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をはじめとするベンダー各社のご協

力の賜物と感謝しております。

現在、依然としてお客様のICT投資

が抑制傾向にあるなかで、お客様の視

点が“クラウドコンピューティング”

に急速に向いています。実際、クラウ

ドという雲の上で、多くのプレイヤー

が、活溌な活動を展開し始めています。

このようにお客様のクラウドへの期待

が高まる一方で、既存のICT環境をど

のようにクラウドコンピューティング

と連携させて運用していけばよいの

か、またクラウドコンピューティング

間の相互接続、さらには固定、モバイ

ル、グローバルと多岐にわたる物理的

なブロードバンド環境のシームレスな

接続など、お客様の疑問に対する明確

な解、ソリューションがまだ提示され

ていません。私は、キャリアとしての

NTTコミュニケーションズの重要な

役割は、クラウドという雲の上で各種

サービスを提供されるクラウドコンピ

ューティングのサービスプロバイダー

とそれを利用するお客様を安心・安全

につなげるための雲の中の仕組みを提

供することであり、それが私どもの新

しいビジネスドメインだと思っていま

す。技術的には、この20年間培って

きた仮想ネットワーク技術を拡充・発

展させ、ネットワークフリー、キャリ

アフリー、デバイスフリーに、エン

ド－エンドを物理的なネットワークに

依存せずにつないでいくことを目指し

ており、“あらゆるものを安心・安全

にユビキタスにつなぐ”というビジョ

ンを掲げ、クラウド化に対応したサー

ビス・環境の実現に向けた取組みを推

進しています。

原 日本ではこの20年間、ブロー

ドバンドのインフラ環境を整備して

きました。その結果、大企業はほぼ

100％、中堅中小及びSOHOも９割

がブロードバンド環境を実現してい

ます。このように高品質で強固なイ

ンフラストラクチャーが構築できた
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Yen 原さんが指摘されたクラウド

コンピューティングに関する様々な

課題については、その通りだと思い

ます。これまで多くのキャリアやサ

ービスプロバイダーは、多大な投資

を行って堅牢なインフラやサービス

基盤の構築に取り組んできました。

しかし、例えば音声通信の収益低下

に加え急増するデータトラフィック

への対応など事業環境の劇的な変化

の中で、新しいビジネスモデルを構

築する必然性に迫られています。そ

のためのインフラやサービス基盤の

強化に対する新規投資をいかに効率

的に行うかが大きな課題になってい

ると思います。私どもの創設者の一

人であるプラディープ・シンドゥ

CTOは、政府を含めインターネッ

トをベースにした新しいインフラへ

の投資をいかに行うかが極めて重要

であると述べています。

この新しいビジネスモデルをいか

に構築していくかという中で、“クラ

ウドコンピューティング”というキ

ーワードが注目を集めています。す

でに大手サービスプロバイダーが、

大規模なデータセンターを核にした

クラウドコンピューティングサービ

スを提供しています。クラウドコン

ピューティングの潜在能力を100％

発揮させるためには、データセンタ

ーはもちろん、データセンターとエ

ンドユーザーの間にある様々な要素

のケーパビリティ、例えばネットワ

ークの帯域、速度、QoS、さらには

セキュリティなどの機能を包括的に

カバーすることが重要です。私はク

ラウドコンピューティングには、サ

ービスとインフラストラクチャーの

２つの側面があり、特にクラウドイ

ンフラについては、データセンター

の内外のネットワークインフラを最

適化することが極めて重要だと思っ

ています。クラウドインフラの全体

最適を図ることで設備投資／運用コ

ストを含めたTCO（総所有コスト）

を削減し、サービス向上につなげる

ことが可能になります。そのために

は、データセンター・ネットワーク

をいかに進化させるかが鍵になりま

す。貴社は、クラウドサービスとク

ラウドインフラストラクチャーの双

方のビジネスを展開されていますが、

私どもジュニパーネットワークスは、

クラウドインフラを革新するための

様々な製品の提供に注力しています。

原 既設のデータセンターのクラ

ウド対応については、どのようにお

考えですか。

Yen 革新的なテクノロジーの進化

によって、サーバやストレージ、ネッ

トワーク機器などの性能がここ数年間

で飛躍的に向上していることから、新

しいデータセンターという形で投資を

行っても、投資金額は比較的早く回収

できると考えています。様々な技術革

新が、新規投資マインドの加速という

状況を生みだしているといえます。特

に仮想化技術は、必要なリソースの実

装やプロビジョニングなどに関して極

めて柔軟に対応できる技術であること

から、クラウドコンピューティングに

は必須のテクノロジーであると私は思

っています。仮想化の最大の利点は、

例えばデータセンターの観点では、リ

ソースを多くのユーザーに共有利用さ

せることで、効率化が図れるという点

です。

ただし、サーバやストレージの技

術革新に比し、データセンター内の

ネットワークの技術革新は遅れてい

るといえます。今後の課題として、

VM（仮想マシン）のモビリティ機

能の活用、例えばデータセンター間

をまたがる仮想化機能の活用があげ

られます。弊社では、約2年前から

データセンター・ネットワークをい

かに最適化するかという点で、信頼

性と拡張性の高い次世代データセン

ターファブリックの提供を目指す

「The Stratus Project」を推進して

います。本プロジェクトは、数百人

の様々な分野のエンジニアを投入

し、データセンターを構築・運用す

るお客様向けに、輻輳の原因となる

多段階層のネットワーク構成から、

単一スイッチのシンプルな構成のシ

ングルレイヤのアーキテクチャーに

進化させていくというものです。フ

ラットでany-to-anyの接続を可能
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しました。本サービスは、BizCITY

サービス基盤上でデスクトップ環境

を提供し、BizCITYの各種サービス

及びお客様のICTリソースをセキュ

アに利用できるクラウド型仮想デス

クトップサービスです。BizCITYサ

ービス基盤上のデスクトップ環境を

VPN／インターネット／モバイル

ネットワークなど様々なネットワー

クを経由して、PCなどの端末にはデ

ータは残さず、どこからでもセキュ

アに利用でき、しかもID数やサーバ

リソース単位の低廉な料金で、お客

様は必要なだけ追加・拡張し利用で

きるという特徴を持っています。Biz

デスクトップは、

お客様の利用シー

ンに応じ、「Bizデ

スクトップ ベー

シック」と「Biz

デスクトップ Pro」

の２つのメニュー

を用意しています

（図２）。

私どもは、仮

想ネットワーク

を拡充・発展させ、物理ネットワー

クに依存せず、あらゆるものをつな

いで、無限に拡がる仮想ネットワー

クの新たなマーケットを、様々なパ

ートナー様とのサービス共創により

創出していきたいと考えています

が、重要となるのが“ネットワーク

とデータセンターのシンプル化”だ

と思っています。ネットワークイン

フラはこの20年間で急速に進化し、

現在はレイヤ1は光の波長多重、レ

イヤ2はイーサ、レイヤ3は IPとい

う形でシンプル化してきて、コスト

パフォーマンスも向上しています。

しかし、先ほどYenさんがおっしゃ

にし、パフォーマンスの向上と管理

の簡素化、電力消費量の低減を図る

とともに拡張性にも優れたファブリ

ックによる理想的なネットワークの

実現を目指しています（図１）。

原 私どもは、冒頭お話しした“あ

らゆるものを安心・安全にユビキタ

スにつなぐ”というビジョンに基づ

き、高信頼のネットワークサービス、

堅牢なデータセンターを活用した高

セキュリティ・高信頼なクラウド環

境を実現する「BizCITYサービス基

盤」を構築し、SaaS、仮想ホスティ

ングなどのクラウド型サービスの拡

充に取り組んでいます。つい最近も、

BizCITYの各種サービスやお客様の

ICTリソースを、あらゆるビジネス

シーンでより安心・安全に活用でき

るクラウド型仮想デスクトップサー

ビス「Bizデスクトップ」を提供開始
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ったように、現在のデータセンター

はレイヤ2スイッチ、IPsecルータ、

セキュリティ機器、ストレージネッ

トワークが複雑に絡み合った構成と

なっています。クラウドコンピュー

ティングをお客様に安心してご利用

いただくためには、ネットワークの

シンプル化とデータセンターのシン

プル化を実現することが必要で、こ

れにより高品質で低価格なサービス

の提供が可能になると考えています。

Yen お客様には、クラウドコン

ピューティングの新しいテクノロジ

ーの利点を享受していただくことが重

要で、私どもの第一の役割はネットワ

ークをシンプル化することだと思って

います。つい先日「iPhone 4」が発売

されましたが、この中には私どもの

「Junos Pulse」というモバイル端末向

けの統合ネットワーククライアントが

入っています。これは、エンドユーザ

ーは意識することなくボタンを押すだ

けでモバイル端末のリモート接続を快

適に行えるようにしたソフトウェアで

す。こういったことをネットワーク全

体に関して考えていくことが重要で

す。また、データセンター内のネット

ワークのポイントは、ノード間接続を

いかに簡素化して実現するかです。実

は今回の来日の目的のひとつは、

「Interop Tokyo 2010」※で講演するこ

とですが、今回の講演で私が一番訴求

したいのが、クラウドコンピューティ

ングの基盤となる“データセンターを

含めたクラウドインフラのシンプル

化”です。簡素化を徹底したシンプル

なクラウドインフラを構築することに

よって、管理の自動化も実現でき、複

雑さに起因するオペレーションコスト

を削減し、TCOの低減につなげるこ

とが可能になります。

原 今のお話には、まったく同感で

す。私どもは、キャリアとして大規模

なネットワークを構築してきました

が、過去から現在まで技術の進化に合

わせてネットワークを拡充してきたた

めに、ネットワーク自体が複雑になっ

ています。複雑化すると当然、オペレ

ーションコストが増大します。サービ

スコストの大半は、オペレーションコ

ストといっても過言ではありません。

したがって、ここを圧縮するためには、

ネットワークのシンプル化を図ること

しか、方法はないと思っています。し

かも規模が大きくなればなるほど、ネ

ットワークをシンプルにしないと、高

品質のサービスは提供できません。

キャリアグレードの品質とは、とにか

くシンプルな構成のネットワークで実

現するものだと強く思っています。お

客様が実際にクラウドサービスを利用

する際の物理ネットワークを高品質に

するためのシンプル化の取組みに、

ジュニパーさんもご協力いただければ

と考えています。

Yen 喜んで協力させていただきま

す。なお、前述したThe Stratus

Projectの最初の製品リリースは、

2011年度を予定しています。
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図3 簡素化を徹底した次世代データセンターファブリックのイメージ

※編集部注：Interop Tokyo 2010において、ジュ
ニパーネットワークスのMX80 3Dユニバーサ
ル・エッジルータが、Best of Show Awardのプ
ロダクト部門大企業向けネットワークインフラ
構築製品グランプリを受賞。また、NTTコミュ
ニケーションズは、ShowNetのデモンストレー
ション部門とプロダクト部門でグランプリを受
賞している。
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