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進化するランドスケープ
MSP（マネージドサービスプロバイダ）は今後数年にわたって大きなビジネスチャンスを
迎えることになります。しかし、この市場は競争が激しいのも事実です。社内の課題を解
決するにあたって、企業は数多くの選択肢の中からマネージドサービスを選ぶことがで
きます。そのため、MSPが市場シェアを維持および拡大するためには、差別化を図り、優
れたサービスを提供しなければなりません。 

SD-LAN、SD-WAN、SD-Branch（LAN+WAN）、セキュリティなどの分野は大きなビジネ
スチャンスとなります。DIYからの移行に伴い、マネージドSD-WAN市場は2023年まで
に約76%拡大し、市場規模は57億5,000万ドルに達すると推定されています。1クラウド
マネージドWi-Fi市場は、オンプレミスWi-Fiよりもはるかに早いペースで成長を続けて
おり、今後数年間で21%拡大し、市場規模は37億5,000万ドルに達する見込みです。2

しかし、この市場機会を捉え、運用を変革することは決して簡単ではありません。企業が
急速にクラウドを導入したことにより、トラフィックパターンとお客様のニーズが変化し
ています。また、新しい接続モデルにより、収益や利益率は縮小しており、ネットワーク管
理はかつてないほど複雑になっています（図1）。

 
 

図1：エンタープライズとプロバイダの進化するランドスケープ 

マネージドサービスとしての 
AIドリブンエンタープライズ 
エクスペリエンスファーストネットワーキングアシュアランスで多様な顧客ベースに
対応 

課題 
• 市場シェアを拡大するためには、差
別化を図り、従来のテクノロジーでは
実現できないサービスを提供する必
要がある 

• 接続サービスやハードウェア/ソフトウ
ェアサービスの利益率は縮小している 

• クラウドの導入とリモートワークへの
移行により、トラフィックパターンが 
変化している

• アプリケーションの無秩序な広がり
と重複する大量の管理ツールの存在
により、混乱を避けることが困難にな
っている

• 人材や技術的リソースのギャップによ
り、お客様のニーズに対応して優れた
エクスペリエンスを提供することが困
難になっている 

ソリューション 
• クラウド接続のAIエンジンですべて
のネットワーク（無線、有線、WAN）
を保守 

• 充実のサービスカタログと各種の新し
いクロスドメインネットワーキング機
能で顧客ベース全体に対応

• 包括的なポータルとダッシュボードで
クライアントの環境をサポート 

• 優れた根本原因分析と対話型インタ
ーフェイスですべてのネットワークを
サポート 

• 是正措置を自動で実行してMTTR（平
均修復時間）を大幅に短縮

メリット 
• エクスペリエンスファーストネットワー
キングで成長と差別化を実現 

• インフラストラクチャ全体の収益性
を向上 

• 単一のフルスタッククラウドプラット
フォームで運用を簡素化し、統合型
AIOpsでトラブルシューティングを自
動化 

• 完全なAPIプログラマビリティにより、
サードパーティの機器、システム、アプ
リケーションをサポート 

• ユーザーエクスペリエンスの最適化、
ゼロトラストセキュリティの強化、業界
屈指のテクノロジーにより、お客様の
ロイアリティを改善 

1 出典：Gartner Competitive Landscape for Managed SD-WAN Services 
2 出典：Omdia Cloud Managed Networking Market Forecast, 2020-2025、2021年7月

https://www.gartner.com/en/documents/3981636
https://omdia.tech.informa.com/
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これらすべての課題の中心にあるのが、エクスペリエンスです。 
ユーザーの求めているサービスや必要としているパフォーマンスを
提供できないと、カスタマーエクスペリエンスが低下します。また、
管理ツールが無秩序に広がった結果、混乱を避けることが事実上
不可能となっており、MSPのエクスペリエンスが低下しています。 
一部の事業は、以前と比べて収益性が下がっており、優秀な人材を
確保することもますます困難になっています。

エクスペリエンスの重要性 
利益率の高い収益を得る機会を実現するためには、優れたカスタ
マーエクスペリエンスの提供が不可欠です（図2）。 

有線、無線、WANのフルスタックにわたって最適化されたエクスペ
リエンスをエンドユーザーとIT管理者に提供し、運用を簡素化しな
がら、デバイス、アプリケーション、ユーザーの増加に対応するカギ
となるのが、AIOpsです。運用の簡素化と最適なエクスペリエンス
の提供によってロイアリティを改善するには、サービスカタログ全
体でリアルタイムのインサイトと自動化が必要です。 

複数のソリューションをクラウドで接続し、共通のAIエンジンを
活用すると、より簡単にソリューションを展開してネットワークを
運用できるようになるため、ビジネス運営の改善につながりま
す。AIOpsを広範なポートフォリオ（無線、有線、SD-WAN）で活用す
ることにより、サービスカタログを迅速かつ効果的に拡張し、収益
性を強化できます。柔軟なCPEオプションとともに、ソリューション
をソフトウェアとして提供すれば、さらに有効です。 

統合型AIOps（IT運用機能のための人工知能）により、根本原因分
析とイベント関連付けを実行して、問題を迅速かつ自動的に（理想
としてはお客様が問題に直面する前に）修正し解決できます。トラ
ブルチケットシステム全体を自動化することが重要です。それを可
能にするのが、既存のBSS/OSSや顧客システムとシームレスに連
携するためのAPIプログラマビリティです。 

AIの対話型インターフェイスと自然言語処理エンジンがあれ
ば、MSPはネットワークを運用して、IT顧客やエンドユーザーに卓
越したエクスペリエンスを提供できます。その結果、MSPと企業の
つながりが強化されます。

MSPがこのようなサービスをクライアントからクラウドまでのエン
タープライズネットワーク全体にわたってサポートできるのが理想
です。これにより、優れたSLAを提供し、お客様のロイアリティを改
善できます。 

ジュニパーでは、MSPが自社のビジネスを成長させ、運用を簡素化
し、収益性を高めるための方法を数多く提供しています。例えば、
エンタープライズネットワーキングおよびセキュリティ、マネージド
サービス、コンサルティング機能（設計、導入、最適化など）の基本
的な再販です。MSPの現在のニーズに合わせてソリューションをカ
スタマイズして分割導入することも可能です。例えば、マネージド
LAN製品を導入した場合、使用しているベンダーハードウェアにか
かわらず、クラウドベースの管理プラットフォームを使用して、SD-
WANドメイン全体にわたりネットワーク上でのユーザーエクスペ
リエンスを可視化できます（または、マネージドSD-WAN製品を導
入してLANドメイン全体を可視化することもできます）。

図2：MSPの成長と差別化のためのツール 
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AIOpsでエクスペリエンスを最適化 
AIOpsをあらゆるドメインで活用して、エクスペリエンスを最適化で
きます。ジュニパーのAIドリブンエンタープライズの役割は、インサ
イトと自動運転アクションを通じて、クライアントからクラウドまで
のフルスタックを自動化することです（図3）。 

ジュニパーのAIドリブンエンタープライズを活用することにより、問
題が発生しているどのドメイン（WAN、有線、無線）でも、ユー 
ザーエクスペリエンスに影響を及ぼす疑問を解消できます。有線、
無線、WANのフルスタックにわたって、自動化、インサイト、自動運
転アクションを提供します。 

AIドリブンエンタープライズは、エンドユーザーとオペレーター向
けに最適化されており、あらゆるポイントにセキュリティが組み込
まれています。AIドリブンの運用やサポートを備えた、オープンかつ
プログラマブルなソリューションです。 

クライアントエクスペリエンスの確保 
Juniper Mist™ AIプラットフォームにより、ネットワークの予測可能
性、信頼性、測定可能性を実現して、ユーザーエクスペリエンスを高
度に可視化できます。このプラットフォームは、無線、有線、WANネッ
トワークのための次のようなアシュアランス製品を備えています。

• Wi-Fi Assurance：柔軟な拡張性により、無線ネットワークエ
クスペリエンスに対するお客様の要件に対応できます。運用
の簡素化、100% APIベースのプログラマビリティ、ロケーシ
ョンベースサービスを通じた顧客エンゲージメントを実現し
ます。

• Wired Assurance：エンタープライズキャンパスのスイッチや
IoTデバイス、アクセスポイント、サーバー、プリンター、その他
の機器の運用とサービスレベルを自動化します。

• WAN Assurance：ジュニパーのAIドリブンSD-WANソリュー
ションの主要コンポーネントです。WANエッジのエンタープ
ライズアクセスレイヤーの運用とサービスレベルを自動化し
ます。

Wi-Fi Assurance、Wired Assurance、WAN AssuranceはMist AI 
Cloud上で動作します。ユーザーエクスペリエンスに関するインサイ
トが分単位で表示され、サービスレベルエクスペリエンス（SLE）を
監視できます。これらのアシュアランスにより、手動のトラブル 
シューティングを自動化して、支社/拠点ネットワークの予測可能性、
信頼性、測定可能性を改善できます。プロアクティブなインサイト、
直接的な根本原因の発見、イベントの関連付けをフルスタックに
わたって実現できます。 

Juniper Mist AI Cloudにより、無線ドメインだけでなく、有線ドメイ
ンやWANドメインから収集した大量のリッチメタデータを分析で
きます。これにより、実用的なインサイトを獲得し、機械学習を活用
して問題を修正できます。 

図3：AIドリブンのフルスタック支社/拠点 

https://www.juniper.net/jp/ja/products/mist-ai.html?utm_campaign=AMER_AIWW_22Q1_SEM_MLP_Mist_AI_Google&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_content=Mist_AI_EN&utm_term=mist%20systems%20wifi_p_c_580242693516&gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLOtxlrDQeAhUMXlN4X8IT2qNfT5SFvuf_y2EJTX8r6wqdRVxd8SgXQaAgEREALw_wcB&cid=7013c000001RETPAA4
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/jp/ja/cloud-services/wi-fi-assurance-overview.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/cloud-services/wired-assurance-overview.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/jp/ja/cloud-services/juniper-mist-wan-assurance-overview-datasheet.pdf
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マルチテナントオペレーション用MSPダッシュボード
強化されたマルチテナントオペレーション用MSPダッシュボード
により、MSPはお客様の環境全体（リアルタイムのSLEとサブスク
リプションのインベントリなど）のスナップショットを活用できます
（図4）。 

また、フルスタックネットワークの管理をかつてないほど簡素化し、
この統合型ソリューションのライフサイクル管理と運用を簡略化で
きます。このソリューションにより、各お客様のLAN（有線と無線）お
よびSD-WANに広範囲に対応できます。サポートチケットを処理す
る際には、MSPダッシュボードに概要が表示されるため、MSP管理
者はサポートを必要としているお客様を迅速に特定できます。MSP
オペレーターは、マウスを1回クリックするだけで、特定の企業にド
リルダウンし、ステータスをチェックでき、変更を行えます。 

無線におけるリーダーシップ 
ジュニパーは、2021年度の有線および無線LANインフラストラク 
チャのGartner Magic Quadrantにおいて、ビジョンの完全性と実行
能力の両方で他のすべてのベンダーを上回り、「リーダー」に選出
されています。 

これは、ジュニパーが卓越したカスタマーエクスペリエンスの提供
に注力し、Mist AIを当社プラットフォーム全体（クライアントからク
ラウドまで）に拡張している点が評価されてのことであり、ジュニ 
パーが差別化されたソリューション製品を提供するリーディングベン
ダーである証です。 

AIドリブンWi-Fiサービスを提供することで、MSPは収益機会を拡
大し、運用を変革し、最適化および差別化されたエクスペリエンス
を提供できます。このサービスの主な機能には、カスタマーエクス
ペリエンスに関するAIドリブンの自動化とリアルタイムのインサイ
ト、MSPネットワークオペレーションの簡略化、シームレスなアップ
デートを可能にするマイクロサービスアーキテクチャによるクラウ
ドベースのMSPダッシュボードなどがあります。図5は、ジュニパー
の無線ポートフォリオとその主要サービスです。 
 

図4：MSPの顧客ベースに関するマルチテナントの可視性とコントロール 

図5：無線LANのポートフォリオとサービスの概要 

https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/solution-briefs/us/en/cloud-services/simplify-multitenant-operations-with-juniper-mist-managed-services-dashboard.pdf
https://www.juniper.net/jp/ja/forms/gartner-2021-magic-quadrant-leader.html
https://www.juniper.net/jp/ja/forms/gartner-2021-magic-quadrant-leader.html
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/solution-briefs/jp/ja/client-to-cloud-assurance-with-an-ai-driven-enterprise.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/solution-briefs/jp/ja/client-to-cloud-assurance-with-an-ai-driven-enterprise.pdf
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ジュニパーのAPは、802.11ax（Wi-Fi 6）および802.11ac Wi-Fiに
関して最高水準のレンジとパフォーマンスを提供するだけでなく、
特許取得済みの16エレメントの動的vBLEアンテナアレイを搭載し
ており、業界で最も正確で拡張可能な屋内位置情報サービスを提
供します。

屋内位置情報サービスの主な機能には、ユーザーエンゲージメン
トやアセット追跡などがあります。Gartnerは、ジュニパーの屋内ロ
ケーションサービスを業界リーダーとして評価し、「ビジョンの完全
性」は他のすべてのベンダーを上回っていると位置付けています。 

業界をリードするジュニパーの無線テクノロジーにより、MSPパー
トナーはTCOを最小限に抑えることができます。構成済みのAP（ア
クセスポイント）がエンドユーザーのもとに発送され、「プラグアン
ドプレイ」方式によりわずか数分でセットアップできます。デバイス
タイプ、ポート検出、動的構成が事前に構成されているため、ゼロ
タッチで導入できます。 

さらに、メンテナンスとトラブルシューティングが容易なのもこのソ
リューションのメリットの1つです。ファームウェアやセキュリティの
定期アップデートを単一の管理コンソールからすべてのサイトに中
断なく一元的にプッシュし、一般的な問題のトラブルシューティン
グをリモートで実行できます。

有線におけるリーダーシップ 
ジュニパーの有線ソリューションにより、運用の簡素化、平均修復
時間の短縮、接続デバイスの可視性の強化を通じて、キャンパスス
イッチングのユーザーエクスペリエンスを大幅に改善できます。 
MSPは、業界をリードするキャンパスソリューション（図6）を使用し
て、新しい収益源を創出できます。 

図6：有線ポートフォリオ 

分散型の企業環境では、スペースを一切無駄にできません。物理コ
ントローラ不要のソリューションがあれば、限られたスペースを有
効利用できます。リコーグループによると、ジュニパーの有線ポート
フォリオの多くは、競合製品と比べて、設置面積が50%小さく、消費
電力はわずか2/3です。 

Wired Assuranceにより、Juniper EXシリーズイーサネットスイッチ
からJuniper Mist AIを活用したクラウドに豊富なテレメトリを提供
し、キャンパスファブリックの導入と管理を合理化できます。Wired 
Assuranceでは、スループット、接続成功、スイッチの状態に関する
メトリックも獲得できます。

ジュニパーのソリューションにより、OpExを削減できます。また、物
理コントローラの購入が不要で、SaaSライセンスモデルを使用して
LANを管理できます。そのため、MSPの競争力が向上します。 

WANにおけるリーダーシップ 
AIドリブンSD-WANポートフォリオ（図7）により、MSPは迅速かつ
費用対効果の高い方法で、価値の高い、クラウド中心のサービスを
幅広く提供できます。 

図 7：AIドリブンSD-WANの構成製品

MSPは、ソフトウェアライセンスをアップデートするだけで、中断す
ることなく新機能や新サービスを段階的に提供できます。ジュニ 
パーのソリューションがイノベーションのための拡張可能なプラット
フォームとなり、Mist AIと統合することで、AIドリブンSD-WANを提
供できます。 

AIドリブンSD-WANという高度に差別化された利益率の高い製品
により、お客様とのつながりを強化できます。全製品に共通の主な
機能として、トンネルフリーのアーキテクチャ、アプリケーションのパ
フォーマンス向上につながるセッション認識、ゼロトラストセキュリ
ティなどがあります。 

階層型SD-WAN製品では、柔軟性に優れた単一のエッジソリュー
ションを通じて、マネージドルーター、マネージドUC（ユニファイド
コミュニケーション）、レイヤー3 NID（ネットワークインターフェイ
スデバイス）などさまざまなサービスを利用できるため、MSPは、
出張サービスを展開することなく、TAM（獲得可能な最大市場規
模）を拡大し、アップグレード収益を最大化できます。詳細について
は、Flexible Service Edgeをご覧ください。これらのソリューション
は、市販の機器または専用設計のハードウェアのいずれも提供で
きます。

AIドリブンSD-WANにより、MSPパートナーはベンダーを1つに集
約して、すべての支社/拠点製品を単一の管理コンソールで管理で
きます。管理、サポート、インストールが簡略化されます。 

ジュニパーのソリューションにより、WANエッジの可能性を新たな
レベルに引き上げ、価値提案を拡大し、顧客との関係を強化し、競
争の激しい今日の市場において利益や収益を再び高めることがで
きます。

https://www.juniper.net/jp/ja/solutions/indoor-location.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/cloud-services/user-engagement.html
https://www.juniper.net/jp/ja/products/cloud-services/user-engagement.html
https://www.mist.com/documentation/category/asset-visibility/
https://www.juniper.net/jp/ja/forms/2022-gartner-magic-quadrant-indoor-location-services.html
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/case-studies/jp/ja/the-ricoh-group.pdf
https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/cloud-services/wired-assurance-overview.pdf
https://www.juniper.net/jp/ja/solutions/sd-wan.html?utm_campaign=AMER_AISDW_22Q1_SEM_MLP_SDWAN_Solution_Google&utm_source=google&utm_medium=sem&utm_content=SDWAN_Solution_EN&utm_term=juniper%20ai%20driven%20sd%20wan_p_c_580121184405&gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLN7GVrcS7Q5RMF99iNCk01axVdNnIm9xyMqK4rNCwiJtsZDtN2vSosaAvvoEALw_wcB&cid=7013c000001RESvAAO
https://www.juniper.net/jp/ja/solutions/flexible-service-edge.html
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仮想ネットワークアシスタント「Marvis」 
仮想ネットワークアシスタント「Marvis」は、業界唯一の対話型AIイ
ンターフェイスです。Marvisにより、時間のかかる手動のITタスクの
代わりに、AIドリブンかつ事前対応型の自動化と自己修復機能を
活用することで、ネットワーキングの運用コストだけでなく、その他
のコストや時間も大幅に節約できます（図8）。

Marvis Actions（図9）により、運用を簡素化して、事後対応型のトラ
ブルシューティングから事前対応型の修復へとITを変革できます。 

Marvisでは、ネットワークに関する問題が組織レベルで可視化され
るため、管理者はその日のうちに優先的に実行すべき作業を正確
に把握できます。Marvis Actionsは、サイトの追加に応じて容易に
拡張できます。ユーザーが追加の設定を行う必要はありません。

Marvisの対話型インターフェイスは、高度なNLP（自然言語処理）
を使用して、ユーザーのインテント（意図）と目的を把握します。 
質問をコンテキスト化して特定の結果を返し、ユーザーのフィード
バックに基づいてアクションを実行することもできます。Marvisにイ

ンテントを説明すると、Marvisは変更を実装するためのアクション
を実行します。ユーザーは特定のダッシュボードやCLIコマンドを覚
えておく必要はありません。

導入事例 
AIドリブンエンタープライズ（全ドメイン）のメリットについては、 
ジュニパーのお客様が次のように紹介しています。 

• 無線におけるリーダーシップ：The Gapは、Mistを基盤に画期
的なサービスを提供し、AIを活用したインサイトに基づき技術
スタッフの店舗訪問を85%削減できました。

• 有線におけるリーダーシップ：ダートマス大学は、最先端の有
線ネットワークを構築し、優れたキャンパスエクスペリエンス
を提供しています。 

• WANにおけるリーダーシップ：Ossurは、安全性と信頼性に
優れたJuniper SD-WAN driven by Mist AIを活用して、25か
国に広がる支社と本社を接続しています。 

図8：仮想ネットワークアシスタント「Marvis」 

図9：Marvis Actions 

https://www.juniper.net/content/dam/www/assets/datasheets/us/en/cloud-services/marvis-virtual-network-assistant-overview.pdf
https://www.juniper.net/jp/ja/customers/gap-case-study.html
https://www.juniper.net/jp/ja/customers/dartmouth-case-study.html
https://www.juniper.net/jp/ja/customers/ossur-case-study.html
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アナリストの評価 
エンタープライズのお客様にマネージドサービスを提供するには
パートナーが必要です。そして、そのパートナーはテクノロジーリー
ダーであることが重要です。ジュニパーは、テクノロジーイノベー 
ション、実行能力、市場での勢いについてGartnerから高い評価を
受けています（図10）。 

有線、無線、WANのすべてのドメインで高く評価されているジュニ
パーは、サービスプロバイダにとって信頼できるパートナーです。 

パートナーシップ 
ジュニパーは、マネージドサービスに最大の焦点を合わせ、サービ
スプロバイダチャネルを成功に導くことに全力で取り組んでいま
す。幅広いリソース、プログラム、オンボーディング機能を通じて、 
サービスプロバイダをサポートします。 

リソースの例としては、十分な人数を揃えた専任のサービスプロ
バイダチャネルチームがJuniper HubとPartner Centerを管理して
います。

プログラムの例としては、ジュニパーパートナーアドバンテージプ
ログラムや統合型MSPパートナープログラムなどがあります。デマ
ンドキャンペーンとデジタルマーケティングのサポートや、パート 
ナーとの共同ウェビナーの実施なども行っています。 

ジュニパーは、ネットワーキング業界におけるTier 1アナリストと 
緊密に連携しているため、信頼性の高い方法を通じてパートナー 
をサポートできます。また、ジュニパーが提供するMDF（Market 
Development Fund）により、パートナーはブランドの認知度を高め
ることができます。 

ジュニパーのオンボーディングサービスには、トレーニング、認定、
導入サポートなどがあります。パートナーへのシームレスな移行の
構築、運用、作成などを行うジュニパーの継続的サポートオプショ
ンにより、パートナーは堅牢なサービスを管理できます。 

MSPパートナーは、幅広いポートフォリオを通じて利益率を高め
て、価格設定を簡略化し、市場範囲を広げて市場シェアを拡大し、
市場投入期間を短縮できます。 

結論：MSPのネットワークの経済性を変革する
従来のネットワーク製品とレガシーソリューションは、従来型のエ
ンタープライズITアーキテクチャとトラフィックフローをサポートす
るように設計されているため、サイロ化されており、高コストで、複
雑です。進化を続けるデジタル時代には適していません。AIドリブ
ンエンタープライズにより、MSPはサービス管理を大幅に簡略化し
て、ソリューションカタログを拡大し、競合他社との差別化を図るこ
とができます。その結果、戦略的な製品/サービスを通じて、すべて
のドメインにわたり卓越したユーザーエクスペリエンスをエンター
プライズのお客様に提供できます。

ジュニパーは、MSPパートナーを成功に導くために全力で取り組ん
でおり、幅広いリソース、プログラム、オンボーディング機能を提供
しています。 

図10：ジュニパーのAIDEポートフォリオに対するアナリストの評価 

https://www.juniper.net/jp/ja/partners/advantage-program.html
https://www.juniper.net/jp/ja/partners/advantage-program.html
https://www.juniper.net/jp/ja/partners/unified-managed-services-program.html
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