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クラウドコンピューティングへの
取り組みの重要性

ITのインフラストラクチャーはGoogleやAmazon，

Salesforceといった企業が，ネットワーク上に拡散したコ

ンピューティングリソースを使って，情報サービスやアプ

リケーションを提供しています．彼らは，データセンタ

ファシリティ仮想化技術を使って他社提供を行い，それを

クラウドコンピューティングと呼んでいます．

ネットワーク上で提供されるクラウドコンピューティン

グ環境はきわめて安価ではありますが，企業のサービスと

して使う場合に「信頼性」「継続性」については不安を覚え

る方も多いと思います．

私たちはそのようなお客さまに対して，安価なクラウド

コンピューティングという側面だけではなく，ネットワー

クやオペレーションなどとともに「安心・安全」なトータ

ルワンストップとしてのクラウドに対する取り組みを行っ

ています．このNTTコミュニケーションズの開発コードが

「Setten」です．

クラウドコンピューティング構想：
Setten

Settenの構想はあらゆるものを“つなぐ”というコンセプ

トを技術開発の側面にて構想化しているもので，技術やプ

ロダクトをつなぐアーキテクチャです（図１）．Settenが

目指すのは「ネットワークまで含めてトータルで安心・安

全なシステムを提供する」「既存のシステムはそのまま利用

可能でさらなるコスト削減と高付加価値化を実現する」の

2点です．NTTコミュニケーションズの提供するクラウド

環境においては，世間でいわれているクラウドコンピュー

ティングのファシリティ仮想化に対する取り組みだけでな

く，お客さまがすでに投資したインフラをもつなげる仕組

みを構築しています．

例えば，今までお客さまが新しい拠点やリモートアクセ

スを実現するためにはそれぞれ専用線やVPNをつなげ，シ

ステムに手を入れて新設される環境に開発が必要な場合が

多く，大規模拠点であればともかく，小規模拠点に関して

は非常に多くのコストがかかっていました．

しかしNTTコミュニケーションズが新しく提供するクラ

ウドにつなげてもらうことで，非常に安価に安心・安全に

既存社内イントラシステムにつなぐことを実現することが

できます（図２）．つまり既存のVPN（バーチャルプライ

ベートネットワーク）のように直接接続するということで

はなく，NTTコミュニケーションズのクラウドネットワー

クに接続することで，BizCITYを中心とする各種サービス

をお客さまが必要なときに必要なだけ利用していただける

ような形態でのサービス利用が実現可能となります．

例えば，グローバル拠点の開設の場合，拠点内LAN構築

から，ネットワーク，グローバルVPNの開設など多数の業務

が必要でしたが，Settenが実現されれば現地ISPに接続す

るLAN環境さえ構築すればアクセス管理などをNTTコミュ

ニケーションズが行うので安価に拠点の設備を整えられま

す．これはESB（エンタープライズサービスバス）のよう

につなぐ仕組みの提供と各プロダクトのAPIを定義するこ

とで実現しています．これにより柔軟で素早い開発が可能

になり，既存プロダクト（BizCITYですでに提供されてい

るBizCommunicator，テレビ会議システムなど）も簡単

に利用できます．

次に各要素技術開発の例を紹介します．

仮想ネットワークジェネレータ

次世代BizCITYを実現するうえで重要なポイントとして

安心・安全なネットワークの実現があります．

インターネット経由での接続は安心・安全につなげるこ

とが困難であるということが，企業の非常に大きな悩みと

なっています．そのような問題を解決する技術として仮想

ネットワークジェネレータの開発を進めています．お客さ

次世代BizCITYを形づくるクラウドコンピューティング構想

from NTTコミュニケーションズ

BizCITYは，ユーザの皆様が，いつでもどこでも手に入れることができる“自分のオフィスにいるのと変わらないビジネス環
境”を実現する新ブランドとしてNTTコミュニケーションズが提供するサービスです．BizCITYの次世代版として，リモートオ
フィスやグローバル対応を実現していくためのクラウドコンピューティングに対する取り組みを行っており，安心・安全なネッ
トワークとサービス提供のためのプラットフォーム基盤をクラウドコンピューティング構想「Setten」として開発しています．
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まには「サーバ側から機器設定を行い，誰でも簡単に利用

可能」「認証と暗号化の組合せにより，盗聴・改ざん・なり

すましを排除」「双方向リアルタイム通信を実現」といった

メリットを提供でき，クラウドコンピューティングで安

心・安全につなぐためのもっとも重要な技術になります

（図３）．

また，セッション制御技術と暗号化技術などセキュリ

ティ技術を組み合わせて，端末からクラウドまで，クラウ

ドから社内システムの中にある端末あるいはサーバまでの

安全な通信制御を実現することができます．

多要素認証

ネットワークが強固でも，ソーシャルネットワーキング

による，なりすましなどセキュリティの問題は解決しきれ

ませんが，認証要素を増やすことで，これを解決すること

ができます．

端末やカード，USBを利用した機器認証とNGNなどに

よるネットワーク認証，そしてIDパスワードとそれに付加

する生体認証などを組み合わせて本人性の確認を確実に行

えます．

図１　クラウドコンピューティング構想「Setten」のアーキテクチャ 
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図２　NTTコミュニケーションズクラウドが実現する例 
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WebOS

ユーザがアクセスするためのデスクトップ環境もリモー

トアクセスの場合は問題になります．

WebOSはブラウザでデスクトップ環境を実現する技術

でAjaxを用いるUIを使うことでインストールや設定などの

作業をお客さまが行うことなく，簡単なオペレーションで

サーバサイドコンピューティングを実現する技術です（図

４）．これはブラウザさえあれば動く技術で，Windowsだ

けでなく，Linuxや携帯端末などでも同じデスクトップを実

現できます（図５）．ネットワーク的にはHTTP/HTTPSを

使うのでネットワーク側の設定も不要，RDP（リモートデ

スクトップ）よりもサーバリソースを消費せず安価に実現

できます．

また，サーバ側の処理でSaaSアプリケーションのファ

イルどうしを組み合わせるなど，マッシュアップを実現す

ることも可能です．例えばSaaS上で作成した表計算ソフ

トウェアのファイルをユーザからはボタンをクリックする

だけで，経理システムにロードし，見積り書や損益計算書

などの情報をオートメーション化したり，オフィスファイ

ルで作成した営業日報などから日付データを読み込んでス

ケジューラでその日の動きを確認するなど，新しい使い道

を簡単に構築できるようになります．

さらにWebOSはあらゆるものをサーバ側で管理するた

め，企業内でのアプリケーション管理やWebOSを使って

いる社員の操作ログの管理など，幅広く安心・安全と業務

の効率化に寄与することができます．

仮想化データセンタ

セキュアストレージを中心に，リソースの仮想化，広域

分散，セキュアで容易なアクセスといった仮想化データセ

ンタの技術にも取り組んでいます．複数のサーバのリソー

スを集約し，そのCPU，メモリ，ストレージなどは，現時

点では大半のものがばらばらに運営されていますが，仮想

技術を使うことで複数のサーバに分散し，これをあたかも

NTTコミュニケーションズfrom

図５　WebOSの画面イメージ 
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図３　仮想ネットワークジェネレータ 
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図４　WebOSの概念 
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１台のサーバであるかのように使えます（図６）．

この技術により以下のようなメリットが挙げられます．

① 設備の使用率向上による安価なストレージサービス

の提供

② 秘密分散方式と組み合わせたセキュアなディザスタ

リカバリサービスの提供

③ 緊急あるいは一時的なリソース増加要求に対する柔

軟な対応

これらのほかにサーバ複数台を仮想的に見せているので，

ハード１台が故障しても冗長化が図れたり，分散・暗号

化・乱数化などを行っているため，ハードが盗難にあって

も，データを守ることができます．

End -Endオペレーション

ネットワーク保守は現時点ではネットワークの上側から

しか保守することができませんでしたが，お客さま宅内の

ゲートウェイを利用することで，ネットワークから端末ま

でをオペレーションできる仕組みを開発しています．端末

メーカとのパートナリングによりビジネスユーザ向けに切

れてはならないネットワークの冗長化や端末のケアといっ

たさまざまな使い方が想定されます．

お わ り に

Setten構想は，さまざまな商品やサービスをつなぐこと

です．つなぐことによって生み出される付加価値をパート

ナ企業に提供するSDP（Service Delivery Platform）で

あり，お客さまのビジネスにも貢献できる，それこそが次

世代BizCITYの姿なのです．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーションズ
先端IPアーキテクチャセンタ
TEL 050-3812-4661
FAX 03-5439-0483
E-mail setten-team-ia ntt.com
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図６　仮想化データセンタイメージ 
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