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Customer Case Study
製造サプライ  チェーンの常時稼動に対するコス ト効果

の高い保護

Lehmann & Voss がシスコ  スト レージ エリア ネッ トワークを展開して、 ミ ッシ ョ

ン クリテ ィ カルなアプリケーシ ョ ンをダウンタイムから防御

ビジネス上の課題

Lehmann & Voss & Co. KG （LUV） は、 100 年以上に

わたり化学製品と鉱物製品を専門に扱ってきました。

従業員数が 260 名を超える国際的な企業であ り、

2006 年度の売上高はおよそ 1 億 5,600 万マルクを達

成しました。 1990 年代の初めからヨーロッパ市場に

積極的に販路を広げ、それと同時に全世界に原材料を

調達するネッ トワークの拡充を続けています。最も新

しい開拓は 2006 年の中国での子会社の設立です。現

在、 LUV は同族企業ですが、 4 大陸にわたる 150 社
以上のサプライヤとの契約しています。

この会社の現在のビジネス モデルは、 外部調達と社

内製造の連携に依存しています。 LUV は世界の調達

市場にある程度まで直接販路を提供しているので、顧

客は供給の可用性を最大限に利用することができま

す。この中規模企業が、化学製品の商取引と流通の分

野で競合他社から差別化できているのは、特注素材を

提供しており、社内処理によるきわめて短納期での対

応が可能だからです。

内部処理システムの効率と安定性は、サプライヤから

顧客へと広がる最適化された価値創造チェーンの要

となります。LUV では業務全体に SAP のソフ トウェ

アを使用しています。それによって、たとえば、プロ

セスを最大限に標準化できるうえに、すべての倉庫と

概要

顧客名 ：

Lehmann & Voss & Co. KG

業種 ：

製造、 化学製品、 物流

所在地 ：

ド イツ、 ハンブルク

従業員数 ：

260 名

ビジネス上の課題 ：

• 顧客への供給能力を永続的に保証する

• リ ソースの利用効率を高めて資本コス
ト と運用コスト を削減する

ネッ トワーク  ソリューシ ョ ン ：

• シスコ  オプテ ィ カル ソリューシ ョ ンに
よって、 ハンブルグにある  2 つのコン
ピュータ  センターを接続し、ビジネスに
不可欠なデータベースの同期ミ ラーリ
ングを実現

• シスコ  マルチサイ ト  ス ト レージ エリア
ネッ トワーク  ソ リューシ ョ ンによって、
リ ソースの仮想化を実現

ビジネス上の効果 ：

• ミ ッシ ョ ン クリテ ィ カルなアプリケー
シ ョ ンをダウン タ イムから コス ト効率
よ く防御することによって、 カスタマー
サービスを強化

• 資本コス トおよび管理コスト を削減
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子会社が VPN と  Citrix Metaframe を通して中央のアプリケーシ ョ ン サーバにアクセスでき

ます。 そのため LUV では、 社内の連携の質を高めるためにも、 またできる限り高品質のカ

スタマー サービスを提供するためにも、 通信の品質を重視しています。

LUV は、 将来を保証するシスコ  ユニファイ ド  コ ミ ュニケーシ ョ ン ソリューシ ョ ンを 2004
年に導入しており、 すでに IP テレフォニーに移行済みでした。 それ以降、 サイ ト内および

サイ ト間のすべての通話は、 シスコのルータとスイッチをベースとする単一のネッ トワーク

上で実行されていました。また、 このネッ トワークでデータ  アプリケーシ ョ ンも処理してい

ました。 「共通のプラッ ト フォーム上で実行されるビジネス クリテ ィ カルなアプリケーシ ョ

ンが増えるにつれて、 高パフォーマンスと無制限のアベイラビリテ ィ を常時保証するという

課題も大き く なりました」 と コ メ ン トするのは、 まさ し く この課題に取り組んでいるプロ

ジェク ト  マネージャの Andreas Willenbockel 氏です。

ネッ トワーク  ソリューシ ョ ン

2006 年まで、 この会社のハンブルクにある 2 つのコンピュータ  センターは Lake Alster と
Wandsbek のサイ トに配置され、 2本の 2Mbps 回線でリンクされていただけでした。 このリ

ンクは 「複数の場所をカバーするバックアップ プロセスとしてはまった く不十分」 だったと

Willenbockel 氏は言います。つまり、運送業者を使用してサイ ト間でバックアップ テープを

物理的に運んでいたのです。 この方法はデータのセキュリテ ィに多大なリスクをもたらすも

のでした。 「主に災害時に備えた予防的手段として、 異なるサイ トにあるコンピュータ  セン

ターのデータベースを ミ ラー化することが不可欠でした」 と  Willenbockel 氏は続けます。

LUV の経営陣は、いずれかのコンピュータに障害が発生した場合は、重要な企業アプリケー

シ ョ ンのすべてを 24 時間以内に復旧して実行する必要があり、 重要なデータを絶対に消失

してはならないと要求しました。 回線容量を増やすさらなる理由は、 Andreas Willenbockel
氏によると、 共通のスト レージ エリア ネッ トワーク （SAN） を通してすべてのサイ トのス

ト レージ メディアを統合することでした。 SAP システムが Unicode に移行するという事実

があり、 ソフ トウェアが 2 バイ ト文字セッ ト を表示するようになるため、 将来的に容量の要

件がさらに増加することは明らかでした。

「我々はシスコの Coarse Wavelength-Division Multiplexing （CWDM; 低密度波長

分割多重） テク ノロジーを選びました。 このテク ノロジーが、 地理的に離れてい

る SAN アイランドのブリ ッジと して最適だったからです。」

-Avodaq AG、 LUV 担当アカウン ト  マネージャ、 Jorg Klein 氏
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1 つのプロバイダーのテク ノロジーに依存することを避けるために、LUV はダーク  ファイバ

と呼ばれる専用線を導入しました。 この光ファイバは、 会社が選択した回線テク ノロジーを

使用し て社内で管理し ます。 「我々はシス コの Coarse Wavelength-Division Multiplexing
（CWDM; 低密度波長分割多重） テク ノロジーを選びました。 このテク ノロジーが、地理的に

離れている SAN アイランドのブリ ッジとして最適だったからです」 と、 avodaq AG の LUV
担当アカウン ト  マネージャである Jorg Klein 氏は説明します。 avodaq AG はシスコのゴー

ルド認定パートナーであり、 ネッ トワークの技術革新やテク ノロジーに関連するあらゆる問

題について LUV を長年にわたって支援してきました。

現在の SAN プロ ト コルは本来、広範囲に広まっているファイバ チャネル （FC） プロ ト コル

と同様に、 短距離のみを対象に設計されています。 一方、 Cisco CWDM ソリューシ ョ ンは、

1 本の光フ ァ イバ上で複数の FC またはギガビ ッ ト  イーサネッ ト  データ  ス ト リームを

1Gbps または 2Gbps のチャネルを使って送信します。 しかも  50 km 以上離れた距離でも容

易に送信できます。 つまり、 個別の CWDM チャネルそれぞれが、 これまでコンピュータ  セ
ンター間で使用されていた 2Mbps 回線の数千倍の容量を備えているという ことです。 この

テク ノロジーのさらなる主要なメ リ ッ トは、 コンバージェンスのコンセプ ト を論理的に継続

するように、 ス ト レージへのブロック  アクセスが、 IP テレフォニーやサーバ データと同じ

ファイバを介して実行されることです。 さらに多くの容量が必要になった場合は、 伝送チャ

ネルを簡単に追加できます。

ビジネス上の効果

現在、 LUV のサーバとス ト レージの容量は、 論理的に完全に相互に独立しています。 つま

り、 アプリケーシ ョ ン データは特定のサーバに装着されたローカル ハード  ド ライブには保

存されず、中央にある共通 SAN プールに保存されます。すべてのサーバは冗長構成の Cisco
MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ SAN スイッチに接続されています。各コンピュータ  セン

ターには、 これらのスト レージ コンポーネン トが 2 つ導入されており、 HP EVA 4000 大容

量スト レージ システムが交互に接続されています。

「このような SAN は、 新しい CWDM 接続による同期ミ ラーリングされたスト レージを使用

した、 効率的なデータ  バックアップ システムの前提条件です」 と  Willenbockel 氏は説明し

ます。 「つまり、 SAN での仮想化を通して使用可能なリソースの利用効率が大幅に向上し、

それによって将来の資本コストが削減されます。 さらに、 ネッ トワークとスト レージの管理

が大幅に標準化されたため、 ギガバイ トあたりの管理の運用コスト も大幅に減少します。」

LUV の場合、 このテク ノロジーの採用を決定付けた要因の 1 つは、 Cisco スイッチ上のスト

レージ ネッ トワークを論理的にセグメン ト化することによって、仮想 SAN （VSAN） の柔軟

で安全なセッ トアップが行えることでした。 そのため、 従来の環境であれば 1 度きりだった

サービスを VSAN ごとに何度でも提供できます。それと同時に、Cisco Inter-VSAN ルーティ

ング テク ノロジーによって、 さまざまな VSAN からディスクまたはテープ システムを同時

に使用することができます。

「Cisco CWDM の柔軟性と  Cisco MDS シリーズの VSAN 機能を組み合わせるこ

とで、 完全なシステムになります。 つまり、 ビジネスに不可欠なすべてのアプリ

ケーシ ョ ンについて、きわめてコス ト効果の高い方法で高レベルのアベイラビリ

テ ィ を確保できるのです。」

-LUV、 プロジェク ト  マネージャ、 Andreas Willenbockel 氏
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シスコシステム
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「Cisco CWDM の柔軟性と  Cisco MDS Series の VSAN 機能を組み合わせることで、 完全な

システムになります」 と  Willenbockel 氏は言います。 「つまり、 ビジネスに不可欠なすべて

のアプリケーシ ョ ンについて、 きわめてコス ト効果の高い方法で高レベルのアベイラビリ

テ ィ を確保できるのです。」 

最終的に LUV は、 一方では経済的に妥当な一般的枠組みを、 も う一方ではビジネスの継続

性を実現し、 両者間のバランスを取ることに成功しました。 これは顧客に対して信頼性の高

い供給を提供することを意味します。

関連情報

シスコ  スト レージ エリア ネッ トワーク  ソリューシ ョ ンの詳細 ：

www.cisco.com/web/JP/product/hs/storage/

製品リスト

ルーティングおよびスイッチング

 MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ SAN スイッチ
ズ合同会社

都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン ・ タワー
com/jp
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com/jp/go/contactcenter
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