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まえがき

今日ではインターネットが急速に普及し情報通信技術の

標準化が進んだことにより，われわれは世界中のコンピュー

タに瞬時に接続して情報交換をすることができる。ブラウ

ザと呼ばれる仕組みでアクセスすれば，個々のコンピュー

タや通信方式を意識しなくても，ネットワーク全体が持つ

さまざまな情報処理機能を利用できる。

また，イントラネットを使って社内の情報共有化を進め，

業務のスピードアップとコスト削減を図りたい，エキスト

ラネットを使って会社間の受発注を迅速に処理し売上げ増

加につなげたい，情報系と制御系とをネットワークでシー

ムレスに統合し，オフィスのパーソナルコンピュータ（パ

ソコン）でも制御システムを監視・管理できるようにした

い，といった顧客の要望が増えてきている。

さまざまな要望に適した個々のネットワークシステムを

企画・設計し，オープンな部品を組み合わせて低価格・短

納期で構築し，サービス品質を維持しながら運用管理して

いくことが大きな課題である。

富士電機は，ネットワークシステムのライフサイクル全

般にわたるこれらの課題にこたえられるよう，「Solution_

MEISTER」の体系のなかにネットワークソリューション

を商品化し，1998年 3 月に発表した。本稿では，富士電機

のネットワークソリューションについて紹介する。

商品メニューの紹介

ネットワークソリューション関連のメニューは図１に示

すように，ネットワークの企画・構築サービスと運用管理

サービスとに大別される。おのおののメニューは，さらに

細かな手順やパッケージなどの個別メニューで構成される。

それらの個別メニューをさまざまに組み合わせることによ

り，顧客の多様な課題に対するソリューションを実現でき

るようになっている。

ここではネットワークソリューションのメニューである

下記の三つについて紹介する。

ネットワークインフラストラクチャ（インフラ）の企

画・構築を行う「Net_MEISTER」

イントラネットの企画・構築を行う「Info_MEISTER」

ネットワーク運用管理の仕組みを企画・構築する

「Manage_MEISTER」

なお，ネットワークソリューションと関連が深い「Joint_

MEISTER」および「Support_MEISTER」については，

本特集の別稿で説明している。

適用事例

ネットワークソリューションのメニューは，一般に幾つ

かのものが組み合わされて顧客へのソリューションを構成

する。ここでは三つのメニューの特徴を説明するために，

おのおののメニューが特に中心となっている事例を紹介す

る。

３.１ ネットワークインフラ構築（Net_MEISTER）
顧客の課題

某製造会社は，社内のコンピュータをすでに 1本のネッ

トワークで結んでいた。さらなる OA（Office Automa-

tion）業務合理化と生産業務合理化を目的として，インター
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顧客に最適なネットワークインフラを企画・構築する。

ネットワークを安心して使えるよう運用方式を企画・構築する。

ワークフローや文書管理など業務アプリケーションを企画・構
築する。

ユーザーからのQ&A，トラブル対応，ソフトウェア配付など
ネットワークの運用管理を支援する。

™Net_MEISTER

™Manage_MEISTER

WWWサーバ，セキュリティ，モバイルなどイントラネットを
企画・構築する。

™Info_MEISTER

™Joint_MEISTER

™Support_MEISTER

図１　ネットワークソリューション関連のメニュー



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

ネットおよびグループウェアの導入を検討していた。

しかし，既存のネットワーク環境が「今後の情報処理量

の増加に実用上耐えられるであろうか」という不安があっ

た。インターネットとグループウェアの導入に際し，ネッ

トワークを更新すべきか否か判断しかねていた。

提供したソリューション

図２に示すように，OA業務系と生産業務系のネットワー

クをスイッチングハブで明確に分離するシステムを企画し

構築した。

合わせて，万一ネットワークに異常が発生したとき，早

期に原因を究明し対処できるようネットワーク管理ソフト

ウェアを導入した。

サービスの実施手順

既存のネットワークが今後の情報処理量に耐えられない

と判断し，新たなネットワークを企画・構築して運用に結

び付けるのにNet_MEISTERを適用した。

Net_MEISTER の個別メニューの実施手順を以下に説

明する。なお，以下では個別メニュー名を〈 〉で囲んで

明示する。

〈ネットワーク基本設計〉

顧客から下記の内容をヒアリングし，課題を解決するた

めのネットワーク要件と概略構成を整理した。

™ネットワーク現状構成と布設状況

™接続サーバ台数とクライアント台数（現状と将来計画）

™建屋図面

™サーバが提供しているサービス内容と将来計画

〈ネットワークトラフィック診断解析〉

ネットワークを流れるトラフィックの負荷，各種サーバ

へのアクセス負荷などを測定し，現在どのような状態でネッ

トワークが利用されているか調査した。その結果，ネット

ワークに対する負荷が限界に達していることが分かり，早

急にネットワークを再構築する必要があると判断した。

〈ネットワーク構成設計〉

ネットワーク基本設計にて作成した構成を実現するため

に，ネットワーク機器選定，IP（Internet Protocol）アド

レス決定，機器配置など細部にわたる設計を行った。

〈ネットワーク工事構成設計〉

ネットワーク構成設計の内容を踏まえて工事箇所を下見

し，工事図面と工事実施手順を作成した。

〈ネットワーク工事施工〉

工事図面と工事実施手順にのっとり，ツイストペアケー

ブルおよび光ケーブルの布設工事を実施した。

〈ネットワーク機器スタートアップ〉

設置するネットワーク機器に，構成設計した内容をイン

ストールした。そして，機器を設置した後に動作確認を行っ

た。

その他

ネットワーク運用（Manage_MEISTER）に関連するも

のとして，ネットワーク管理ソフトウェアを導入した。こ

のソフトウェアにより，ハードウェア故障通知やネットワー

ク負荷状況などを顧客が管理できる環境を提供した。

効　果

ネットワークを再構築したことにより，インターネット

およびグループウェアの利用開始に伴うネットワーク負荷

の増大に対処できた。

また，CAD（Computer Aided Design）データと生産
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＊ Catalyst：米国Cisco社の商品名称 

図２　スイッチングハブを導入したネットワーク



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

指示・実績データが流れるネットワーク部分を論理的に

OA系ネットワークと分離したため，OA業務に与える影

響を抑えることができた。

さらに，ネットワークの異常が発生した場合にも，早期

に復帰できるようになった。

３.２ イントラネット構築（Info_MEISTER）
顧客の課題

某製造会社は，インターネットにある情報の活用，およ

び各部門に散在している情報を全社で共有することにより

業務の質と効率を向上させようと検討していた。

情報共有の範囲は，本社にとどまらず海外拠点や関連会

社などを含むものであった。さらに，出張先や現場事務所

などいわゆるモバイル環境での利用も要求されていた。

また，部門ごとに異なったグループウェアが導入されて

おり，未導入の部門もあった。このような状況で十分な情

報連携を図るのが難しかった。

提供したソリューション

全社で情報共有を図るために，図３に示すようなインター

ネット，イントラネット，モバイルを統合したネットワー

ク環境を構成した。

企業のイントラネットは，セキュリティ上の理由から外

部と隔離されている。この閉じられたネットワークに安全

な方式で外部への「口」を設けることにより，地域や組織

を超えたネットワークの利用と情報共有を実現した。

サービスの実施手順

図３のネットワーク環境構築にあたっては，Info_MEIS

TERを適用した。

〈インターネットサーバ構築〉

インターネットの用途として外部からの情報収集，公開

WWW（World Wide Web）サーバを利用した外部への情

報発信はすでに広く普及しているが，情報の安全性に不安

がある。本システムでは，インターネットを専用線のよう

に利用する技術である VPN（Virtual Private Network）

を導入することにより海外拠点と安全に通信を行っている。

また，図３の限定公開サーバを用いて，特定の顧客，関

連会社，取引先に限定した通信，情報交換も安全に実現し

た。

〈イントラネットサーバ構築〉

各部門をイントラネットで結び，部門ごとにばらばらに

導入されていたグループウェアに代わって，図３の全社

WWWサーバおよび部門WWWサーバに「EASY-Intra」

を導入し，全社ー部門間の情報共有を実現した。

EASY-Intra はインターネット技術に基づいた電子メー

ル，グループウェア，掲示板，ライブラリ管理，フォーラ

ムなどの機能を持つ。

さらに，認証サーバを導入してセキュリティを確保して

いる。

〈モバイル環境構築〉

企業ネットワークに外部からアクセスするには，大きく

二つの方法がある。インターネットを経由する方法と公衆

回線を経由する方法である。

図３の事例は公衆回線経由である。通信プロトコルの自

由度と使用できるアプリケーションの多様性からこちらの

方法が選択された。全国十数箇所に設置されたリモート

LAN（Local Area Network）サーバがアクセスポイント

（3）

（2）

（1）
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図３　インターネット，イントラネット，モバイルを統合したネットワーク



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

となる。出張先や現場事務所の社員はダイヤルアップで社

内 LAN-WAN（Wide Area Network）にアクセスできる。

アクセスセキュリティの管理，各種ログ収集などの運用

管理用としてモバイル管理サーバを設置した。

効　果

インターネット，イントラネット，モバイルを統合した

ネットワーク環境を導入したことにより，顧客は以下のこ

とができるようになった。

™各自の机上で情報入手，作業，発信ができる。

™出張先，自宅などから部門，全社，社外情報が参照

できる。

この結果，ある部門では間接業務の改善が図られ，全体

人員規模を維持しながら業務の効率を 20 ％増加させたと

報告されている。

３.３ ネットワーク管理（Manage_MEISTER）
顧客の課題

某石油会社では，クライアントパソコン 2,500 台および

サーバ32台から成る全社ネットワークを構築し，社内情報

システムを運用していた。

しかし，ネットワーク上に分散したシステムの運用性と

信頼性を維持するためには，システム管理者の負荷が大き

かった。運用性と信頼性をさらに向上させると同時に，管

理者の負担を軽減するためには，従来のものとは異なる運

用管理体制と技術が必要とされた。

提供したソリューション

大規模な分散ネットワークを効率よく管理するために図

４に示す運用管理システムを構築・導入し，1998年 3 月か

ら運用を開始した。本システムは，集中管理の形態を採用

し，管理部門での一元管理を可能とした。富士通（株）の運

用管理ツールMpWalker（現 SystemWalker）を適用して

いる。

このシステムの運用管理機能を以下に記す。

リモート操作

™遠隔地にあるサーバまたはクライアントを自席か

ら操作可能

™トラブルの解決を目的としたエンドユーザーとの

対話やファイルの送受信

™画面共有による利用者教育が可能

システム監視・ネットワーク監視

™ネットワークシステム内の異常発生（イベントメ

ッセージなど）が監視され，問題がある場合には運

用管理サーバに通知される。このため，リアルタイ

ムにシステムの異常を一括管理できる

™TCP（Transmission Control Protocol）/IP でネッ

トワークに接続されている機器のマップ表示，動作

（b）

（a）

（2）

（1）

（4）
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リモート操作（四国）

Notes

メール
送信

サテライトのマップ表示
ネットワーク情報履歴

グラフ表示

WAN

Help!
メール送信
方法が分か
りません？

™イベントログでの
　サーバ動作異常通知
™トラップによる
　ネットワ－ク異常
　通知

™サテライト（支店）でのネット
　ワ－ク機器マップ取得
™ネットワーク機器（サーバ
　主体）からのトラフィック
　量などの情報取得

〈狙い〉
　™管理マシンから遠隔地のネットワーク機器の集中管理と，資源配付の効率化
　™リモート操作によるトラブル中のエンドユーザーのサポート
　™システムの安定運用や緊急時の復旧処置の迅速化
　™固定資産情報として，機器に付随する情報（人，場所など）をデータベースで一元管理

サテライトに
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Notesサーバ ユ－ザ－使用
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ルータ

動作中か
チェック
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異
常
機
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の
色
変
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サーバ

Notes
インストール
完了形態

Notes,     
MpWalker
など

ホスト
インタフェース
CSVファイル

IBM
ホスト

コンピュータ

固定資産
データ

設定情報

完了
報告

入力・参照
業務グループ

帳票印刷

入力・参照
管理グループ

Excel
人事異動データ

＊Excel：米国Microsoft Corp. の商品名称

サーバ

情報システム部  運用管理マシン

ユ－ザ－使用
クライアント

10～ 
200台

ルータ
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メール送信 Excel
使用者情報

＊

図４　ネットワーク運用管理システム



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

状況の監視・管理

™トラブルの発生時に異常箇所の表示色を変更し，

システム管理者へ通知する。このため，トラブルの

早期検知，発生場所のリアルタイムな確認が可能

資源配付

™Notes，MpWalker などのソフトウェア資源を，管

理者の指示により全クライアントへ自動インストー

ル

ワークステーション管理

™パソコン関連の固定資産情報，IP アドレスなどを

データベース上で管理し，データの追加，更新，削

除を対話形式で実行

サービスの実施手順

図４のシステム構築にあたっては，Manage_MEISTER

の個別メニューである〈システム運用管理インテグレーショ

ン〉を適用した。その実施内容とおおよその実施期間を以

下に記す。

運用管理設計（1か月）

顧客の要件をヒアリングし，監視項目，実現方式，

運用体制を決定した。

プロトタイプ構築・テスト（1か月）

ヒアリングした要件と環境に基づいてプロトタイプを

構築し，動作確認した。その後，運用テスト・展開作業

の準備を行った。

全国展開（2.5 か月）

全国14拠点のパソコンへクライアント機能を導入し，

テストを行った。

運用マニュアル作成（0.5 か月）

操作方法，運用規約を整理して，運用マニュアルを作

成した。その後，運用スタッフへの教育を実施した。

効　果

本システムの導入により，以下のような効果が得られた。

ユーザーからの問合せ対応時に，画面を共有するこ

とができる。このため分かりやすい説明が可能となり，

トラブル解決の時間と工数を短縮できた。

ネットワーク機器の異常状態を早期に検出できる。

クライアント・サーバ機器，ネットワーク機器を一

元管理できる。

少人数での運用管理・保守が可能となり，管理レベ

ルを下げることなく運用費用を最小化できた。

あとがき

富士電機のネットワークソリューションについて，その

サービス内容を説明してきた。ここで紹介した事例も含め

て，ネットワークソリューションの適用が増えてきている。

ネットワークソリューションを構成する個別メニューを

顧客の課題に対応してその都度組み合わせることと並行し

て，今後はネットワークの総合診断やネットワーク機器の

総合管理などのセットメニューも増やしていきたい。

ネットワークコンピューティングという言葉に代表され

るように，これからの情報処理システムにとってネットワー

クはますます重要な役割を担う。

情報処理システムの性能，信頼性，可用性，コストなど

に大きな影響を持つネットワークのライフサイクル全般に

わたって，顧客の課題にこたえられる総合的なサービスを

提供していく所存である。

（d）

（c）

（b）

（a）

（4）

（d）

（c）

（b）

（a）

（3）

（d）

（c）
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