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NETMによるメインフレームを中心とLた

統合ネットワーク管‡里

NETM*ComelによるCSS対応のネット

ワーク管理

注:略語説明

NETM(lntegratedNetworkManageme=t

System)

GW(GateWay)

NETM*Comet(NETM*Conso=dated

andOpenManagementEnviro=me[t)

HNA/OSl(HitachiNet〉JOrkArchitecture/

OpenSystemsl=terCO==eCtio=)

TCP/lP(TransmissionControtPro【oco-/

lnternetProtocol)

CSS(ClientServerSystem)

WS/PC(Workstat10∩/PersonalComputer)

クライアントサーバシステムを実現するためのハードウェア 日立製作所のサーバ,ワークステーションおよびパソコンは,(l)メイン

フレームとの連携,(2)インストールが容易,(3)高信頼性サーバなどの特徴を持っている｡

【‾ト土製作仰のCSS(Client Server Systelll)をてノミ

現する構成要素として,ワークステーションにはク

リエイテイ‾ブステーション3()50RXグループが,パ

ソコン(パーソナルコンピュータ)にはFLORA3()1()

シリーズ,1010シリーズが,サーバにはクリエイテ

ィブサーバ3500シリーズ,パーソナルステーション

FLORA3100シリーズが,LAN間接続装置にはNP

シリーズがそれぞれある｡いずれもCSSへの迫川を

考慮して,業界標準プラットフォーム,盟富なバリ

エーション,および帖の広いスケーラビリテで-を

実現しているほか,業界トップレベルの性能,メー

ンフレームとの連携,インストールを容妨とするた

めの機能,メーンフレームで培った技術を過l-Hした

■‡■Ji信蛸作サーバなどの三拝徴を持っている｡

さらに,CSSのマルチベンダ化に対応するため,

LANで接続された他社製品を含むシステムを効率

よく管J理･運用するためにNETM*Comet(Inte-

grated Network MaIlagement Systenl*C()nS()1i-

dated and Open ManagemeIlt Environmellt)を

提供している｡顧客の適用業務,システム規模など

多様化する皆)ドにこたえられるように,製.1占の継続

的な強化とシリーズ化を推進していく｡

*I川二聖望作仲オフィスシステム･ト菜部 **Ⅰ川二整望作巾システム川H至滑りかけ
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n はじめに

CSSを支えるハードウェアク)ノ占盤技術は,コンピュー

タの満作f削ヒとネ､ソトワーク環境の｢亡才i度化である｡クラ

イアントとなるワークステーションやパソコンは,エン

ドユーザーがl山二様操作するため,冶i度なヒューマンイン

タフェースを実･呪するための舟性能とネットワーク機能

が必一安である｡サーバでは,多数･のクライアントからの

‾安求を処伸するため11引生能,11:J;イ1捕i件のほか,粒数プロ

トコルグ)サポートやスケーラビリティーが必要である｡

さらに,_‾/J二いに独_ウニして構築されたLANシステムを柑

/J二に接続する構収や,マルチベンダの環境になるケース

が多くなる｡このため,LAN一別定紋装荷のシリーズ化や

マルチプロトコル対応化,ネットワークの運J‾rJ管埋の機

能も必柴となる｡

ここでは,CSSを指向して問ヲ芭したサーバ,ワークステ

ーション,パソコンおよびIJAN附接続装ii引ニュモミー･1をあ

て,ハードウェアトの牛与良について述べる｡

8 サーバ･ワークステーション･パソコン

2.1クリエイティプサーバ3500シリーズ

ニう5()(_)シリーズは,UNIX‡=ベースの業碕処理システム

構築を‾_支えるRISC(RedtlCed I11StrtlCti()11Set Conl-

puter)サーバである｡

プロセッサやディスクの二番化,1≠白二監視方式による

与1ミ満検=,｢l釣りJ扱およびILl軌川独,lノ小識バッテリーに

よる瞬時件1‾加賢ク)装置全体のバックアップなどによって

-1■Jjf.鳩i化をノjミりユしている｡

Cl)Uモデルにより,トランザクション処甥川三能で

5(卜4()()トランザクション/s(｢1標値),l‖1株数で崩人244

いり疎までのスケーラビリティーを持つ｡さらに,2ウェ

イのマルチプロセッサや姑人32千丁のこう5り()シリーズを接続

】1川巨とするクラスタシステムにより,人規模･iTJj負荷シ

ステムに対応できる十十川旨,拡蝦性を二鳥現している｡

2.2 パーソナルステーションFJORA3100シリーズ

ニ弓1〔)nシリーズは,砧件能マイクロプロセッサ(PelltiulTl野二),

i486DX2糾))と■ミラj速Ⅰ/0を搭載し,パソコンサーバや

CADなどのグラフィックエンジンに最適である｡LAN

ボード,SCSI-2(SITュallC()111ptlter Systemlllterface-

2:1‡■ごi連なハードディスクインタフェース)ボードは,

こi2ビットEISA(ExtelldedIIldustry StaIldard Al‾Chi-

tecture)バスのバスマスタリング機能を採川し,Cl)Uか

J)Ⅰ/0までバランスのとれた件能を実ちユしている｡
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ECC(Error Checking alュd Correcting)付きメインメ

モリや,ノベル朴のNetWare好二う)3.11Jでのディスクのミ

ラーリング,デップレキシングなどにより,サーバ川途

に耐える高仁粁性を持ち,1nO台以_l二の人規模なファイル

サーバとしてもーt･分対応が可能である｡

2.3 クリエイティブステーション3050RXグループ

305()RXグループは,CSS本桁対応のワークステーシ

ョンである｡3(_)50RXグループは,多様化する業軌勺?ざ

に対応するため,ili掘二処稚性敵 二次元･三次止グラフ

ィックス処坤機能,およびシステム規模に応じたん■い■ノJ

スロットの拡張性を考慮した令18モデルで肺成してい

る｡また,高件能を実現するために業界トップクラスの

PA-IiISC数=を採附している｡さらに,■たi連なシステムバ

※1)UNIXは,Ⅹ/Opellカンパニーリミテッドがライセンスし

ている米田ならびに他の1モ1における澄鈍痛樵である｡

※2)Ⅰ)elltiulll,i486DX2は,米田インテル社の腐標である｡

※3)Net＼Vareは,

※4)IJA-RISCは,

標である｡

価格

300万円

200万円

100万円

+AN

WAN

米田ノベル朴の澄鈍痛標である｡

米山ヒューレットパッカード朴の程鍬和

LAN:最大 24ホ【卜

WAN:最大192ポート

NP200

(副生軌多回線収容,lSDNサポート)

最大2ポート

最大3ポート

LAN:最大1ホート

WAN:最大1ポート

NPlOO

(,言ノ1訂L冒NもヲA仁一三.｡丁｡.k*など)

NP30

(小規模,一体型,低価格)

WAN(広域網)との接続ポート数

注:略語説明など

WAN(WideAreaNet＼…rk)

lSDN(lntegratedSe川CeSDLgita川e仙0rk)

lP(l[ter[etProt()じ0り

IPX(lnternetPacketExcha[geProt()COり

×NS(XeroxNetworkSystem)
* Aト)P】eTalkは,米国アップルコンピュータ社の商品名称である

図I LAN間接続装置の位置づけ

大規模から小規模のネットワークに対応できるように,ルータ

ほシリーズ化している｡また,マルチベンダ対応にマルチプロト

コルルータも提供している()
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ス(J】一之人133Mバイト/s)の探川などにより,ネットワー

ク,グラフィックスおよびファイルシステム件能で業界

トップクラスの什能をリミ現している｡

例えば,ネットワークアクセス性能ではバスの■亡Ji退化

だけでなく,後述する政二≠年方式により,Etherllet※5)で

は,lMバイト/s,FDI)Ⅰ(FiberDistributedDataI11ter-

fこ1Ce)では7.6Mバイト/sと業舛トップクラスの件能を

ノノミ瑚.した｡

2.4 パーソナルステーションFJORA3010シリーズ

パソコンの1ミち▲モデルの特徴は次のとおりである｡

(1)3()1()CT(ノートブック判)

本体の設j;引白i横をA4ファイルサイズに保ちながら,

LANカードを含めて2枚のPCMCIA(1)ers()11al Colll-

f)uterMelllし)r〉rCardIntcrnatiollalAssociatioll)カード

とミラクルスペース(拡麒スペース)にホスト接続朋の

ATコネクタ対応のミニボードが入り,ネットワークで

のクライアントパソコンとして十分な拡鮨件を手キって

いる｡

(2)3()1()Ⅰ)T,3り川DU(デスクトップ判)

1勺臓拡脹スロットだけでなく,内J歳ストレージベイを

朽ち,拡船件に試んだ■:一丁i仁相当竺デスクトップ型パソコン

である｡ストレージベイにハードディスク(25()Mバイ

ト),CI)-ROM(C()1TlpaCt Dislて RO几i),5インチFDD

(Flopp)′DiskDrive)が1ヂゴ内J歳でき,業捌､f化川からネ

ットワーククライアント マルチメディア朋,′ト規模

LANサーバまで､帖広く利口Jすることができる｡

(3)1り10シリーズ(デスクトップ空竺,ノートブック烈)

低川桁と■亡ごi機能を11も川二させハイパフォーマンスを′大槻

している｡さまざまな別途に対応できるデスクトップパ

ソコン肝と,S′I｢Nカラー,モノクローム盲権.‡Jlパネル搭載

のノートIiリバソコンから成る｡NetWareクライアント

ヒして利川できるだけでなく,デスクトップタイプでは

クライアントサーバシステム環咤でのオンラインや5イ

ンチイた過CD-ROM内戚でマルチメディア川途に対JJbで

きる｡

(4)FLORA PEN

FLOIミAl)ENは,-トi】‾‡き人力コンピュータである｡A4

サイズでけさ25.4111117,l.5kgグ)申‾的iニボデーで携耕恍川

に似利である｡イ■丈附ノ+蔵のPCMCIA準拠の拡張スロット

※5)Etlle川etは,1:Tlニゼロlソクス株∫(合札の穏鎚l称標であ

る｡

に磁;もディスク(4()ルlバイト)やLANカードをきさイ/i二する

ことにより,多様なアプリケーションに旭川できる｡

臣l ネットワークハードウェア

3.1+AN間接続装置

LANを川いたCSSグ)本格化に什い,行他に分放して

構築された指数のLANシステムを朴什接続して紘でナ化

を川る安求が山てくる｡このニーズにこたえるLAN‖朋美

絞装;芹には,ブリッジとルータの2タイプがある｡2タ

イプのうち,11)(ⅠIlternetI)lて)tOCOl)アドレスなどのネッ

トワークアドレスによって糸即各制御を子√うルータが卜流

であり,l■i】一括l人Jの粒放ⅠノAN接続にいIJいられる｡

CSS環塙では,袖牧ク)プロトコル(例えば,TCP/ⅠⅠ),

IPX､()SI,Apl)1eTこ11kなど)が註托するケースもあり､

禎故プロトコルを川11一別iり御するマルチプロトコル･ルー

タが必:安となる｡

これらの紫求にこたえるため,図1に′Jミすように,マ

ルチフしセトコル･ルータのほか,大槻授から′ト触校のネ

ットワークに対応できるようにルータのラインアップを

川っている(NI)20∩,NI)10(),NI)30)｡これにより,ユー

ザーはシステムに上之適なルータを選択して総†ナLANシ

ステムを構築することができる｡

b ネットワーク管理

CSSはマルチベンダ構成で,かつ掩雉･人月川共にち･っ

てくるため,ネットワークの構成管珊や,肺て.i言刈■策およ

び迦=支援などが非一淋二_車紫となってくる｡

こjLに対ん』するため,汎川諾｢算機HITAC Mシリーズ

による純fナネットワーク管f｢f!システムNErI､Mに加え,

表l TCP/lP転送性能比較(0Ver FDDり
】00Mビット/sのFDD】LANで,業界トップ′クラスの通信性能を実

現した｡

日立製作所

(3050RX′/

330)

他社

システムA

他社

システムB

FDDl通信性能
7.6M 7.5M 3.8M

バイト/s バイト/s バイト/■s

通信性能/価格比 l 0.6 0.4

通信性能/プロセッサ比 l 0,8 0.5

MHz,MIPS 80*,105 99,124 40,96

出荷時期 平成6年3月 平成5年2月 平成5年3月

価格比 l l.5 l.1

注:略語説明ほか MIPS(Mi川0nlnstructions Per Second)

*3050RXグループには】00MHz版もあるが,性能は未実測である

この場合には,さらに性能が向上すると予想できる｡

5:i
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1,000 2,000 3､000(けS)

テ一夕送信

データ受信

ACK送信

ACK受信

(10.5倍)

(6.3倍)

(2,0倍)

(2.6倍)

(a)テ【タ送信実行時間(1.500バイト/パケット)

注二[:::コ(従来機一実測値)
■■(3050RX▼実測値)

図2 従来機と3050RXとのTCP/倒生能比較

10､000 20,000 30､000(ステップ)

(4.5倍)

(2.0倍)

(1.6倍)

(1.7倍)

(b)テ一夕送信時の実行ステッ7徴(1,500バイト/パケット)

注:[=コ従来機(実測値)
■3050RX(従来機値ペースの計算値)

データ送信で実行時間を七,実行ステップ数を÷に短縮した｡

:う050RXグループ,35()0シリーズ_1二で軌作するNETM*

CoIⅥetを提供している｡NETM*C()111etによl),TCP/

ⅠⅠ)で接続されたマルチベンダーシステムの,lrほ力構収管

理や人規模ネットワークの効ヰ川勺越川支援などが実現で

きる｡

B ネットワークアクセスの高性能化の実現

(1)従来のTCI)/Il)の構造,件能分析

UNIX_卜のTCI)/Ⅰ上)処押を調合し,構造と性能を分析

した｡従米機では,プロセッサとLAN制御部とのインタ

フェースで,通f妄‡データのiミ‾言出意卜でのコピーとそれに

什う過七言f‾lレヾソファ獲得･解放処理が,TCP/IP処坤オ

ーバヘッド全作の､F分以卜を占めるため,LANの砧速

椚三がfl三かされていないことがわかった｡

(2)政一‾洋方法

_卜.述の一1■棚旨ネックを解iiliするために∴氷)5()RXグループ
ではハード･ソフトの1仙如から‾卜.;Lの政二ざ年策を採川した｡

(a)LAN制御部とプロセッサ例の過七;ソフト問で墟

仁データをi自二接やリ1†丈りする■:IJi速私1介方Jてにより,デ

ータコピーをなくすことによってコピー川数を‡に低
減した｡

(t))過ムー川レヾソファを1主くすることによI),バッファ

の粍子守･解放の処即時糊を人帖に削減した｡
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(C)処理アルゴリズムを改発することにより,チェッ

クサム計算の実行ステップ数を削減した(従来比÷)｡

(3)件能改善の効米

_卜記の政一‾芹策によって次の効果を得ることができた｡
(こl)Etherllet(10Mビット/s)で伝送路の限界に近い

1Mバイト/s,FDDIで7.6Mバイト/sと業界トップク

ラスのスループットを達成した(表1参照)｡

(l))図2にホす実行ステップ数の削減により,通信処

叩に対するプロセッサのCPU負荷率を低減できた｡

(c)i亡i速システムバスに褐数枚のLAN制御部がl自二

結･搭載でき,Ethernet,FDDIを組み介わせた高ス

ループットLANシステムが構築できるようになった｡

田 おわりに

ここでは,ルヒ製作所が提供するCSS対応のハードウ

ェアフ‾ラットフォームについて述べた｡CSS環境とし

て,ネットワークインフラストラクチャの允実,および

il-7i適性がさらに進み,かつより使い勝手の良いコンピュ

ータが要求されており,今後とも,よリコストパフォー

マンスの拭いシステムを継続的に提供してし､く｡さらに,

分散OS,ミドルソフトおよび分散アプリケーションの允

尖を凶り,ユーザーの分散環境での業務の構築に寄与し

ていく｡




