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Gartner は、5G ネットワ
ークが完全に導入され
ると、2 0 2 5年までには 
75% の企業データ がク
ラウド以外で生成および
処理されると予測してい
ます。1

75%

ネットワークで 5G とエッジを最大限
に活用するために必要なもの
通信サービス・プロバイダー (CoSP) では、5G による新たなオファリングと拡

張サービスを提供する競争が始まっています。

ネットワーク・エッジは、企業が今日の新たな 5G の機会を確実に捉えるため
に不可欠です。IoT、AR、VR、AI などのテクノロジーをサポートするには、コン

ピューティング・パワーやその他のデータリソースをこれまで以上に多くの場

所に拡張する必要があります。業界全体で、顧客は 5G を活用し、エッジ・テク

ノロジーを適用して、革新的なビジネスモデルと多くの収益源を実現したいと

考えています。必要な柔軟性とパフォーマンスを提供するには、新たなアーキ

テクチャーのアプローチが必須になります。そして、もちろん、すべてを安全に

提供する必要があります。

今日の新たなユースケースで必要な機能を提供できれば、これは有益な機

会です。このハンドブックでは、ネットワークの変革に役立つ 5 つの重要な必

須事項を紹介しています。



3必須事項 1通信サービス・プロバイダー・ハンドブック

5G が新たな可能性を推進し続けるにつれ、新しいイノベーションに対応する

ためにネットワークを簡単にアップグレードできるようにする必要がありま

す。そのためには、クラウド・プラットフォーム、テクノロジー、仮想化機能をネ

ットワーク全体に拡張して、よりアジャイルで、柔軟性の高い、スケーラブルな

ものにする必要があります。クラウド・コンピューティングの原則を採用するこ

とで、ネットワーク・ソフトウェアをアップグレード可能にすると同時に、メン

テナンス・コストを最小限に抑える、より効率的な自動化されたインテリジェ

ントなリモート IT 管理を実現します。

このプロセスで、5G の劇的な速度と容量の増加に向けてネットワークを準備

し、革新的な顧客体験、ビジネス効率、新しい製品とサービスの基盤を構築し

ます。

仮想化、オーケスト
レーション、その他の
ネットワーク・トラン
スフォーメーションの
原則を採用

必須事項 1

5G の新しい現実のサ 
ポートには、より柔軟で 
アップグレード可能な、 
クラウドのようなネット 
ワークが必要です。 
エッジ環境の仮想化、 
標準化、オーケスト 
レーションは、革新的 
なサービスの提供に不可欠 
です。
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IT、従業員の評価は一致しない
エッジ・ソフトウェア環境の
標準化
5G のネットワークを変革するもう 1 つの重要なステップは、デー
タセンターおよびネットワーク・エッジ・サイト全体で一貫性のある
ソフトウェア・プラットフォームを実現することです。基盤となるプ
ラットフォーム・アーキテクチャーの多様性やさまざまなアクセス
の終了方法は、ソフトウェア開発者による革新的なアプリケーシ
ョンの作成を困難にし、社内テクノロジーの開発およびテストサイ
クルを複雑化させます。インテルでは、このような複雑さに対処す
るために、エッジ・ソフトウェア・ソリューションの Kubernetes ベ
ース・ポートフォリオであるインテル® Smart Edge を提供してお
り、あらゆるタイプのネットワーク上でクラウドのような俊敏性を
備えたアプリケーションとネットワーク機能を管理する、高度に最
適化されたエッジ・プラットフォームを実現しています。
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5G とクラウド化をサポートする主要テクノロジー

ソフトウェア・デファインド・ネットワーク 
固定機能ネットワーク機器を、オープンでソフトウェア主導の

統合されたワークフローに置き換えて、リソース使用率とパフ

ォーマンスを向上させます。

仮想化
無線アクセス・ネットワークなどのネットワークの仮想化によ

り、最新の 5G サービスのアップグレードが容易になると同時

に、リアルタイムの要求をより適切に満たす応答性も向上させ

ます。

自己管理ネットワーク 
ネットワークは、AI を使用して自身のオーケストレーションを

行い、最適なパフォーマンスのためにユーザー、デバイス、また

はユースケースに動的に調整する必要があります。

ネットワークのスライシング
ネットワークのクラウド化により、完結型の仮想ネットワーク・

スライスを、業界特有のサービスから個々のサービスまで、多

様な要件に適したサイズにすることが可能になります。
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レイテンシーは顧客体験に悪影響を及ぼします。新しいアプリケーションとテ

クノロジーに必要なソースに近い処理を実現することは、データセンター・レ

ベルのリソース (ネットワーク、コンピューティング、ストレージ) を、地域のデ

ータセンター、セントラルオフィス、有線固定アクセスポイント、無線アクセス

基地局、無線アクセス・ネットワーク・サイト、およびその他の場所に移動させ

ることを意味します。

エッジは、ネットワーク機能とユーザー・アプリケーションの両方を含む幅広

いアプリケーションをサポートします。ソフトウェア・デファインド・ワイドエリ

ア・ネットワークやエンタープライズ・アプリケーションなどの顧客構内ワーク

ロードを統合して、単一のエッジ・コンピューティング・デバイスで実行できま

す。また、5G が高速化し続けるにつれ、エッジでアプリケーションをホスティ

ングすると、クロスネットワーク・バックホールのリスクや、パフォーマンの低

下およびユーザー体験を妨げるリスクを削減できます。

コンピューティング、ス
トレージ、ネットワーク・
リソースをエッジに移
動することで、TCO を削
減しながら、ネットワー
クは新しいサービス、顧
客体験の向上、柔軟性
の強化を実現できます。

必須事項 2

高性能データ
センター・リソースを
エッジに拡張
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エッジ・コンピューティングのビジネス上のメリット
コンピューティングとその他のデータセンター・リソースをエッジに拡張することで、

組織はレイテンシーの削減だけではない、無数のメリットを実感することができます。

俊敏性の向上
固定機能の顧客構内設備を置き換えることで、よ

り迅速なサービスのプロビジョニング、柔軟なトラ

イアル期間の提供、施設訪問やハードウェア・アッ

プグレードなしでのアップグレードを行うことがで

きます。

 

総保有コストの最適化 
ネットワーク間で大量のデータを送信するのはコ

ストがかかる場合があります。そのデータが本来移

動する必要がない場合は特にそうです。データをロ

ーカルで処理することで、送信および集中ストレー

ジのコストを削減できます。利益の最大化を実現す

る場所でアプリケーションをホストできます。

コンテキスト認識の有効化
エッジでホストされたアプリケーションは、一元化

されたクラウドでは実現が難しいかもしれないコ

ンテキスト認識のレイヤーを持つことができます。

新たな収益源の生成
独自のサービスを構築して再販できる、またはネ

ットワークを開いてサードパーティーのアプリケ

ーションをホストできるようにする革新的なプラ

ットフォームを作成します。物理的なネットワーク

の場所は、重要な競争優位性を提供します。

データ・ローカリティーの要件に準拠 
アプリケーションをオンプレミスでホストすること

で、データ主権の要件を満たすことができます。
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5G ネットワークでは、可能な限り攻撃面の縮小を提示するエッジからコアま

でのセキュリティー・フレームワークを設計することが重要です。迅速で短期

的なセキュリティー修正は、意図せずに重大な問題を引き起こす可能性があ

ります。一方、プロセッサーからスタック全体に至るまでの、ネットワーク・セキ

ュリティーへの長期的なセキュリティー・バイ・デザインのアプローチは、ゲス

ト OS ハイパーバイザーおよびアプリケーション・レベルでの露出の最小化ま

たは回避に役立ちます。

5では、制御プレーン内のいずれかのネットワーク機能のセキュリティが露出

すると、5G コア全体がセキュリティー・リスクにさらされます。高度に分散した

エッジ・ソリューションは、攻撃面をさらに増加させます。インフラストラクチ

ャー全体のセキュリティー・ソリューションにおける一貫性の欠如は、脅威検

出、アップグレード、解決時間、レスポンスを低速化させます。ネットワークの

変革を続ける際、セキュリティーは大規模に導入され、一貫性を持ち、インフ

ラストラクチャーのすべての重要なエレメントに行き渡る必要があることを

忘れないでください。

ネットワークが 4G から 5G 
へ進化するにつれ、分散
型アーキテクチャー、オー
プン・インターフェイス、マ
ルチベンダー、ウェブベー
ス、クラウドネイティブな
ど、5G の固有特性が組み
合わさり、ネットワークの
サイバーセキュリティー攻
撃面が増加します。境界
線ベースのセキュリティ
ーは、もはや 5G コア・ネ
ットワークを保護するの
に十分ではありません。

基本的な
セキュリティー
機能の確立

必須事項 3
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5G とエッジ向けのインテルのセキュリティー・テクノロジー

インテル® SGX は、内蔵されたメモリ分離および

暗号化を使用して、開示や変更からアプリケーシ

ョンまたはネットワーク機能のコードおよびデー

タを保護する、プロセッサーベースのアプローチで

す。インテル® SGX により、エンドツーエンドでの

使用中、セキュリティー・キーは適切に保護されま

す。エンクレーブ・メモリーへのアクセスを制限す

ることで、インテル® SGX は攻撃面を削減し、機密

キーとエンクレーブ内で実行されているセキュリ

ティー処理メタ状態の保護をサポートします。

暗号化 / 復号化プロセスは通常パフォーマンス上

の懸念を引き起こしていましたが、インテルでは、

第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセ

ッサー・ファミリーの暗号化アクセラレーション機

能により、この問題の解決をサポートしてきまし

た。これらの内蔵機能により、SLA を妥協すること

なく、暗号化を通してデータフローと通信を保護す

ることができます。

ネットワーク・プラットフォームを操作するすべて

のファームウェアが最新の状態であり、信頼できる

基盤の一部として機能していることは非常に重要

です。インテルでは、低レベルのプラットフォーム

保護を支援するために、特別に構成されたインテ

ル® MAX® 10 FPGA を使用した FPGA ベースの

ソリューション、インテル® PFR を提供し、システ

ムバス上の悪意のあるトラフィックの監視とフィル

タリング、ファームウェア整合性の検証、破損した

ファームウェアの自動復元をサポートします。

主要な管理セキュリティー：

インテル® ソフトウェア・ 
ガード・エクステンションズ  
(インテル® SGX)

暗号化の高速化：

第 3 世代インテル®  
Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサー・ファミリー

ファームウェア・レベルの保護：

インテル® プラットフォーム・ 
ファームウェア・レジリエンス 
(インテル® PFR)
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リアルタイムの可視性と最適化を向上させ、データ共有を奨励し、

コンピューター・ビジョンなどの先進的なテクノロジー・アプリケ

ーションを実現することで、5G では IoT テクノロジーと組み合わ

せて、変革的なユースケースを開始しています。

5G の付加価値を
高めることができ
る対象業界

業界全体で、顧客は 5G の価値を実感し
ながら、新しい課題や予期せぬ障害に
直面し続けるでしょう。

必須事項 4
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製造 
自動化および最適化の強化と、安全性の向上および予測メンテナン

スの実現。5G と IoT は、製造業において、プロセスの合理化、サプラ

イチェーンの監視、機器の調整、人々の反復タスクからの解放を可能

にします。

 

小売
コネクテッド・ポップアップ・ショップ、パーソナライズされた体験、自

律型ストア、運用の強化を通して、オムニチャネル革命を創出。5G と 

IoT は、小売業者に在庫の即時更新、セキュリティーの強化、レジに並

ばないショッピング体験を提供します。

 

ヘルスケア
リモート専門治療、コネクテッド・アンビュランス、共同ケア、継続的な

健康とウェルネスなど、パーソナライズされた予防的ケアを実現。5G 

と IoT は、ケア向上のためのパワフルなコンピューター・ビジョンとク

ラウド分析を活用する画像診断テクノロジーを実現します。

輸送
臨場感あふれるメディア、モバイルビデオ会議、自律的なサービス

提供、物流の自動化を通して、新しい体験を推進。ロードサイド・ユ

ニットは、5G とエッジを使用して、トラフィックをリアルタイムでル

ーティングし、クラウドでドライバーの傾向分析を通知し、重要な安

全システムの超信頼性をサポートします。

 

メディア
新しい方法で素晴らしいコンテンツを提供。メディア企業やコンテ

ンツ・プロデューサーは、5G を使用して、ビデオのストリーミング、

バーチャル・リアリティー、インタラクティブ 3D ビデオ、クラウドゲ

ームを通した臨場感あふれる体験を解き放ちます。

 

スマートシティー
コネクテッド・トランスポーテーション、スマート・ユーティリティー、

オープンデータ・プラットフォーム、データに基づく決定を通して、生

活の質とサステナビリティーを向上。5G はコミュニティをつなげ、ト

ラフィック・システム、ファースト・レスポンダー、行政サービス、輸送 

IoT デバイスが常に伝達しあって、より良いサービスを実現します。

 

農業
生産性の向上とコストの削減。農家と農業関連の企業は 5G を使用

して、自律型農業機器、継続的モニタリング、管理機能の強化により

効率性を高めながら、収量を向上させることができます。

業界別の 5G  
ユースケース
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リスクを削減し、ネットワークとエッジサービスのクラウドネイティブへの移行

を容易にするために、通信サービス・プロバイダーはインテルを選択していま

す。インテルでは、業界による 5G 以降の可能性の強化を支援し、信頼できる

パートナーとして顧客と連携して、コアからエッジへのアクセスまでのアーキ

テクト・ネットワークをサポートします。インテルは、今日のお客様のニーズに

応え、将来の未知の需要に備える柔軟なインフラストラクチャーの実現を支援

します。

世界有数のテクノロジーとサービス・プロバイダーとの 10 年にわたるイノベー

ションと最適化により、インテルはネットワークおよびエッジのユースケース

とニーズを深く理解しているだけでなく、クラウド規模と俊敏性をネットワーク

の世界で実現できる、細かく調整されグローバルに導入されたアーキテクチャ

ーも備えています。

5G とエッジの
開発を支援する
会社と連携

必須事項 5
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ネットワーク・テクノロジー・ソリューションの
最も完全なセット

ネットワーク接続 プロセッサー メモリー アクセラレーター ソフトウェア ソリューション
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5G とエッジを今すぐ
活用し始める
5G とエッジ・コンピューティング向けのインテル® テクノロジーによる新

しいサービスの提供と新たな収益源の実現に役立つ方法の詳細について

は、こちらをご覧ください。

intel.co.jp/5g
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