
エリアビイデータセンター導入事例
Yellowfin Japan株式会社 様

リモートアクセスツール
導入の経緯

まず、リモートアクセスツールを導入し
た背景を教えてください。

当社はビジネス・インテリジェンスツール
「Yellowfin」の開発と販売を行っています。
Yellowfin は発売以来、世界 70 ヶ国で導入
企業が 10,000 社を超え、日本でも既に
200 社の導入実績があります。

日本法人の拠点は東京にありますが、おかげ
さまで日本法人は年 200% 以上の成長をし
ています。そこで業務拡大のため新たに大阪
に拠点を設けることとなりましたが、業務
を円滑に遂行するために社内の情報交換プ
ラットフォームを作る必要がありました。

リモートアクセスツールを選ばれる際に
最も重視したポイントは何でしょうか。

最初からリモートアクセスツールを、という
のではなく、当初は主にファイル交換の仕

組みを検討していました。

まずネット上のディスクサービスを検討し
ましたが、情報漏洩の危険が全くないとは言
い切れず、秘匿性の高いファイルをネット上
に置く事にためらいがありました。またサー
ビスがベンダーの都合で終了してしまう可
能性もあります。そうなれば、業務は止まっ
てしまう…その不安が拭いきれず、ディスク
サービスの導入は見送りました。

次に VPN を検討しましたが、PC 等のアク
セス端末にソフトウェアを導入したり設定
を変更する必要があるため管理が煩雑で、
導入は難しいと感じました。また大阪の拠点
は固定のグローバル IP をまだ持っていない
ため VPN は導入できず、早々に候補から外
しました。

そこで候補に上がったのがリモートアクセ
スツールです。リモートアクセスツールなら
時間や場所を選ばず社内の情報にアクセス
できるため、業務のスピードや効率も格段に
向上できるのではないか、と期待しました。

SWANStorを選んだ理由①
…「管理のし易さと柔軟性」

SWANStor を採用された理由は何で
しょうか。

一概にリモートアクセスツールと言っても、
実にいろいろなソリューションがありました
が、その中で当社が特に重視したのが、管理
のし易さと柔軟性です。

クライアント PC やネットワーク機器の設
定変更が必要なく、また会社の成長に伴う
ネットワーク構成の変更にも柔軟に対応で
きるソリューションはないか…さまざまな
ソリューションを比較・検証した結果、要件
を満たしたのが SWANStor でした。

SWANStorを選んだ理由②
…「セキュリティオプション」

セキュリティに関しても高評価をいただ
いたとお聞きしましたが、詳しく教えて
いただけますか。

社内の情報にリモートでアクセスするのに
絶対に欠かせないのが安全性です。

SWANStor は他社製品と違ってファイア
ウォールに穴を開けない方式なので安全性
も優れているのですが、オプションでさまざ
まな認証方法が提供されており、用途に応じ
て豊富な選択肢から選べることは大きなポ
イントでした。

日本での事業拡大に伴い、当社の社員数は
今後さらに増えていく見込みですが、その際
でも SWANStor は豊富なセキュリティオプ
ションから必要に応じて機能を追加できる
のが良いですね。また今後スマートフォンを
利用してアクセスする場合には「MDM オプ
ション」で一括管理したり、紛失時のリモー
トワイプ等も利用できるので安心です。

SWANStorを選んだ理由③
…「28,000本の導入実績」

SWANStor の採用を決定づけた理由
があるとお聞きしましたが、それは何
でしょうか。

数あるリモートアクセスツールの中で当社
の要件を満たし、セキュリティオプションも
豊富な SWANStor が選ばれましたが、最後
の一押しは導入実績の多さでした。

これだけ実績のある製品なら間違いないだ
ろうということで、正式に導入が決定しまし
た。

導入もスムーズで
終始円滑に

エリアビイジャパンの対応はいかがでし
たか。

導入に際し、最初にソフトウェアの検証を
行いましたが、特に問題はなく、スムーズに
行うことができました。また技術サポートも
丁寧に行っていただき、終始円滑に進める
ことができました。

SWANStorのますますの
進化に期待

今後、エリアビイジャパンに対するご要
望はございますでしょうか。

今のところ全く問題はありませんが、理想を
言わせてもらえば、ファイルサーバーのフォ
ルダをクライアント PC にマウントできれば
と思っています。

これからの SWANStor のますますの進化に
期待しています。

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいた
だきましてありがとうございました。

Yellowfinは BI を簡単にする
ことに情熱を傾けています。

「簡単」というのはどんなユーザーに
とってもということです。小規模から
大規模なビジネス、アプリへの組込み
など、様々なニーズに対し、満足して
いただけるよう開発を続けています。

私たちは優れた BI ソフトウェアを開発する
ことに大きな喜びを感じています。ただ、それ
よりもっと嬉しいのは、ユーザーが課題を解
決したり、ビジネスパフォーマンスを向上さ
せていることです。あなたが、そして、あなた
のビジネスに関わる誰もが、成功のための深
い洞察を得られるお手伝いをしたいのです。

Yellowfin Japan 株式会社様では、日本でのビジネス拡大に伴う新たな拠点の開設にあたり、拠点間の情報交換プラットフォームと
してSWANStor を採用することになりました。SWANStor の導入の経緯と効果について、Yellowfin Japan 株式会社 Country 
Manager 林勇吾 様、Senior Consultant 西健一郎 様にお話を伺いました。

「アクセス端末に新たなソフトウェアを導入することなく、
拠点間の情報交換を簡単に行うことができる。企業の成長に伴い、

ネットワーク構成を変更する場合でも柔軟に対応できる。
世界 70ヶ国で BIツールを提供し、日本でも既に 200社の導入実績がある

Yellowfinが選んだのは、SWANStorでした」

お問い合わせは

エリアビイジャパン株式会社
www.areabe.com

〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階
E-mai l .  sales@areabe.com
TEL .  03-6758-0540（代表） /  FAX.  03-6758-0541

● 本カタログに記載の内容は、2020年3月現在のものです。なお内容は予告なく変更する場合があります。
● 本カタログに記載の各社社名、製品名、ロゴデザインは、各社の登録商標あるいは商標です。

Yellowfin Japan 株式会社

Director of Sales　林勇吾 様（左側）

Senior Consultant　西健一郎 様（右側）

Gateway

Yellowfin様大阪支店

将来の拠点

将来の拠点

Server

Yellowfin様本社

ファイル
サーバー

全世界で 100万を超えるユーザー 
Yellowfinは全ての規模の企業に置いて最も選ばれているビジネスインテリジェンスツールです。

何百人、何千人というユーザーが毎日の業績向上に Yellowfinを活用しています。 Yellowfinは、営業活動の監視、リスク
の評価、プロジェクトの評価、主要な財務指標の追跡を支援し、ビジネス上の意思決定に必要な情報を提供します。

導入企業の 100%が推奨 データの有効活用 モバイルにも対応

エリアビイが
24／365の体制で運用
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