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概要 
ここ数年間、世界中のサービス プロバイダの有線 IP データの収益は横ばい状態で、今後もこの傾向は続くというのが大方の予想と

なっています。収益は横ばい状態ですが、トラフィックの需要は指数関数的な割合で増え続けており、コストの増加がサービス プロ

バイダを圧迫しています。今日、サービス プロバイダと企業のどちらも、SDN とネットワーク機能の仮想化（NFV）を組み合わせ

ることで、サービスの俊敏性と柔軟性を高めながら、コストを増やすことなく上昇するデータ需要に対処しようとしています。SDN 

と NFV を採用すれば、サービス プロバイダは新しい仮想化サービスを迅速に提供して、新たな収益機会を生み出すこともできます。

このホワイト ペーパーは、SDN および NFV のトレンドと技術を使用することによって、新しいビジネス サービスを迅速に提供し、

以前は対象外だった新しい顧客層や地域にアピールして収益を拡大し、機敏な新興の競合他社に対抗したいと考えるサービス プロバイ

ダのプロダクト マネージャーとマーケティング担当者に向けて書かれたものです。本書では、クラウドベースのマネージド サービス

の市場機会を考察します。また、サービス プロバイダが製品開発サイクルとサービス提供を変革し、最終的に収益を拡大するために、

ジュニパーネットワークスがどのように役立つかを明らかにします。

はじめに
サービス作成に対するジュニパーネットワークスのビジョンは明確で、サービス プロバイダのお客様のために積極的な目標を掲げて

います。Harvard Business Review によると、Amazon はソフトウェアの新しい変更を 11 秒ごとに 1 個リリースしています。これは 

1 日に換算すると 8,000 個のリリースとなります。1Web サービス企業と従来の Telco を比べるのには限界がありますが、ジュニパー

ネットワークスは世界中のサービス プロバイダが独自のサービスの俊敏性を実現できるよう支援しています。

ジュニパーネットワークスのビジョンは、NFV サービス提供プラットフォームを使用することによって、長期的なビジネス計画およ

び予測に基づいた資本集約的な構築プロセスから、実験的かつリアルタイムで市場力学に迅速に適応する継続的な活動へと Telco の

製品開発を進化させることにあります。以前は 12～ 18 か月かかっていたサービス開発サイクルが、今ではわずか数週間で完了でき

るようになり、数週間かかっていたサービス プロビジョニング タスクは数分で完了できるようになりました。超短期間での新機能のリ

リースは、以前は Web サービス企業のみが可能でしたが、今では従来の Telco も実現できるようになりました。また、ネットワーク 

サービスのセルフサービス ポータルは大幅にコストが削減され、顧客満足度が高まり、顧客離れが減っています。これらのメリットを

実現する鍵となる要素は、サービスの導入、運用、テストをエンドツーエンドで自動化することです。自動化により、収益を生むま

での時間が短縮され、エラーが減り、少なくとも一部のネットワーク運用コストを排除することができます。

全体的なアイデアは、市場のスピードや今日の顧客と企業顧客のオンデマンドの期待に合わせて、サービス提供に投資するというこ

とです。また、サービス プロバイダは顧客との関係や信頼されるアドバイザとしての地位を維持し、強固にすることができます。

クラウド CPE によるマネージド サービス
仮想加入者宅内機器（vCPE）などの NFV ソリューションをビジネス製品ポートフォリオに組み込むことによって、サービス プロバ

イダは仮想ルーターや仮想ファイアウォールといった新しいサービスを提供できるようになり、全体的な収益の拡大、顧客離れの減少、

サービス コストや設備投資の削減、サービスの俊敏性の向上を実現できます。仮想 CPE を利用すると、サービス プロバイダと企業

はサービス プロバイダやエンタープライズ データ センター内にある複雑で高価な複数の専用ネットワーク アプライアンスをソフト

ウェア アプリケーションに置き換えて、置き換える前と同じサービスの俊敏性とハードウェアのコモディティー化のトレンドの恩

恵を受けることができます。

この新しいソフトウェアベースの環境では、新しい製品や機能を開発するとサービス プロバイダの顧客基盤全体に展開できるので、

製品の計画および開発サイクルが短縮されます。ソフトウェアにネットワーク機能を実装することで、サービス プロバイダは、Web 

サービス企業が変更をリリースするのと同じように、継続した製品更新サイクルを実施できます。このアプローチは、サービス プロ

バイダのネットワークと顧客が最新のソフトウェアを実行できることを意味します。これにより、サービス プロバイダは、顧客あた

りの固定間接費を低く抑えるクラウドの経済性を活かしながら、収益性の高い新しいサービスを繰り返し迅速にリリースできます。

また、仮想インフラストラクチャでは後方互換性も維持されるため、サービス プロバイダは顧客の製品バージョンを簡単に管理でき

るだけでなく、さらにコストと複雑さを減らし、市場投入までの時間を短縮できます。最終的に、仮想ネットワーク機能（VNF）は

今日の多くのモバイル コンシューマ アプリケーションと同様に、比較的自律的な方法で日常的に更新されるようになります。

1 「How the Software Industry Redefines Product Management」（https://hbr.org/2014/06/how-the-software-industry-redefines-product-management）
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図 1：従来の CPE ベースのマネージド サービスとクラウドベースのサービス

世界中のお客様とのエンゲージメントに基づいて、ジュニパーネットワークスは一元化導入モデルと分散導入モデルを含めて「クラ

ウド CPE」を定義しています。一元化導入では、ネットワーク機能がサービス プロバイダ ネットワークまたはクラウド内に配置され、

分散導入では、ネットワーク機能が顧客の施設内に仮想化された形で配置されます。ジュニパーネットワークスでは、一元化導入を

「vCPE」、分散導入を「uCPE」と呼んでいます。2

ジュニパーネットワークスのクラウド CPE の定義では、施設内のどのネットワーク機能を仮想に置き換えるかについては限定してい

ない点にご注意ください。レイヤー 3 接続機能（ブランチ ルーティング機能の置き換え）または追加サービス（セキュリティ、最適

化、通知）のいずれか、またはその両方が含まれる場合があります。言い換えると、「仮想ブランチ ルーター」と「仮想アンチウィ

ルス」はどちらも仮想 CPE とみなされます。

仮想サービスの進化
市場は常に動いており、業界は全面的に混乱しています。この新しいサービスの枠組みへの移行は大変だと思われるかもしれませんが、 

ビジネス目標に基づいた段階的アプローチによって道筋を決めることが重要です。ジュニパーネットワークスでは、ほとんどのサー

ビス プロバイダの仮想サービス ポートフォリオを、まずクラウド サービスへの「入口」から導入して進化させたいと考えています。

この入口としては、仮想マネージド ルーター サービス、マネージド ファイアウォール、その他の種類のセキュリティ サービスなど

があります。次に、ジュニパーネットワークスはエコシステム イノベーション向けのオープン プラットフォームを提供しているため、

ユーザーはこれらの初期のルーティングとセキュリティ サービスを他の仮想レイヤー 4～ 7 サービス（コンテンツ配信ネットワーク

（CDN）やユニファイド コミュニケーション（UC）など）にスムーズに拡張できます。

図 2：サービスの進化の道筋
2 業界の一部では、「uCPE」など、すべての開発モデルを含む包括的用語として「vCPE」を使用することがあります。
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最後に、サービス プロバイダはクラウド ブローカー モデルを構築できます。ここで、すべての種類のクラウド サービス（IaaS、PaaS、

SaaS）を集約し、今日多くの企業が使用しているパブリック インターネットではなく、安全で信頼性の高い VPN を通して顧客に提供し

ます。クラウド サービスは、「VPN 上」の Over The Top（OTT）クラウド機能をリモート顧客のエンドポイントに提供するサービス  

プロバイダを介して市場外の場所にも追加できます。実質的に IT インフラストラクチャと他の情報通信技術（ICT）サービスのブローカー

になることによって、多くの OTT Web サービス企業は周辺機器の競合他社からサービス プロバイダの収益源へと変わります。バリュー 

チェーンにおける立場から、サービス プロバイダは機能拡張（これらのサービスへのアクセス管理、より優れたセキュリティの提供、完

全に新しいサービスの作成など）を有利に提供できます。

ビジネス ケース
クラウドベースのマネージド サービスのビジネス ケースは、さまざまなサービス プロバイダの導入状況や市場状況にプラスの影響を

もたらしています。ジュニパーネットワークスは、本書の後半で説明する「サービス作成プログラム」の一環として、世界中のサー

ビス プロバイダと密接に連携し、カスタマイズされたビジネス ケースを開発しています。

このセクションでは、クラウド CPE のビジネス ケースの一部の要素のみを定義しています。詳細については、「ネットワーク仮想化の

ビジネス ケースの構築」というホワイト ペーパーを参照してください。一般的に、分散導入（uCPE）には一元化導入（vCPE）ほどの

経済的メリットはありませんが、分散導入は法令順守やパフォーマンスの問題といった理由のために魅力的な選択肢となる場合があり

ます。さらに、分散導入では、サービス プロバイダと企業の両方にとってマイグレーション パスが簡単になることがよくあります。

収益上のメリット：

• 市場投入までの時間短縮。注文を受けてから新しいサービスをプロビジョニングするまでにかかる時間を数週間からわずか数

分に短縮できるため、あっという間に数週間分の追加収益がもたらされます。また、サービス プロバイダは、数か月または数

年かかっていた新しいサービスの開発サイクルを数週間に短縮することにより、大きな収益上のメリットも実現できます。

• 顧客離れの減少。クラウド CPE によって、全体的により優れたサービスを提供でき、顧客は購入前にサービスを簡単に試用で

きるため、顧客維持率が大幅に向上します。

• サービスの成長。購入プロセスにおける摩擦が軽減するため、新しいサービスの導入率が増加します。

追加収益は、サービスを提供できる市場を拡大することによって可能になります。通常、サービス プロバイダにとって、サービスの進

化の道筋は、既存の顧客と市場区分にアップセルするために新しいサービスを導入することから始まります。しかし、vCPE サービス提

供の改善された経済性によって、サービス プロバイダは、以前は収益を見込めなかった市場区分（中小企業（SMB）、大企業の遠隔地、

オフネットの地域など）を対象にしたサービスの提供が可能になります。仮想化によって利益率が向上し、クラウドによって世界中の

市場を対象にすることができます。

vCPE と uCPE も、今日のオンプレミスベースのマネージド サービスの進化において重要な役割を果たします。新しい機能の注文を

顧客から受けたら、無秩序に広がるコンポーネントをハイパフォーマンスで安全な多機能デバイスやクラウド接続に置き換えて、仮

想ネットワーク機能を介した新しいサービスのレイヤーを追加できます。これにより、注文や提供の自動化という利点を活かしながら、

資本集約的なインベントリ要件と導入運用コストが大幅に削減されます。

図 3：NFV による新たな収益機会

ジュニパーネットワークスの NFV プラットフォームによって可能になる拡張サービス カタログが新しいサービスや顧客の拡大を促

進すると同時に、自動化によってサービス プロバイダはこのカタログを効率的に管理できます。最終的に、サービス プロバイダが企

業顧客に魅力的なクラウド体験を提供する新しいビジネス モデルが可能になります。クラウド ブローカー モデルによって、サービス 

プロバイダは、クラウド サービス自体を直接提供することなく、ネットワークのセキュリティと信頼性における自社の核となる強みを

活かして、クラウド サービス分野で競争することができます。無秩序に広がるエンタープライズ クラウドにはオンプレミス、プライ

ベート クラウド、パブリック クラウドのコンポーネントが含まれる場合があるため、エンタープライズ クラウドの接続、アグリゲー

ション、および管理は、いくつもの複雑なタスクが関連する困難な課題です。しかし、手動のオフライン プロセスの多くを完全に自

動化できれば、これらのクラウド接続ビジネス モデルはサービス プロバイダにとって経済的に実行可能なものになります。

収益の
拡大

• 通常は十分なサービスを受けて
いない中小企業や大企業の支店
の、より優れた経済性と従来のソ
リューションに起因する仮想ネッ
トワークとセキュリティに対する
潜在需要を活用する

• 地理的に対象外の顧客に対応可
能になる

• パフォーマンスとセキュリティの
強化によって、サービス プロバイ
ダは他のクラウド サービスを
アップセルし、競合他社と競争
できるようになる

• ハードウェアをアップグレードせ
ずに新しいサービスを追加できる

• 幅広いサービス ポートフォリオ
によって顧客との関連性が増え、
クラウド ブローカーのような新し
いビジネス モデルが可能になる

新しい市場 新しいサービス/アップセル 新しいビジネス モデル

http://www.juniper.net/assets/jp/jp/local/pdf/whitepapers/2000612-jp.pdf
http://www.juniper.net/assets/jp/jp/local/pdf/whitepapers/2000612-jp.pdf
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クラウドベースのマネージド サービスの収益上のメリットと同様に、コスト上のメリットも大きくなる可能性があります。

• CPE ハードウェア。顧客サイトの機器をなくすことで、設置とテストのコストが不要になります。

• 資産の有効活用。仮想化とは基本的に、動的に移動可能な弾力性のあるリソース プールを作成することです。

• 顧客のサポートと保守。リモートで実行される機能によって、ワークフローを効率化できます。関連する自動化のメリットについ

ては、『SDN および NFV による自動化を通してサービス ライフ サイクルを変革する』と『SDN と NFV による自動化がもたらす

顧客メリット』の 2 つのホワイト ペーパーで詳しく説明しています。

• 全般管理。管理するインベントリと SKU が減り、必要なスペア パーツ、トレーニング、認定資格は少なくて済むので、コストを

削減できます。

移行とハイブリッド環境
物理サービスから仮想サービスへの市場の移行は既に始まっていて、世界中の大小両方の規模のサービス プロバイダが仮想サービスを

増やしています。従来の主要なサービス プロバイダはいずれも、自社のネットワーク全体で完全には仮想化を採用していませんが、 

電気通信業界最大手の数社は NFV と vCPE に移行しています。たとえば AT&T は、2020 年までにネットワークの少なくとも 75% を

仮想化すると公言しています。

仮想化マネージド サービスには勢いがありますが、顧客の施設やサービス プロバイダのネットワーク内から物理的な機器が少なくとも

今すぐ完全になくなるとは考えられていません。既に機能しているインフラストラクチャの変更を企業が納得するには、多大な信頼と

市場の大きな勢いが必要です。サービス プロバイダも同じく、自社の内部ネットワーク インフラストラクチャを移行するのには長い時

間がかかるでしょう。さらに、多くの顧客は、コンプライアンス、パフォーマンス、およびその他の要件のために、専用機器をベース

とした従来のマネージド サービスを引き続き選ぶでしょう。このような状況では、ジュニパーネットワークスの分散 uCPE ソリュー

ションを部分的に適用することができます。

NFV と SDN はキャリアのビジネス モデルを変えることはできますが、それは特定のインフラストラクチャに合わせた場合のみです。

理想的なのは、キャリアが柔軟な仮想化プラットフォームを採用して、新しいサービス、新しいパートナー、新しい地域、変化する

顧客の好みを試してみることです。キャリアはその後、「成功」するサービスの容量要求を処理するのに適した専用インフラストラク

チャにトラフィックをシフトできます。仮想化インフラストラクチャはスケールインまたはスケールアウトしたり、ピーク負荷を処

理するためにネットワーク内で移動したりすることができます。キャリアは、低コストの変動費ビジネス モデルと、高レバレッジの

利益率と運用コストをベースとした従来のモデルを動的に切り替えることができます。新しいサービスは低コストですぐに展開され、

同様に、廃止も必要に応じて容易に低コストで行われます。実績のあるサービスはキャッシュ フローの中心であり続けますが、新し

いサービスを迅速に導入できれば確実に生き残ることができます。

クラウドベースのマネージド サービスによって、サービス プロバイダのプロダクト マネージャーはネットワーク インフラストラク

チャを SDN と NFV に移行しながら、迅速に利益をもたらすことができます。サービス プロバイダは vCPE と uCPE（xCPE）を両

立させる提供オプションを採用することにより、顧客の既存のルーター、ファイアウォール、WAN オプティマイザ、VoIP PBX、お

よび他のネットワーク アプライアンスを自社の置き換えサイクルの RFP に移行して、ビジネスを勝ち取ることができます。また、サー

ビス プロバイダは、顧客のために新しい製品やサービスを迅速に革新し、繰り返すことができます。

ジュニパーネットワークスのソリューション：クラウド CPE
ジュニパーネットワークスは、優れたサービスを開発して提供しながら、業界におけるイノベーション リーダーの地位を獲得して維

持するサービス プロバイダを支援します。サービス プロバイダは、NFV 対応の改善されたエクスペリエンスを提供する直接的な顧

客とのつながりとブランドを持っていますが、ジュニパーネットワークスと提携することにより、ジュニパーネットワークスの NFV 

ソリューション アーキテクチャを使用して、この仮想化ネットワークのビジョンを実現できます。

ジュニパーネットワークスは商業的に拡張可能な初めてのクラウド CPE ソリューションによって、サービスの作成と提供を自動化し

ます。高度なレベルでは、ジュニパーネットワークスのクラウド CPE ソリューションには次の 3 つの主要コンポーネントが含まれ

ています（図 4 を参照。緑のブロックは、ジュニパーネットワークスのパートナーまたは他のサードパーティが提供するコンポーネン

トを示しています）。

• 管理およびオーケストレーション（MANO）：ジュニパーネットワークスの Contrail Networking および Contrail クラウド  

プラットフォーム

• VNF：さまざまなルーティング VNF とセキュリティ VNF を提供する、ジュニパーネットワークスの vSRX 仮想ファイア 

ウォールおよび vMX 仮想ルーター

• NFV インフラストラクチャ（NFVI）：コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング

http://www.juniper.net/assets/jp/jp/local/pdf/whitepapers/2000609-jp.pdf
http://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/whitepapers/2000611-en.pdf
http://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/whitepapers/2000611-en.pdf
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図 4：ジュニパーネットワークスのクラウド CPE ソリューション

ジュニパーネットワークスのクラウド CPE 導入モデル
ジュニパーネットワークスのクラウド CPE ソリューションは、分散導入（uCPE）と一元化導入（vCPE）の 2 つ柔軟なモデルで構成さ

れています。

分散 CPE

uCPE モデルは、顧客サイトに設置される市販の x86 アプライアンスで構成されます。このアプライアンスは、既存のサービス カタ

ログからのオンデマンド VNF に対応しています。企業の IT 担当者は、ポリシー、役割ベースのアクセス、セキュリティ、およびサー

ビス品質（QoS）を設定するなど、サービスを詳細に把握して管理できます。

分散 CPE ではサービス導入が最適化され、単一のデバイスが複数の VNF をサポートできます。この柔軟性によって、従来のサービス 

サイロが排除され、企業顧客はビジネス要件に対応しながら、新しいアプライアンスを必要とすることなくネットワーク サービスを

進化させることができます。

図 5：分散 CPE 導入モデル

その他の情報については、NFV ソリューションのページ（www.juniper.net/jp/jp/solutions/nfv/）を参照してください。
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http://www.juniper.net/jp/jp/solutions/nfv/
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一元化 CPE

一元化 CPE は、オンプレミスの機器からネットワーク サービスを抽象化し、サービス プロバイダのネットワークでサービス提供

チェーン全体を自動化します。新しいサービスはセルフケア ポータルから注文したり、オンデマンドでトリガーしたりすることがで

きます。vCPE ではマネージド サービスの導入が大幅に簡素化されるので、サービス プロバイダは、差別化され、拡張性に優れた階

層型サービスを迅速に提供することができます。

図 6：一元化 CPE 導入モデル

ジュニパーの特長
ジュニパーネットワークスはサービス プロバイダの利益のためにソリューションを作成することに焦点を当てており、それを証明する
ネットワークとルーティングの確かな実績があります。また、商業的に拡張可能な製品やサービスのポートフォリオを物理と仮想の両方
で適切に提供でき、複雑な環境内でそれを提供する方法を知っています。必ずしもすべてのサービス プロバイダが仮想世界にすぐに飛び
込む準備ができているわけではないため、ジュニパーネットワークスはハイブリッド ソリューションの実行も支援することができます。

ジュニパーネットワークスは物理機器、専用機器、BGP、MPLS といった現在の世界を理解している一方で、仮想世界内で実現できる
すべてのものの真価も認めており、この 2 つの世界の橋渡しをしています。ジュニパーネットワークスはキャリアグレードの仮想プラッ
トフォームと実績のある専用アーキテクチャを提供して、不確かな中程度のスループット アプリケーションに必要な弾力性や、大容量
アプリケーションに必要な拡張性とパフォーマンスに対処しています。また、ジュニパーネットワークスは包括的な自動化ソリュー
ションも提供しています。これには、ジュニパーネットワークス Junos® オペレーティング システム API や Junos Extension Toolkit と
いった自動化ツールを使用した自動ネットワーク運用や、Contrail Networking、Contrail クラウド、Contrail Service Orchestrator を
使用した自動サービス作成などがあります。

ジュニパーネットワークスは、インフラストラクチャ全体で Junos OS という共通のオペレーション システムを実行することによっ
て移行を容易にし、仮想ルーターや仮想ファイアウォールの機能セットが、対応するハードウェアベースの製品と一致するようにします。
さらに、クラウド CPE ソリューションによって、ユーザーは顧客の施設とキャリア クラウド内の両方で機能を仮想化できます。
vCPE と uCPE（「xCPE」）を両立させることで、サービス プロバイダの成長と競争力のある成功を促進します。また、ユーザーはジュ
ニパーネットワークスのブランド全体で共通の設計理念と、ツール、プロセス、ポリシーの共通セットを活用することができるため、
学習、統合、認定がそれぞれ一度で済みます。

ジュニパーネットワークスは製品戦略に対する全体的な企業理念に基づき、オープンで相互運用可能なエコシステムを信頼しています。
このアプローチは常に、当社の挑戦者としての考え方の重要な部分になっています。Contrail SDN コントローラは、オープン ソース コミュ
ニティからの多大な貢献によって開発されたオープンソースの Open Contrail 製品と同じソース コードを共有しており、ジュニパー 

ネットワークスの Contrail クラウド サービスは OpenStack を中心に構築されています。さらに、ジュニパーネットワークスは、関連す
るすべてのオープン標準組織に所属し、積極的に参加していることを誇りに思っています。たとえば、NETCONF プロトコルと YANG  

プロトコルは IETF によって標準化されましたが、ジュニパーネットワークスはこれらのプロトコルの開発に大きく貢献しています。

移行の取り組み全体に対するジュニパーネットワークスのコンサルティング アプローチは、移行が容易かつ効率的で、可能な限り生
産的かつ迅速に行えることを保証します。ジュニパーネットワークスのプロフェッショナル サービス チームは、お客様の現在の状況を
評価し、重要な統合の問題を特定し、指針とソリューション提案を提供し、開発と運用の全体をサポートすることによって、時間と
コストの両方においてユーザーの投資を最大限に活かします。

ネットワーク機能の仮想化は新しく、比較的実績が少ないため、IP への移行など、他の業界の変革を通じてサービス プロバイダを導
く経験があるベンダーがユーザーには必要です。ジュニパーネットワークスは、NFV は業界に混乱をもたらすが、ネットワークの進
化を妨げるとは考えていません。ジュニパーネットワークスは、ユーザーが先に進むための最適な道筋を識別し、変更を社内の利害
関係者に納得させ、全体的に機能する移行計画を策定し、ネットワークの未来を実現するソリューションを始動するのを支援します。

サービス プロバイダ ドメイン

MX シリーズ
エンタープライズ

マネージド 
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（L1/L2）

Contrail Service Orchestratorセルフケア
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VNF

VNF
vRouter

VNF

VNF
vRouter
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ジュニパーネットワークスのサービス作成プログラム
サービス プロバイダ業界は、エキサイティングで有望な変革の真っただ中にあります。あらゆる市場の混乱と同じように、そこには

勝者と敗者が存在します。ジュニパーネットワークスは指導的立場を担って、NFV 対応ネットワークの採用を推進し、お客様が強い

立場からビジネス上の決定を行えるようにします。ジュニパーネットワークスは「サービス作成プログラム」というものを作成し、

お客様がこのような困難で複雑なサービス作成の問題に対処するのを支援します。

図 7：ジュニパーネットワークスのサービス作成プログラム

サービス作成プログラムは、市場機会を評価および計測し、新しいサービスの最高の機会を決定するのに加え、サービス プロバイダ

にとって最も魅力的な市場区分を識別することによって開始されます。次に、ジュニパーネットワークスは新しいサービスのビジネ

スケースを作成します。これには一般的に、お客様が重要な経済的手段を理解するのを支援し、さまざまなシナリオを熟慮し、導入

リスクを最小限に抑え、サービス ライフ サイクルのさまざまな時点でのネットワーク内の異なる点における仮想化の経済性を考慮す

る、包括的なキャッシュ フロー モデルが含まれます。

次に、詳細なサービス定義、価格設定、バンドル、サポート、SLA のオプションを含むサービスをお客様と作成します。その後、 

新しいサービスを始動します。これには、販売の能力開発とトレーニング、チャネル パートナー（該当する場合）、マーケティング

通知、アナリスト向け情報、報道関係向け情報などが関係します。最終段階は、顧客向け資料やマーケティング キャンペーンの作成

などを含む需要創出です。

通常、ジュニパーネットワークスは初期段階により深く関与し、サービスの始動が近くなると、サービス プロバイダの社内マーケ

ティング チームがほとんどの作業を引き継ぎます。逐次プロセスとして進めることを意図していますが、時には手順が重複したり、

順番どおりに完了しない場合があります。順序に関係なく、ジュニパーネットワークスはお客様の内部スケジュールで作業し、状況

に応じて組織に関する障害に対処することで、プロセスの進行を促進します。

サービス作成プログラムはビジネス戦略とマーケティングが中心になっていますが、ジュニパーネットワークスはさらに、サービス 

プロバイダと連携してテクノロジと統合に並行して取り組むことによって、アーキテクチャの進化と移行戦略を確実に推進し、将来

に備えたインフラストラクチャを最適に準備できるようにします。ジュニパーネットワークスによって、サービス プロバイダは「購

入前に試行する」という戦略に非常に満足し、納得することができ、移行が進むとそのメリットは明白になります。

まとめ ̶ 俊敏性に優れたサービスを提供するプラットフォームの始動を準備する
お客様が一番気にしているのは、仮想化とソフトウェア定義ネットワークです。ジュニパーネットワークスのようなベンダーは、 

このような新しい戦略を実現することを求められています。NFV 対応ネットワークは、ネットワーク事業者とあらゆる規模の顧客の

両方に利益をもたらす技術力の新たな時代の先駆けとなっています。ジュニパーネットワークスは、NFV 対応の仮想ネットワークへ

の移行を可能な限りシームレスかつ収益性の高い方法で行う準備が完全に整っています。この機会を実現するお手伝いはジュニパー

ネットワークスにお任せください。

サービス作成プログラムの詳細、NFV デモの予約、概念実証（POC）の試用のセットアップについては、今すぐアカウント マネージャー

にお問い合わせください。

ビジョンの確立 新しいサービスの
観念化

投資対効果 市場投下

• サービス作成の共通ビ
ジョンを作成する

• 新しいサービスの最高
の機会を識別する

• 最も魅力的な顧客層を
対象にする

• キャッシュ フロー分析 - 
決行/中止

• 重要な経済的手段を
理解する

• シナリオ分析
• リスクを軽減する

• サービスの説明
• 価格設定
• マーケティングと始動
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クラウドプロバイダまで、ジュニパーネットワークスはネットワークの使い勝手や経済性を向上させるソフトウェア、シリコン技術

やシステムを提供しています。ジュニパーネットワークスは、世界中のお客様とパートナー企業のために尽力しています。詳しい情

報は、www.juniper.net/jp/ をご覧ください。

www.juniper.net/jp/

