
国内330拠点を網羅する基幹ネットワークを
「WebSAM NetvisorPro V」で効率的に管理　

WebSAM NetvisorPro V導入にあたって、

キヤノンマーケティングジャパン様がもっとも

困難な作業になると予想していたのは2500

台以上の機器の登録情報をすべて書き直すこ

とでした。

「TELNETでログインしてIPアドレス登録、ア

クセス許可を設定し、事前と事後の差分を1台

ずつ確認しなければならないので、移行に3カ

月はかかると予想していました。ところが、

WebSAM NetvisorPro Vには、『装置コマン

ドのスケジュール実行』という自動ログインし

てコンフィグを追加・変更する機能があったの

で、複数のネットワーク機器の設定情報を一斉

に更新でき、移行は驚くほど簡単でした。安全

を見てじっくり確認しながら進めたにもかかわ

らず、わずか1カ月で登録変更作業を終了でき、

本当に助かりました」と鈴木氏は、移行作業の

容易さを評価します。

キヤノンマーケティングジャパン様は、キヤノン

製品のマーケティングをはじめITソリューショ

ンの提供、データセンターを核としたアウト

ソーシングサービスなどの事業を手掛けてい

る企業です。IT本部では、330拠点のネットワー

クを管理していますが、近年ではWAN、LANに

加え、無線LAN、インターネットVPN、データ

カード、スマートフォンなどの利用が増え、監視

対象のネットワーク機器が2500台を超えるな

ど、運用負荷が急速に高まっていました。この巨

大なネットワークを、20年前に導入しバージョン

アップしてきたツールで管理していましたが、コ

ンフィグやバージョン情報などを手作業で管理

しなければならないことや、マルチベンダー環

境の一元管理ができないなど、さまざまな課題

が指摘されていました。「CPUやメモリ、回線利

用率などの状況を可視化するには、数値を拾っ

てエクセルでグラフ化しなければならず二重三

重の手間がかかりました。本来、我々の仕事は、ボ

トルネックを事前に見つけて対処することです

が、性能監視が十分にできないため、常に対応が

後手に回っている状態でした」とキヤノンマーケ

ティングジャパン IT本部 ITインフラ部ネット

ワークインフラ課課長の久保寺幸治氏は、ネッ

トワーク管理の課題を振り返ります。
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導入前の課題

導入の経緯

過去20年にわたり更新し利用を続けたネット

ワーク管理ツールのサポートが切れたことを

機に、キヤノンマーケティングジャパン様は、

ツールを刷新する決断を下しました。刷新にあ

たり、これまでの運用で課題となっていた項目

を整理し、大規模ネットワークの死活監視を確

実に行えること、CPUやメモリ、回線の使用率

などの性能監視をリアルタイムで行えること、

ネットワーク機器のコンフィグ設定やバージョ

ンの情報管理を容易に行えること、マルチベン

ダーの機器を一元的に管理できることなどの

要件をまとめ、NECを含む4社から提案を募り

ました。

「NECのWebSAM NetvisorPro Vを採用し

たポイントは、大きく3つあります。1つ目は、GUI

を使った操作のわかりやすさ。2つ目は、構成の

シンプルさ。WebSAM NetvisorPro Vは、

我々の求めるすべての機能を備えながら、余分

な機能がなく価格面もニーズに合致していまし

た。そして3つ目は、NECへの信頼です。以前、

NECで構築した物流系ネットワークにおいて、

NEC担当者の技術力、提案力、サポート力の高

さを実感していたのでネットワーク監視ツール

を任せても安心だと考えました」とキヤノン

マーケティングジャパンIT本部 ITインフラ部

ネットワークインフラ課主任の鈴木直生氏は選

定の理由を話します。

「以前は、コンフィグを手作業で管理しなけれ

ばならなかったので、修正や変更時にコンフィ

グファイルを吐き出し、都度サーバに保存して

いました。この情報を定期的にメンテナンスし

ていればよかったのでしょうが、機器によって

は何年も前の情報しか保存されておらず、そ

れが本当に最新情報なのか判断できずに大

変苦労しました。しかし、今は『コンフィグ管理

（ResourceManager）機能』で定期的にコン

フィグを自動収集できるので、仮に機器がダウン

しても最新情報を参照して、すぐ復旧できます。

手元に最新情報があるという安心感は、我々の

業務において大きな導入効果です」と久保寺氏。

「WebSAM NetvisorPro Vは操作が簡単で、

ある程度規模の大きな構成変更でも以前のツー

ルより3分の1から4分の1の短時間で設定が行

えるようになりました。また、CPU、メモリ、回線

使用率などがしきい値を超えるとアラートが上

がる機能も大変便利です。これにより、ボトル

ネックを事前に把握できるようになり、障害発生

前に対策を施せる体制が整いました」と鈴木氏

はWebSAM NetvisorPro Vを評価します。

「経営層からは、常にITのどこにコストがかかっ

ているのか見極めることを求められています。可

視化できれば、戦略的な投資ができるからです。

今回導入したWebSAM NetvisorPro Vは、ま

さにネットワークの可視化を実現するツールで

すので、戦略的にも大変意味のあるソリューショ

ンだと考えています」とキヤノンマーケティング

ジャパン IT本部 IT戦略企画部 IT企画課課長

の坂梨章氏は経営的視点での導入効果を話し

ます。

最後に久保寺氏がNECへの期待を次のように

述べます。

「NECから先日提案を受けたSDN（Software- 

Defined Networking）は、これまでのネット

ワークの概念を根底から変えるものと評価して

います。そのような新しい技術やソリューション

をどんどん提案していただくことを期待してい

ます」

ネットワークの稼働状況や
情報把握に工数がかかり、
安定稼働に課題

操作性の高さ、シンプルな構成、
サポート力を評価し、
WebSAM NetvisorPro Vを採用
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データセンターおよびグループ会社の拠点を合わせて330拠点の基幹ネットワーク網をWebSAM NetvisorPro Vで常時監視。
WebSAM NetvisorPro Vは、データセンターを分けてメインとバックアップを配置し、可用性を高めている。

WebSAM NetvisorPro V導入にあたって、

キヤノンマーケティングジャパン様がもっとも

困難な作業になると予想していたのは2500

台以上の機器の登録情報をすべて書き直すこ

とでした。

「TELNETでログインしてIPアドレス登録、ア

クセス許可を設定し、事前と事後の差分を1台

ずつ確認しなければならないので、移行に3カ

月はかかると予想していました。ところが、

WebSAM NetvisorPro Vには、『装置コマン

ドのスケジュール実行』という自動ログインし

てコンフィグを追加・変更する機能があったの

で、複数のネットワーク機器の設定情報を一斉

に更新でき、移行は驚くほど簡単でした。安全

を見てじっくり確認しながら進めたにもかかわ

らず、わずか1カ月で登録変更作業を終了でき、

本当に助かりました」と鈴木氏は、移行作業の

容易さを評価します。

キヤノンマーケティングジャパン様は、キヤノン

製品のマーケティングをはじめITソリューショ

ンの提供、データセンターを核としたアウト

ソーシングサービスなどの事業を手掛けてい

る企業です。IT本部では、330拠点のネットワー

クを管理していますが、近年ではWAN、LANに

加え、無線LAN、インターネットVPN、データ

カード、スマートフォンなどの利用が増え、監視

対象のネットワーク機器が2500台を超えるな

ど、運用負荷が急速に高まっていました。この巨

大なネットワークを、20年前に導入しバージョン

アップしてきたツールで管理していましたが、コ

ンフィグやバージョン情報などを手作業で管理

しなければならないことや、マルチベンダー環

境の一元管理ができないなど、さまざまな課題

が指摘されていました。「CPUやメモリ、回線利

用率などの状況を可視化するには、数値を拾っ

てエクセルでグラフ化しなければならず二重三

重の手間がかかりました。本来、我々の仕事は、ボ

トルネックを事前に見つけて対処することです

が、性能監視が十分にできないため、常に対応が

後手に回っている状態でした」とキヤノンマーケ
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トワーク管理の課題を振り返ります。
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導入後の成果

過去20年にわたり更新し利用を続けたネット

ワーク管理ツールのサポートが切れたことを

機に、キヤノンマーケティングジャパン様は、

ツールを刷新する決断を下しました。刷新にあ

たり、これまでの運用で課題となっていた項目

を整理し、大規模ネットワークの死活監視を確

実に行えること、CPUやメモリ、回線の使用率

などの性能監視をリアルタイムで行えること、

ネットワーク機器のコンフィグ設定やバージョ

ンの情報管理を容易に行えること、マルチベン

ダーの機器を一元的に管理できることなどの

要件をまとめ、NECを含む4社から提案を募り

ました。

「NECのWebSAM NetvisorPro Vを採用し

たポイントは、大きく3つあります。1つ目は、GUI

を使った操作のわかりやすさ。2つ目は、構成の

シンプルさ。WebSAM NetvisorPro Vは、
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グファイルを吐き出し、都度サーバに保存して
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ていればよかったのでしょうが、機器によって

は何年も前の情報しか保存されておらず、そ

れが本当に最新情報なのか判断できずに大

変苦労しました。しかし、今は『コンフィグ管理

（ResourceManager）機能』で定期的にコン

フィグを自動収集できるので、仮に機器がダウン

しても最新情報を参照して、すぐ復旧できます。

手元に最新情報があるという安心感は、我々の

業務において大きな導入効果です」と久保寺氏。

「WebSAM NetvisorPro Vは操作が簡単で、

ある程度規模の大きな構成変更でも以前のツー

ルより3分の1から4分の1の短時間で設定が行
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ネックを事前に把握できるようになり、障害発生

前に対策を施せる体制が整いました」と鈴木氏

はWebSAM NetvisorPro Vを評価します。

「経営層からは、常にITのどこにコストがかかっ

ているのか見極めることを求められています。可

視化できれば、戦略的な投資ができるからです。

今回導入したWebSAM NetvisorPro Vは、ま

さにネットワークの可視化を実現するツールで

すので、戦略的にも大変意味のあるソリューショ

ンだと考えています」とキヤノンマーケティング

ジャパン IT本部 IT戦略企画部 IT企画課課長

の坂梨章氏は経営的視点での導入効果を話し

ます。

最後に久保寺氏がNECへの期待を次のように

述べます。

「NECから先日提案を受けたSDN（Software- 

Defined Networking）は、これまでのネット

ワークの概念を根底から変えるものと評価して

います。そのような新しい技術やソリューション

をどんどん提案していただくことを期待してい

ます」

装置コマンドの
スケジュール実行機能により、
登録作業を約3分の1で完了

最新情報が手元にある安心感と、
ボトルネックを事前に把握できる
性能監視を評価

独創的な提案ができるNECの
技術力やソリューション力に期待
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