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ミドクラジャパン株式会社 
ファクトシート 

 

ミドクラは、2010 年に創立されたネットワーク仮想化分野に特化したグローバル  スタートアップです。

メンバーは、Amazon やシスコ、Google、VMware などの最先端企業での経験をもつトップエンジニアで

構成されています。OpenStack 等のクラウドプラットフォームを連携した、オーバーレイ型ネットワーク

仮想化ソフトウェア、ミドクラ エンタープライズ ミドネット (MEM) をアジアや欧州および北米の３地域
で提供しています。OpenStack ファンデーションのコーポレートスポンサーであり、OpenStack ネット

ワーキング Neutron プロジェクトの紺とリビューターでもあります。ミドクラは、業界で初めてベンダー

フリーのネットワーク仮想化ソリューションを提供し、ミドネットのオープンソース版は世界 122 ヶ国で

導入されています。Midokura という社名は、「ミドリ (緑) 」の Mido と「クラウド」の Kura に由来し

ます。 

 

■	 会社概要 
 

社名  ミドクラジャパン株式会社 

所在地  106-0041 東京都港区麻布台３丁目 1番５号 

創業  2010 年１月 

代表者  代表取締役 兼 共同創業者 加藤隆哉、CEO 兼 共同創業者 ダン ミハイ ドミトリウ 

資本金  1860 万ドル 

従業員  53 名（グループ全体、2015 年 12 月１日現在） 
事業内容 クラウドコンピューティング向けソフトウェアの開発と販売 

関連会社 Midokura U.S.A Inc. (サンフランシスコ) 

   235 Montgomery Street, Suite 850, San Francisco, CA 94104 

  Midokura SARL (バルセロナ) 

   nº 2-4 Luis Antúnez 1º, Barcelona 08006. Spain 

  Mido Holdings Ltd. (ローザンヌ)  
   c/o Lexartis Avocats, Rue du Grand-Chêne, 2Case postale 6791 

1002 Lausanne, Switzerland 
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■	 経営陣 

 
 

 
 
 

加藤 隆哉 （かとうたつや） 
ミドクラジャパン 代表取締役 兼 共同創業者 
ミドクラホールディングス 会長 
 
京都大学工学部航空宇宙工学科卒業。工学学位取得。事業開発を統括。
日本の IT 業界において幅広い人脈を持ち、スタートアップやテクノロ
ジーに対して、何十年もの経験を持っています。日本の IT サービスや
モバイル・インターネットの会社で、トップとして事業を成功に導いた
実績があります。また VC ファンドマネージャーとして、インターネッ
トソフトウェア関連会社への投資経験もあります。大学時代はふっとボ
ール選手として２回の日本一に輝いています。 

 

 
 

 

 
 

 

 
Dan Mihai Dumitriu（ダンミハイ ドミトリウ） 
CEO 兼 共同創業者 
 
コーネル大学卒業。コンピューターサイエンス学士号、エンジニアリン
グ修士号取得。ネットワークコンピューターに関する特許を保持。ミド
クラテクノロジーのイノベーション、デザイン、構築、オペレーション
の最高統括責任者。ミドクラ参画以前は、Ballista Securities でチーフ
アーキテクト、NGI グループにてシニアリサーチャー、Amazon にて
テクニカルリード、スイス連邦工科大学ローザンヌ校で研究員、ソニー
エレクトロニクスにおいてシニアリサーチャー、Reliable Network 
Solutions にてテクニカルリードを歴任しています。 
 
 
 
Pino de Candia （ピノ ディ カンディア） 
最高技術責任者（CTO） 
 
コーネル大学コンピューターサイエンス学士及び修士号を修得。ミドク
ラの技術革新の責任者。2011 年のミドクラ入社以来、ミドネットの初
期バージョンから開発の中心的な役割を担い、2015 年 9 月月にミドク
ラの技術革新の責任者に就任。ミドクラ参画以前、アマゾンで NoSQL 
データストアのダイナモを開発し、その後、社内インフラソフトウェア
チームのマネージャーを勤めていました。 
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■	 製品説明 

ミドネットコミュニティエディション 
ミドネットは、クラウドに最適なソフトウェアベースの高度に分散化されたオープンソースのネットワーク
仮想化システムです。既存の物理インフラを活用することで、コストを抑えながら、ネットワークの安定性
や拡張性と性能を高めることができます。 
ミドネットは、オープンソースコミュニティ (www.midokura.org) で開発されています。                           
詳細情報  http://www.midokura.jp/midonet-community-edition/ 
 
ミドクラ エンタープライズ ミドネット (MEM) 
ミドネット コミュニティ エディションをベースに構築され、エンタープライズクラスのサポートと、運用
管理、分析、故障対応ツールとともに提供されます。MEM は、エンタープライズやプロバイダ向けにデザ
インされた高度なソフトウェア、サポート、サービスといったきめ細かなパッケージで、24 時間365日間
のSLA 対応を保証しています。MEM を使用することで、ソフトウェア制御されたネットワークを構築、
運用、管理することができ、マルチテナント管理が可能な、仮想ネットワークを構築することができます。
また、レジエンシー（復旧力）と高いパフォーマンスの両方をあわせもち、小規模から大規模まで対応でき
るL2-4 ネットワークネットワークサービスの実現が可能です。 
詳細情報 http://www.midokura.jp/midonet/ 

 

■ コミュニティ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         
 
 

   
 

オープンソースニュートロン準拠ネットワークプロジェクト、ミドネ
ットプロジェクトの創業メンバーです。 
 
OpenDaylight のためのアプリケーションセントリックポリシーモデ
ルを定義するために、OpenDaylight プロジェクトの多くの企業と協
業しています。 
 
オープンプラットフォームとの統合を通じて、NFV の進化の加速に
フォーカスしているオープンソースプロジェクト、OPNFV に参加し
ています。 
 
OpenStack ファウンデーションのサポートメンバーとして、
Neutron ネットワーキングプロジェクトを包括的にサポートしてい
ます。 
 
 
ダイナミックで柔軟性のあるデータセンターやクラウドの運用と管理
を、パートナーエコシステムを通じて提唱し推進しているオープン・
スタンダード・クラウド・アソシエーション (Open Standard 
Cloud Association) に参加しています。 
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■ テクノロジーパートナー 
 

               
 

               
 

                
 

 

■ ソリューリョンプロバイダー 
 

                   

 

      

 

■ プラットフォーム 
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■	 価格 
 

ミドクラ エンタープライズ ミドネット (MEM) サブスクリプション 
230,000円   (1物理サーバーあたりの年間使用料) 
* 使用料には、ソフトウェアの年間使用料、ミドネットマネージャー、24 時間365 日のサポートとプロ 
ダションSLA (サービスレベルアグリーメント)、ソフトウェアアップデート、データベースクラスタが 
含まれます。 
 

ミドクラ エンタープライズ ミドネット PoCクイックスタートバンドル 
1,000,000円 
* PoCクイックスタートバンドルには、コンピュートノード、MEM の６ヶ月間の使用料とサポート (5 台 
分)、６ヶ月間の24 時間365 日のサポートとプロダクションSLA (サービスレベルアグリーメント)、６ヶ
月間のソフトウェアアップデート、3日間のプロフェッショナルサービス、デプロイメントコンサルティ 
ング (1 日)、リモートサポート (２日)が含まれます。 

 

■ 営業情報 

購入窓口：メール (sales@midokura.com) にてお問い合わせください。 

 

■ 各種情報 
Web サイト   http://www.midokura.jp/ 
Facebook   https://www.facebook.com/MidokuraJapan 

Twitter    @midokurajapan 

LinkedIn   https://www.linkedin.com/company/midokura 

Email    info@midokura.com 

Phone    03-6277-7394 


