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まだまだ一部でしかありません。例え
ば、お客さまとのインタフェースである
｢NTTコム ビジネスポータル ｣から、
ネットワークの品質が見え、そして
オンデマンドに変更できるようにす
ることが重要であり、NS部のみな
らず NTT Com全サービスに順次展
開を図っています。クラウド、ネッ
トワークといった単独の技術に基づ
く単独のサービス、単独のビジネス
で推進するというモデルでは成り立
たない時代の中で、GCVはかなり
先駆的な取り組みであり、NTT Com

にとってキャリアビジネスのチェン
ジモデルといえます。｢キャリアク
ラウド ｣ の活用方法については、
NTT Comがご提案するのはもちろ
ん、お客さまにも一緒に考えていた
だければと思います。モクモクとし
た雲（クラウド）が沸き立って入道

えないモヤモヤとしたクラウドでは
なく、雲の中味がよく見える ｢クリ
アなクラウド ｣の提供に向けた取り
組みに注力しています。
－ ｢クリアなクラウド ｣とは ････。

高部　一言でいいますと、品質です。
もちろん品質には伝送品質、接続品
質、信頼性、サービス機能としての
帯域など様々な要件がありますが、
これらが全てクリアになっていて、
お客さまが利用用途･目的に応じて
自由に選択できるようにすることで
す。世界中、いつでもどこでも、安
全 ･便利にクラウドサービスを利用
できるユビキタスなネットワーク環
境の実現が、NS部の使命です。
原　｢クリアなクラウド ｣を実現す
るための仕掛けとして、SDNや
NFVなどの仮想化技術を用いた各種
部品の提供に取り組んでいますが、

　

̶｢Global Cloud Vision（GCV） 2014｣
推進の要となるクラウドシームレスな
ネットワークサービスの強化に注力され
ていますが、最近の取り組み状況からお
聞かせください。

原　企業のグローバル化、ICTをめ
ぐる技術環境の変化の中で、クラウ
ド移行が拡大しています。これに伴
い、ネットワークサービスの概念が
大きく変わってきました。NTT 

Comは ｢通信キャリアのクラウド ｣
としての価値を提供することを基軸に
事業を推進しています。この ｢ キャ
リアクラウド ｣の要はネットワーク
であり、まさに“What’s Cloud？ 

That’s Network”といえます。この
点を踏まえ NS部では、中が良く見

｢Global Cloud Vision 2014｣を基軸に事業拡大に
注力するNTTコミュニケーションズ ( 以下、NTT 
Com)。ネットワークサービス部 ( 以下、NS部 )では
通信事業者ならではのキャリアクラウドの要となるネット
ワークサービスの価値向上に向けた取り組みを強化・
加速している。取り組みの状況を、原隆一取締役・ネッ
トワークサービス部長と、クローズドネットワークサービ
ス部門の高部文宏担当部長のお二人にうかがった。
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雲になるように、マーケットのカバレッ
ジを拡げていく。NTT Comの ｢キャ
リアクラウド｣は、大きくて元気で、ク
リアな“入道雲”です（図 1参照）。

－ネットワークサービスの在り方も変
化している ････。

高部　特にグローバルネットワー
クサービスという面では、大きく変
わりつつあります。NTT Comは、
海外ではほとんど他社からネット
ワークを調達してサービスを提供し
ており、ネットワークマネジメント
を付加価値として提供している会社
です。米国の大手ネットワーク事業
者で先日買収した Virtela社も全く
同様です。同社は自前のネットワー
クを一切持たずに、ネットワークの
マネジメントを強みとして提供して
おり、具体的には競争力を担保する
ために、オペレーションやデリバ
リー等の業務プロセスを徹底的に自
動化し、従来のキャリアとはネット
ワークのコスト構造を抜本的に変革し

ています。
原　ネットワーク
マネジメント＝品
質です。既存の
グローバルキャリ
アと伍して戦う
には、彼らと同
じ戦略ではなく、
Virtela社が提供
しているようにマ
ネジメントサービ

スを強みとしてお客さまに提供していく
ことが最も重要だと考えています。具
体的には“所有から利用へ”を自身
で実践し、供給過剰で値崩れが激し
い海外の高品質な回線を安価に調達
し、それらを徹底的に自動化して効率
的な運用を行うことで差異化していき
ます。またクラウド（DC） to クラウド
（DC）において、クラウドからネットワー
クまでエンド to エンドにマネジメントを
しっかりと行うことで、｢キャリアクラウ
ド｣ならではの強みを提供していきま
す。端末やM2Mを含め、あらゆる
モノが繋がる先は DCであり、NTT 

Comのクラウドとネットワークで、いか
にDCの価値最大化を図るかが重要
なポイントです。NTT Comは、ネット
ワークや音声サービス、セキュリティ
サービス等の個々の食材を料理して、
GCVという器に盛り付けて提供する。
しかもその食材毎に適切な味付けがな
された料理を売ることが我々の付加価
値だと思っています。
高部　従来のように食材を料理人に
提供するのではなく、料理をお客さ
まへ提供するわけですから、お客さま
へのアプローチ方法も変える必要が

あります。所有から利用というクラウ
ドの本質は、完成した料理をデリバ
リーしてもらうことだと思います。

－最後に、ネットワークの価値向上に
向けた最近の重点施策は ････。

原　基本は、①コストを最小限に抑え
た上で、クラウドに対応した物理ネット
ワークの提供（広帯域かつ低遅延、
Five9･Six9の高信頼性、あらゆる環
境から安全・安心にアクセスできる高
セキュリティネットワーク）と、②セキュ
リティを確保しつつ、キャリアフリー ･
デバイスフリー ･ネットワークフリーで
利用可能な仮想ネットワークの提供の
2点です。
高部　詳細は各論の頁でご紹介しま
すが、仮想化技術等を活用した多様
なアクセスラインから接続可能なマル
チアクセス･マルチキャリアの実現（別
稿② Arcstar Universal One Virtual、
⑥MVNO基盤、⑧ OCNモバイル
ONE）とあわせ、あらゆるモノが
ネットワークにつながる環境（別稿
⑦M2M）の追求、安心 ･便利にク
ラウドを利用いただくために、クラ
ウドとネットワークの接続自動化
（別稿④ AP-GW）や、高まるセキュ
リティ攻撃への防御（別稿⑤ DDoS

攻撃対策）、グローバルネットワー
クのさらなる効率化と機能強化、提
供エリア拡大（別稿③グローバルネッ
トワーク事業統合）を通じ、利便性向
上に注力しています。
－本日は有難うございました。

（聞き手：特別編集委員　河西義人）
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図１　キャリアクラウドの概要

ネットワークのマネジメント力
とデータセンター（DC）を持
つ強みを最大限生かす

クラウド時代に最適な物理／仮
想ネットワークの提供を目指す
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