

「D-Link Business Cloud」は、無線LANコントローラ機能をクラウドで一元管理し、導入時や運用時の管理者負担を
大きく軽減する次世代型ソリューションです。日本語完全対応のGUIでWi-Fiポリシーを設定し、無線LANアクセスポイン
ト「DBA-1510P」の電源投入（もしくはPoE受電）、LANケーブル接続で、ライセンスキーによりクラウドから自動的にポリ
シーが適用され、すぐに無線LANを利用できます。また、IEEE 802.11ac3ストリームに対応し、5GHzでは最大
1300Mbpsの高速通信が可能な上、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時利用にも対応しています。
「DGS-1100-08P」は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載し、基本的な管理機能と共に最適なコストパ
フォーマンスを提供する最新のギガビットEasyスマートスイッチです。ポートミラーリングやIGMPスヌーピングなど最低限必
要なL2機能を搭載し、ファンレス・省電力対応・コンパクト設計・低コストが特徴です。また、Web GUIとD-Link
Network Assistant（DNA）を使用した効率的な管理でシンプルなネットワークを簡単に構築でき、専門の管理者が不
在な小中規模のビジネスシーンなどでも最適なソリューションを提供します。

ネットワーククラウド管理サービス・無線LAN AP／PoEレイヤ2スイッチ

無線LAN環境を統一し厳格なアクセスコントロールを実現

社内ネットワークへアクセスする煩雑な設定作業から出張者を解放

各拠点の接続状況を一元管理しメンテナンス工数を大幅に削減

〒156-0054
東京都世田谷区桜丘1-2-22
URL：https://www.nikkotelecom.co.jp/

1947年、終戦直後の東京で「日本の復興に寄与し
たい」との思いから創業。通信設備工事業からコン
ピュータの販売やソフトウェア開発など事業を拡
大。20年ほど前からは通信とコンピュータを融合
するネットワーク分野にも事業領域を広げ、現在は
ネットワークインフラの構築や業務ソフトウェアの
開発、導入後の保守やクラウド運用サービスなど多
彩なソリューションをワンストップで提供している。

日興通信株式会社

日興通信株式会社
情報システム部
情報システム課
主任
池田 修一 氏

日興通信株式会社
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ネットワークシステム部
システム１課
課長
仁藤 元史 氏

日興通信株式会社
理事
情報システム部長
金子 征文 氏

D-Link Business Cloud

DBA-1510P

DGS-1100-08P



　日興通信は、2017年に「SuIREN」（Secure 
&Innovative Redundant Network；スイレン）
と名付けられた社内ネットワークインフラ全体を
リプレースするプロジェクトを敢行し、業務環境を
大幅に改善し続けている。SuIRENでは、1）ネット
ワークの強靭化や、2）情報セキュリティの強化と
自立型システム、3）デスクトップ仮想化・クラウド
型無線LANなどを駆使した柔軟なネットワーク、
4）ネットワーク運用管理の効率化などを実現し
た。一方で、構築・運用の経験とノウハウをお客
様に提供することも目的としている。
　その中の、クラウド型無線LANの社内導入にお
いて、ディーリンクジャパンの「D-Link Business 
Cloud」（以下、D-Link）が活用された。
　日興通信 理事 情報システム部長の金子 征文
氏は、その背景について次のように説明する。「以
前の社内無線LAN環境は、各拠点の判断で機器
が導入されていたことから、本社の情報システム
部で各拠点の状況を把握することも困難な上に、
出張者が各拠点で社内ネットワークにアクセスし
ようとするたびに煩雑な設定作業が必要なことが
大きな課題でした。SuIRENを機に、社内無線
LAN環境を統一し、一元管理も可能にしたいと考
えました」

　2017年11月に、社内情報系ネットワークを
構築するタイミングで、無線LAN環境の更新が
検討された。中でもD-Linkに注目した理由につ
いて、日興通信 ネットワーク事業本部 システム
部 システム1課 仁藤 元史氏は、「クラウドを経由
したWi-Fi 設定・監視の一括集中管理や、電子証
明書や二要素認証などによる接続端末の制限と
セキュリティ強化、LANケーブルをつなぐだけの
簡単設置などの特徴は、他社にないD-Linkなら
ではのもの。また、自社で運用経験を積むことで、

Case Study 21 Wi-Fi製品

高い操作性により想定以上の業務効率化が実現し
メンテナンス業務にかかる工数を大幅に軽減

2018.09A

■ 販売店

拠点ごとに異なる無線LANを構築
出張のたびに煩雑な設定作業が課題

効果を体感できるD-Linkは
プロジェクトの苦労が報われる存在

既存の無線LANは廃止し
社内アクセスは全てD-Linkに統一

SuIRENを外販する際に、営業担当者がお客様
からの質問や相談にもお答えしやすくなるのでは
ないかと考えました」と語る。
　その後、D-Linkの導入が正式に決定した。無線
LANアクセスポイント「DBA-1510P」が39台
と、スマートタイプのギガビット8ポートレイヤ2
スイッチ「DGS-1100-08P」が34台導入され、
本社のほか、支社・支店・営業所・テクニカルセン
ター・サポートセンターの33事業所全てに設置。
2018年5月に本番運用が開始された。
　日興通信 情報システム部 情報システム課 池田 
修一氏は、「導入フェーズでは拠点にDBA-1510P
とDGS-1100-08Pを配布し、設置作業は現場の
担当者に任せることにしました。両モデルはPoE
（Power over Ethernet）に対応しているため、
LANケーブルを差し込むだけで細かな設定は
インターネットを介して自動で行われます。その
おかげで、短期導入と速やかな運用開始が可能
になりました」と振り返る。
　日興通信では、既存の無線LANアクセスポイン
ト・有線LANは全て廃止し、社内アクセスは全て
VLANを経由したD-Linkに統一した。同時に、社
員の端末には電子証明書を配布し、未承認端末
の無断接続も防止している。

　池田氏は、「本社からクラウド経由で各拠点の
電波状況や接続状況をGUI画面で一元的に可視

化できるため、グループごとの一括した設定変更
や、設置位置の変更指示などを行うことが可能に
なりました」と述べる。現場のトラフィックを分析
するための基礎データが収集できるほか、高い操
作性によって想定以上に業務効率化が図られる
ため、メンテナンス業務にかかる工数が大幅に軽
減しているという。
　また、金子氏は、「全拠点どこでも同じ設定で社
内ネットワークに接続できるようになったため、特
に出張の多い社員からは便利になったと非常に
好評です。SuIRENプロジェクトでは社員が便利
さを実感する機会が少なく、感謝されることもあ
まりないのですが、D-Linkはリアルに効果を体感
してもらえるため、情報システム部としてはプロ
ジェクトの苦労が報われる貴重な存在だと感じて
います」と語る。
　今後、日興通信では、D-Linkの導入をグルー
プ会社まで拡大していくという。また、今回の構
築・運用ノウハウを活かし、お客様への提案、販
売を本格化していく計画だ。
「これからは、働き方改革の実現や、2020年の
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、無線
LAN環境の新設や更新を考えるお客様も増えて
くることが予想されるため、D-Linkの重要性はよ
り高まっていくでしょう」と金子氏は期待を込める。
　企業のライフラインであるネットワークインフラ
を強化し、社会の要請に対応する柔軟な会社組織
運営の実現をめざす日興通信。SuIRENによる変
革が今後どのように広がるか大いに注目される。

ディーリンクジャパン株式会社
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-7-18 SOWA五反田ビル2F 
URL： https://www.dlink-jp.com/

D-Linkを活用した日興通信の社内
無線LANネットワーク。全33拠点
がVPNで結ばれ、クラウドからの一
括集中管理を実現した
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CUSTOMER SUCCESS STORY
導入事例

日興通信株式会社

Webサイト
https://www.nikkotelecom.co.jp/

地域
東京都、日本

業種
IT

従業員
463人（2018年3月末日現在）

導入製品・ソリューション
•  Deep Discovery™ Inspector（DDI）

導入効果
•  ネットワーク上の通信を可視化して監視
し、怪しい通信を検知できる

•  DDIとネットワーク機器や他のトレンドマ
イクロ製品の連携により、人手を介さずに
脅威の感染拡大を阻むのに加え、自律的に
セキュリティ強化を図ることができる

•  状況をすぐに把握、レポート生成なども活
用し、全体の運用工数が抑えられている

•  自信をもってお客様にご提案できるネット
ワークシステムが構築できた

導入の背景
1947年に設立された日興通信は、全国各地のさまざまなお客様に、ネットワークインフラの

構築や業務ソフトウェアの開発、あるいは導入後の保守やクラウド運用サービスなど、多彩な
ソリューションをワンストップで提供している。

「昨年、設立70周年を迎えました」と話すのは、同社社長の鈴木 範夫氏。「最近では、情報
漏えいやランサムウェアなどが大きな社会的脅威となっており、ネットワークの強靱化と、サ
イバーセキュリティの強化に注力しています。お客様の成長を第一に考え、さまざまな製品を
組み合わせて最適なソリューションをご提供しています」と述べる。

お客様の課題
日興通信は、本社をはじめ全国26カ所の支社、支店、営業所、6カ所のサポートセンター、

テクニカルセンターを結ぶ社内ネットワークを最新のテクノロジーを取り入れ刷新することを
計画。「『ネットワークの日興通信』として自信を持ってお客様にご紹介できる、IoT時代や働
き方改革にも対応できる、セキュアで柔軟なネットワークシステムの構築を目指しました」（同
社　井坪 厚夫氏）。

同社ではこれまで、エンドポイントやWebセキュリティ、メールセキュリティなどを組み合
わせ、社内に脅威を持ち込ませないようセキュリティ面での対策を施してきた。しかし、「最近
では正規の通信を悪用して侵入してくる例など、判別できないような多種多様の脅威が出現し
て来ていると聞いています。現在のマルウェアは、侵入するとC＆Cサーバと通信を行い、さま
ざまなツールをダウンロードしますので、ネットワーク上の通信を可視化して監視し、怪しい
通信を検知する仕組みが必要だと感じていました」と同社の仁藤 元史氏は言う。

さらに、「当社のルールでは、メールからマルウェアが検知された際に、PCからLANケーブルを
外してフルスキャンをかけるという運用になっています。しかし、すぐに対応できずタイムラグが
発生し、その間に感染が拡大する可能性も懸念していました」と同社の池田 修一氏も続ける。

脅威を検知し一次対処を自動化する
最新鋭のセキュアなネットワークを構築
お客様への提案にも活かす

ネットワークに潜む脅威を検知、自動
で一次対処・対策が可能な仕組みを導
入。セキュリティ運用も効率化できた。
今回の構築経験や運用ノウハウをお客
様の提案に活かせる

After

最新のテクノロジーを用いた、柔軟で
セキュアな社内ネットワークへの刷新
を計画。既存のセキュリティ対策に加
えて、ネットワーク上で脅威の侵入に
気づける仕組みを検討

Before



「お客様に最適なソリューション
を提案する。そのためにも、自
社の新ネットワークシステムは、
これらを提供する会社として自信
を持ってご紹介できる最新のも
のにしたいと考えました」

鈴木 範夫 氏
日興通信株式会社
代表取締役社長

「ネットワークに潜む脅威を捕捉
できるようになりました。SDNと
連携しての自動対処、既存トレン
ドマイクロ製品と連携した自律的
な対策が施せたことは大きなア
ピールポイントです」

金子 征文 氏
日興通信株式会社
理事 情報システム部長

「IoT時代や働き方改革にも
対応できる、セキュアで柔軟
なネットワークシステムの構
築を目指しました」 

井坪 厚夫 氏
日興通信株式会社
常務執行役員 総合企画部長

「今まですり抜けていたものを検知で
きるようになり、その対処もスピード
感を持って行えるようになりました。
DDIのレポート機能も便利で、質の
高いデータがすぐに取得でき、運用
の効率化にもつながっています」

池田 修一 氏
日興通信株式会社
情報システム部 情報システム課

「状況が可視化されるため、脅威
検知時も内部ですぐに調査・対
処ができますし、不正接続にも
気づくことができます。今後は蓄
積した運用ノウハウも活かした提
案を行いたいと考えています」

仁藤 元史 氏
日興通信株式会社
ネットワーク事業部

選定理由
日興通信では、すでに導入していたウイルスバスター コーポレートエディション（以下、

Corp.）やInterScan Web Security（以下、IWS）との連携、およびSDN（Software Defined 
Network）を実現するアライドテレシス社の「Secure Enterprise SDN(以下、SES)」との連
携も重視し、新たに「Deep Discovery™ Inspector（以下、DDI）」を導入した。

「新ネットワークをアライドテレシス社の機器で構築しようと検討していました。これにDDI
を組み合わせることによって、ネットワーク通信の可視化による脅威監視に加え、DDIでの検
知をトリガーに、SESと連携して感染端末を自動でネットワークから切り離すことができる。
人手を介さずに、感染の拡大などをかなりの精度で阻むことが可能になります。この仕組みは、
お客様への大きなアピールポイントにもなると考えました」（同社 金子 征文氏）。

ソリューション
DDIは、すべてのネットワークポートと 105種類を超えるプロトコルを監視し、専用の検出

エンジンとカスタムサンドボックス解析によって、従来のセキュリティ対策を回避して侵入し
ようとする不正プログラムを検出する。また、DDIで検知した未知の脅威※の情報を基に、暫定
的なシグネチャを自動生成してCorp.やIWSに配信。パターンファイルの配信を待たずに未知の
脅威へ対処する「Connected Threat Defense」による対策の自動化を可能とする。さらに、
アライドテレシス社をはじめ、複数のサードパーティのネットワークやセキュリティ対策製品
と連携が可能となっており、企業の既存資産をさらに活用した強化策を講じることもできる。

日興通信では、本社のネットワークに支社の端末が接続されており、すべてのインターネッ
ト通信は本社を経由する。そこで、本社のコアスイッチにDDIを接続した。
※すべての未知の脅威に対応するものではありません。

導入効果
DDIによる脅威検知、SESとの連携によるインシデント一次対処の自動化、さらに既存トレ

ンドマイクロ製品との連携による自律的な対策強化を実現した日興通信。

セキュリティレベルの向上はもちろん、運用面での効果も大きいと言う。「以前はクライアントIP
やソースIPを調べるのに時間がかかっていましたが、DDIで可視化されるのですぐに把握できるよ
うになりました。不正接続にも気づくことができる安心感は今までになかったことです」（仁藤氏）。

池田氏も、「今まですり抜けていたものを検知できるようになり、その対処もスピード感を
持って行えるようになりました。また、以前は分析や調査から資料を作成する作業も大きな負
荷でしたが、DDIのレポート機能により、質の高いデータがすぐに取れるようになったことも
大きな効果です」と続ける。さらに、「結果、全体の運用工数もコストも抑えられています」と
金子氏も満足感を示す。

今後の展望
日興通信では、新ネットワークシステムの構築経験などをお客様の提案に還元していく。「DDI

を含め、新システムで蓄積する運用面のノウハウをお客様の提案につなげていきたい」と仁藤
氏は述べる。

鈴木社長は最後に、「技術も脅威も、どんどん新しいものが出てきます。勉強を怠らずに対
応し、個々のお客様に最適な提案をし続けていきたい」と結んだ。

導入製品詳細
詳細については、下記にアクセスしてください 
www.go-tm.jp/ddi

新社内ネットワーク「SuIREN」構成イメージ
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