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クラウド環境を支えるキャリアならではの基盤技術、ネットワークサービスの強化・シ
ンプル化を実現する「新 VPN（仮称）」など、セキュアでユビキタスなクラウド環境を実
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図 1 クラウドコンピューティングの課題解決の視点
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