ネットワークアプリケーションサービス
− eビジネスに向けたネットワークサービスプラットホーム−
松原
中牧
インターネット，IP−VPNなどのネットワークインフ
ラの急速な発展は，レガシービジネスの淘汰・多様化と，

秀幸
恭一

有原

俊一

を提供する ビジネス・サービス・プロバイダー（BSP）
として，e社会の実現を目指している。

新たなeビジネス創出の機会を生み出し産業革命とも言え

ネットワークサービスプラットホーム

る時期に突入した。
eビジネスは，真にこれらネットワークインフラを利用

NSCの進めるネットワークアプリケーションサービス

し，ネットワーク上で，その特性（超時間・超空間・超

は，eビジネス実現のための《ネットワークサービスプ

地域）を活かした，様々なビジネスやサービスを展開し

ラットホーム（図1）》をワンストップで提供する事をコ

ようとするものである。

ンセプトとする。

今後のネットワークビジネスは，ワイアレス・ポータ

ネットワークサービスプラットホームはネットワーク

ルを軸にVOIP，MPEG，Java/Jiniなどの技術を応用し

提供サービスを行うVAN（OKI−VAN）
，インターネット

た音声・動画・データ融合のマルチ・コンテンツ・サー

接続サービスを行うISP，ISP・ASP用ハウジング／ホス

ビスへと展開して行くと考える。

ティングなどを行うアプリケーションデータセンタ（ADC）

NSCの提供する ネットワークアプリケーションサー
ビス（図1） は，それらの多用なサービスを実現するた

構成される。当社は，本プラットホームの提供を介して

めのビジネス・ロジック（アプリケーション，ネットワー

（ポータルとして）先端商品をお客様に提供する。また，

ク，機器など）の提供，eビジネスの構築・運用支援など

B2B事業者，ISP/ASP事業者あるいはコンテンツメーカ

のトータルなサービス提供により，最適なビジネス環境

と連携したグローバルなビジネス展開を図る。

AP利用
（電子メール）
（グループウェア）

ｅビジネス
AP利用
ネットワークアプリケーション
サービスの提供

アプリケーション提供サービス
ＡＳＰ：Application Service Provider
データセンタサービス
ＡＤＣ：Application Data center

インターネット接続サービス
Ｉ
ＳＰ：Internet Service Provider
ネットワーク提供サービス
ＶＡＮ：Value Addid Network

ネットワークサービスプラットホーム

図１ ネットワークアプリケーションサービス
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AP利用
（ＣＲＭ）
（ＥＲＰ）

e
ビジネス
（受発注）

e
ビジネス
（配信）

ネットワークサービスプラットホーム

プラットホーム
レイヤ

Mail
www
グループウェア

アプリケーション

音声／画像
ストリーミング

アプリケーション
プラットホーム

バーチャル
オフィース
（Webテレフォニー）
@PTOP （Webコールセンタ）
イントラ
サービス

専用AP
（配信）
（受発注）
汎用AP

ミドルウェア
ネットリエゾン
（Java 、
Jini）

CTstage

@PTOP
ポータル
サービス

サ
ー決
ビ済
ス

インターネット
インフラ

＜インターネット接続サービス＞ISP
＜データセンタ／課金サービス／セキュリティサービス＞ADC

ネットワーク
インフラ

＜回線サービス／インターネット回線＞VAN

図2 ネットワークサービスプラットホーム概念図

ERP
CRM
SCM
MRO

ミドル
ウェア

21世紀のソリューション特集 ●

・プラットホーム構成
ネットワークサービスプラットホームは，
図2に示す4つのレイヤから構成され，各レイ

アプリケーション
プラットホーム

ヤ上のサービス／機能を組み合せてお客様に

コンテンツ配信
技術
イントラネット
技術

ストリーム
技術
AIP
技術

CTI技術
ポータル機能
実現技術

課金・決済
技術

最適なプラットホームを構成し，ASPサービ
ス，eビジネス支援サービスの提供を行う。
以下に各レイヤ概要を述べる。
ネットワークインフラ

インターネット
インフラ

ネットワークアプリケーションサービス，
インターネットサービスあるいは企業用ネッ
トワーク構築サービス提供のために基盤とな
る通信ネットワークを構築するレイヤである。

ネットワーク
インフラ

国内キャリアが提供する種々の通信サービ

信頼性技術
データベース技術
アクセス
コントロール
ユーザ認証
・ワンタイムパスワード
･VPN
ファイアウォール ・ICカード/バイオメトリックス
･IPSec
アンチウイルス
･SSL
不正侵入検知 ロードコントロール
・ロードバランサー
・L4〜7SW
NW
大容量化技術
IP−VPN

アクセス系
高速化技術

運用・
監視技術
・NMS
・SLA
/SLM

NW信頼性
向上技術

IP基本技術（MPLS他）

スを基に，用途に合わせた最適なネットワー
クを構築する（VAN）。提供ネットワーク
サービスには，専用線，フレームリレー，セ

図3 プラットホームのセキュア機能

ルリレーなど企業用中継回線／アクセス回線
を提供するマルチキャリア回線サービス，企業専用網を

テレフォニー，コールセンタなどの音声ASP用アプリケー

構築するイントラネットサービス（IP−VPN）
，あるいは

ション，ネットリエゾンによる音声／映像配信アプリケー

インターネット用アクセス回線サービスなどがある。

ション，あるいは，eビジネス用受発注システム用アプリ

特に，インターネットの普及によるデータトラフィッ

ケーションなど，主にネットワーク上でフィービジネス

ク需要増大に対応するIP−VPNによる音声・データ統合

を行うASPサービス，およびeビジネス事業を展開するた

網は，当社が長年培った音声系商品とCISCO社製データ

めの各種アプリケーションがある。

系製品との融合により，高信頼・最適な企業ネットワー

多種多様なアプリケーションが国内外とのアライアン

クの構築を実現する。

スにより実現される。

インターネットインフラ

・プラットホームのセキュア機能

インターネットサービス，アプリケーションサービス
を提供する機器を構築するレイヤである。
インターネット接続サービス（ISP）用ゲートウェイ，

ネットワークインフラで提供する次世代IPネットワー
クをMPLS（Multi

Protocol Label Switching）技術

を用い，CISCO社とのアライアンスにより多くのNCC系

インターネットサービス／アプリケーションサービス提

キャリアへ提供しているが，今後も継続して最新の技術

供用サーバ群（ADC）から構成される。ADCにはその他

を提供する。また，インターネット上で不特定多数を相

にeビジネス用サーバ，課金・決済用サーバがある。これ

手にサービスを提供するため，情報への不正アクセス防

らの機器は＠PTOPセンター（後述）に設置される。

止のためのユーザ認証技術，アクセスコントロール技術，

アプリケーションプラットホーム

不正侵入検知システム技術などを駆使し，強固なセキュ

汎用／専用アプリケーションあるいは課金・決済など
のeビジネス支援用アプリケーションを提供するためのミ
ドルウェア群で構成されるレイヤである。

リティネットワークを，当社のコアコンピタンスとして
お客様に提供する。
今後増大するストリーム系コンテンツ配信，音声・デー

当社開発製品であるCTstage：商品名（CTIサービス）に

タのフレキシブルな相互通信，AIP（Application

よる音声ASPあるいはネットリエゾン：商品名（モバイ

Infrastructure Provider）等，各種ASP支援技術を提供

ル情報デリバリー）によるコンテンツ配信ASPなどの特

する。図3に実現のためのセキュア機能概念図を示す。

徴あるソフトウェアと国内外とのアライアンスによる各
種導入ソフトウェアで実現される。
アプリケーション
グループウェア・電子メール等のインターネットサー
ビス用アプリケーション，当社開発商品を利用したWeb

＠PTOPサービス
ネットワークアプリケーションサービスの具体的提供
形態として当社運営の＠PTOPが展開する。
当社は企業ユーザを中心にネットワーク上で2つのサー
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ビスを提供してきた。

大手企業

・OKI−VAN（1985年〜）： 回線提供サー
ビス
・PTOP（1994年〜）：インターネット接

企業専用
イントラネット

プロジェクト専用
海外拠点
（英語）

家から

＠ＰＴＯＰセンタ
＠PTOP −Ｉ
ＮＴＲＡサービス用
サーバ

国内拠点

続サービス（ISP）およびデータセンタ
上記2つの回線サービスに加え，新たに e
ビジネス実現のための《ネットワークサービ
スプラットホーム》をワンストップで提供す
る

営業活動専用
外出先から

会社から
インターネット網

のコンセプトに従い，eビジネスをより

利便にする様々な先端的サービスメニューを
用意し，新たに＠PTOPサービスとして提供

専用
イントラネット

会計事務所
団体／委員会

家から

を開始した。

グループ用
イントラネット

以下＠PTOPの具体サービス例を紹介する。

中小企業

・＠PTOPセンター
ネットワークサービスプラットホーム基
地 として，＠PTOPセンターを東京・大手

図4 PTOP−INTRAサービスイントラサービス

町に開設し，サービスを開始した。
本センターは永年のネットワーク構築技術をベースに，

に最適（現地時間で動作）なオンデマンド・システムで

最新鋭機器を投入して構築しており，インターネット，

ある。

IP−VPN等のネットワーク接続用ゲートイウェイと，イ

プラットホーム構造

ンターネットサービス，およびASPサービス用サーバー

APプラットホームは，マルチテナント対応に開発され

センタ（ホスティング，ハウジング用）を併設した最新

た専用ミドルウェア群から構成され，この上にASPサー

鋭アプリケーションサーバーセンター（ADC）である。

ビス用ソフトウエア群（ポータル，グループウェア，Web

・ サービス例紹介

メール，携帯用）を実装している。

＠PTOP−INTRAサービス

さらに，ポータル機能は各種汎用AP，専用開発APを搭

インターネット上に仮想グループを構築し，そのグルー

載するAPI（Application Interface）により，新たな

プの中で許可されたもの同士のみが情報の共有／交換な

ASPサービスを追加する事ができる。本機能によりASP

どのグループウエアを行う。このサービスは，既に世界

事業者，コンテンツメーカと連携を行う（ASP to ASP）

的規模で展開中の米国Planet-Intra.Com社製品を使用し

事が可能となる。また，課金・決済システムとの連動に

ており，その日本語版を＠PTOPが先端的に提供するもの

よりポータル上でeビジネスを行うことができ，eビジネ

である。

ス事業者との連携も可能となる。

＠PTOPセンタの専用サーバからASPサービスとして

図4にサービス概念図を示す。

提供する他，ソフトパッケージ販売，他ASP/ISP事業者
へのサービスリセールも併せて提供する。
サービスの特徴
通常，イントラネット・グループウエア構築は，専門
要員でも開設に数日を要し，また運用時にも常に専任者

図5に概念を示すが，企業活動（特に営業部門）に必要
な音声系サービスを，バーチャルオフィスの名称でASP
サービスとして提供する。

を必要とする。本＠PTOP−INTRAサービスは，インター

コールセンターや各種CTI環境を構築するアプリケー

ネット上からオンラインで申し込む（サインアップ）事

ションプラットフォームとして多くのお客様から高い評

により即座に，仮想グループが構築される。

価をいただいている当社のCTIサーバ：CTstageをアプ

本システムは，中小企業の新規ネットワーク化は勿論，

リケーションプラットホームとして＠PTOPセンターに設

既にグループウェア等利用の大企業にとっては，プロジェ

置し実現している。

クト・部門の第二の情報共有ツールとして必要な期間，即

サービスの特徴

時に利用できる戦略的ツールである。また企業間あるい
は海外拠点（企業）との情報共有（主要言語で利用可能）
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バーチャルオフィスを介して，電話の転送やメッセー
ジの蓄積サービスなどを行う。これらサービスの条件設
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＠PTOPフルアウトソーシングサービス
＠ＰＴＯＰセンタ

保守コンソール

アプリケーションサーバ
・Webサーバ
・Mailサーバ

各種用データ
サーバ

ネットワークサービス
マルチキャリア回線提供サービス
ネットワーク機器レンタルサービス
サーバハウジング／ホスティングサービス
ネットワーク分析コンサルティングサービス
SLA／SLM

運用・監視・保守サービス
システム監視サービス
運用代行サービス
オンサイト保守サービス
料金集計管理・請求サービス

CTstageサーバ

＠PTOPセンタ
＠PTOPネットワークインフラ
（IP-VPN）

CTstage：
コンピュータテレフォニー
統合装置

システム監視
サーバ

PBX
インターネット網

公衆網

ゲートウェイ
＠PTOP
監視センタ
工場

図5 バーチャルオフィスサービス

定・変更はWeb環境から柔軟にでき，外出時や繁忙時は
ボイスメールへ，重要な連絡がある場合は携帯電話へと
いった設定がスケジューラ感覚で行える。

支社

本社

図6 フルアウトソーシングサービス

サービスの特徴
IP−VPNをベースに，ネットワーク設計から導入・構
築，運用・監視および業務代行等のすべてのサービスを

バーチャルオフィスサービスでは，外出，接客中，帰

提供する。これによりお客様は，貴重な資源をより戦略

宅後等に入った電話，FAXのメッセージを蓄積し，必要

的な活動に活用する事ができる。また，ネットワークと

な時に自宅の電話やFAXからメッセージの聞き出しや読

アクセス系機器は回線サービスの備品として提供するこ

み出しが行なえる。さらに，蓄積されたeメール環境での

とにより初期投資が削減される。

ボイス，FAXメッセージはeメール環境で確認でき，パソ

さらに，24時間・365日の運用・監視に加え電話帳管

コン画面上でFAXを確認し，そのまま保存することで業

理，問合わせ，番号変更等の日常管理をWeb化されたシ

務効率向上に大きな効果が期待できる。

ステムで行い，また一般電話，移動体電話，其の他料金
の料金処理を代行するサービスを提供する。

フルアウトソーシング
あ

前述の2つのASPサービスは，1つのアプリケーション

と

が

き

を共通サーバを利用して複数の企業が利用する形態（ア

国内におけるASPサービスは，萌芽期にある。沖電気

プリケーションのアウトソーシング）であるが，これか

は長年に渡り蓄積したネットワーク技術をベースに国内

ら説明するフルアウトソーシングは企業ユーザごとに管

外の企業とアライアンスを推進し，世界で先端的なネッ

理するアウトソーシングである。将来，ASPサービスと

トワークサービスをいち早くお客様に提供していく所存

フルアウトソーシングサービスは統合された形態を目指

である。

◆◆

す。
企業内ネットワークは，現設備の更改に伴なう初期投
資の軽減，音声系ネットワーク運用管理者の人的リソー
ス不足，データ系需要の増大による音声・データの統合
ネットワークの新規構築等の課題を抱え，その解決策と
して社内ネットワークにかかわるすべての業務を専門業
者に任せるフルアウトソーシング企業が増加している。
＠PTOPでは，3つのソリューション（音声系，データ
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