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“Enterprise Cloud”のグローバルサ
ービス展開に注力しています。サー
ビス拠点は 14年度の 12拠点から、
図 1に示すように現在は 11カ国・
14拠点に拡大し、クラウドユーザ
ー数も全体で昨年の 5,300から

7,300件に増大しています。」
（クラウドサービス部 ホステ
ィングサービス部門 部門長 

栗原秀樹氏）

「Enterprise Cloud」は常に、
先進技術の導入による機能拡
充や、企業ユーザーのニーズ
を先取りしたサービス拡充に
取り組んでいる。以下、昨年

配信基盤に適したクラウドサービス
「Cloudn」と、企業の基幹システム
に 適 し た ク ラ ウ ド サ ー ビ ス
「Enterprise Cloud」からなる。MM

総研の調査によると、国内クラウド
市場において、NTT Comのクラウ
ドサービスは、ユーザーが利用・検
討しているパブリッククラウドの 2
位、プライベートクラウドでは 1
位を誇る。
「NTT Comでは、オンプレミス
のクラウド化を契機に、お客さまの
ICT環境をグローバルに最適化し、
お客さま事業のグローバル展開と、
それに伴う経営改革に貢献すること
を目的にした“Global Cloud Vision”
実 現 の 中 核 サ ー ビ ス と し て、

　

“クラウドファースト”、さらには
“クラウドネイティブ”へと企業の
ICT環境に対する考え方が大きく変
化する兆しを見せ始めた。企業の基
幹システムの基盤として、クラウド
サービスの検討・活用が顕著になり
つつある現在、クラウド市場は競争
が激化している。このような中、
「Global Cloud Vision」を基軸に事
業展開する NTT Comでは、ネット
ワークと一体的に提供する“キャリ
アクラウド”の強化を図っている。

NTT Comがグローバルに展開す
るキャリアクラウドは、コンテンツ

“次世代へ”進化を加速する企業向けグローバル
クラウドサービス「Enterprise Cloud」

事業ビジョン「Global Cloud Vision」を基軸に、顧客の ICT 環境をグローバルに最適化するシームレス ICTソリューションの展開に注力するNTT
コミュニケーションズ（以下、NTT Com）。その中核となるのが、企業の基幹系システムに対応した「Enterprise Cloud」だ。NTT Comでは、サ
ービス提供拠点の拡大やラインナップの強化・拡充に加え、次世代を見据えた次世代クラウド基盤の強化を加速している。

NTTコミュニケーションズ㈱
クラウドサービス部

ホスティングサービス部門
部門長　栗原 秀樹氏
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図 1　「Enterprise Cloud」のグローバルサービス展開

サービス拠点数、顧客数とも拡大

セルフマネジメント機能、
基幹システム／DBの
クラウド移行機能を拡充
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秋から今春 4月までの半年間にリ
リースした新機能／サービスの中か
ら特徴的な 3つを紹介する。
●クラウドとネットワークの即時連
携・セルフマネジメントを実現
「Enterprise Cloud」と企業向け

VPNサービス ｢Arcstar Universal 

One｣ 間の接続回線料無料に加え、
昨 年 10 月 8 日 に は「Enterprise 

Cloud」に接続するVPN／インター
ネット回線の帯域変更や経路情報の
設定変更、クラウド基盤内ネットワー
クの設定（サーバーセグメントの追加
／削除）を、ユーザー自身がカスタ
マーポータルからオンデマンドで実施
できる機能を提供した。この機能に
より、お客さまは、想定される最大ト
ラフィックに合わせた帯域であらかじ
め設備を保有する必要がなく、必要
な時に、必要な分のネットワーク帯域
を確保すればよいため、余剰設備に
よるコスト削減が可能となる。また、
クラウド内のシステム構成変更をお客
さま自身でオンデマンドに行うことが
できるため、システムの最適化を短
期間で実施できるようになった。
● ｢IBM i｣ 向けハイブリッドクラウ
ド基盤を提供
｢Enterprise Cloud｣ の機能強化と

して、IBM i（AS/400）で稼動する
基幹システムのクラウド化を容易に
実現する ｢Powerオプション ｣ と、
ファイル転送ツール「HULFT」を
利用量に応じ月額料金で利用できる
「HULFTライセンスサービス」を、
昨年 10月 10日より提供開始した。
「Powerオプション」は、IBM i

とWindows/Linuxとが低遅延でハ

イブリッドに利用できるサービス
で、オンプレミスと変わらない使い
勝手で利用できるだけでなく、災害
対策としても実現可能だ。
「HULFTライセンスサービス」は、
ファイル転送ソフトウェアでシェア
No.1である「HULFT」の各種機能
を「Enterprise Cloud」オプション
機能として提供。月額料金で、短期
間利用もでき、｢Enterprise Cloud｣
が展開しているグローバル基盤での
利用が可能なため、グローバル規模
のシステム連携を、容易にクラウド
上に構築・運用することができる。
● ｢Oracle Database Enterprise 
Edition RAC｣ の提供開始
｢Enterprise Cloud｣ では、従来の

｢Oracle Database Standard Edition 

One（以下、SE One）｣、「Oracle 

Database Standard Edition RAC（以
下、SE RAC）」に加え、本年 4月 6
日より、日本のクラウド事業者とし
ては NTT Comが初めて「Oracle 

Database Enterprise Edition RAC（以
下、EE RAC）」の提供を開始した。
これにより、高いパフォーマンスと
信頼性が求められる基幹システムの
データベースを、クラウド上でもリ
ソース単位で低価格かつ柔軟に実現
可能になる。また、ストレージにお
いては従来の約 40倍以上の高 I/O

フラッシュストレージを採用してお
り、DBの物理設計負荷の軽減と、
短期間でのシステム構築が可能であ
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※本サービスで提供されるOracleのライセンスは  
　NTTコミュニケーションズのクラウド上でのみ利用可能。  

図 3　Oracle ライセンスの BYOL 対応
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図 2　Oracle Enterprise Edition RACを追加
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る（図 2）。
ライセンスにおいては CPU単位

で購入でき、オンプレミス環境で利
用していたライセンスを「Enterprise 

Cloud」へ持ち込む（BYOL：Bring 

Your Own License）ことも可能。追
加のライセンスコストなしでクラウ
ド移行を実現できる（図 3）。

NTT Comでは、現在、Oracle製
品に対応したクラウドサービスの利
便性やパフォーマンスをお客さまに
体験していただくことを目的に、月
額料金を最大 2か月無料で利用いた
だける「Oracle Move to Cloudキャ
ンペーン」を実施している。
　

「Enterprise Cloud」はサービス開
始以来、基幹システムへの適用拡大
をはじめ、キャリアクラウドの強化
をテーマに進化させてきた。2015
年度は、基幹系システム利用の更な
る拡大と、お客さま保有のプライベ
ートクラウド環境をクラウド化でき
る Hosted Private Cloudの強化をテ
ーマに、次世代クラウド基盤による
サービスの取組みを強化・加速して
いる。
次世代クラウド基盤について栗原

部門長は、「図 4に示すように、
SDN上に専有型（Hosted Private 

Cloud／ベアメタル）と共有型
（OpenStackベースのパブリックク
ラウド）を組み合わせて提供できる
次世代クラウド基盤の開発、サービ
ス化を進めています。これにより、
いままで以上にお客さまのオンプレ

ミスのサーバー環境をそのままクラ
ウド化することが実現可能になりま
す」と語るとともに、「さらに、
SDNを活用した柔軟なネットワー
クを利用し、異なるタイプのサーバ
ー間をひとつのシステム基盤として
利用できるようにするほか、ストレ
ージも柔軟に接続できます。これら
は、カスタマーポータルを通じ、既
存クラウドや他社クラウドを含めて
一元的にマネジメントできるように
します」と述べている。

NTT Comは、OpenStackの活用
にも取り組んでいる。OpenStackは、
オープンソースで開発されているク
ラウド環境構築用のソフトウェア群
で、様々な 3rd Party製品と連携し、
ベンダーロックインしないクラウド
基盤を構築することができるとして
注目を集めている。また、ネットワ
ークの高機能化として独自の SDN

技術を導入し、この上に専有型と共
有型のクラウドサービスを提供する
というチャレンジングな取組みを行
っている。

さらに、次世代クラウド基盤の開
発に合わせ、複数クラウドサービス
の負荷状況やイベント情報等を単独
画面上で管理できるようにし、ネッ
トワーク、データセンターを含めク
ラウド全体をカスタマーポータルを
通じて一元管理できるようにする予
定だ。
なお、サーバー、ストレージ、

SDNを一体的にコントロール可能な
統合 APIのほか、各ベンダーが提供
する固有 APIの双方を提供し、シス
テム環境に合わせて最適な APIを選
択し、管理できるポータル環境を提
供することを目指している。

　

次世代クラウド基盤によるクラウ
ドサービスに向けた強化ポイントの
1つとして、ハイブリッドクラウド
の実現があげられる。
例えば、ライセンス上仮想化環境

に移行困難なソフトウェアや高速
DB、高負荷な処理を必要とするビ

ハイブリッドクラウドの実現
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図 4　次世代クラウド基盤のサービスイメージ

2015年度は次世代クラウド基盤に
よるサービスの取組みを強化
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ッグデータ解析等では、物理サーバ
ー（ベアメタルサーバー）が必要だ。
こ の よ う な ニ ー ズ に 対 し

「Enterprise Cloud」 で は、 現 在
Enterprise Cloud提供拠点とコロケ
ーションを１Gbps無料で提供する
「コロケーション接続サービス」を
提供している。しかし、コロケーシ
ョンエリアでの物理サーバーの構
築・設定は、物品調達が必要で、設
定作業もコロケーション内での手作
業が必要なため、それを考慮した構
築期間が必要であった。
これに対し次世代クラウドサービ

スは、SDNを活用し、物理サーバ
ー（ベアメタルサーバー）から共用
型仮想サーバーまで、一元的にオン
デマンドコントロール、セルフマネ
ジメントを実現。これによってカス
タマーポータル・APIを介して、サ
ーバーの作成／削除／再起動等がオ
ンデマンドで、セルフマネジメント
で可能になる。

これまで、クラウド化が難しく物
理サーバーを利用していたユースケ
ースについても、クラウド化が容易
になるのが次世代クラウドの大きな
特長だ。また、例えばオンプレミス
で「Hyper-V」や「vCenter」を利用
しているユーザーは、クラウド化に
伴い既存運用ツールの継続利用やプ
ロセス変更を回避したいというニー
ズが非常に強いという。このように
オンプレミスと同等の環境を、クラ
ウドでも実現したいというニーズに
対応できるメニューを提供し、企業
のクラウド化を強力にサポートして
いく予定だ。

2つ目の強化ポイントとして、デ
ータセンター間通信の強化があげら
れる。後続の頁で、NTT Comが提
供するグローバルデータセンターサ
ービス「Nexcenter」について紹介

するが、現在、NTT Comのデータ
センターは全世界 140拠点以上、
サーバールーム総面積は 35万 m2

以上にまで拡大している。今後は
DR（ディザスタリカバリー）を視
野に入れた複数データセンターの連
携ニーズやデータセンター間の通信
容量が増大することが見込まれてい
ることから、世界約 30以上の遠隔
データセンター間で最大 10Gbpsの
ベストエフォートネットワークサー
ビスを提供するほか、クラウド間通
信は無料で、クラウド－コロケーシ
ョン間、コロケーション－コロケー
ション間通信においても低価格で提
供する予定だ。
次世代クラウドサービスにより、
グローバルでのクラウドやコロケー
ションでのハイブリッドな構成、グ
ローバルでのシステム間通信、DR

といった要望に、キャリアならでは
のサービスでお応えする。

： NTT Com  
データセンター  

お客さま拠点 お客さま拠点 お客さま拠点 

[凡例]

クラウド  (次世代クラウド基盤)
クラウド

(次世代クラウド基盤) コロケーションコロケーション  

有料
(低価格)

有料
(低価格)

無料無料

： システム間通信  

10Gベストエフォートネットワーク

図 5　データセンター間接続サービス

データセンター間通信の強化で
キャリアならではの提案が可能に
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さらにキャリアならではのもう 1
つの強化ポイントとして、8月から
提供開始した「Arcstar Universal 

One Multi-Cloud Connect」があげら
れる。「Arcstar Universal One」は
NTT Comが全世界 196の国と地域
で提供する VPNサービスで世界で
初めてNFV技術を活用した「Arcstar 

Universal One アドバンストオプシ
ョン」や、世界初の仮想ネットワー
ク「Arcstar Universal One Virtual」
を提供するなど、世界最先端のネッ
トワークサービスを提供してきた。
「Arcstar Universal One Multi-

Cloud Connect」は、“マルチクラウ
ド”を実現するサービスで、すでに
対応していた「Salesforce」に加え、
「Microsoft Azure」や「Amazon Web 

Services（AWS）」といった他社事
業者のクラウドサービスを、NTT 

Comが提供する高信頼ネットワー
クにて、安価な接続料で利用できる

サービスだ。
もちろんクラウドとネットワーク

間の接続設定は、カスタマーポータ
ルからオンデマンドで行える（図 6）。
企業の基幹系システムでもクラウ

ドファーストの考え方が浸透した現
在、自社のクラウドしかつなげない
というのは、現実的ではない。クラ
ウドとコロケーションを組み合わせ
るなどハイブリッドの形が、最適な
ICT環境の実現には不可欠といえる。
「Arcstar Universal One Multi-

Cloud Connect」の提供により、自
社クラウドのみならず、他社クラウ
ド へ の 足 回 り と し て ｢Arcstar 

Universal One｣ が利用できるように
な っ た こ と に 加 え、｢Arcstar 

Universal One｣ のセキュアな環境で
他社クラウドを利用できるのは、ユ
ーザーにとって大きなメリットとい
える。

NTT Comでは、今後さらに接続
オプションの対象クラウド事業者や
拠点を順次拡充する予定だ。
　

NTT Comでは、次世代クラウド
サービスの提供に向け、API機能の
強化にも取り組んでいる。VM（仮
想マシン）管理やデータセンター内
ネットワークの管理、VMに接続す
るストレージの管理など、API

（VMware、OpenStack、独自 API）
の提供により、運用自動化の実現を
目指す。将来的には、全機能がシス
テム制御できるように各種 APIを
整備する予定だ。
以上、「Enterprise Cloud」の昨年
10月からの機能拡充と、次世代ク
ラウド基盤によるクラウドサービス
への取組みを紹介した。最後に、栗
原部門長は、「“次期クラウド基盤技
術開発タスクフォース”を昨年 8
月に経営企画部内に作り、現行のア
ーキテクチャを抜本的に見直すこと
から始め、現在具体的なサービス開
発に取り組んでいます。2015年
12月中には次世代クラウド基盤を
利用した、より柔軟にお客さまニー
ズにお応えできるクラウドサービス
をご提供しますので、ご期待くださ
い」と抱負を述べている。

※8月に『Enterprise Cloud システム構
築ガイド』を出版。クラウド利用の最
新動向から活用方法、ユーザー導入事
例まで、幅広い内容を網羅しており、
クラウドや「Enterprise Cloud」を理
解するには最適な一冊となっている。
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図 6　Arcstar Universal One Multi-Cloud Connect

API 機能の拡充－API による
全機能のシステム制御を目指す

「Arcstar Universal One 
Multi-Cloud Connect」による
マルチクラウドの実現
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