エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

特別企画

インタビュー

国内外一体をコンセプトに、クラウド時代に
最適な「Arcstar Universal One」を積極展開
NTT コミュニケーションズが提供するクラウドコンピューティング時代に最適なグローバルシームレスなビジネスバックボーン
「Arcstar Universal One」サービス。ネットワークの部材提供から、あらゆるものをユビキタスにつなぐ環境の提供を目指した
NTTコミュニケーションズの取組みについて、原隆一取締役と大井貴部門長のお二人にうかがった。

故障時の迅速なリカバリーの実現に
加え、インターネット接続や VPN、
専用線等々、ネットワークの部材を
提供するのではなく、複雑な設計・
設定を行わずとも、どこからでも常
にクラウドレディな環境を利用でき
ることです。しかもそれを品質と価
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