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代表取締役社長  前川 一博 

少し遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。 

米国・ラスベガスで先日開催された家電見本市では、各社からタブレット端末が 

約100種類出展されたとか。機能やデザイン、ソリューション・・・ 

ユーザーの「あったらいいな」が今後どんどん実現しそうですね。 

もちろん、当社もお客さまの「あったらいいな」をソリューションとしてご提案できるよう

今年も邁進してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

TOPICS

当社は12月1日、電力消費量・温度などのモニタリングに用いるデータセンター向け環境監視

ソフトウェア「eneview（エネビュー）」の提供を開始しました。 

昨今、企業のデータセンターでは、信頼性やコスト削減に加え、環境への配慮が求められています。

本製品は、パナソニック電工の省エネ支援機器「多回路エネルギーモニタ」、環境監視・電源管理

システム「本体コントローラM」等とあわせて活用することで、電力使用量や温度などの情報を

収集、一元管理することができます。 

また、異常時のアラーム通知機能、Webでのリアルタイム状況下維持機能なども搭載しており、

お客さまの省エネ対策の立案に不可欠な迅速で正確な環境情報の「見える化」を実現いたします。 

01 データセンター向け環境監視ソフトウェア「eneview」を発売 

12月8日、東京国際フォーラムにて「第3回 クラウドコンピューティングフォーラム―企業成長を加速させる

次世代ICT―」（主催：日刊工業新聞社）が開催されました。 

このフォーラムでは、当社執行役員の田中啓介が「ITインフラのNextを見据えた『プライベートクラウド

構築事例』―インフラ構造改革の勘所」と題し、当社におけるクラウド環境構築の取り組みや、この

経験を活かして生まれた「Nextructure」などについて講演を行いました。クラウドへの関心が高まる

なか、当日は360人あまりの来場があり、盛況のうちに終了しました。 

クラウドコンピューティングセミナーで講演 

あいえす人物伝も記念すべき10回目。2011年のトップバッターは経営企画部長で、「Nextructure」推進プロジェクト

のプロジェクトリーダーでもある南部和彦です。キャリアの中心はアプリ開発。インフラ関連のプロジェクトは自身にとっ

てもチャレンジだと言いつつ「『開発半年、運用10年』という言葉があるくらいシステム運用が重要な課題であることは、

アプリ開発者としても痛感していました。その（運用をお願いする立場だった）“ユーザーとしての経験”が活かせれば」と

語ります。「他の仕事と兼務するメンバーが多いのですが、皆、高い意識と情熱を持って取り組んでいます。この力を

ひとつにまとめ、お客さまにどう届けるかを考えるのが自分の役割」と、ユーザー視点での取り組みに意欲を見せます。 

今年度からスタートした中期経営計画を推進する経営企画部の部長として、そして「Nextructure」推進プロジェクト

のリーダーとして･･･とにかく多忙な日 を々送る南部ですが、「J-POPを中心に、月1回以上はライブに足を運ぶ」とか。

このフットワークの軽さやアクティブさこそ、プロジェクト推進の原動力なのかもしれません！？ 

02

03

当社はこのほど、クラウド型データ連携サービス「BizFit Connects（ビズフィットコネクツ）」の提供

を開始しました。 

今後のIT戦略にクラウド活用が欠かせない要素となるなか、オンプレミスに蓄積されたデータと

クラウドの効率的な連携は企業の大きな課題となっています。 

「BizFit Connects」はこのような課題の解決策として、従来からご提案してきたデータ連携ソリュー

ションをクラウドサービス化したものです。コスト削減や運用負担の軽減など、クラウドのメリットを活か

したデータ連携サービスの提供により、お客さまの課題解決手段の選択肢を広げてまいります。 

クラウド型データ連携サービス「BizFit Connects」 サービス提供開始 
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I Tインフラを“Next”へ！   
次世代情報システム基盤ソリューション「Nextructure（ネクストラクチャ）」スタート！　 

ブレードサーバの高可用性と運用の大幅な負担軽減 
ー従来なら相反する要求だったこの2つを両立し実現
したのが、米・イージェネラ社が打ち出した「PAN 
（Processing Area Network）」という考え方です。 
当社は、2004年にユーザーとしてPAN Manager を導入。
以降、国内最大級のユーザーとして、PAN Manager  を
有効に活用してきました。そのユーザー経験を活かし、
2008年からは販売パートナーとして、Egenera  Blade 
Frame  の普及・拡販を積極的に展開しています。 
“PAN Everywhere”を掲げ、他社サーバへのPAN 
Manager 搭載を進めてきたイージェネラ。2010年12月
からはいよいよ、富士通製ブレードサーバでもPANの利用
が可能に。当社は、日本国内における総代理店として
「PAN Manager  Software for 富士通」の販売を開始
しています。 

Egenera  BladeFrame は、ミッションクリティカルなシス
テムにも対応する非常に高性能なサーバ。 
一方「PAN Manager  Software for 富士通」は、富士通
の汎用ブレードサーバ上で稼動するため、ハイエンド向け
のEgenera BladeFrame に対し、ミッドレンジのシステム
向けサーバとして、コスト面を含めて優れたパフォーマンス
を発揮することが期待されます。パナソニック電工ISは、
「PAN Manager Software for 富士通」の普及により、
日本国内におけるPAN Manager の活躍シーンをさらに広げ、
ITインフラの革新をめざすお客さまに“Next”をお届けします。 

2000年、ゴールドマンサックスのCTOを務めていたバーン・ブローネルがIT
システムの構築・運用現場が抱える課題を解決するため、自らイージェネラ
を立ち上げ、BladeFrame  とともに世に送り出したのが"プロセッシング・
エリア・ネットワーク（PAN）"アーキテクチャ。 

一般的なブレードサーバは、小型化したサーバ・ネットワークスイッチ・
ファイバーチャネルスイッチを一つのシャーシに納めたものであり、
構成としては従来型のサーバとほぼ同じです。その管理や定義の
負荷は非ブレードサーバと変わりません。 

PAN構成上の最大の特徴は、各サーバからNICとHBAを分離し、
リソース管理サーバ（cNode）に集約したところにあります。一元管理 
（プール化）されたハードウェアリソースを柔軟かつ容易に再構成
できるのです。そして、これを司るのが「PAN Manager  」なのです。 

「ハードウェア（資産）を持たず、サービスとして利用できる」 
―企業が大きく期待を寄せるクラウド。しかし現在、クラウドが
適用されているのは企業システムのごく一部。セキュリティや
内部統制、データの保全・・・クラウド適用までには、乗り越えなけ
ればならないさまざまな壁があります。目先の安さや流行に飛び
つくとITインフラに取り返しのつかない問題を抱えてしまうこと
になりかねません。では一体何が「最良・最適」なのか？それ
ぞれの企業が自らの経験と予測だけで選択しようとすると、
これまで以上に難しい判断を迫られることになってしまいます。 

今後のITインフラ構造改革に、クラウド適用は不可欠な要素です。
しかし、乗り物にたとえるならば、バスだけで海外旅行に行けない
ように、クラウドだけでITインフラ構造改革を実現するのは大変
難しいといえるのです。成功のポイントは、飛行機や電車やバスを
乗り継ぎ目的地へ向かうように、手段を使い分けること。 
その歩みをサポートするためスタートしたのが「Nextructure」です。

Nextructureの特長はこの3つ。 
 
 
 
 
自らの持つリアルな経験をもとに、「サービス」「運用」「構築」を
軸とした提案を行います。 
その中核的な役割を担うのは「PAN Manager   Software for 
富士通」をはじめとするPANソリューションです。 

PAN Manager  ソリューションの成長と 
パナソニック電工ISの取り組み 

ますます広がるPANの活躍シーン 

右頁で解説します。 

PANの誕生 

金融業界から広まり始めたPANは、それまで商用UNIXサーバを二重化
していたシステムをオープンソースのLinuxに置き換え、金融のみならず
ネットサービス業、製造業といった様々な業界が採用しました。日本におい
ても2002年以降、銀行，証券、製造業など50社以上が利用しています。 

多種多様な業界で採用されるPAN

イージェネラは2009年に"PAN Everywhere"を掲げ、これまでハードウェア
と一体としてきたPANを他メーカーのサーバに搭載。将来的にはPAN上で
あればあらゆるメーカーのサーバにシステムを移動可能な［マルチPAN］
とし、真の仮想化を実現する計画です。ユーザーの思いから生まれたPANは
今も進歩し続けているのです。 

真の仮想化の実現に向けて 

使い方によってクラウドに対する印象、とらえ方はまったく違う！ 

ビジネスユースに最適なクラウドコンピューティングのあり方をご提案 

Nextructureの中核テクノロジ ～PANがつくるITインフラの“Next”～ 

現在の企業のITインフラ 
NEXT Enterprise Computing
次世代の企業のITインフラ 次世代の企業のITインフラ 

■ 一般的なブレードサーバの構成 ■ PANシステムの構成 

クラウドコンピューティングに対する不安 

Cloud Computing --- what do you think ?

フリーメールを使って 
いるけどすごく便利！ 

ファイルサーバを 
使いたいときに、使ってます。 

安いし手軽！ 

サーバの性能もわからないのに・・・ 
データは安全に保存されるの？ 

置き場所もわからないなんて 
内部統制上問題があるのでは？ 

全部のシステムをクラウド化？ 
そんなのありえない！ 

Cloud Computing --- what do you think ?
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サーバ基盤としてBladeFrame  を初めて採用  
基幹システムへの展開を図る後継機種を含め現在15シャーシを運用 

PAN Manager  Software for 富士通 

“vmBuilder”を国内第一号で採用 
  400仮想OSを運用 
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BladeFrame  の販売を開始 
証券、ネットビジネス、製造業への導入を手掛ける 

Egenera社によるPAN Manager  ソリューションの展開 
パナソニック電工ISにおけるPAN Manager   活用の経緯 
パナソニック電工ISによるPAN Manager   普及・販売促進の経緯 

DELL PANシステムをアジア太平洋第一号で採用 
BladeFrame  と合わせ本格的なサーバ統合を開始 
現在4シャーシを運用 

BladeFrame  を使用した  
クラウドサービスを開始 

インフラ統合のノウハウを 
集約したコンセプト 
Nextructureを発表 

PAN Manager  Software for  
富士通の国内総代理店へ 
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NEXT Enterprise ComputingCurrent General Enterprise Computing

●コスト、ヒト ●パフォーマンス 

●ミッションクリティカル ●内部統制セキュリティ 

●バックアップBCP ●新旧技術の整合と移行 

●周辺システムとの連携 

用語解説 PAN（Processing Area Network）とは 

Egenera  BladeFrame

ブレードシャーシ 
（エンクロージャ） 

※pNode　物理ブレードサーバ　　 
※ｃNode　リソース管理サーバ 

Personal UsePersonal UsePersonal Use Business UseBusiness UseBusiness Use
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次世代情報システム 
基盤ソリューション 
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ストレージサービス 
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PANとは？ 


