
クラウドの動向

■クラウドビジネスの潮流

クラウドコンピューティングという言

葉ができて，はや数年が経ちます．こ

れまでクラウドはバズワードとしてとら

えられる向きも一部にありましたが，今

や日本の主要ベンダやSIerもクラウド

を自社のビジネス戦略の大きな柱とす

る方針を打ち出すなど， ICT分野にお

ける大きなパラダイムシフトとして認識

されています．はじめに，クラウドのこ

れまでの潮流を２つに分けて概観して

おきましょう．

まず１つは，GoogleやAmazonを

はじめとする北米の大手クラウドプレ

イヤによるパブリッククラウドに関する

潮流です．例えば，Googleは検索サ

イト上での広告分野，Amazonはイン

ターネット上での電子商取引の分野で，

各々ビジネスを拡大してきましたが，

この過程において，自ら必要となるコ

ンピューティング資源への設備投資と

これら大規模システムを運用するため

に，スケールアウト＊の技術を確立させ

ました．このスケールアウト技術では，

１つのサービス（検索や商品のレコメ

ンド等）を複数のサーバで並列分散処

理する方式が採られています．Google

やAmazonはこれら本業ビジネスで培っ

た設備，運用力，技術力をベースとし

て，設備リソースを時間単位で貸し出

すパブリッククラウドとして発展させ，

現在では，Google Apps・Google App

Engineや Amazon Web Services等

が，コンシューマやスタートアップ企業

のみならず，一般企業や公共サービス

分野の主に非基幹系システムにも利用

されるようになりました．

もう１つの潮流として，現在のプラ

イベートクラウドへの潮流が挙げられ

ます．ここではVMware等により，１

つの物理サーバを複数の仮想的なサー

バに分割し，効率的にコンピューティ

ング資源を活用するための仮想化技術

が確立され，この技術を用いて企業シ

ステムのコストダウンと柔軟かつ迅速

なシステム構築が実現可能となりまし

た．これにより，企業向けのプライベ

ートクラウドビジネスが発展し，従来，

オンプレミス（自社運用型）でSI（シ

ステムインテグレーション）により提供

されてきた企業向けシステムをプライ

ベートクラウドへ移行する動きが進ん

でいます．この動きは，現在は非基幹

系システムを中心に進んでいますが，

一部の基幹系システムへの適用や特に

製造・流通業においては，グローバル

なプライベートクラウドの構築事例も

出てきています．さらに，パブリックク

ラウドとプライベートクラウドを適材適

所で併用するハイブリッドクラウドに

ついても，商用サービスの提供がすで

に日本でも開始されています．

これらの潮流を支えた技術は，決し

て新しいものではなく，クラウドがサー

ビスとして登場してきた背景には，コ

ンピュータやネットワークの性能向上

があります．サーバやネットワークの性

能が十分に上がったことで，仮想化や

分散処理が使えるレベルになり，それ

がシーズとなって，新たなサービス形

態・ニーズが生まれてきたといえます．

今後も，シーズ，ニーズの両面から，

新たな潮流が生まれてくる可能性が想

定されます．

■技術動向

次にクラウド分野における最近の技

術動向として，「クラウド基盤のコモ

ディティ化」「ネットワーク仮想化技術

の市場化と移せる化」「大量データ処

理技術」について，簡単に触れておき

たいと思います．

社会基盤を支えるクラウドコンピューティング基盤技術
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社会基盤クラウド実現に向けた
NTTグループの取り組み

ICT分野における大きな潮流であるクラウドは，今後広く社会基盤を支え
る中核技術として発展が期待されています．本稿では，クラウドの外部動向
について概観した後，NTTグループの目指すクラウドの方向性と，その実現
を支えるNTT R&Dの取り組み，さらには主な技術開発の概要について紹介
します．
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（1） クラウド基盤のコモディティ化

クラウド業界で利用される製品は従

来，ベンダ固有の技術が中心でしたが，

最近はオープン化・コモディティ化の

動きが加速しています．特に図１に示

すように，ファシリティ層でのFacebook

を中心とした「Open Compute」，ネッ

トワーク層でのONF（Open Network

Foundation）による「OpenFlow」，

IaaS層でのRackspace，NASA等に

よる「OpenStack」，さらにはPaaS

層でのVMware等による「Cloud

Foundry」といったオープンコミュニ

ティでの取り組みが注目されており，

今後，これら各層でのコモディティ化

の進展が予想されます．オープン技術

は，企業等の枠組みを超えた知の結集

であり，これらの動向を的確にとらえ，

上手く活用していくことが，今後ます

ます重要になってくると思われます．

（2） ネットワーク仮想化技術の市場

化と移せる化

これまで仮想化に関しては，サーバ

やストレージの仮想化技術により，

Amazon EC2/S3などに代表される仮

想サーバ，仮想ストレージのサービス

提供がなされてきました．これに加え

て最近では，スイッチやルータ，さら

にはファイアウォールやロードバランサ

などのネットワーク装置も仮想化して

提供することが可能になってきました．

さらに重要なことは，仮想化された

ネットワークの設定・制御のプロトコ

ルに，上述したオープンな技術である

OpenFlowを組み合わせたものが，急

速に市場化されつつあります．このネッ

トワーク仮想化の意義の１つは，「移せ

る化」の進展といえるでしょう（図２）．

現状，サーバ単体に関しては，計画的

あるいは故障発生を契機に，ある程度

短時間で同一拠点内もしくは他拠点の

ほかのサーバに移動（マイグレーショ

ン）できる状況にありますが，ネット

ワークを含めたシステム全体として継

続的に利用可能にするためには，マイ

グレーション先のネットワーク設定を

あらかじめ実施しておく必要があるな

ど，運用面での工夫が必要です．これ

に対して，ネットワーク仮想化技術を

活用すれば，オンデマンドで迅速にネッ

トワークの設定・変更が可能となり，

マイグレーションが容易になります．な

お，ストレージマイグレーションに関し

ては，ネットワーク帯域の制約がある

中で大量のデータを瞬時に移すことは

技術的に困難ですので，あらかじめ複

製を準備し，データ変更の都度，複

製先をアップデートする等，運用を含

めた対応が必要でしょう．

（3） 大量データ処理技術

従来から企業において，マーケティ

ングや生産計画等の意思決定支援

ツールとして，BI（Business Interi-

gence）分析ソフトやDWH（Data

Ware House）アプライアンス製品等

が利用されてきましたが，最近では，

Googleの検索処理技術を由来とし，

より大規模なデータ処理が可能な

Hadoopと呼ばれるオープンソースソ

フトウェアが注目されており，その利

用が進みつつあります．また，センサ

図１　クラウド技術のコモディティ化の進展 
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図２　仮想化とモビリティ 

現在 １～２年後 ３～５年後 

サーバモビリティ ネットワークモビリティ ストレージモビリティ 

静的マイグレーション 

ライブマイグレーション 

OpenFlow オーバーレイ 
VN-LINK, OTV, VEPA, VEB … 

Vyatta, Altor … 

Network as a Computer

差分転送 
同期転送・非同期転送 
P2P



技術や組み込みシステムの普及に伴い，

今後，収集可能なデータ種別が増える

ことが期待されることから，企業に加

えて公共サービスやコンシューマ分野

での大量データ活用も検討されていま

す（1）．さらに，センサから収集された

データを，リアルタイムで分析処理す

るための技術開発も進められつつあり

ます．

NTTのクラウド戦略

（1） NTTが目指すクラウドサービス

NTTグループでは，2008年にグルー

プ会社（16社100名）が参加するタス

クフォースとして「SaaS over NGN

タスクフォース」を立ち上げ，SaaSビ

ジネスの検討やサービス提供事業者へ

のSaaS基盤提供等，ビジネスの立ち

上げ・拡大に向けた取り組みを進めて

きました．さらに，2010年春には内外

のクラウドビジネスの状況変化や技術

動向を踏まえて，検討テーマをSaaSか

らクラウドへと拡張し，NTTグループ

全体のクラウドビジネスを牽引・拡大す

る「SaaS・クラウドタスクフォース」へ

と発展させました．このタスクフォー

スにおいて，NTTが目指すべきクラウ

ドに関して，以下の基本方針を策定し

ました．

・安心，安全，高信頼なクラウドを

提供

・アプリケーション，プラットフォー

ム，ネットワーク，端末を組み合

せ，最適化してサービスを提供

・オープン＆コラボレーションによる

社会基盤としてのクラウドの実現

この基本方針に基づき，NTTが目

指すクラウドの方向性を図３，４に示

します．ここに示すとおり，以下の４

社会基盤を支えるクラウドコンピューティング基盤技術
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例：ターゲット広告，マーケティング
需要の先読み 

図４　大量データ利活用による新たな価値創造 
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図３　NTTグループの目指すクラウド 
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点をNTTクラウドの目指すべき方向性

の大きな柱とし，NTTグループ各社の

強みとグループとしての力を最大化す

ることを目指したサービス開発を進め

ています．

① ネットワークも含めたトータル

なオペレーション，ワンストップ

のサービス提供

② 高信頼なクラウド基盤とクラウ

ド対応アプリケーション

③ シームレスでクラウドに適した

ネットワーク

④ クラウド上のデータ蓄積・分析

による価値ある知識の創造と社会

的課題の解決

（2） クラウドビジネスの展開分野

NTTグループのクラウドサービスは，

図５に示すように，法人，公共，コン

シューマの各分野へ順次展開し，各分

野の課題を解決していきます．各分野

においては，以下のとおりサービス展

開していきます．

① 法人向け：現在の主要なクラウ

ド適用先であるフロント系から基

幹系システムへ適用分野を拡大す

るとともに，お客さまのグローバ

ル展開にも寄与する．また，中

小・中堅企業や業界クラウドにも

順次展開先を拡大していく．

② 公共サービス向け：政府からク

ラウド技術の利活用の方向性が示

されている医療，自治体，教育向

けを中心に展開していく．

③ コンシューマ向け：ホームクラ

ウドやコンテンツ流通などNTT

が強みを発揮できるサービス向け

にフォーカスして展開していく．

NTT R&Dの取り組み方針

NTT R&Dでは， NTTクラウド戦

略に基づいてNTTクラウドを推進する

ため，NTTグループ全体のクラウドビ

ジネス開発とそれに必要な技術開発に

ついて，以下の方針で進めています．

（1） ビジネス開発

まずビジネス開発においては，前述

したように法人，公共，コンシューマ

向けの３つの分野に対して，グループ

連携の推進により各社の強みの融合と

プラスアルファの価値創造を目指して

います．また，グループ横断での戦

略パートナとの協業を推進していま

す．例えば，マイクロソフトとは，

Windows Azureとのクラウド間連携

によりハイブリッドクラウドを展開する

等の取り組みをしています．さらに，

ベンダやサービス提供事業者等の新規

のビジネスパートナとの連携により，さ

らなるクラウドビジネスの拡大を図り

ます．

（2） 技術開発

ビジネス展開に必要なクラウド基盤

の技術開発を，コストダウンを図るた

めの取り組みと差異化を図るための取

り組みとに大きく分けて進めています．

より具体的には，図６に示すとおり，

クラウド基盤を実際の情報処理を行う

「実行系」，実行系の運転管理を行う

「運転管理系」，実行系や運転管理系

のセキュリティを担保する「セキュリ

ティ系」に分類し，さらに各々をいく

つかの主要機能群に分類したうえで，

今後のコモディティ化を想定してコス

トダウンに取り組む領域と，競合他社

に対する差異化要素として取り組む領

域とに区分し，技術開発を進めてい

ます．

特に，実行系のファシリティ層～

PaaS層の一部に関しては，上述した

とおりオープンに利用でき，かつ今後

コモディティ化が想定される技術・仕

様がいくつかあり，これらを積極的に

活用するとともに，NTTからもこれ

らオープンコミュニティに対して，方

式提案やソース提供を通じて貢献して

いく考えです．また，クラウド間連携

に必要な標準化活動についても，グ

ローバルクラウド基盤連携技術フォー

ラム（GICTF: Global Inter-Cloud

Technology Forum）等を通じて推

進していきます．

一方の差異化領域としての研究開

発については，仮想ネットワーク運用

図５　NTTグループのクラウドビジネス展開分野 
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技術，大量データ分散処理技術，ク

ラウドセキュリティ技術等を中心に自

社開発に取り組み，これら先進技術の

クラウド事業への適用を具体化してい

きます．

（3） オープン＆コラボレーションの

推進

ビジネス開発と技術開発との取り組

みを迅速かつ円滑に推進する場として，

研究開発用のクラウド環境（R&Dク

ラウド）を整備し，ビジネスサイドか

らの要件・課題抽出と，それらを解決

する技術開発サイドからの要素技術提

供のサイクルの加速化を図っていき

ます．

技術開発の概要

NTT情報流通プラットフォーム研究

所では，前述の技術開発方針および技

術動向を踏まえて，技術開発に取り組

んでいます．その主なものについて概

要を紹介します．なお以下の文中の

CBoC（ Common IT Bases over

Cloud Computing）は，NTT研究所

における開発コード名を示しています．

■コモディティ化・コスト削減領域

の技術開発

（1） クラウド基盤の運用管理技術

（CBoCタイプ１）

クラウド分野では，現状でも多くの

市中・OSS製品が利用可能ですが，

技術の進展が非常に速い分野であり，

今後もさまざまな製品が利用可能にな

ることが想定されます．これに対し，

CBoCタイプ１では，その時々で最適

な市中・OSS製品を柔軟に組み合わせ

て実行系のスタックを構成可能なアー

キテクチャを採っていることを特徴の

１つとしています．また，クラウド上

で提供される各種リソース（サーバ・

ストレージ・ネットワーク等）の効率

的利用や利用負荷に応じたリソース増

減，さらにはクラウド基盤を構築してか

ら更改するまでのライフサイクル管理

を実現する仕組みとして，「プロビジョ

ニング」「運用監視」「キャパシティプ

ランニング」の一連の運用サイクルを

廻せる運用管理技術の確立を目指し

ています．

（2） OpenStackへの取り組み

オープン技術に関する取り組みの１

つとして，OpenStackコミュニティの

場で積極的に活動を行っています．

OpenStackは，Amazon EC2/S3

相当の機能を提供するオープンソース

のクラウド基盤です．Rackspace，

NASAをはじめ100社以上の企業が開

図６　クラウド基盤の開発方針 
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発コミュニティに参加し（NTTグルー

プからはNTTデータ，NTT研究所等

が参加），非常に活発な活動が行われ

ており，今後，この分野の業界標準に

なる可能性が高いとみられています．

NTT研究所では，商用利用を想定し，

それに必要となる機能追加やソフト

ウェア品質の確保・向上に関する提

案・取り組みを行っています．さらに，

OpenStackの試用サービスの運用

を行うFree  C loudプロジェクトにも

参加し，本プロジェクトを通じて

OpenStackの運用性向上にも貢献し

ていく考えです．

■差異化領域の技術開発

（1） 大規模分散処理基盤（CBoC

タイプ２）

クラウド上のデータ蓄積・分析によ

る価値ある知識の創造と社会的課題の

解決に向け，大量データ分析技術はそ

の中核技術として期待されています．

この大量データ分析を行うためのシス

テムは，大きく，①データ収集機能，

②データ蓄積・管理機能（大規模分

散処理基盤），③データ分析機能，か

ら構成されます．NTT研究所では，こ

の大量データ分析システムの全体アー

キテクチャの設計・運用技術を検討す

るとともに，特に②の大規模分散処理

基盤を差異化技術として位置付け，信

頼性，運用性，性能面に着目した技

術開発に取り組んでいます．

（2） 仮想ネットワーク運用技術

クラウド型データセンタでは，サー

バ仮想化による高集約化やマルチテナ

ント化により，データセンタ内のネッ

トワーク設計や設定変更が非常に複雑

化しています．これに対し，前述した

とおり，仮想的なネットワークをオン

デマンドに構成する技術が注目されて

おり，NTT研究所では，クラウドシス

テムにネットワーク仮想化技術を組み

込み，クラウドシステムトータルで運

用するための技術開発に取り組んでい

ます．これにより，サーバのマイグレー

ションと連動させて自動的にネットワー

クをマイグレーションさせることが可能

となり，例えば，災害対策ソリューショ

ンや電力削減対策（サーバリソースの

最適配備）への応用が考えられます．

（3） トレーサビリティ基盤（CBoC

TRX）

現在のクラウドサービスは，その運

用状況やサービス提供の実体がどこに

あるか分からないという不可視性から，

多くのお客さまにとってセキュリティ面

や運用面で導入障壁となっています．

これに対して，クラウド上に分散する

さまざまな「人の操作」「コンテンツの

移動」「プロセス動作」に関連した各

種ログ情報や連携システムの情報から，

一連の出来事を分かりやすく再現表示

することにより，事実の証跡説明能力

を兼ね備えた安心・安全を可視化・

証明するための技術開発に取り組んで

います．

■NTT R&Dクラウドの取り組み

NTT研究所内およびNTTグループ

内でのコラボレーションを推進する場

として，各R&D拠点を接続し，千数

百台規模のサーバで構成されるR&D

クラウドを整備しています．このR&D

クラウドでは，主に以下の取り組みを

行っています．

・研究所技術をフル活用してデータ

センタファシリティからアプリケー

ション基盤に至る総合的なテスト

ベッドを構築し，クラウドによる

抜本的な生産性向上，省電力化，

運用効率化を実現するための総合

技術を確立

・グループ会社との共同実験の場と

しても活用し，クラウドスタック

検証等を通じて新規サービス・ソ

リューションの型を創出

・研究所で開発したプロダクトを

R&Dクラウド上で研究者自らが

利用できる環境を整備し，研究所

プロダクトのさらなるブラッシュ

アップを推進

以上，技術開発の概要について紹介

しました．各技術の詳細は本特集記事

をご参照ください．
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クラウドはICTにおける中核分野であり，
今後の社会基盤を支える重要な要素の1つで
す．NTTグループは社会基盤を支えるクラ
ウドの実現に向けて，グループトータルで
の取り組みや先進技術の実用化を通じて貢
献していきます．
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