インテリジェントウィルパワー

アラクサラのセキュア仮想ネットワークで
最先端のクラウドサービスを提供

クラウドサービス「TIWC Cloudbase」を支える「セキュア仮想ネットワーク」
セキュア仮想ネットワーク

TIWC Cloudbaseでは、
高度なセキュリティを確保できるアラク
サラネットワークスの
「セキュア仮想ネットワーク」
が使われている。
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ネットワーク・パーティションで
セキュアな仮想システムを構築

サーバー・ストレージ・ネットワークをセットで仮想化
することで、各ユーザーのアクセス範囲を厳密に規定
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ファイアウォールで仮想システム間の
アクセス制御を一元管理

例 外ケースとなる仮 想システム間の通信は必ず
ファイアウォールを経由
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アラクサラの10ギガビットスイッチ
「AX6700Sシリーズ」
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その基盤となるネットワーク部分にアラクサラネッ
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ネットワーク認証で
仮想システムへの接続を制御

不正接続を排除するとともに
「いつ・誰が・どこから」
というトレーサビリティも確保

トワークス
（以下、
アラクサラ）
の
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を採用。
企業の基幹系システムも安心
して載せられるIaaSを作り上げた。
TIWCがアラクサラ製品を選択したポイントとは
何か。TIWCの代表取締役会長である吉村 伸氏に話を聞いた。
聞き手：桔梗原 富夫（「日経コミュニケーション」発行人）
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インテリジェントウィルパワー株式会社

管理ツールのサーバー設定画面

左側のシステム基盤（オレンジ色の部分）に
右側からCPUやメモリなどのアイコンをド
ラッグ&ドロップして設定する

2011年 4月設立。電気通信及び情報処理技術に関わるシステムの企画、設計、調査研究及び
コンサルテーションの受託などを行う。2012 年 2 月、クラウドサービス「TIWC Cloudbase」を発表。

管理・設定作業のさらなる自動化も

セキュリティソフトウエアに全て任せてし
まうのではなく、
ネットワーク側でできる
アラクサラネットワークスの理念

「The Guaranteed Network〜いちばん近くで、もっと先へ。」
アラクサラネットワークスは、先進の情報通

で、クリエイティブソリューションを共創し、

信テクノロジーにより、快適なビジネスイン
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ことがあるのではと考えています。
当面は
システムインテグレータに卸すビジネス
モデルに徹するつもりですが、
ある程度
大量の台数をお持ちの企業には直接提
供することも考えています。
── 本日はありがとうございました。

お問い合わせ

アラクサラ ネットワークス株式会社
URL

■

http://www.alaxala.com/

＊「INTEROP TOKYO 2012」に出展いたします。

