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リプレイスの際に、再度のActive Directory構築(ユーザー

なぜ「QNAP製ＮＡＳ」
の導入が必要だったのですか?
実 は 2000 年ぐらい か ら Windows

登録等)は煩わしいので避けたかったのです。
さらに驚くことにQNAP NASが
ドメインコントローラーにもなるのですね。
これには感激しました。私どものよ
うなシングルドメイン環境ではほとんど問題なく使えます。
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NAS などのファイルサーバーなどの方がよいと考えました。
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もちろんパスワードを見直して、厳格な運用をするほうが良いのですが、職

「QNAP製 NAS」を選んだ決め手は何ですか？

員はパソコンなどの機器にそれほど詳しくないですし、パソコンはご父兄にイ
ベントのお知らせなどを作ったりする時ぐらいですので、厳密なパスワード

今後どのように使っていきたいですか?

よりさらに進化していました。ABE(Access-based Enumeration) 等も可

優れていると思った点は何ですか？

驚くことに QNAP NAS が
ドメインコントローラーにもなるのです。
これには感激しました

将来の展望

んでした。これは感動ものです。Windows Serverよりも分かりやすいです
ね。写真もサムネイルを1週間くらいで自動生成されるので、写真を探すの
もすごく楽になりました。またクラウドとの連携も大変分かりやすかったで
す。
TS-453Beは他のサーバーと比較しても静かです。設置場所が狭い空間な

今後QNAP・テックウインドに期待することはあり
ますか？
小さな課題としてはもう少し日本語化をきちんとやってほしいです。以前の
バージョンでは、日本語で説明されていた部分が、今のバージョンではネッ
トワークの説明部分が英文になっています。ここは日本語対応していただ
きたいですね。
あとは QNAP NAS をもっと多くの人に使ってほしいです。当園は大きく 4
つのグループアカウントを作っています。職員 ( 保育士 ) 用と私のような管
理者用、会計などの事務職員用、さらにご父兄が写真を見たりするための
ゲストユーザー用です。この程度ならユーザーやグループ管理を一から作
ることもできなくはないですが、ボタン一つで Active Directory と連携さ
せることができるのは非常に便利です。さらにドメインコントローラーにも
なれるので、Windows Server のリプレイスを検討されている企業様に

ので、この静粛性には驚きました。他社製のサーバーも使っていますが、音

とっては魅力的な製品だと思います。将来的には Active Directory と結

はかなりうるさいです。あとコンパクトで邪魔にならないです。

合した後で、QNAP NAS をドメインコントローラーとして単体利用できる

またアクセス権限のないユーザーにはフォルダーが見えないようにする設

ようになれば、Windows Server は不要になります。このようになれば

定(ABE)もできるようにも改良されていました。昔はファイルそのものが見

競合の NAS 製品との差別化を図ることができると思います。

えましたので、アクセス権限のないユーザーはそのフォルダーをクリックす

30 人程度までの小さな会社さんですと IT 機器を管理する専任者を立てる

ることはできました。もちろんフォルダーを開くことができませんが、フォル
ダーの存在そのものを見えなくする事は大切です。会社でファイルサーバー
にアクセスした時に、人事って書いてら見たくなりますからね。
さらに、このTS-453Beはほこりの入りにくい設計になっています。実は、昨
日TS-453Beをお掃除しました。導入して3カ月ぐらい経っていますが、ほ

ことができず、私のように兼任になってしまいます。そうなると自分たちで
Windows Server を運用するのは難しいですし、壊れた時が大変です。
金額的にも高額なので、簡単でリーズナブルに導入できる QNAP NAS は
とてもお薦めですね。
（取材日：2019年5月15日）

こりがほとんど入っていませんでした。ほこりが入らないような設計になっ
ているのはとても大事です。HDDの故障の原因の一つはほこり等による通
風悪化による機器内の温度上昇なので、それが入らないようになっている
ので、安定した稼働が期待できます。

導入後の効果
導入してどんな効果がありましたか？
職員が当園のホームページにイベントの様子を写真で紹介するために、

導入製品

TS-453Be

タワー型 4 ベイ

PCIe スロットで優れた効率性や拡張性を引
き出すマルチメディア NAS

クアッドコアプロセッサー搭載
PCIe スロットで機能拡張
デュアル H D M I 出力

