
なぜ、通信サービス事業者（CoSPs）提供の	 	
ビジュアル・クラウド・サービスにCDNが必須なのでしょうか?
消費者は、web やビデオコンテンツをいつでも、 どこでも、 どのデバイスにおいても使用できることを期待しています。 
より豊かに、 よりローカライズされた、 個人向けやインタラクティブ型、 または没入タイプのコンテンツが増え続ける 
現在、CoSPs には、顧客に単なる「メディア」コンテンツ以上のものを提供するプレッシャーがかかっています。 つまり、 
CoSPs は、 ビジュアルクラウドのエクスペリエンスを提供しなければなりません。 CDN はネットワークのエッジに 
おいて、CoSPs によるこれらのサービス提供を可能にします。 CoSPs は、より豊かなコンテンツを広く消費者や彼らの 
モバイル機器に提供できるようになります。 メディアと5Gの新時代においてCoSPsが消費者からの期待に応え続ける 
ためには、CDN の強力なネットワークが必要となります。

ビジュアルクラウドを牽引する業界のトレンドは何ですか?

ビジュアル ・ コンピューティング ・ ワークロードは、 飛躍的に増大しています。 専門家は、 2017年から2022年の間
にすべてのインターネットと IP ビデオ関連分野の目覚ましい成長を予測しています。 グローバルCDN は、 すべての 
インターネット・トラフィック（2017年は最高56%）において72% を占めるまでに上昇し、消費者のビデオ・オンデマ
ンド（VoD）トラフィックは、2022年までに2倍近くになることが予想されています。¹ 従来のアプライアンス・ ベース 
の CDN モデルはこのタイプの成長に対応できなかったため、 管理者は、 より良いスケールとアジリティを求め、 クラ
ウドベースの CDN モデルに乗り換えています。 さらにビジュアルクラウドは、新しい CDN タイプの管理者によるサー
ビス提供と収益化をサポートします。

CDNがこのデータのすべてに追いつき、高品質なユーザー・エクスペリエンスを	
提供するにはどのようにしたら良いのでしょうか?
ビデオ ・ トラフィックは飛躍的に増大し続けるので、 CDN サービス ・ プロバイダーは、 より少ない労力で効率を高めることが必要です。 
より豊かでインタラクティブかつ没入型に進化したコンテンツは、高帯域幅・低レイテンシー、さらにはテクノロジー・ビルディング・ブロック 
までも必要とする場合があります。 インテル® テクノロジーの広範なポートフォリオは、 ソリューションの密度を保ちつつ、 レイテンシーの
減少が可能です。 ここに最新の CDN プラットフォームの基本事項を挙げます :

• メモリーと帯域幅：	第2世代インテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーのアーキテクチャーは、 1つのソケットにつき48コアと 
12メモリーチャンネルがある2つのソケットと、 ハイスピードのインターコネクトおよびキャッシュの最適化で、CDN ワークロードの 
要求をサポートします。

• 革新的なメモリーとストレージ：	インテルの新しいメモリーとソリッド・ステート・ドライブ（SSD）テクノロジーは、CDN ワークロードに 
理想的に合致しています。

• エッジ・パフォーマンス：	高密度アクセラレーターは、 エッジノードにおけるパフォーマンスを最大化します。 これは、 インテル® 
QuickAssist テクノロジー（インテル® QAT）による暗号 / 圧縮ワークロードの加速およびインテル® ビジュアル・ コンピュート・ アクセ
ラレーター2（インテル® VCA 2）によるトランスコードの加速を含みます。 ライブ・ トランスコード、 ターゲティング広告掲載、 および
クラウド・ デジタル・ ビデオ録画 （DVR）のような隣接したサービスの提供を求める CDN の管理者は、 スケーラブルで、 柔軟性があり、
仮想化され、クラウドライクである CDN が必要です。

FAQシート:	
コンテンツ・デリバリー・ネットワーク	
（CDN）における具体的な成果
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開始にあたり最善の方法はどのようなものでしょうか?

柔軟性に欠ける専用ネットワーク・ アプライアンスを、 ネットワーク機能仮想化（NFV）、 ソフトウェア・ デファインド・
ネットワーキング（SDN）およびソフトウェア・ デファインド・ インフラストラクチャー（SDI）が利用可能なインフラス
トラクチャー・ エレメンツに取り替えてください。 顧客、 使用例、 ビジネス要求事項に基づき、 ワークロードをどこで 
処理するか（ネットワーク ・ エッジ、 クラウド、 またはコア ・ データセンター）をインテリジェントに決定できるネット 
ワークを構築してください。 自社のソリューション・アーキテクツが、高パフォーマンスでスケーラブル、さらにコスト・
パフォーマンスの高い CDN ソリューションを設計できるよう、インテルの広範なポートフォリオからツールとテクノロ
ジーを選択してください。
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ネットワークを変更するために、	 	
他社はどのようなことを行っていますか?
トップクラスの CoSP は、オンデマンド・サービス提供用の新しいポートフォリオをサポートする仮想 CDN（vCDN）を
構築しました。 ソリューションは、強力なインテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサーおよびインテル®イーサネット・ 
アダプターを使用します。 新しい vCDN について、CoSP は、 アジリティの向上、 低コストとより速いサービス・ デプロ
イメントの達成を想定します。³ また、Silicom* は、インテル® QAT を装着した、インテル® Xeon® Platinum プロセッ
サーのパフォーマンスの優位性を立証しました。 トランスポート ・ レイヤー ・ セキュリティー（TLS） ハンドシェイク 
試験において、インテル® QAT は、スピード上昇に貢献します。⁴
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CDNに変更する際、総所有コスト（TCO）を下げるには	
どうしたら良いでしょうか?
最善の実践方法は以下となります :

• データの増加と極めて動的なニーズを受け入れるスケーラブル・プラットフォームを選択します。

• 自社のハードウェア向けに最適化されたソフトウェア ・ ソリューションを展開します（可能な限り最高のパフォー 
マンスを提供）。

• 省エネルギーで、 展開が容易で保守管理が簡単である業界標準ハードウェアの使用により、 全体のハードウェア・ 
プラットフォームのコストを削減します。

• CPUベースのソリューションを選択することにより、グラフィックス・プロセシング・ユニット（GPUs）関連の高コスト 
なライセンス料を回避します。²

• サーバー密度と全体のリソース利用を増やします（サーバーが処理できるワークロードが増えれば、 サーバーの 
価値も上がる）。

• 柔軟なソーシング、および多様なイノベーションやケイパビリティーを得られるエコシステムが特徴である、オープン
ソースベースのソリューションを選択しましょう。

• CDN の管理者が、TCO を減らせるように個別のインテル® テクノロジーのソリューション・リストを参照します。
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CDNインフラストラクチャーを最新化する	
テクノロジーは何でしょうか?
インテルは、 新しいインテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーにより、 包括的で相互運用性のあるエンドツー 
エンド・ メディア・ ソリューションを提供します。 現在の顧客により良いソリューションを提供することに加えて、 バー
チャル・ リアリティー（VR）360、 ゲーミング、 メディア・ アナリティクスといった新たに出現しているエッジクラウドの
使用をサポートする CDN を拡張できます。 個別のインテル® イネーブリング・テクノロジー製品は、以下となります :

• インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー：TCOと頻度を優先するインテル® スピード・セレクトで、ネットワーク 
最適化 SKUs が利用可能です。

• インテル® QAT： 一括暗号化および解読、公開鍵交換、圧縮とハードウェア・アクセラレーションの検証をします。

• インテル® VCA 2：インテル® Iris® Pro グラフィックスおよびインテル® クイック・シンク・ビデオのメディア・トランス 
コード容量に備えたインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー。

• インテル® イーサネット・ ポート： 700シリーズ（10G/25G/40G）およびデュアルポート25G VirtlO vSwitch アク
セラレーション。

• インテル® Optane™ DCパーシステント・メモリー（DIMMフォームファクター）：CPUにデータを近づけることにより、 
ストレージへの迅速なアクセスを実現し、 低 TCO で、 より多くのメモリー・ フットプリントを提供します。 このテクノ
ロジーは、ライブ・ストリーミングに最適で、DRAM と比較して実質的な節約を提供できます。

• インテル® Optane™ SSD： ハードディスク ・ ドライブ（HDDs） およびスタンダード SSDs と比較して非常に高い 
信頼性とパフォーマンスを提供します。 これらのドライブはホットコンテンツの使用に最適です。

• インテル® 3D NAND SSD： VoD やクラウドDVR といった高性能、高容量が必要とされる使用に最適です。

• HEVC や AV1向けスケーラブル・ ビデオ・ テクノロジー（SVT）といったソフトウェア・ テクノロジー・ ビルディング・
ブロック。

• ビジュアル・クラウド・デリバリー・ネットワーク用のインテル® セレクト・ソリューション。
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