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高い顧客満足度とROIを可能にし

ているからである。

このマイクロミューズ社がさらな

るソリューションの強化を図るた

め、新たに２つの製品をラインナッ

プに加えた。１つがパフォーマンス

管理製品「Netcool/Proviso」、もう

１つがセキュリティインフォメーシ

視および測定、新サービスの迅速な

導入、ツールの統合と最適化、設備

投資と運用コストの削減、異なるア

ーキテクチャの統合、セキュリティ

情報の管理、顧客チャーンの低減な

どを実現しているからである。また、

世界各国の大手情報通信キャリアが

マイクロミューズ社の製品を採用し

ている理由として、大きな損失を招

くダウンタイムを回避するととも

に、MTTR（修復にかかる時間）の

短縮や稼働率の向上、リソースの縮

小と生産性の向上などを実現して、

通信事業者の業務を支えるOSS

（Operation Support System）ソリ

ューションのリーディングプロバイ

ダーとして世界 45ヵ国以上で販売

を展開するなど、高い評価を獲得し

ているマイクロミューズ社。同社の

コ ア コ ン ポ ー ネ ン ト で あ る

「Netcoolスイート」は、重要なビ

ジネスサービスやアプリケーション

サービスをサポートする ITインフ

ラストラクチャ全体をマネージメン

トするリアルタイム統合監視ソリュ

ーションとして、現在、世界各国の

大手通信キャリアをはじめ、インタ

ーネット、ワイヤレス、ブロードバ

ンドサービスなどの各種サービスプ

ロバイダー、そしてエンタープライ

ズ企業などに広く採用されている。

Netcoolスイートを導入した企業

は、その理由として、主に「収益の

増加」「経営効率の向上」「リスク管

理」をあげている。それは、

Netcoolスイートが提供するEnd to

Endの監視・管理ソリューション

が、SLA（サービス品質保証）の監

顧客� ネットワークオペレーションセンター�
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図1 Netcool/Provisoのデータソースとレポート

OSSのトップベンダーとして
大手通信事業者を中心に

高い顧客満足度とROIを実現
ソリューション強化に向けて
新たなレイヤーを対象とした

新製品の販売を開始
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ョン管理製品「Netcool/NueSecure」

である。今回の新製品の発表につい

て、マイクロミューズ・ジャパン㈱

の代表である市原裕行氏は次のよう

に語っている。

「米国の調査会社Heavy Reading

社が2005年4月に発表したレポート

において、OSSソリューションの

トップベンダーの認定をいただいた

当社が、唯一課題としていたのが、

パフォーマンスマネージメントのレ

イヤーです。この課題の解決策とし

て、2005年6月に米国ボストンに本

社を置くQuallaby社を買収しまし

た。Quallaby社は、BTをはじめと

した大手通信キャリアに向けて、優

れたパフォーマンスマネージメント

ソリューションを提供してきたベン

ダーです。今回の買収に伴い、多く

の実績を持つQuallaby社のソリュ

ーションを当社の製品ラインアップ

として発表することになりました。

また当社は、2005年８月に米国ア

トランタに本社を置くGuardedNet

社を買収しました。GuardedNet社

は、政府機関や各種サービスプロバ

イダー、エンタープライズ企業など

に広く採用されている、セキュリテ

ィイベント管理ソフトウェア・プラ

ットフォーム『NueSecure』を開

発・提供しているベンダーです。こ

のNueSecureは、SIM（セキュリ

ティインフォメーション管理）と呼

ばれる新たなセキュリティ分野を対

象とした製品で、セキュリティデバ

イスのログデータを収集・分析する

ことで、ネットワークの状況を可視

化することができます。これまで当

社は、IT事業運用者と彼らがサポ

ートしているビジネスサービスを一

体化したBSM（ビジネスサービス

マネージメント）を可能にするソリ

ューションを提供してきました。そ

して今回、新たなレイヤーを対象と

した２つの製品がラインアップに加

わったことで、BSMの領域におけ

る当社の優位性が、さらに確立され

たと思います。」

Netcool/Provisoは、主にネット

ワーク事業者、メガクラスのエンタ

ープライズ企業向けのソリューショ

ンとして、拡張性に優れ、大規模ネ

ットワーク環境でも充分に使用でき

る柔軟性にも富んでいる。また、数

多くのデバイス、プロトコル、ネッ

トワーク管理、ヘルプデスク、エレ

メント管理などとのインテグレーシ

ョンと、他のNetcool製品ともイン

テグレーションが可能である。この

Netcool/Provisoにより、パフォー

マンス管理だけでなく、OSS/BSS

（Operation Support System /

Business Support System）の環境

を一元的に管理することが可能なた

め、管理効率や顧客へのサービスを

飛躍的に向上することができるよう

になる。

Netcool/Provisoのアーキテクチ

ャは、４つのレイヤーから構成され

ている。各レイヤーが独立したコン

ポーネントになっており、優れた拡

張性、柔軟性により、使用環境に合

わせた構成をとることが可能であ

る。また、一旦集められた情報は、

相関処理、計算処理、グルーピング

され、セントラルデータベースに格

納されるので、データの一元管理が

可能である。
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図2 Netcool/Provisoのアーキテクチャ

OSS/BSS環境を一元管理する
パフォーマンス管理製品
「Netcool/Proviso」



ることである。

マイクロミューズ社の新製品であ

るNetcool/NueSecureは、複雑化し

ていくネットワーク環境に不可欠な

SIMを実現するソリューションで

ある。全てのセキュリティアラーム

を相関処理し、統合することで、効

率の良いセキュリティインフラ管理

を実現。他のNetcool製品とも連携

しながら、システムインフラ全体を

より効率よく管理、運用することが

できる製品である。

現在、企業におけるセキュリティ

製品の状況を見ると、ウイルス検出、

浸入検知、脆弱性検査、ポリシー管

理、ファイヤーウォールなどの多数

のセキュリティ製品が導入されてい

る。これらのセキュリティ製品は、

それぞれ単独で動いており、管理者

はそれぞれのセキュリティアラーム

に対して対応しなければならないた

め、膨大な時間を費やしているのが

現状である。この問題を解決するも

のとして注目されているのがSIM

である。SIMとは、セキュリティ

製品やネットワーク機器のログデー

タを相関分析して、ネットワークの

状況を可視化して、管理者が正確な

情報に基づいた判断のもと、セキュ

リティ管理を行えるようサポートす
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図3 Netcool/NueSecureのアーキテクチャ

マイクロミューズ・ジャパン㈱

E-mail：info-japan@micromuse.co.jp

URL：http://www.micromuse.co.jp/

お問い合わせ先

システムインフラ全体の
セキュリティイベントを統合する

SIM製品「Netcool/NueSecure」

マイクロミューズ・ジャパン「ユーザ カンファレンス2005」のご案内�
来たる平成17年11月7日、東京・永田町のキャピトル東急ホテルに於いて、「マイクロミューズ・ジャパン ユーザ�
カンファレンス2005」を開催することになりました。当カンファレンスでは、マイクロミューズの最新ソリューション�
及び英国ブリティッシュテレコム様によるマイクロミューズ ソリューションを使用した事例の発表等を行います。�
お忙しいことと思いますが、是非ご参加いただけますよう、お願い申し上げます。�

【開催概要】�

●�日時：平成17年11月7日（月） 13:00～18:30

●�会場：キャピトル東急ホテル�

　東京都千代田区永田町2-10-3

　�（地図：http://www.capitoltokyu.com/access/index.shtml）�

●�申込受付：下記のURLサイトからお申込みください。�

　 http://www.micromuse.co.jp/reg-userconf.html
※当日は製品のデモンストレーションを特設コーナーで行います。�

【カンファレンスの内容】�

●�マイクロミューズのビジネス戦略�

●�マイクロミューズ製品戦略及びロードマップ�

●�Netcool/Proviso Performance Management

●�Netcool/NueSecure Security Information Management

●�Business Service Management

●�国内事例紹介�

●� British Telecom様事例紹介�

お問い合わせ先�マイクロミューズ・ジャパン株式会社�
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町�
TEL：03-3237-5960（代表）　FAX：03-3237-5970
E-mail：info-japan@micromuse.co.jp　URL：http://www.micromuse.co.jp/

http://www.micromuse.co.jp/reg-userconf.html
宮脇康
線
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