
DriveNets は、通信サービスプロバイダーとクラウドプロバイダ ーが
ネットワークを構築するための革新的な方法を生み出した急成長中の
ソフトウェア会社です。ハイパースケーラーがクラウドインフラスト
ラクチャを構築したのと同じように、ネットワークのディスアグリゲ
ーションを実現します。

世界がソフトウェアおよびクラウドネイティブアーキテクチャに移行
する中で、ネットワークは依然としてハードウェアを主軸とする複雑
なモノリシックソフトウェアを利用する世界にとどまっています。ネッ
トワークは新しいソフトウェアテクノロジーによりもたらされる、よ
り良いリソースの有効活用やサービススケーリング、革新的な経済モ
デルのメリットを享受できていません。

DriveNets Network Cloud はゲームチェンジャーです。ソフトウェアベ
ースのクラウドネイティブ・ネットワーキング・インフラストラクチャ
ソリューションは、業界で最も大きいキャパシティとスケールをサポ
ートします。これにより、革新的な経済モデルを実現します。

• ネットワーキング市場をディスラプト(破壊)する – クラウドネ
イティブソフトウェアに対応するネットワークは市場に 20 年
もの発展をもたらします

• 顧客での実証済み – AT&T のコアネットワークで採用され、100 
社を超える Tier-1 サービスプロバイダーやハイパースケーラー
と様々なフェーズでの活動に携わっています

• 新しい経済モデル – ネットワークサービスを IaaS 
(Infrastructure-as-a Service) モデルで提供。ホワイトボックス
機器のクラスタでつくる共有インフラストラクチャ上で様々な
ネットワークサービスを提供します

• 最適化された拡張性 – 単体のルーター (4 Tbps) から数百台のホ
ワイトボックス機器で構成されるクラスター (768 Tbsp) まで自
在に拡張可能

• Tier-1 エコシステム – チップメーカー、ホワイトボックス 
ODM、光学機器、ソフトウェアアプリケーションプロバイダー
などを含む、主要なチャネル、ソリューション、ハードウェア、
およびアプリケーションパートナーに支えられたエコシステム

ネットワークを
クラウドのように構築

DriveNetsの概要
• 設立：2015年12月
• 本社：イスラエル
• ミッション: ネットワークをクラウド

のように構築すること。ソフトウェ
アベースで、分散化され、完全に仮
想化され、標準的なホワイトボック
ス上で動作するネットワーク

資金調達
• 2019年ラウンドA、1億1700万ドル
• 2021年ラウンドB、2億800万ドル

業界の評価
• Leading	Lights	Award – 最優秀光ネッ

トワーキング/IP製品 (2021年)
• Fierce	Innovation	Award
• Leading	Lights	Award – カンパニー

オブザイヤー (2020年)
• CRN	Emerging	Vendor
• Gartner	Cool	Vendor
• Business	Insider - bet your career
• Globes	- 最も有望な新興企業
• World	Communication	Award – ベ

ンダーオブザイヤー

DriveNetsの経歴
DriveNets は通信事業の世界で成功を収めた起業家である Ido Susan と  Hillel Kobrinsky の2人によって設立されました。DriveNets 
の CEO である Ido Susan はかつて Self Optimizing Network (SON) を発明した Intucell の設立者でもあります。2013年、Ido が 26歳
の時に Intucell は Ciscoに4億7500万ドルで買収されました。買収後、Ido は Cisco のグローバルモビリティソリューションビジネ
スユニットで主要な役割を担い、2015年に DriveNets を共同設立するまで勤務していました。

DriveNets の共同設立者であり、現在最高戦略責任者の Hillel Kobrinsky は、かつてWeb会議ソフトウェア会社である Interwise を設
立しました。Interwise は2007年、AT&T に1億2100万ドルで買収されました。

DriveNets はBessemer Venture Partners、Pitango Venture Capital、D1 Capital Partners、Atreides Management および複数の個人
投資家から、これまで2回のラウンドで3億2500万ドルの資金を調達しました。

drivenets.comで詳細をご覧ください

https://drivenets.com/?utm_campaign=Drivenets%20Leading%20Lights%20one%20pager%20promotion&utm_source=linkedin&utm_medium=paidsocial&utm_content=Drivenets%20home%20page%20link


DriveNets Network Cloud は、様々なメーカーから販売されている標準的なネットワーク用ホワイトボックス上で動作
する、クラウドネイティブソフトウェアをベースとしたハイスケーリングの可能なソリューションです。ネットワー
クの物理・運用モデルの簡素化、ライフサイクル管理の自動化、モノリシックなアーキテクチャの回避など、従来の
ハードウェア中心のルーターの限界を克服するものです。
DriveNets Network Cloud は、ネットワークとコンピューティングリソースの完全な仮想化を独自技術によりサポート
し、通信サービスプロバイダーやクラウドプロバイダーが、従来のモノリシックなルーターよりもはるかに効率よく
サービス需要の増加に対応することを可能にします。また、独自の設計により、単一の物理ネットワークインフラス
トラクチャ上で複数のサービスペイロード（遅延に敏感なサービスを含む）をサポートし、より迅速なサービスイノ
ベーシ ョンを実現します。
DriveNets Network Cloud の構成要素:
• DNOS – DriveNets ネットワークオペレーティングシステム (NOS) – 分散型 NOS であり、分散型アーキテクチャ

上に統合された共有インフラストラクチャを構築し、コア、アグリゲーション、ピアリング、エッジ、アクセス
ルーティングなど、あらゆるセグメントのサービス提供をサポート

• DNOR – DriveNets Network Orchestrator – DriveNets Network Cloud ソリューションの展開、スケーリング、管
理を自動化し、マルチベンダーのディスアグリゲーション型分散ネットワークのプロビジョニングと管理の複雑
さを解消

• White Boxes – マーチャントシリコンをベースにした標準的なネットワーク用ホワイトボックス (OCP DDC準拠) – 
パケット転送用 (NCP) およびファブリック用 (NCF)

DriveNets は、2019年から2022年にかけて、複数の業界賞や表彰を受賞しました

調査：ホワイトボックスル
ーティング–変革をもたらす

破壊力
カンパニーオブザイヤー
（非公開）（2020年）

次世代デプロイメント
ワイヤーライン

年間最優秀製品
（2021年）

従来のシャーシから分散型ソフトウェアベー
スネットワーキングへ	-	Network	Cloud

顧客
AT&T は、DriveNets Network Cloud を米国最大のバックボーンであるコアネットワークに導入しました。すでに、他
のグローバル Tier-1 オペレーターでも同様の展開が行われています。さらに、DriveNets は、北米、アジア、欧州の 
100 を超える Tier-1 オペレーターやクラウドプロバイダーと、コアバックボーン、アグリゲーション、エッジ、ピア
リン グ、5G などの大型プロジェクトに携わっています。

ソフトウェア中心のネットワークを多くすればするほど、世界
的なパンデミックなどネットワークに対する新たな需要に、我
々はより迅速に対応することができます。
この核心的なユースケースに対応した Network Operating 
System (NOS) ソフトウェアを提供するため、我々はディスラ
プティブなサプライヤである DriveNets を選びました。

Lee Sang-Heon,  
NW 上級開発マネージャー, LG U+

DriveNets Network Cloud は、クラウドネイティブ
な環境において、トラフィックの増加やその他の
課題が発生した場合でも、我々が最適なサービス
品質を中断なく提供できることを確認しました。

本社：
4 Hasheizaf Street Raanana, 4366411, Israel

米国カスタマーサポート
125 Half Mile Road, Suite #200
Red Bank, New Jersey, 07701 USA 

ドライブネッツ株式会社
100-0004 東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル SPACES 大手町

報道関係のお問い合わせ先： 
press@drivenets.com
販売に関するお問い合わせ： 
info@drivenets.com

Andre Fuetsch, 
ネットワークサービス担当 CTO, AT&T
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