
China Telecom は、NFVI 向けインテル® Select ソリューションとインテル® ビジュアル・コンピュート・
アクセラレーターを使用して、エッジ・データセンターでの vCDN 実証実験を開始しました。

導入事例
サービス・プロバイダー
エッジ・データセンター

China Telecom が NFV ベースの 
コア・ネットワーク機能のエッジへの実装を検証

5G や IoT の登場とともに現れた新しいユースケースに対応するため、 China Telecom を
はじめとする通信サービス・プロバイダーは、 従来の固定されたクローズドなセントラルオ
フィス （CO） から、ネットワーク機能仮想化（NFV） やソフトウェア・デファインド・ネットワー
ク （SDN）テクノロジーを基盤とする、俊敏かつ柔軟な次世代のセントラルオフィス （NGCO）
へと移行しつつあります。 エッジクラウド上で動作する NFV を基盤としたコア・ネットワーク
機能は、NGCO の中核となるコンポーネントとして、レイテンシーの低減や全体的な顧客体験
の向上を実現し、エンドユーザーは強力な処理性能をより身近に体感できるようになります。
この理論をふまえて、 China Telecom Guangzhou Research Institute は最近、 NFVI 向け
インテル® Select ソリューションとインテル® ビジュアル・コンピュート・アクセラレーター
（インテル® VCA） を使用し、 エッジ・データセンターにおける仮想化コンテンツ配信ネット
ワーク （vCDN） の概念実証（PoC） を行いました。

課 題

•  ユーザー体験の向上を目的に、NFV ベースのコア・ネットワーク機能の実装にエッジ・デー
タセンターを使用する実現可能性と価値の検証

•  クラウドへのネットワーク・エレメント導入における実績の蓄積

ソリューション

•  China Telecom Guangzhou Research Institute は、 NFVI 向けインテル® Select ソ
リューションとインテル® VCA を使用して、 エッジ・データセンター vCDN の PoC を実施し
ました。

•  その目的は、新しいサービス・アプリケーションに対するエッジ・データセンターのサポート
能力の評価、NFVI 向けインテル® Select ソリューション・ベースのサーバーがエッジ・デー
タセンターと NGCO の要件を満たせるかの検証、 そして vCDN 上でのインテル® VCA のビ
デオ・エンコード / トランスコード・アクセラレーションの性能評価です。

結 果

•  PoC の結果、 エッジ・データセンターは、 NFV ベースのコア・ネットワーク機能の実装を効
率的に促進し、ユーザーにより良いサービスと体験を提供できることが証明されました。

•  エッジ・データセンター内の NFVI 向けインテル® Select ソリューションは、必要なコンピュー
ティング、ストレージ、ネットワークの機能を提供し、セキュリティー、信頼性、高可用性の要
件を満たしています。

•  インテル® VCA は、ビデオ・アクセラレーションで優れたパフォーマンスを発揮し、エッジ・デー
タセンターに vCDN を構築できます。

China Telecom の紹介

China Telecom Corporation Limited
（China Telecom） は、 主に中華人民共和
国で有線およびモバイルの通信サービス、
インターネット ・ アクセス ・ サービス、 情報
サービス、 その他の付加価値通信サービス
を提供する、 トップクラスの大手総合情報
サービス事業者です。 2016 年末の時点で、
China Telecom のモバイル加入者は 2 億
1,500 万人、 有線ブロードバンド加入者は
1 億 2,300 万人、 サービス稼動中のアクセ
ス回線は 1 億 2,700 万回線でした。 詳細に
ついては、 http://www.chinatelecom-h.
com/（英語） を参照してください。
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要件を満たすかどうか。 また、vCDN 互換のビデオ・アクセラレーター
のパフォーマンスは、ビデオのエンコード、デコード、トランスコード
の要件を満たすかどうか。 こういった疑問への回答を求めて、 China 
Telecom はインテルに協力を依頼しました。

エッジ・データセンター vCDN の概念実証

China Telecom Guangzhou Research Institute は、インテルと共
同で、 NFVI 向けインテル® Select ソリューションとインテル® VCA
を使用して、 エッジ・データセンター vCDN の PoC を実施しました。
PoC では次の 3 つの領域に重点が置かれています。

•  インテル® Select ソリューション ・ ベースのサーバーが、 China 
Telecom のエッジ・データセンターと NGCO において、コンピュー
ティング、ストレージ、ネットワークの機能と、信頼性および可用性
の要件を満たせること。 NFVI 向けインテル® Select ソリューション
によって、ソフトウェア / ハードウェア・メーカーは、ワークロードに
最適化したエッジ・データセンター向けサーバー ・ソリューション
を提供できるので、通信サービス・プロバイダーは、インフラストラ
クチャーの選択や NFV テクノロジーに基づくネットワーク・アーキ
テクチャー導入の短期化にまつわる複雑さを低減することができ
ます。

•  vCDN ノードに導入されるインテル® VCA のビデオ ・ エンコー
ド / デコード / トランスコードのパフォーマンスと、 これらによって
IPTV などのビデオサービス利用者にもたらされる改良ポイント。
インテル® VCA は、 インテル® Iris® Pro グラフィックス内蔵の
インテル® Xeon® プロセッサー E3-1500 v5 製品ファミリーによ
る強力なパフォーマンスを使用して、ハイエンドの HVEC トランス
コード、 高負荷 AVC トランスコード、 3D リモート・レンダリングを
処理します。

•  ネットワーク導入時の MEC テクノロジーとエッジ・データセンター
の適合性、エッジ・データセンターの負荷分散、電源、放熱に関する
パフォーマンス、 および China Telecom の既存の固定ネットワー
クおよびモバイル・ネットワークのリソースと効果的に統合できる
かどうか。

エッジ・データセンターの実現可能性の実証

China Telecom Guangzhou Research Institute は次のことを確
認しました。 NFVI 向けインテル® Select ソリューションの高度なマ
ザーボード設計によって、システムはネットワーク、ストレージ、その
他の外部デバイスを認識することができ、これらのデバイスのパフォー
マンスを向上できます。 それと同時に、インテル® QuickAssist テクノ
ロジーによって、強力なデータ暗号化 / 復号および圧縮のパフォーマン
スを実現し、 エッジ・データセンター全体のセキュリティーを向上す
ることができます。 また、NFVI 向けインテル® Select ソリューション
によって、ファームウェア、オペレーティング・システム、ドライバー、ハ
イパーバイザー、 その他のソフトウェア・コンポーネントの多様な選
択肢と、さまざまな最適化ツールやサンプル・デモ・アプリケーション
が提供され、システムの効率が向上します。

インテル® VCA の導入により、 エッジ・データセンターのビデオ処理
能力は大幅に向上し、ビデオサービスを近くのエッジノードで展開す
ることができました。 表 1 に、 インテル® VCA とインテル® Xeon® プ
ロセッサーを使用してインテルが実施した H.264 から H.265 へのビ
デオ・トランスコードのテストで得られた結果の一部を示します。

5G/IoT サービスにおける優れたユーザー体験を確保

IoT と 5G は、 China Telecom をはじめとする通信サービス・プロバ
イダーに多くのビジネスチャンスをもたらしますが、大きな課題もあ
ります。 縦割りでクローズドな固定機能による従来のネットワーク・
インフラストラクチャーでは、 IoT や 5G の出現による新たなユース
ケースに対応する十分な俊敏性と柔軟性を提供できません。

固定電話とモバイルの両方の運用をサポートする NGCO では、 より
IT を重視した方法でアクセス機能が搭載されます。 NGCO の役割は、
むしろ高度に自動化されたデータセンターに近く、NFV および SDN
テクノロジーを使用して x86 ベースのハードウェア・リソース・プー
ルを利用し、 これまでになく増加しているデータ・トラフィックとパ
フォーマンスの要件に対処します。

NGCO では、 5G と IoT の高帯域幅、 低レイテンシー、 高密度の要件
に適切に対応するため、マルチアクセス・エッジ・コンピューティング
（MEC） も使用して、 基本のネットワーク機能をエッジクラウドに搭
載し、柔軟性の高い処理とユーザー体験の向上を実現します。

このような点を考慮して、 China Telecom Guangzhou Research 
Institute は、NGCO の導入において、複数の NFV ベースのコア機能
をエッジノードに搭載し、一連のエッジ・データセンターを使用して、
5G/IoT の新たなワークロードだけでなく従来のサービスもサポート
できるか検証を進めています（図 1 を参照）。

IPTV などのビデオサービスは、 特に関心の高いサービスです。 現
状、 通信サービス・プロバイダーは CDN ノードを導入してサービス
効率を向上していますが、このような CDN サーバーの配置は固定さ
れることが多く、 柔軟性が不足しがちです。 NFV および MEC を使用
して CDN ネットワーク・エレメントをクラウドに配置し、 エンドユー
ザーに近いエッジノードに組み込むと、 エッジ・データセンターへの
NGCO の導入と同様に、 柔軟性とリソース使用率を向上し、 大幅な
ユーザー体験の向上を図ることができます。

しかし、エッジ・データセンターへの vCDN ノード導入の実現可能性
については、十分な検証および評価の積み重ねが必要です。 例えば、
電源、放熱、負荷耐性など、エッジ・データセンターのさまざまな側面
が仕様の範囲に収まるのか。 サーバーのソフトウェアとハードウェア
のパフォーマンス、 信頼性、 セキュリティー、 相互運用性がサービス

図 1. China Telecom によるエッジ・データセンター概念実証計画の構成
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PoC の期間中、vCDN の 4K ビデオサービスは、ユーザーから好意的
なフィードバックを受けました。 テスト結果から、 平均オピニオン評
点（MOS） と画像の遅延率は期待に応えるものであることが示され
ています。

China Telecom が実施したエッジ・データセンター vCDN の PoC と
同社構築のソリューション環境によって、MEC テクノロジーとエッジ・
データセンターは NFV ベースのコア・ネットワーク機能の実装を効
果的に促進できることが実証されました。 また、NFVI 向けインテル® 
Select ソリューションが必要なコンピューティング、ストレージ、ネッ
トワークの機能を提供し、 信頼性と可用性の要件を満たす一方で、
インテル® VCA が優れたビデオ・アクセラレーションのパフォーマン
スを提供することも確認されています。

China Telecom は、 近い将来、 エッジ・データセンター vCDN を導
入する計画です。 その後、 NFV ベースのアプリケーションをエッジ・
データセンターで追加実装した場合のパフォーマンスを段階的に検
証し、さらに固定ネットワークとモバイル・ネットワークの統合を検証
していきます。

 リアルタイムの
ビデオストリーム
（30 fps）

リアルタイムの
ビデオストリーム
（60 fps）

1080p から
1080p

H.264 から H.264 15 7

H.265 から H.265 8 4

4K から
4K

H.264 から H.264 4 2

H.265 から H.265 2 1

表 1. インテル® ビジュアル・コンピュート・アクセラレーターのビデオ・
トランスコード性能

  ベンチマーク結果は、 「Spectre」 および「Meltdown」 と呼ばれる脆弱性への対処を目的とした最近のソフトウェア・パッチおよびファームウェア・アップデートの適用前に取得されたものです。 パッチやアップデートを適
用したデバイスやシステムでは同様の結果が得られないことがあります。
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自分たちの組織に合った適切なソリューションを見つけま
しょう。
詳細については、インテルの担当者にお問い合わせいただくか、
http://www.intel.co.jp/networktransformation/ を参照
してください。

「（NFVI 向け）インテル® Select ソリューションは、 エッジ ・
コンピューティングに適した基盤インフラストラクチャー
を構築し、コンピューティング、ストレージ、ネットワークの
機能がすべて揃ったセットを提供するだけでなく、 さまざま
な VNF ネットワーク ・ エレメント、固定ネットワークとモバ
イル ・ ネットワークのサービス統合機能も備わっています。
一方、 インテル® VCA は、 vCDN ノードにおけるビデオの
エンコード、 デコード、 トランスコードのパフォーマンスを
大幅に高速化し、IPTV などビデオサービスのユーザー体験
を効果的に引き上げてくれます」

China Telecom Guangzhou Research Institute、
SDN/NFV アーキテクト
Ou Liang 氏
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