


Sprint, MCI, AGIS, UUnet, PSINet

ISP ISP ISP

NAP NAP



IXP IXP IXP

ISP ISP







世界最大のインフラストラクチャー
https://azure.microsoft.com/ja-jp/regions/

Norway East / West 
開設発表

China North 2 / East 2 
提供開始

West Europe での
Availability Zones 提供開始

2018.06 updates

https://azure.microsoft.com/ja-jp/regions/
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REGIONS WORLDWIDE

100K+
MILES OF FIBER AND SUBSEA CABLE

130+
EDGE SITES

200+
ExpressRoute Partners



クラウド事業者がネットワークインフラを
担いつつある



The world’s first globally distributed database service









加速





A car is running A man is cutting a 
piece of meat

A man is performing on 
a stage

A man is riding a bike

A man is singing A panda is walking A woman is riding  a horse A man is flying in a field









データ通信

変わるシステムアーキテクチャー
• アルゴリズムをもとにした開発からデータとAIによる学
習・モデル化による実装への変革

データ収集・分析を前提としたサービスの増加
• 単一データから多種多様なデータの総合的活用へ
課題は・・
• シングルデータリポジトリの不在
• セキュリティとデータ通信の避けられない連携



リアルタイム AI

深層学習により得られた大きな進歩
• 画像処理
• 機械翻訳
• 音声認識
• QA
• 他
課題は・・
• オンラインサービスにおける運用、展開、
そしてスケーラビリティ

Convolutional Neural Networks

ht-1 ht ht+1

xt-1 xt xt+1

ht-1 ht ht+1

yt-1 yt yt+1

Recurrent Neural Networks
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Training

Inference

Client Cloud

Humans

ASICs

GPUs

?



Efficiency
(ASICS)

Homogeneity



DRAM
コントローラ

USB 
コントローラ イーサネットコントローラ

DSP
スライス

RAM

RAM

DSP
スライス

CPU

CPU



Catapult v0

Catapult v1

スケール v1

Catapult v2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ...

Ignite

本番展開



Configurable Cloud
CPU compute layer

Reconfigurable 
compute layer

Converged network











共通認識・理解に
よるガバナンス







31% 22.7% 34.3% 12%



■



http://dyn.com/blog/five-years-after-egypt/



















各種届出・情報検索
 就職・転職
 納税

SNS

動画













交通渋滞
予測

○○線
運行情報

△△線
運行情報

イベント
開催情報

TV番組
情報

物流

車両情報

道路工事
情報

空調負荷
予測

販売計画

混雑予測

駅員・警
備計画

空調制御
計画

故障予知

集荷予測

天候情報

保守計画

売上予測

混雑予測

有機的に相互作用する AI/IoT 社会
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