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日立製作所のネットワーク

アウトソーシングサービス

"compassport(コムパス

ポート)''の構成例

日立製作所は,ネットワー

ク アウトソーシンクサービ

ス"Compassport”により,ネ

ットワーク製品とキャリヤの
サービスを組み合わせたネッ

トワークシステムの提案･構

築から運用代行までをサポー

トするネットワーク ソリュ

ーションを提案している｡

近年,インターネットのユーザー数は著しく増大し,広域網でのデータトラヒック量が音声トラヒック量を超えるのも目

前と言われている｡このような時代にあって､企業にとっては,EC(Electronic Commerce)やSCM(SupplyChain

Management)などのような,ネットワークをベースとしたビジネスを迅速に実現することが重要な課題となっている｡この

課題を解決するために,日立製作所は,Sl(System仙egration)とネットワークサービスから成る,以下のようなさまざまな

ネットワークソリューションを提案している｡

(1)高速回線を効率よく利用して回線コストを削減するネットワーク高速ソリューション

(2)衛星インターネットやインターネットFAXなど,最新の機能を取り入れたネットワーク高機能ソリューション

(3)専門技術者による最新技術を駆使したネットワークの企画,構築,運用代行を行うネットワークアウトソーシングサービス

(4)企業間ECやインターネットバンキングシステムなどのインターネットを高度に利用したネットワークサービス

はじめに

従来,専用線を利川してベンダ脚伯‾の技術で構築さ

れてきた企業ネットワークは,インターネット技術を

ベースにした,オープンなシステムに変わりつつある｡

企業にとっては,ビジネス環境の変化に対応可能な戦

略件と信頼性を持ち,各種の新技術に対応する柔軟性

を持ったネットワークを利用することだけでなく,道

川･維持を含む費川の削減が大きな課題となっている｡

日立製作所は,これらのニーズにこたえるためのネ

ットワーク ソリューションとして,表1に示すさまざま

なネットワークSI(SystemIntegration)とネットワーク

サービスを提供している｡

ここでは,ATM(AsynchronousTransferMode)ネッ

トワークシステムを使ったネットワークSI,およびネッ

トワーク アウトソーシングサービスを小心に述べる｡
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日立製作所の提案する

ネットワークSlソリューション

2.1高速,安価なマルチメディア企業ネットワーク

企業ネットワークにとって最も重要なポイントの一一

つは,コストの低減である｡

最近の2,3年で,キャリヤから提供される回線サー

ビスのコストは急激に低下してきている｡例えば,日

本電信電話株式会社(硯東日本電信電話株式会社,西日

本電信電話株式会社,NTTコミュニケーションズ株式

会社)は,従来の専用線に比べて最大50%安いATM回

線サービスを1997年に開始した1-｡他のキャリヤも同様

のサービスを実施している｡

これらの新サービスをいち早く,企業ニーズに合致

したネットワークに適用するために,日立製作所は

ATMスイッチングノード｢AN/AUシリーズ+ご'を開発

し,ATMネットワークを用いた企業ネットワーク構築

技術を確立した｡

AN/AUシリーズを適用した余業ネットワークの例を

図1に示す｡AN/AUシリーズのVP(VirtualPath)とVC

(VirtualChannel)2段シェービング機能により,顧客の

本社,支店間,支店どうしの通信にはVPコネクション

を,音声や勘定系,情報系などの業務単位の通信には

VPコネクション内のVCコネクションをそれぞjl適用す

ることによってトラヒックを分離し,キいにトラヒッ

クの影響を及ぼさないシステムの構築が可能となった｡

さらに,PBX(事業所内電話交換機)の制御信号やプア

大･中規模支店

低速ディジタル回線
本店

TC

[二

ATM

回線
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表1主なネットワークソリューション

日立製作所は,さまざまなネットワークSlやネットワークサー

ビスを提供してユーザーニーズにこたえている｡

ネットワークSlネットワーク高速 マルチメディア統合ネットワーク,

ソリューション 新営業店用の基幹ネットワーク

ほか

ネットワーク高機能 衛星ソリューション.

ソリューション インターネットFAXシステム.

CTlシステムほか

ネットワーク "Compassport ネットワークアウトソーシング

サービス (コムパスポート)” セキュリティ

`netspace” インターネット接続,

ハウジング･ホスティング

エクストラネット 繊維業界VAN

消費者ECシステム インターネットバンキング,

電子モールほか

"TWX-21” 企業間ECビジネスメディア

サービス

注:略語説明

Sl(System仙egration),CTl(ComputerTelephonylnte9ration)

VAN(Va山eAddedNetwork),EC(ElectronicCommerce)

クシミリデータをATM回線を用いて転送する技術を

AN/AUシリーズに採用することにより,オフィス間の

内線通話を,従来と同様の音声占占質と使い勝手で利fFi

することができる｡安価なATM回線の利用により,回

線コストを40%近く減らすことができた顧客もある｡

また,今後の方向として,音声や動画の通信もイン

ターネット技術で統合されつつある｡

日立製作所は,この｢マルチメディア0VerIP+を,安

価な高速IuI線を浦川して実現するための,最大1,000万

パケット/sの性能を持つギガビットルータGR2000を提

注

小規模支店･営業所

TC 盟

低速ディジタル回線

攣

(ANシリーズ)

(AUシリーズ)

重義∋

[享己
(プロトコル

変換装置)

題
(既存プロトコル

端末)

β

TC

堅堅▼

低速ディジタル回線

垂三ヨ (PBX;構内

(ルータ) 電話交換機)

図1ATMネットワークに

よる企業ネットワークの構

築事例

大型言十算機を用いる業務系

アプリケーション.メールや

Webなどの情報系アプリケー

ション,および内線電話の通

信を,ATM技術によって1本

の回線に多重化することによ

り,オフィス間を連絡している｡
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伏している‥い｡

2.2 最新のインターネット技術を利用した

高機能な企業ネットワークの実現

2.1で述べた高速･マルチメディアソリューションを

基盤にして,インターネット技術を利用したさまぎま

なネットワークシステムを提供している(表1参照)｡

衛拉通信では,IETFで標準化が進行中のUDLR

(UnidirectionalLink Routing)機能を搭載した衛星ルー

タとともに,衛星イントラネットの構築･運用サービ

ス,衛星インターネット接続サービスを提供している｡

これらの商品群により,介業は,多数の支店への商品

データの同報車去送などを安仙に実現できる｡

日立製作所が提案する

ネットワークアウトソーシングサービス4)

一最新で高機能な企業ネットワークを容易に実現-

衛_駐インターネット技術に代表されるように,イン

ターネット技術の進歩や,回線を提供するキャリヤの

動きは激しい｡企業は,これらの動きに対応し,常に

最新,最適なネットワークを構築していかなければな

らないと考える｡このことによって生じる,(1)ネット

ワークシステム更新時期ごとの大規模な投資や,(2)高

度な企画,設計,道川･保守人員の維持確保の問題を

解決するサービスが,アウトソーシングである｡R立

製作所の提案するネットワーク アウトソーシングサー

ビスの特徴について以‾Fに述べる｡

3.1企画,設計,構築,運用,保守まで一貫したサービス

l_-1立製作所のネットワーク アウトソーシングサービス

"Compassport(コムパスポート)”は,企業をはじめとする

ユーザーのネットワークの企画,設計,構築,運用,保

守までを-･貝して行う｡ユーザーは,Compassportを導

人することによF),以■卜の経営上のメリットが得られる｡

(1)凹線や保守費用に加えて機器費用も月額払いである

ため,初期投資を軽減できる(図2参照)｡

(2)煩雑なネットワーク管理作業からの解放

ネットワークの構築に†)lそうネットワークの最新技術

や新製.与占の企由,設計,構築から,導入後の運用管理

に至るまでCompassportがサポートするため,ユーザー

の貝印が人幅に削減できる｡この結果,ユーザーは,

本来の業務と業務システムに専念できる｡

(3)専門技術者による南信軌 連続稼動の実現

ネットワーク専門技術者がネットワークシステムの

構築と24時間,365Uのネットワーク運用管理を担当す

コスト コスト

従来方式

ネットワーク管理費用

暗

費
用

月醸費用

(回線･保守など)

時間

Compassportの場合

害儲.認慧など)

時間

図2 Compassport導入による投資の平準化

Compassportでは,これまでネットワーク構築･更新時に要し

ていた一時払いの機器費用を,月額払いとしている｡この結果,

顧客は,初期投資を大幅に軽減することができる｡

るため,高信頼で安定したネットワークの連続稼動が

実現できる｡また,日立製作所の専門家による遠隔監

視により,最新のセキュリティ技術によるガードも可

能となる｡

3.2 グローバルネットワークサービスの提供

国外では,世界的な規模で実績のあるグローバルキャ

リヤであるEQUANT社と連携し,世界で220以上の

国･地域をサポートしている｡

凶際ネットワークをCompassportで提供している･典型

的な道川モデルを図3に示す｡EQUANT社の国際ネッ

トワークと連携し,国l勺にあるCompassport運用監視セ

ンタで,24暗け宅J,365日のネットワーク集中監視を実施

している｡〕

運用監視センタ

注:●(ユーザー拠点)

図3 国際ネットワークを用いたCompasspo什の運用モデル

海外のユーザー拠点を国内の運用監視センタで24時間,365日

集中監視する｡
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/

ネットワーク 受信用

通信設備

ルータ

専用線

ルータ

管理用

サーバ

各種

サーバ

Compasspon運用センタ

Compasspo代

運用代行範囲

オペレーション パラボラアンテナ

センタ

WAN

lSDN,FR,インターネット
衛星ルータ

LAN

顧客受信拠点

注:略語説明ISDN(lntegratedServicesDigita=りetwork)

FR(FrameRelay)

図4 衛星イントラネットとCompassportによる運用代行

顧客のデータは,WAN経由でCompassport運用センタ内のサー

バに蓄積後,衛星インターネットキャリヤのネットワークオペレ

ーション センタから通信衛星で受信拠点に同報転送される｡

Compassportの導入により,顧客にとって,(1)顧客拠点からネッ

トワーク オペレーションセンタヘの専用線の保持が不要である,

(2)多数の拠点の運用管理･障害対策を専門技術者に任せること

ができる.などのメリットがある｡

3.3 最新のネットワーク技術の提供

日立製作所は,AN/AUシリーズやGR2000,衛星ル

ータに代表される新技術,新製品のベンダであること

を生かし,これらの技術,製品をいち早くユーザー企

業のネットワーク構築に適川する｡衛生回線を用いて

Compassportで構築,運用代行サービスを提供している

衛星イントラネット例の概要を図4に示す｡ネットワー

ク装置設計者とネットワークシステムの設計,適用者

が,製品やサービスの企画,設計段階から共同で開発

を進めていくので,製品の山何に合わせたサービスが

いち早く提供できる｡

おわりに

ここでは,H立製作所が提案しているネットワーク

SIソリューションの例として｢ATMネットワークシス

テム+,サービスの例として,ネットワーク アウトソー
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シングサービス``Compassport”の衛星イントラネット

と矧祭ネットワークについて述べた｡

このほかにも企業間ECサービスやインターネットバ

ンキングシステムなど,高度な機能を初期投資を抑え

て実現できるネットワークサービスを提供している｡

今後も,ベンダとしてのネットワーク製品,システム

インテグレーダとしてのネットワークSI,およびネット

ワーク サービス プロバイダとしてのネットワーク サ

ービスを三位一体として,ユーザーごとのニーズに合っ

た,適切な製品の組合せを提案していく考えである｡

参考文献

1)菊池:高速ディジタルvs ATMメガリンク,[1経コミュ

ニケーション,第245ぢ･,88～97(1997)

2)西喜,外:マルチメディアネットワークを支えるATM

製品群,口‾､工評論,81,9,583～586(平11-9)

3)須貝,外:品質保証型企業ネットワークを実現するギガ

ビットルーターGR2000の紹介-,日立評論,81,9,

579～582(平11-9)

4)柘植,外:企業ネットワーク アウトソーシングサービ

ス小C()mPaSSpOrt'',日立評論,80,9,639～644(平10-9)

執筆者紹介

ピ若▲

苧環済

凰

畠山靖彦

_t〔)78年[_1立製作所人引∴ll■f辛Ii･過イ.言グループ情報システ
ム寸主菜部ネットワーク&サービス本部 ネットワークビジ

ネス企l由ほr;j刑場

規イL ネットワークソリューションとサービスーヒji業の1モ

何に従-ゴム

工11terll(1tSりCictさ･r会員

E-111;1il:)rhこItake¢′s)rStelll.hitaclli.c〔).j【〕

小倉敏彦
1978てド11 卜l■i槻･過†.‡グループニ過イ.iシステ

ム事業本郎ネットワークシステム本部偶発部巾拭

.呪在.AT＼･1交換システムのソフトウ.1アの開発に従巾
延子帖報過イ占′､jf:会会.H, IEEE全土主

ト汀1ail:tOgt】1･;l申tぐd.11ilこIClli.c().Jp

柳生和男

If)74年‖､-/二裂すノl三所入社､情報･適仁‡グループエンタープ

ライズサー′i事業部ネットワーク システムセンタ所蛸

別イ【1ネットワークシステム平岩の力士何に従市

電-‾千帖報道信･､jご:会会員,帖報処ガじノ芦会会員

トmこIil:〉･rag=1仁∫el)illa.11it言IClli.co.+p

川北謙二

198n勺三｢l立‾製作所人手L 帖報･過イ占グループ･t■lti報システ

ム斗を業郎ネットワーク&サービス本邦ネットワークビジ

ネス何句祁所拭

税イL ネリトワークソ■卜1-ションとサービス中濃の企

l郎に従部

.E了一情報通信ノ羊会会比･l甘粕処冊子会会員
E-Illail:kekaⅥ･aki¢′s〉rStelll.hitalli.c().+p




