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QoSルータ〔優先配送･通

信品質保証機能を待った

ルータ(日立製作所の

GR2000など)〕

アクティブネットワーク

技術を用いたウェブ通信

サービスの全体イメージ

アクティブネットワーク技

術を用いたっ工ブ通信ゲート

ウェイ装置(WebGW)を分散配

置し,分散処理を行うことに

より,大規模でかつ高品質な

ウェブサービスが提供できる｡

インターネットの急速な普及により.多くの利用者が,家庭からや携帯電話･PHSを利用して気軽にウェブサービスを利用

するようになってきた｡しかし,その結果,多くの利用者からの要求に通信回線容量や処理するサーバ装置の能力が対応でき

ないために､利用者が繰り返し要求をしても応答が容易に返ってこないという問題が発生している｡このため,限られた通信

回線やサーバ装置で,多くの利用者からの要求に迅速に応答できる仕組みが求められている｡また,重要顧客からの要求を優

先したり,最新情報や動画データなどを他に優先して配送したいといった要求もある｡

このようなニーズにこたえるため,日立製作所は,最新のアクティブネットワーク技術を用い,ネットワーク側で分散的に

処理を実行する新通信サービスソリューションを提案している｡具体的には,ウェブ通信を中継･処理するウェブ通信ゲート

ウェイ装置をネットワーク内に分散配置する｡同装置は中継したデータをキャッシュ(保持)する機能を持ち,さらにコンテン

ツ(情朝の内容)提供者は,データに付加した通信制御情報を使って,データの優先配送や利用者のアクセス制御などを指示す

ることができる｡これにより,多くの利用者からの要求に対しても,最寄りの装置にキャッシュしたデータを用いて処理がで

きるので,迅速で,かつ利用者やデータの性質に合わせたサービスを提供することができる｡

はじめに

今口では,単に広行にとどまらず,チケット㌢約や銀

行･証券取り引きなど.これまで営業店窓IIで行わゴtて

いたサービスもインターネットを介して提供されるよう

になってきた｡また,通信環境も進歩し,家庭からだけ

でなく.携帯電話･PHSからもウェブサービスを不易に

利川できるようになり,多くの人が,さまざまなサービ

スを,どこからでも利用できる環境が整ってきた｡

一方,多くの利用者からの要求が集｢†1し,時間帯ヤア

クセス先によっては,利川者が繰り返し要求しても応答

が返ってこないという現象が頻繁に発′卜するようになっ

てきた｡.

このような状況は,特に現金を扱うようなサービスで

は菰人な問題である〔)速やかな応答がないと利用者はい

らだつだけでなく,安心してサービスを受けることがで

きない｡

サービスを壮快する側の企業は,このような状況を棍

和するために設備を増強し,サービス占占質の向上に努め

ている｡しかし,通常時の数倍以上の一一時的な集中要求
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に耐えうるだけの多大な通信凶線やサーバ装置を常時余

分に用意することは,経済的に難しい｡

このようなニーズにこたえて,日立製作所は,最新の

ネットワーク技術であるアクティブネットワーク技術■

を用い,大規模でかつ高品質なウェブサービスを叶能と

する新通信サービスソリューションを提案している｡ア

クティブネットワークとは,単にデータを転送するだけ

でなく,ネットワーク側でデータに対して処理を施し,

高機能なネットワークを提供する技術である｡

ここでは,これからのインターネットサービスの課題,

口立INSソフトウェア株式会社と協同で製品化した_L記

新過信サービスソリューションの概要,およびその応川

例について述べる｡

これからのインターネットサービスの課題

これからのインターネットサービスでは,証券取む)引

きやチケット処群に代表されるような短期集中型のサー

ビスや,動画･音声などのストリーム(非蓄積型)配イ請サ

ービスが急増してくるものと予想する(図1参照)｡

このようなサービスに対応するうえでの課題ほ以‾F‾の

とおりである｡

(1)人規模サービスの提供

米国での証券椒り引きやオリンピック結果の中抑など

では,すでに百万人規模の同時アクセスがあると言われ

ている｡従来のようにサービスを提供する介業側に集中

配置したサーバ装置で利用者からの要求を一つ 一つ処押

する方式では,100G～1Tビット/sの通信一口l線と,千台

(2)高品質･優先化サービスの提供

顧客やデータの性質に応じた

品質保証,優先化サービス

晶｢忘先インタネット盛 二
重要顧客

磨鼠
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静
腰
捌
朋
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(1)大規模サービスの提供

百万人規模に対する

同時サービス

趨胞
･短期集中型サービス

証券,チケット予約

･ストリーム配信サービス
動画･音声配信

(3)アウトソーシング･
付加価値サービス

ヘの対応

図1 これからのインターネットサービスの課題

これからのインターネットサービスでは,百万人規模に対する

同時サービス,顧客やデータの性質に応じた優先化サービスが必

要である｡さらに,データセンターなどによるアウトソーシンク

や付加価値サービスも重要になってくる｡
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規模のサーバ装置が必要になる｡

したがって,サービスを提供する側の前号業の設備投資

を最小限に抑え,百方人といったピーク時の利用者から

の要求にも迅速に対応できる,新しいソリューションが

必安である｡

(2)高品質･優先化サービスの提供

通信Iul線やサーバ装置の容量･能力は限られているた

め,すべての要求を1メニ別せずに処理すると,電要な要求

に対しては満足な形でサービスができない｡そのため,

重要顧客からの要求は優先するなど,利川音に介わせた

サービスを行う必要がある｡

また,動画データや殻新情報を優先してサービス品質

を保証するなど,データの性質に応じて,■サービス品質

を制御できることが求められる｡

(3)アウトソーシング･付加価値サービスへの対ん占

滋近,企業のサービスを代行(アウトソーシング)する

インターネット データ センターが急速に増えてきてい

る｡専門業者に代行させることにより,各企業での設備

投類や道川の手間が省け,大規模でかつ安定したサービ

スが提供できることが,その理由である｡

また,通信事業者も,単に企業サービスのデータ巾継

だけを行うのではなく,課金代行など,さまざまな付加

価値サービスを掟伏していくものと予想する｡

すなわち,これからのインターネットサービスでは,

代行業者や通信事業者が企業に代わって部分的に処理を

代行したり,さまざまな付加価値サービスを提供できる

ような仕組みを考えていく必要がある｡

アクティブネットワーク技術を用いた

新通信サービスソリューション

日立製作所は,最新のネットワーク技術であるアク

ティブネットワーク技術を先取りし,_L記課題を解決す

る新サービスソリューションを提案している｡

アクティブネットワーク技術は,ネットワーク倒でデ

ータに対する処理を加え,高機能なネットワークを掟供

する技術である｡今回,この技術を使い,ネットワ‾-ク

側で高機能なウェブ通信サービスを提供するためのウェ

ブ通信ゲートウェイ装置(WebGW)向けのソフトウェア

を,R立INSソフトウェア株式会社と協同で製品化した｡

WebGWでは,このソフトウェアを搭載し,利用者と

サービス提供者のウェブサーバ間のウェブ通信を中継す

る｡このWebGWをネットワークのエッジに分散配置す

ることによF),大規模･高品質サービスを叶能とする
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(37ページの阿参照)｡

この装置の特徴は以下のとおりである(〕

(1)コンテンツ指ホ通信制御機能の提供

このWebGWでは,ウェブコンテンツ提供者がデータ

を配送する際の配送優先度や利用者のアクセス削御など

を,各WebGWに指示できる機能を提供している｡この

指示は,ウェブデータの記述言語であるⅩML(Exten-

sible Markup Language)コJを低い,通信制御情報タグ

として,ウェブデータに付加した形で行う｡WebGWで

は,ウェブデータと共に送られてきた適イ調IJ御情報タグ

を解釈し,口立製作所のGR2000など優先配送機能を持

つルータに対し,ルータが理解できることばに変換して

指示し,優先配送を実現する(図2参照)｡､これにより,モバ

イル機旨注などでアドレスの変わる利糊者や,データの性質

に応じた優先配送など,ルータだけでは実現できないきめ

細かな制御を行い,俊先化したサービスの提供が叶能と

なる｡また,タグというデータの付加情報で指示が行え,

しかも,このタグは利用者端末に配送する際にWebGW

で削除されるので,利川者とウェブサーバのプログラム

にはまったく変更なく,新たなサービスが提供できる｡

(2)キャッシュを川いた分散処押

WebGWは,中継したデータをキャッシュとして保持

する機能を持ち,卜占己通信制御情報のアクセス制御情報

などを組み合わせることにより,キャッシュを利柑した

分散サービス処押を可能としている｡利用者からの要求

にはエッジに配置した最寄りのWebGWが対応し,キャ

ッシュ(保持)済みのデータをアクセスチェックしながら,

このWebGWが直接利用者に返す｡これにより,多数の

利用者からの要求に対しても,迅速な応答が叶能となる｡

(3)ディレクトリ情我と連動

した集中管理制御

∴.

ディレクトリサーバ

.嘩:〕
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淘 ▼Web
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QoS
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□
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□を優先

(GR2000など)

さらに,この機能をベースとして,アクセス制御以外

にも,キャッシュデータを利用して,さまざまな付加価

値サービスをWebGWで提供していくことができる｡

(3)ディレクトリ情報と連動した集小管理制御

WebGWでは,利川音やグループ情報,優先度情報な

どを管押するディレクトリサーバなどと連動し,利用者

やグループ単位で,ウェブコンテンツの優先配送ヤアク

セス制御ができる｡

この連動機能により,上記通信制御情報タグのない従

来ウェブデータでも,利川音やグループごとに優先1妃送

ヤアクセス制御が可能である｡また,ウェブデータに通

イ.子制御情幸lまタグが付加されている場合は,ディレクトリ

サーバからの情報を加味しながら配送するので,さらに

きめの細かい,かつ統合的な配送制御が行える｡

なお,将来的には,利用者グループ情報をルータなど

の統合管理データベースと共通化することにより,ルー

タに対しても共通の管理サーバからWebGWを統合管理

できるようにする考えである｡また,通信トラヒックの

計測技術を使い,ネットワーク負荷に止こじて動的に占占質

を制御できるようにすることも考えている｡

新サービスソリューションの

データセンターヘの応用例

4.1大規模データ配布サービス

データセンターによる大規模データ配布サービスへの

応用例を図3にホす｡例えば,ゲームソフトウェアメー

カーは,ソフトウェアにライセンス条什などをタグとし

て付加したデータを用意する｡データセンターはその条

件に合わせて利用者やライセンスの管坤を行いながら,

コンテンツ掟供者に代行して利用者への配初子を行う｡こ

(1)コンテンツ指示通信制御機能の提供

通信制御情報の優先配送情報に従い

QoSルータに配送優先度を指示
+‥‥==･=‥‥‥･‥

▼

7二国::]コ

QoSルータ

(GR2000など)

ネットワーク

(2)キャッシュを用いた分散処理

Ⅱコm

0 7

Web

GW

コンテンツ提供者の

ウェブサーバ

口///通信二報≠､､
優先配送情報･アクセス制御など

ウェブデータ
□顧客A(優先度7)

□顧客β(優先度0)

その他は拒否

注:略語説明

QoSルータ〔優先配送･通

信品質保証機能を持った

ルータ(日立製作所の

GR2000など)〕

図2 ウェブ通信ゲートウェイ装

置(WebGW)を用いた新通信サ

ービスソリューションの概要
ウェブデータに付加された通信

制御指示に従い,WebGWがQoS

ルータを指示して優先サービスを実

現したり,キャッシュを用いて利用者

の要求を最寄りのWebGWで処理

する｡さらに,ディレクトリ情報と連動

することにより,集中的な管理制御

を実現する｡
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データ配布サービス

･ユーザー管理 ●課金

･ライセンス管理 ･トライアル管理など
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放送局

図3 大規模データ配布サービスヘの応用例

データセンターがライセンス管理などを代行しながら,大規模

配布を実現する｡

れにより,コンテンツ提供者は,ライセンス管理などの

手間も省け,パソコンなどの簡単な設備で,多くの利用

者に対してコンテンツを配布することができる｡

4.2 イントラ･エクストラネットのホスティングサービス

データセンターによるイントラ･エクストラネットの

ホスティングサービスへの応脚列を図4に示す｡通常,

拠点ロー口は細い通信回線で結ばれていることが多いため,

一一部の利用者が大きなデータを転送し始めると,他の要

求はほとんど受け付けられなくなる｡そのため.WebGlV

を出入り口に配置し,重要な業務処理を優先させること

により,スムーズな業務処理を実現する｡

おわりに

ここでは,拡大が予想されるチケット予約などの短期

集中型サービスや動向･音声などのストリーム配信サー

ビスに対応する新通信サービスソリューションと,その

応用例について述べた(｡

この新ソリューションでは,炭新のアクティブネット

ワーク才支術を川い,キャッシュしたデータを使って利用

者からの要求をネットワーク内で分散処理し,数多くの

利用者からの要求に対しても迅速に応答することができ

る｡〕また,ウェブデータに付加した通信制御情報を月]い

るによF),コンテンツ提供者の意l実1で,利用者やデータ

の性質に止こじて品質を変えたサービスを提供することが

できる｡

今後は,何じ枠組みを使い,課金代行などさまざまな

付加価値サービスを提供していくほか,ルータとの統合

管理を実現することにより,トラヒック計測技術を用い
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専用線

重要業務を優先配送

QoS

ルータ
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利用者情報

企業×に対する

ホスティングサービス

データセンター

企業X-サイト∩ ＼ホスティングサービス設備の一部

図4 イントラ･エクストラネットのホスティングサービス

ヘの応用例

WebGWの優先化サービス機能により,重要業務を優先的に実

行する｡

て,ネットワーク負荷に応じた動的な品質制御も可能に

していく考えである｡
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規札 ネットワークシステムのキミ:理･制御托術の研究例与邑

取りまとめに従事

モE+′輔'i鞘通信学会会員,情幸1i処理学会会員
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高田 治

1979平日_!■上製作柄入札研矧利発木部IPネットワーク研

究センタ ネットワークSE′SI研究部所拭

硯f亡,ネットワークシステムの研矧那芭耽りまとめに従弔

1‾E子情相通信学会会よユ.卜l■i報処Jl捜苧=全会主i
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大地秀生

1972一句こ[け製作所人杜,1999勺1=､Ⅰ′二INSソフトウエア株式

会社払拭,サイバービジネス 所属

硯r】1ウェブシステムの+耶芭1杖りまとめに従･井
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