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持続的競争優位性の高いネットワークの実現へ
―ジュニパーネットワークス―

サービスプロバイダ市場の動向

ハイパフォーマンス・ネットワークの実現に向けて
卓越したパフォーマンスとサービス統合を可能に
通信キャリアによるインターネット接続サービスが開始されて十数年を経過した現在、ネットワークは「つながる」ものから
「つながっている」ことが当たり前のものになり、人々の生活やビジネスを支えるインフラへと変わった。
このような動きの中で、ジュニパーネットワークス（以下、ジュニパー）は、卓越したハイパフォーマンスを誇る
ネットワークインフラの実現を支援する様々なソリューションを提供してきた。
ここでは、サービスプロバイダ市場の動向と、ジュニパーのサービスプロバイダ市場に向けた取組みを紹介する。
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図 3 「JUNOS」の強み： 1-1-1 による差別化
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