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通信をコントロールできるため、セ
キュリティの向上も可能になるな
ど、ICTの高度化につながります。

̶NECはSDN関係の標準化活動に
深くコミットされていますね。

福田　SDNを 実 現 す る 技 術
“OpenFlow”の標準スペックを策
定 す るONF（Open Networking 

Foundation）をはじめとして、SDN

とが困難です。ICTシステムが大規
模化、複雑化するにつれ、この問題
が顕在化しつつあります。
そこでNW制御を個々のNW機器
から切り離し、ソフトウェアでNW

全体を動的に制御するようにしたの
がSDNです。目的地を入力すれば渋
滞などの状況変化に応じてリアルタ
イムにルートを変更することが可能
な、カーナビのような役割を期待で
きます。SDNの導入は ICTシステ
ム全体の見える化にもつながり、
NWの最適化だけでなく ICTリソー
スの最適化が可能になります。また

　

̶NECにおけるSDN事業の位置付
けを教えてください。

福田　NECは「ICTで世界中の社会
インフラの高度化を支える」ことに
より、世界中の課題解決に貢献した
いと考えています。そのために弊社
のビッグデータやクラウドに関する
ICTアセットを活用する上で、キー
となる重要な技術がSDNです。
̶SDNそのものについて改めてご
説明いただけないでしょうか。

福田　ルータやスイッチなど、ネッ
トワーク（以下、NW）制御とデー
タ転送を行なう従来のNW専用機器
は、自律分散型の制御を特徴として
おり、NWの構築や増設が容易であ
るというメリットがあります。しか
し自律分散型のNWにおけるNW制
御は、目の前の行き先表示板だけを
手がかりに運転するようなものであ
り、途中の道路工事や渋滞の状況も
わからずに進むため、目的地まで到
達するのに最適な経路を判断するこ

SDN（Software-Defined Networking）がデータセンターや研究機関等で活用されるよう
になるなか、NECは一般企業向けのSDNソリューション提供でも実績を積み重ねてい
る。SDNに関し他社に先駆けた取組みを続ける同社が有望視しているエンタープライズ
市場でのSDN事業拡大について、システムプラットフォームビジネスユニット担当の福
田公彦執行役員にお話を伺った。
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関係の各種標準化団体に参画してい
ます。技術の標準スペック策定や試
作開発等、貢献度の面でも世界的に
先行した位置にいます。
標準化活動に注力するのは、かつ

て IT市場で起きたのと同じく、NW

市場でも、オープン化や水平分業化
が進むと予想しているからです。標
準化により誰でもSDN市場に参入
できるようになりますが、そのこと
自体は市場を拡大するためにも歓迎
しています。
また ITとNWが融合した新たな

市場が生まれ、新しいソリューショ
ンにより新たな価値を創造する競争
が始まると予想しています（図2）。
̶どの程度の市場拡大を想定されて
いるのでしょうか。

福田　SDN市場のポテンシャルは非
常に大きいと考えています。2014
年の世界の市場規模は5,000億円を
見込んでいますが、各種市場調査を
もとに私どもが試算した2017 年の
市場規模は4.7兆円です。またある
調査では2013年に国内の市場規模
が1,000億円であるのに対し、2018
年には6,400億円近くになると予想
されています。年平均成長率にする
と45%という、急成長が見込まれて
いる有望な市場なのです。

̶NECは、他社に先行してSDNに
取り組まれてきました。

福 田　2011年 に 世 界 で 初 め て
OpenFlow対応のSDNコントローラ
とスイッチ“UNIVERGE PFシリー

ズ”を発売し、OpenFlow1.3への対
応もいち早く完了しています。
2013年10月には、このシリーズの
製品が世界初のONF認証を取得し
ました。
実環境における運用実績からの知

見を蓄積し、常に製品へのフィード
バックも行なっています。その成果
は、たとえばデータセンターのNW

運用の自動化を実現する統合運用管
理ソフトウェア“WebSAM vDC 

Automation”に活かされています。

̶SDNを活用している事例につい
てお聞かせください。

福田　SDNはデータセンターやテ
レコムキャリア、研究機関など、一部
の先進的な現場で活用されていると
いうのが一般の認識です。しかし私
どもは省庁、企業、大学、病院など、既
にさまざまな分野・業種のお客様に
SDNソリューションを提供してい
ます。具体名を紹介できるのはごく
一部ですが、その数は200システ
ムを超えています（図3）。

たとえば東日本旅客鉄道様では、
これまで駅構内のディスプレイに表
示される列車運行情報、防犯カメラ
やエキナカの情報をシステムごとに
専用のネットワークによって個別に
構築していました。このため、管理・
運用が煩雑となり、新たなサービス
の迅速な提供を妨げる原因ともなっ
ていました。こうした課題を解決す
るため、SDNを活用した「駅構内
共通ネットワーク」を構築。これに
より、東京駅を利用するお客様に、無
線LANによる快適なスマートデバ
イス利用環境の提供や東京駅構内の
ロッカーのタイムリーな空き状況の
情報提供など、より良い新サービス
を迅速にスタートできるようになり
ました。利用客も、駅係員も、駅構内
にいるすべての人が、さまざまな情
報を同時に、より快適に、そして公
平に得ることができます。
また金沢大学附属病院様では、異
なるポリシーの部門LANを統合し、
24時間365日の医療業務を支える
ネットワークの安定化と、運用管理
や設定変更に関わる人的コストの削
減を実現しています。病院への導入

コモディティ化 OSS化
水平分業化 クラウド化

仮想化
 

オープン化 低価格化 NW市場IT市場

オープン化 低価格化 

IT・ネットワーク融合市場における新たな価値創造へ

* 

IT市場において起きた変化がネットワーク市場でも急速に進展
IT・ネットワークが融合した新たな市場への新たなソリューションによる価値創造の競争へ変化

*:OSS Open Source Software

図2　SDNによるIT・NW融合市場の出現
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どは移動しながら利用することが多
く、NWを動的に変更しなくてはな
らないのですが、医療の現場ではミ
スが許されません。機器の誤接続は
医療過誤につながりかねないため、
接続を間違えないよう、病院ではさ
まざまな工夫や努力をされているの
です。その点、SDNを活用すると
NW変更が容易で確実になるため、本
業である医療活動に専念できます。
このようにSDNが病院に最適である
ことは、お客様である病院の方から
学ばせていただいたことです。
テナントの入れ替わりが多い商業

施設などにおいても、SDNにより
NWの構成変更や運用管理の負担を
大幅に軽減できると思います。

̶SDNの普及に向けた課題にはど
のようなものがありますか？

福田　SDNに対応するといっても、
全てのNW機器を一斉にリプレイス

事例としては、ほかにも名古屋市立
大学病院様の事例があります。
̶お客様の反応はいかがですか？

福田　非常に喜んでいただくことが
多く、「もっと早く導入すれば良かっ
た」という反応も頂いています。

̶特にSDNの導入が適している分
野はありますか？

福田　ご紹介した実績からもおわか
りいただけると思いますが、特定の
業種や分野に限定する必要はなく、
どのような分野でもSDNを活用で
きることが実証されています。ただ
事例を積み重ねるなかで「NWの構
成を頻繁に変更する可能性がある現
場には特に向いている」ことを実感
しています。さまざまな ICT機器を
管理するデータセンターに向いてい
るのは、まさに同じ理由からです。
また先ほどご紹介したように、病

院もSDNの活用に向いていると言
えます。病院で使われる医療機器な

するのは現実的ではありません。そ
こで既存のNWで使用できると同時
に、SDNに も 対 応 し た“SDN 

Ready”のNW機器を販売していま
す。NW機器のリプレイスが必要に
なったお客様にSDN Ready製品を
お勧めし、導入していただくのです。
こうしておくと、やがてSDN化が
必要になった時点でスムーズに
SDNに移行できるようになります。
̶お客様のSDNに対する理解とい
う面ではいかがでしょうか。

福田　現段階ではSDNを活用する
ことのメリットを、より多くのお客
様に知っていただくための努力がも
っと必要です。そのため、SDNを
活用されているお客様にご協力をい
ただきながら、さまざまな分野での
事例を作成しており、充分な数が揃
ってきました。
お客様のお話を伺っていると、

NWの運用管理が大変であっても、
それが「当たり前で仕方のないこと」
とお考えの場合が多いと感じます。
しかし実はSDNにより解決できる
ことがたくさんありますので、事例
の紹介により、そのことに気づいて
いただくことに力を入れています。
̶今後SDNの分野に参入する競合
他社も多くなると思いますが、その点
はいかがでしょうか？

福田　現時点で他社より先行してい
ますので、今後もこの優位性を維持
するための施策を考えています。ま
ずは、事例を一層充実化することに
より、SDNの良さと実績をアピー
ルしていく考えです。
̶本日は有り難うございました。
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図3　これまでのSDN事例/実証実験例
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