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ユーザ事例
世界最大の海運サービス会社が世界規模で IT ハード

ウェア フッ トプリン ト を 85% 削減

シスコのアプ リケーシ ョ ン ネッ ト ワーキング

サービス ソ リ ューシ ョ ンが、 英国でホス ト され

ているアプリケーシ ョ ンにアクセスする世界中

の 200 以上のブランチ オフ ィスに、 LAN （Local
Area Network） と同等のパフォーマンスを提供

し、 WAN （Wide Area Network） 帯域幅の最適化

効果を 50% 向上させます。

ビジネス上の課題

Inchcape Shipping Services （ISS） は、1847 年に

創業され、 東インド会社の船舶を支援しました。

今日、 ISS は世界最大の海運サービス プロバイ

ダーであり、 52 の国に 200 以上のオフ ィスがあ

ります。 船舶が到着すると、 ISS は代行業者とし

て、 タグボートの手配、港湾使用の許可申請、港

湾使用料徴収、燃料補給などのサービスを提供し

ます。 この会社は、 船舶が港に到着するたびに、

年間 58,000 以上の船舶を扱います。また、防衛、

機械事業、貨物サービスなど、その他多くの輸送

サ ー ビ ス も 提 供 し て い ま す。 Maersk、
ExxonMobil、 BP など、 船舶を所有またはチャー

ターしている組織が代表的な顧客です。

ISS は、2010 年までに規模と収益を2倍にすると

いう積極的なビジネス戦略を掲げています。ビジ

ネスの成長をサポートするために、 ISS は IT シ
ステムとインフラス ト ラクチャを合理化する取

り組みに着手しました。 また、 大規模な複合港で作業するスタ ッフのモビリテ ィ を高めるな

ど、 より多くのサービスとアプリケーシ ョ ンがビジネスにとって必要であるという ことも要

因になりました。 

ISS のグループ情報部長 Bryan Phillips 氏は、 次のように述べています。 「私たちはテク ノロ

ジーを利用して業務の遂行方法を改善し、 ビジネス

に価値を追加すると共に、 港に位置するオフ ィスの

構成および運用に対する大幅なコス ト削減と リ ソー

ス使用効率の向上を実現したいと考えました。 それ

を行う唯一の現実的な方法は、 ネッ トワークを最適

化したうえで、 IT サービスを統合すると同時に、 エ

ンドユーザの操作感は従来どおり維持し、 パフォー

マンスを強化するテク ノロジーを利用することでし

た。」

概 要
顧客

• Inchcape Shipping Services

場所

• 英国エセックス州チャフォード  ハンドレッ ド

業種

• ビジネス サービス

企業規模

• 従業員数 2,456 名 （全世界）

ビジネス上の課題

• 事業規模と収益を 5 年以内に 2 倍にする

• 世界中の多くの事業所が、品質が安定しない地域
の電気通信インフラス ト ラクチャに直面してい
る

• 世界中のユーザのモビリテ ィ を高め、サービス提
供を増やす

ネッ トワーク  ソリューシ ョ ン

• シスコ  データセンター ネッ トワーク  ソリュー
シ ョ ン

• Cisco Wide Area Application Services （WAAS）
• シスコ  ユニファイ ド  コ ミ ュニケーシ ョ ン シス

テム

ビジネス上の利点

• 世界規模で IT ハードウェア フッ ト プリン ト を
85% 削減

• 帯域幅の最適化の効果が 50% 向上

• 現地のイン フ ラス ト ラ クチャが貧弱な地域の
ネッ トワーク  パフォーマンスを改善

• 英国でホス ト されているアプリケーシ ョ ンにア
クセスする世界中のユーザに LAN と同等のパ
フォーマンスを提供

• 企業の CO2 排出量削減に貢献
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ユーザ事例
ISS は世界中の多くの地域で営業していますが、 開発途上国では常に高度な通信インフラス

ト ラクチャを利用できるとは限りません。 1 秒あたり  128 キロビッ ト という低帯域幅の場合

もあります。 ISS はスタ ッフが必要とする効率的なサポート  システムを構築するために、 こ

れらの問題に対処する必要があります。

ISS はシスコのネッ トワーキング機器を長年使用しており、 ネッ トワークを使用するシスコ

のデータセンター ネッ トワーキング戦略を採用することでネッ トワークの能力を拡大し、自

社のグローバルなブランチ オフ ィスのビジネス構造をサポートできる機会を得ました。 「ビ

ジネスをグローバルに拡大し、 簡単かつコス ト効率よ く 展開できるネッ ト ワーキング ソ
リ ューシ ョ ンとサービスを使用して IT スタ ッ フがその拡大をサポート してい く ためには、

ISS にとってシスコが最良の戦略的パートナーです」 と  Phillips 氏は話します。

「シスコは単にデータ  ト ラフ ィ ッ クを最適化するのではな く、 基盤となるネッ トワークを提

供します。 そのネッ トワークにシスコ  データセンター テク ノロジーや IP 音声ソリューシ ョ

ンのような他の多くのビジネス サービスを展開できます。そのため、以前は考えられなかっ

たような方法でインフラスト ラクチャの範囲と能力を拡大することができます。」

ネッ トワーク  ソリューシ ョ ン

ISS はシスコ製品を利用した WAN（Wide Area Network）を導入しており、Cisco VPN（Virtual
Private Network） を使用して本社とブランチ オフ ィスの Cisco LAN （Local Area Network）
をこの WAN に接続しています。 インフラスト ラクチャは完全に ISS 社内で管理されていま

す。 WAN の中央に位置するのは、 100 台のサーバと  3 テラバイ トのデータを持つロンドン

のデータセンターです。このデータセンターは英国北部の災

害復旧サイ トにつながっています。

ISS では、 実質的にすべてのデータ とアプリケーシ ョ ンを

データセンターに統合するプロセスを進めており、データの

量はさらに 3 テラバイ ト増加する見込みです。 メイン アプ

リケーシ ョ ンは YourISS です。 世界中のスタ ッ フがこのア

プリケーシ ョ ンを使用して、顧客に提供するサービスを管理

します。たとえば、船舶の港湾オペレーシ ョ ンに関するすべての情報が YourISS に記録され

ます。 港湾内での船舶の管理は多くが書類ベースであるため、 スキャンしたドキュ メン ト も

データに含まれます。 YourISS は顧客がオンラインで使用することもでき、 世界中どの場所

でも船舶の航行状況をリアルタイムで追跡および監視することができます。 顧客は港湾オペ

レーシ ョ ン中の船舶の状況を完全に把握でき、 入港前から最後の請求まで、 船舶関連の情報

を確認できます。

ISS は、 統合戦略をサポー ト および拡大するためのキーと し てシス コの Wide Area
Application Services （WAAS） テク ノロジーを使用しています。 このテク ノロジーによって

ネッ トワーク帯域幅を最適化し、 アプリケーシ ョ ン、 コンテンツ、 およびデータを英国で集

中管理しながら、 世界中のブランチ オフ ィスで LAN と同等の速度を実現できます。 Phillips
氏は次のように話します。 「シスコのテク ノロジーで私たちが気に入っている点は、 インテ

リジェンスであることです。 関連したデータをローカルにキャッシングしてアプリケーシ ョ

ンまたはプロセスに使用するので、 同じデータを何度も送信してネッ トワーク帯域幅を無駄

に消費することがありません。 このテク ノロジーでは、アプリケーシ ョ ンのデータ  パターン

を学習するので、 時間の経過と共にパフォーマンスは継続的に向上し始めます。
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ユーザ事例
Cisco WAAS によって帯域幅の使用が最適化されたため、 ISS では現在、 追加のサービスを

WAN に展開しよう と しています。それは、英国のメイン オフ ィスで使用する 80 台の Cisco
Unified IP phone と、 ドバイ、 チェ ンマイ、 オスロのオフ ィ スで使用する数百台の Cisco
Unified IP phone で構成されるシスコ  ユニファイ ド  コ ミ ュニケーシ ョ ン システムです。 シ

スコ  ユニファイ ド  コ ミ ュニケーシ ョ ンの主な利点の 1 つは、これまで IP テレフォニー サー

ビスの導入が不可能ではな く ても高コストであった場所にまで IP テレフォニー サービスを

拡張できることです。

各事業所では、 シスコのテク ノロジーによってモビリテ ィ もサポート されるため、 スタ ッフ

はワイヤレス機能の付いたノート  PC を使用して、 ミシシッピ デルタ地帯や北米のように複

数のサイ トがある広い場所を動き回るこ とができます。 ISS のシスコ  データセンター ソ
リューシ ョ ンは、 Dimension Data によって実装されました。

ビジネス上の効果

「シンガポールに入港している船舶のブリ ッジにいる代理人が、 GPRS 対応のノート  PC を
使用して、 英国のデータセンターと数秒で情報を交換できます。 その情報には社内の誰もが

アクセスできる一方、 重要なことと して、 顧客もオンラインで接続して船舶や積荷に何が起

きているかを確認できます。 アプリケーシ ョ ンとデータは英国でホスト されている場合があ

りますが、代理人にとっては自分のノート  PC に保存されているのと同じように動作します。

これが私たちのビジネスにとって Cisco WAAS が意味することです。」

シスコのアプリケーシ ョ ン ネッ トワーキング サービス ソリューシ ョ ンは ISS に対して根本

的な影響を与えています。 シスコのテク ノロジーを導入し、 分散したサーバやシステムを展

開する必要性を減らすことで、ISS は世界中のブランチでハードウェアの台数が 85% 削減さ

れると期待しています。 これには、 ISS の CO2 排出量削減に貢献するという利点もついて

きます。 小規模オフ ィスでは、 現在、 複数のサーバと  1 台のルータを使用している場合があ

ります。 それがシスコによってルータ  1 台だけに減ります。

シスコはまた、 CO2 排出量を削減することにより、 ISS の 「グリーン化」 の実績にも貢献し

ます。 Phillips 氏は述べています。 「私たちの戦略的な目標の 1 つは、 世界各国で CO2 排出

量を削減することであり、 Cisco WAAS を使用

してブランチ オフ ィス機器の必要台数を減らす

ことが、 その戦略の重要な部分です。 使用して

いたそれぞれのサーバが約 2 ～ 3 アンペアを消

費していたと考え、 全事業所数を乗算すると、

非常に大きなエネルギー消費量の削減になりま

す。」

さらに、 ISS は帯域幅の最適化効果が 50% 向上

すると予測しています。Phillips 氏は述べていま

す。 「東アフリカのジブチは、 シスコのテク ノロ

ジーによって実際に違いが生まれた典型的な例

です。 ビジネスの観点からは、 ジブチは急速に

成長しており、 現在 75 名のスタ ッフが配置されています。 しかし、 インターネッ ト接続に

は制約があります。 64 Kbps （キロビッ ト /秒） の接続しか利用できなかった時期があり、 現

在でも  256 Kbps にしかすぎません。 しかし、 Cisco WAAS を使用することで、 帯域幅をは

るかに有効に利用でき、 明らかな ト ラフ ィ ッ クの減少という大きな成果も見られるよ うに

なって、 帯域幅の最適化効果は 50% 程度向上しています。」

製品一覧

ルーティングおよびスイッチング

• Cisco Catalyst スイッチ

VPN
• Cisco IPSec VPN

アプリケーシ ョ ン ネッ トワーキング

• Cisco Wide Area Application Services （WAAS）
• Cisco Wide Area Application Engine （WAE）

アプライアンス

音声および IP コ ミ ュニケーシ ョ ン

• シスコ  ユニファイ ド  コ ミ ュニケーシ ョ ン

• Call Manager バージ ョ ン 5.0
• Cisco Unified IP Phone 7900 シリーズ
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ユーザ事例
Cisco WAAS がビジネスに与える影響のも う  1 つの例として、 コラボレーシ ョ ンを強化し、

時間とコス ト を節約できることがあります。 「販売入札があった場合、 北米の誰かがその入

札を処理して E メールで中東に送信し、次に中東で処理をして他の誰かに E メールで送信す

るのではな く、 全員が共同作業できるポータルを提供できれば効果的です。 それを行う最適

な方法は、 すべての関連情報を中央に集中させて統合し、 Cisco WAAS によって高速化され

た Web ベースのアプリケーシ ョ ンを使用してその情報にアクセスすることです。 この場合、

データが数千マイルも離れた所にあるとは、 誰も気が付きません。」

ISS がシスコを戦略的パートナーと して捉える理由の 1 つにシスコのデータセンター テク

ノロジーから得られるメ リ ッ トが挙げられます。ISS はシス

コのテク ノロジーを利用して、世界中のほぼどこにでも、す

ばや く 簡単に新しいオフ ィ スを構えるこ とができるので

す。 「私たちが行う必要があるのは、 事業所に 1 台の Cisco
ルータを設置するこ とだけであり、 そうすれば必要なすべ

てのサービスの大部分が提供されます。 また、 リモート で

メンテナンスを行う といったこともできます。 サイ トに IT
スタ ッフがいない事業所もあるため、 これは不可欠です。」

「シンガポールに入港している貨物船のブリ ッジにいる代理人が、 GPRS 対応の

ノート  PC を使用して、 英国のデータセンターと数秒で情報を交換できます。 そ

の情報には社内の誰もがアクセスできる一方、重要なこと と して、顧客もオンラ

インで接続して船舶や積荷に何が起きているかを確認できます。アプリケーシ ョ

ンとデータは英国でホスト されている場合がありますが、代理人にとっては自分

のノート  PC に保存されているのと同じように動作します。 これが私たちのビジ

ネスにとって Cisco WAAS が意味することです。」

Inchcape Shipping Services、 グループ情報部長、 Bryan Phillips 氏
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