
運用の手軽さは断然NOWing SERVERです。

導入事例
CASE STUDY

事業概要

NOWing SERVER
for SMB Generation 2

会社名

■ 導入前の課題：
・NAS運用時は操作がわかりづらく機能を十分に使いこなせなかった
・NASのHDDが故障して、データが消失してしまい、データ復旧に苦労した
・NAS運用時は、しっかりデータを管理しようというセキュリティに対する認識が弱かった

■ 導入メリット：
・運用管理がとても簡単になり、本来のサーバーとしての活用ができるようになった
・データをきちんと管理でき、定期的にバックアップも取れているので大きな安心感につながっている
・各社員にアクセス権を付与することで、データ管理に対するセキュリティ意識が根付いた

導入の背景　
なぜ本サーバー (NOWing SERVER)の導
入が必要だったのですか?
【三島様】弊社はコンサルティング事業を行ってお
り、扱っている情報の中には当然お客様情報や機密
情報も含まれています。そうした情報が漏えいした
り、ハードウェアの故障等で消失したりしますと企
業活動に大きなダメージとなりますので、定期的に
データのバップアップを取り、きちんと管理するこ
とは必須となっています。

NOWing SERVERを導入する前は、NASを運用し
ておりました。プレゼン資料、契約書関連、財務・経
理関連の書類などすべての社内データをNASに入
れて管理していました。特に大きなトラブルもなく
運用できていましたが、昨年末NASのHDDが故障
して、データが消失してしまいました。データは定
期的にバックアップを取っていましたので、大きな
ダメージにはなりませんでしたが、それをきっかけ
に、データの管理方法やアクセス権限を抜本的に見
直すことになりました。設立当時は4、5名でした
が、すでに設立６年目となり、従業員もアルバイト
スタッフも含めると20名近くになっておりますの
で、今後も会社規模を拡大させていくことを考慮す
ると、それまで運用していたNASでは限界があると
の結論に達しました。その頃、御社とお取引をして
いた関係でNOWing SERVERのお話をいただきま
した。事務所の移転も重なり、そのタイミングで導
入を即決しました。

さまざまな製品やサービスがある中でなぜ
「NOWing SERVER」の導入を決定された
のでしょうか？
【三島様】選択肢としましては、従来通りNASを導
入するか、Windows系のNOWing SERVERを導
入するかのどちらかでした。ただNAS運用時にトラ
ブル対応がスムーズにいかなかったので、NASの運
用には不安が残っておりました。また将来の会社規
模拡大を視野に入れると、利用者が増えてもユー
ザー管理がしっかりできるサーバーが必要でした。
会社が大きくなってからサーバー導入となると、一
から設定を行う必要が生じて、とても大変な作業に
なってしまいます。そうした点を考えると、自動
バックアップ機能が備わっていて、ユーザー管理が
きちんとできるNOWing SERVERは当社に最適な
サーバーでした。

導入の概要
「NOWing SERVER」の導入環境を教えて
ください。
【金子様】PCの台数は16台(2台以外はWindows 
８Pro)で、どのPCからも社内ネットワークで
NOWing SERVERにアクセスできます。
NOWing SERVERには1TBのHDDを１台搭載
し、定期的に外付けHDD(1TB)にバックアップを
取っています。

どのように運用されていますか?

【金子様】NOWing SERVERの運用に関しては、
アカウント管理、フォルダーの管理、アクセス権の
設定などを行っています。どの作業も簡単にできて
しまいますので、ルーティンワーク化できます。将
来的に業務の引き継ぎが発生しても、スムーズに行
えると思います。万が一、NOWing SERVERが故
障しても迅速に復旧できるように、バックアップは
きちんと取っています。NOWing SERVERには
サーバーだけでなくクライアントPCの自動バック
アップ機能がありますので、定期的に両方のバック
アップを取っています。あくまでも兼任で運用管理
していますが、本業の営業業務の負担にもなってい
ません。

外部からNOWing SERVERにアクセスできるリ
モートWEBアクセス機能は、主に営業に利用権限
を認めています。この機能の設定はとても簡単で、
一度設定してしまえば特にすることはありません。
文章にするのが難しいくらい簡単な作業です。

「NOWing SERVER」の優れていると思った点は何ですか？
【金子様】NOWing SERVERにはOSとしてWindows Server 2012 
R2 Essentialsがプレインストールされていて、ボタン一つで直感的な
操作ができますね。設定も非常に簡単で分かりやすいというのが使って
みて最初に感じた印象です。専門知識は不要です。管理画面はユーザー毎
に一覧で見ることができますので、管理権限の付与、アクセス権限の付与
も簡単に設定でき、管理者にとっては非常にありがたいですね。

 
NOWing SERVERの管理者画面(デモ用)。ユーザー名をクリックして、そのユーザーの管理権限
やアクセス権限などの設定を直感的に行える。

今まで使っていたNASとNOWing SERVERでは、同じ機能もあります
が、使い勝手は全く異なります。NOWing SERVERの管理画面は慣れ親
しんでいるWindows系のソフトを操作しているような感じで、右クリッ
クすると、メニューが表示され、やりたいことが簡単にできるようになっ
ています。最近弊社でスタッフ採用を進めていまして、ここ1、2ヶ月で
10名くらい増員しました。その度にユーザーを追加して、フォルダーへ
のアクセス権限設定や個人フォルダーの設定を行う必要がありますが、
そうした設定はすべてその日の夜に30分程度で出来てしまいます。

NOWing SERVERは、管理者だけでなく、それにアクセスするユーザー
にとっても簡単で分かりやすい設計になっています。たとえばアルバイ
トのスタッフは、サーバー内の個人フォルダーに毎日日報を置くことに
なっていますが、各ユーザー PCのデスクトップ上に個人フォルダーへの
ショートカットを作成しておけば、あとは「このフォルダーをクリックす
れば個人フォルダーに行ける」と説明するだけで済んでしまいます。

今までのNASでは、ブラウザーから特定のURLにアクセスして、ID、
PASSWORDを入力して、フォルダー内を見るのですが、直接個人の
フォルダーには行けず、トップのフォルダーから順々に下層に行きます
ので、ITリテラシーの低いスタッフなどは、一度説明しただけでは、分
かってもらえませんでした。導入の手軽さではNASになると思いますが、
運用の手軽さは断然NOWing SERVERですね。

実際の使い心地はいかかですか?
【金子様】すべてスムーズに使えているという印象を持っています。社員
から使い方に関して質問が上がってくることもほとんどありません。ITリ
テラシーの低いアルバイトのスタッフも自分のローカルPCにあるフォル
ダーにアクセスする感覚でNOWing SERVERにアクセスできています。
そこは重要なポイントですね。毎回、使い方に関して質問されても、こち
らも困ってしまいます。

導入後の効果
「NOWing SERVER」を導入してどんな効果がありましたか?
【三島様】NASを運用していた際は、しっかりデータを管理しようという
セキュリティに対する認識に一抹の不安がありましたが、NOWing 
SERVERを導入して、各ユーザーにアクセス権を付与することで、会社
全体として社内のデータ管理に対しての認識を新たにでき、セキュリ
ティ意識を根付かせることができました。会社もこれから大きくなるに
つれて、各自がある程度裁量を持った形でデータを管理・運用していくに
は、個人の自覚や責任意識はとても重要です。

NOWing SERVERに社内のデータを集約させることによって、一括管
理とデータ共有が可能となりましたが、それだけでなく、権限のあるス
タッフのみ特定のファイルやフォルダーにアクセスできるように設定し
てありますので、データが安全な場所に保管できています。日本人的な考
え方かもしれませんが、クラウドは流行っていても、やはり社外に置きた
くないデータもあります。データが社内の目に見えるところにあって、き
ちんとバックアップが取れているというのは大きな安心感につながりま
す。私の安心感が増えたという点が今回の導入で一番の効果かもしれま
せん。

【金子様】NOWing SERVERになって運用管理がとても簡単になりまし
た。NASの運用時には勝手に触って壊してしまうと大変だという意識が
強すぎて、機能を十分に使いこなせていませんでした。私にとってNAS
はパンドラの箱のようでした。NOWing SERVERになり、とても使いや
すくなりましたので、本来のサーバーとしての活用ができるようになっ
たと思います。

将来の展望
今後どのように使っていきたいですか?
【三島様】私どもは常に将来の会社のあり方も見据えています。NOWing 
SERVERはクラウドとも連携できますので、今後はバップアップ先とし
てクラウドストレージも活用したいと考えております。現在でも外付け
HDDにバックアップを取っていますが、事業継続計画(BCP)の観点から
も、クラウド上でデータを保管しておけばリアルタイムで２重、3重の
バックアップを取れますので、何か不慮の際にも今まで以上に確実にカ
バーリングができるようになりますし、安心ですね。保険があるのに越し
たことはないです。

【取材日:2014年9月17日】
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