
概 要

•  セキュリティーの強化：データを奪う悪意のあるランサムウェアへの対策

•  BCP（事業継続計画）対策：地震や水害などで PC や NAS が壊れた際のデータの復旧

ソリューション

•  自動データ・バックアップ・システム 「Lighnas」：PC や NAS などのデータを収集して自動的
に蓄積し、オンライン・ストレージ・サービス上に転送するための専用端末

•  データ安心保管プラン ライト：「Lighnas」 と NTT 西日本の「フレッツ・あずけ～る」 を組み合
わせた法人向けバックアップ・サービス

導入効果

•  簡単導入が実現：既存のネットワークに接続するだけで利用可能で設定が容易

•  データ復元のシンプル化：ランサムウェアに感染しても感染前の状態に復元が可能、PC の故
障時もデータの継続利用が可能

ビジネス価値

•  商材、サービスの提案のバリエーション拡大：ターゲットとする中堅・中小企業に対して、情報
通信系の機器とクラウドサービスを有機的に連携し企業の経営課題を解決する提案が可能に
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PC や NAS などのデータを収集して自動的に蓄積し、オンラインストレージへの定期バックアップにより、
データを使用不能にするランサムウェア対策や、災害時にデータを保護して速やかに復旧する BCP 対
策を実現

開発事例
インテル® ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング（インテル® NUC）
通信 / メディア
企業のセキュリティー

企業内のデータを一元的に自動収集し
オンラインストレージ上に転送する新サービスを開発

中堅・中小企業でも重要なデータを守る 
セキュリティー対策と BCP 対策が必須に

西日本電信電話株式会社（以下、NTT 西日本） のビジネス営業本部 スマートビジネス推進部は、
同社の通信サービスや情報機器を組み合わせた中堅・中小企業向けのソリューションや商材を
企画・開発し、お客さまのさまざまなニーズに応えるソリューション提案を推進しています。 その
中でお客さま課題として急速に浮上しているのが、データの管理に関する問題です。 同部 商品戦
略担当（企画） 担当課長の小野雄彦氏は、 「最も大きな課題がセキュリティーの強化に関するも
のです。 近年企業の PC、 サーバー、 ストレージに侵入してデータに暗号をかけて使用不能にし、
身代金を要求する悪質な攻撃（ランサムウェア） が増えており、中堅・中小企業でも自らデータを
守る必要に迫られています。 また、地震や水害等の自然災害で PC や NAS などが故障してしまうと、
重要なデータが消失して業務が停止に追い込まれてしまうため、BCP（事業継続計画）対策の対
応も求められています」 と説明します。

これらのお客さまの課題を解決するため、NTT 西日本は企業の重要なデータをクラウド環境上
で保護するバックアップ・サービスを企画することにしました。 具体的には、 「データ安心保管プ
ラン」 というもので、 お客さまのニーズに合わせて「ハイエンド」「スタンダード」「ライト」 の 3 種
類に分かれています。 その中で今回新たに開発したのが、シンプルなバックアップ機能を備えた

https://www.ntt-west.co.jp/
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「ライトモデル」 です。 小野氏は、 「安価で簡易にデータが保護できるサー
ビスが欲しいという中堅・中小企業の声に応えて、 NTT 西日本のオン
ライン・ストレージ・サービス 『フレッツ・あずけ～る』上にデータを保
管するライトモデルを企画しました」 と語ります。

インテル製品の信頼性と高速性 
静音性と耐障害性の高さを評価

「データ安心保管プラン ライト」 を商品化するにあたり NTT 西日本は、
お客さまのオフィス内にある複数の PC や NAS などに保存されている
データを自動収集して一元的に管理する専用端末の導入を検討しまし
た。 そして、 複数の製品を検討する中から、 インバースネット株式会社
がインテル ® NUC をベースに開発した自動データ・バックアップ・シス
テムを採用し、 「Lighnas」 と名付けました。 インテル® NUC を選定した
理由について、同部 商品戦略担当（企画） の玉田貴裕氏は次のように
語ります。

「まず本体が小型で、コンパクトに設置できることが条件でした。 その中
でインテル® NUC を採用した決め手は、インテル製品の高い信頼性に
ありました。 お客さまのオフィス内で 24 時間 365 日稼動させることか
ら、性能の高さ、静音性の高さ、耐障害性の高さが重要ですが、インテル® 
Core™ プロセッサー ・ファミリーを搭載したインテル® NUC は、それら
の条件をすべて満たすものでした。 さらに製品には 5 年間の長期保証
があり、万一の故障時はインバースネットからセンドバック方式による
修理対応が受けられるため、お客さまに提案しやすいこともポイントに
なりました」。

導入が簡単で安価に利用できる、クラウドサービスと連携

製品化は順調に進み、 「データ安心保管プラン ライト」 は 2016 年 7
月にリリースされました。 「データ安心保管プラン ライト」 を契約すると、
オフィス内（同一ネットワーク上） の PC や NAS などに保存しているデー
タ （最大 20 フォルダーまで） は、自動的に「Lighnas」 に収集されます。
バックアップ対象のフォルダーや、バックアップ・スケジュールは、専用
の設定画面からお客さま自身で簡単に指定ができます。 「Lighnas」 に
蓄積されたデータは、 1 日に 1 回 NTT 西日本のオンライン・ストレー
ジ・サービス 「フレッツ・あずけ～る」上にアップロードされる仕組みで
す。 「フレッツ・あずけ～る」 を利用するためには NTT 西日本の「フレッ
ツ光ネクスト」 などのインターネット接続サービスの契約が必要です
が、すでに契約済みなら初期費用はかかりません。 「フレッツ・あずけ～
る」 の利用料金（月額） は 5GB までなら無料、 10GB で 100 円（税抜）、
25GB で 200 円（税抜）、 50GB で 300 円（税抜）、 100GB で 500 円（税
抜）、 1000GB で 5,000 円（税抜） とリーズナブルに設定されています
（2016 年 11 月現在）。

「“Lighnas” は既存のネットワークに接続するだけで利用でき、 バック
アップ・フォルダーの設定も簡単なので、 IT に詳しい担当者がいない
中堅・中小企業でも簡単に導入いただけます。 データの復元性も高く、

万一ランサムウェアに感染したとしても感染前の状態に簡単に復元が
可能です。 災害等で PC や NAS が故障した場合も、インターネットにつ
ながる環境さえあれば、 フレッツ・あずけ～るにログインするだけでど
こからでもデータが利用できます」（玉田氏）。

中堅・中小企業に対する、提案のバリエーションが拡大

インテル® NUC を採用した「データ安心保管プラン ライト」 は、サービ
スの営業・販売を担当する NTT 西日本グループの営業部隊や、パート
ナーの販売特約店からも好評で、 「シンプルな仕組みで提案しやすい」
「安価で提案がしやすい」「NAS やサーバーが導入済みの企業にも提案
ができる」 といった声が届いているといいます。 現在、 中堅・中小企業
からは、 「データ安心保管プラン ライト」 に関する多くの提案依頼や問
い合わせが寄せられており、今後着々と導入が進んでいくことが期待さ
れています。

「“データ安心保管プラン ライト” は、 NTT 西日本が得意としてきた情
報通信系のさまざまな情報機器と、 クラウドサービスを有機的に連携
しながら販売できる商材の 1 つとなり、中堅・中小企業に対する提案の
バリエーションが拡大しました。 お客さまにも、 セキュリティー対策や
BCP 対策の 1 つとして、クラウドサービスのメリットが実感していただ
けるのではないかと期待しています」（小野氏）。

今後は、 「データ安心保管プラン ライト」 の拡販を進める一方で、販売
特約店などのパートナーが展開するクラウドサービスとの連携も視野
に入れています。 また、今回のノウハウを生かしながら、クラウドと連携
した新たな商材開発にも取り組んでいく考えです。 「今後も中堅・中小
企業の課題を解決するサービスを企画して商品の幅を広げていきたい
と思いますので、インテルには信頼性の高い製品のリリースを期待して
います」 と小野氏は語ります。 インテルは、他社にないユニークな製品
やサービス作りを進める NTT 西日本のビジネスに引き続き貢献して
まいります。
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インテル® NUC に関する詳しい情報は、 下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/nuc/overview.html

フレッツ・あずけ～るの詳細については、 「フレッツ・あずけ～る」公式 
ホームページをご覧ください。 http://flets-w.com/azukeru/
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