
5G時代の到来：
インフラストラクチャー対策を進める
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カウントダウンが始まりました。 5G サービスは順調に体制を整え、 通信

サービス事業者 （CoSP） は、 開始に向けて準備を進めています。 Futurum 

Research 社によると、 欧州と北米のテレコム会社の72% は、 初の5G ロール

アウトを今後12カ月以内に予定しています。¹ それよりも早期に開始する会社 

もあります。 29% 近くが、6カ月以内に5G を展開する予定です。¹ 調査対象の

42% は、5G に向けて会社を完全に再編し、49% は同プロセスを実際に開始

しています。¹

このような5G への投資を促しているのは何でしょうか ? 高帯域幅、低レイテン

シー、そしてモビリティーの結合が、多くの新たなユースケースを可能にします。

• モバイル・ブロードバンドは、どこでもデバイスを接続できるブロードキャスト 

系のサービスをサポートします。 ライブビデオ、 拡張現実 （AR）、 仮想現実 

へのモバイルデバイスのアクセス性を高める以外に、5Gは、有線接続が希薄 

な過疎地域へのブロードバンドの配信を可能にします。 有線インターネット

接続が利用できる場所では、5G は新たな競合先として出現すると予想され

ています。

• コンシューマーのモノのインターネット（IoT） アプリケーション、 すなわち 

セキュリティー・システムやスマート・エネルギー・モニターなどは、より簡単

に接続できます。 災害時要援護者向けのライフライン通信などのウェアラ 

ブル・テクノロジーも、通信の改善による恩恵を受けられます。

• 産業の IoT アプリケーションは、有線接続を用いずに、ファクトリー機器から 

大量のデータを一層容易に収集できます。

これらの3件のユースケースは、Futurum 社の調査による5G 展開の上位ドラ

イバーとして引用されており、 また最大の投資収益の実現が期待されています。

しかし同時に、 ネットワークにこれまでと完全に異なる需要を発生させ、 IoT

ユースケースで細かな要求を発行するコネクテッド・ デバイスの急増と、 モバ

イル・ ブロードバンドのユースケースの、 ビデオやクラウドゲーミングなどの

高帯域幅コンテンツの増加に対処する必要が生じるかもしれません。

CoSP は現在、 5G の需要に対応したインフラストラクチャー整備のために、 

いくつかの策を講じることができます。 本書では、そのうちの5つの策について

概要を説明します。
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5G ネットワークは今後数年間で進化し、新しい機能と性能が次々と展開される

と予想されます。 最新の5G サービスを提供するために、CoSP はネットワーク

を簡単にアップグレードできるような対策を講じなければなりません。 5G の 

新しいサービスが出現すると同時に、 CoSP はネットワーク機能の物理的 

ロケーション間の移動、 あるいは新たなロケーションへの機能の追加に対応

する必要があります。

ネットワーク機能仮想化（NFV）は、必須であるフレキシビリティーを実現する、

5G ネットワークの中心となる柱と見なされています。 NFV はまた、よりクラウド

ネイティブなネットワークに向けた進化に必要とされる手段でもあります。

CoSP はすでに、 従来のネットワークの構成要素である固定機能アプライア

ンスに代わり、 ソフトウェアの使用を目指した作業に着手しています。 通常、 

CoSP は比較的リスクの低いユースケースから開始し、 経験を積むに従い 

リスクに対するトレランスを上げていきます。 多くの CoSP が仮想化している 

機能には、カスタマー構内設備（CPE）、IPマルチメディア・サブシステム（IMS）

コールサーバー、Evolved Packet Core（EPC）、Gi-LAN などがあります。

しかし、NFVの成熟度はCoSPにより大きく異なります。 初期の展開では、通信 

機器メーカー（TEM）の垂直に統合されたソリューションを使用できますが、

NFV の能力をフルに活用できるのは、各ベンダーのネットワーク機能を通じて 

ハードウェア・ リソースを共有でき、 クラウドと同様の管理体制が採用される

場合に限られます。

図1は、NFV の成熟度を５段階で示したものです。

NFVのアジリティー（機敏性）へ向けた進化

図1　NFV 進化の各段階
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AT&T*、2020年までにネットワークの

仮想化を目指す³

5段階の成熟度：

• クラシック・アプライアンス：	 
すべての仮想化が始まる前の出発点。 固定機能デバイスを使用しており、

ハードウェア調達のリードタイムが長いため、 成長への対応が困難です。 各

アプライアンスが最大負荷を確実に処理するためには、 オーバープロビ

ジョニングが生じます。

• ソフトウェア・アプライアンス：	  
NFV への最初の段階では、 インテル® Xeon® プロセッサーをベースとする

汎用ハードウェア上で実行できるソフトウェア版のアプライアンスを提供 

していました。 仮想化サーバーの使用により、 複数のソフトウェア・ アプラ

イアンスが同じハードウェアを共有できます。 この連結は、 バックアップ ・

ハードウェアの共有化など、デバイス管理の合理化を促します。

• オーケストレーテッド・コンポーネント：	  
2018年末時点で最もポピュラーな展開シナリオでしたが、 先進的な CoSP

はさらに先を行っている可能性があることも留意します。 オーケストレー

ションの利用は、ハードウェアとソフトウェア・アプライアンスの、トラフィック 

に沿ったプロビジョニングを可能にし、 ネットワークをよりレスポンシブに

して、 オーバー・ プロビジョニングを減らします。 特に、 オフピーク時の処理

容量を減らすことができるため、 大幅な省エネが可能になります。 IDC 社は、

今から2022年までの NFV インフラストラクチャー向け市場の最も成長し

そうなセグメントとして、オーケストレーションを挙げています。²

• オーケストレーテッド・マイクロサービス：	  
今後数年間で、ネットワークは、ますますマイクロサービスを使用することに 

よって進化すると予想されます。 データプレーン機能はステートフルであり 

ロード ・ バランシングを要求するため、 制御プレーン機能と比べてオーケ

ストレーションが困難になります。 そのため、 一部のデータプレーン機能は、

クラウドと同様に管理しやすい複数のマイクロサービスに分割されています。

マイクロサービスの使用により、 アップデートとアップグレードに付随する

リスクを軽減しやすくなり、 さらに DevOps スタイルの作業方式でサポート

された場合は、インサービス・アップデートも有効になる可能性があります。

今後の CoSP は、 長期的なプロジェクトでビッグバン的なアップグレードを

やり遂げるのではなく、ネットワークの頻繁なマイナー・アップデートを通じて 

進化するでしょう。

• ソフトウェア定義アーキテクチャーのマイクロサービス：	  
進化の最終段階は、 ストレージとネットワーキング ・ デバイスからの物理

サーバーの分離です。 代わりに、すべてのリソースのプールが形成され、必要

に応じて機能に割り当てられます。

NFV は、5G の実現テクノロジーの1つと見られています。 これまでハードウェア 

は、 今後のデータ増加を見込んで、 何らかのヘッドルームでプロビジョニング

されていました。 5G アプリケーションは多岐多様であるため、 今後のハード

ウェア要件を予測することは困難です。 ネットワーク内のハードウェアとソフト

ウェアを分離することで、単独でのアップグレードが可能になり、必要に応じて

追加的にハードウェアを付加できるようになります。 最大負荷に合わせて固定

機能のアプライアンスをアップグレードまたは交換するよりも、リスクとコスト

を抑えられます。

CoSP は、 オーケストレーテッド ・ コンポーネントを使用する方向に進化する

ことで、現段階で5G サービスの開始に備えることができます。 その結果、新しい 

サービスの展開と、トラフィックのスパイクへの応答に必要な機敏性を得ること

ができ、ネットワーク・リソースをオーバー・プロビジョニングすることがありま

せん。 NFV は5G のイネーブラーであると同時に、5G ネットワーク上で新しい 

付加価値サービスを簡単に開始するためのプラットフォームを提供します。 

そのため、 CoSP はオーバーザトップ（通信事業者以外）のサービス事業者と

の競争で優位に立てます。
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5G はこれまでにない高帯域幅と低レイテンシーを実現すると期待されてい

ますが、 一部のデータ集約的なアプリケーションは、 クラウド内を拠点にして 

いなければ実行できないかもしれません。 また、ユーザーのデバイスとクラウド 

のデータセンターとのデータ転送に時間を要する場合があります。

このような理由によりインテルは、 同社が次世代セントラルオフィス（NGCO）

と呼ぶネットワークのエッジで、トランスフォーメーションが起こると考えてい

ます。 マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）は、ネットワーク内の、

ユーザーのより近く、 より低レイテンシーでアプリケーションのホスティングを 

可能にする、5G の必須パートナーと見なされています。 対応する分野として、

AR、 コンピューター・ ビジョン、 公共の安全、 自律走行による輸送などが挙げ

られます。 スマート・シティ・アプリケーションを含む IoT アプリケーションは、 

ローカル ・ アナリティクスにエッジ ・ コンピューティングを使用できるため、 

アラートのより迅速な発信が可能になり、 ルーチンのセンサーデータをネット

ワーク内で連続的に転送するプロセスが省かれます。

現時点で、NFV は主に、データセンター環境でホスティングされるネットワーク

機能に限定されています。 しかし、 ネットワーク・ エッジのセントラルオフィス、

ブランチオフィス、トラフィック集約ポイント、あるいはアクセス・ネットワーク

内などのロケーションに、この方式を拡大することができます。 エッジサイトは、 

仮想ネットワーク機能やユーザー・アプリケーションを含む多様なワークロード 

をホスティングする必要が生じます。 このため、 NFV に備わるフレキシビリ

ティーが MEC の重要なイネーブラーになります。

NFV のネットワークへの拡大には、 異なるサーバー ・ ハードウェアの使用が 

要求される場合があります。 データセンターは、 サーバー専用のスペースを 

持つ高度に制御された環境です。 これに対して、 ネットワーク ・ サイトのホス

ティング環境は、 物理的スペースが限られ、 コンシューマー ・ レベルで環境

がコントロールされ、 アクセスが限定的です。 機器を私有地に配置する場合、

リース契約により CoSP が実施できるメンテナンス訪問回数が制限される 

可能性があり、機器の信頼性が重要になります。

ロケーション間で物理的なフォームファクターが異なる場合もありますが、

5G に向けてインフラストラクチャーを最適な体制に整える場合に、 2つの 

基本理念が参考になります。

• ハードウェアを従来のネットワーク・アプライアンスと可能な限り調和

させ、 運用管理を容易にします。 例えば、 輸送 （でこぼこの道路など） と 

倉庫保管（運用環境の外部の温度と湿度を含む）への耐性が要求されます。

• ネットワーク全体でソフトウェア・レイヤーの一貫性を可能な限り維持します。 

NFV は、 ネットワークの任意の場所で、 多くのアプリケーションとワーク

ロードのホスティングを可能にします（レイテンシーの公差に基づく）。 データ

センターとネットワーク・ サイトで一貫したソフトウェア・ プラットフォーム

を運用することにより、これらのロケーションでリソースを共有できます。

パイロット・エッジ・コンピューティング
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のCoSPが今後2年で 
MECを展開する予定⁴

上海で実証されているように、 MEC は4G ネットワークで試験的に展開

できます。 China Unicom*、インテル、Nokia*、Tencent Cloud* の各社は、 

上海のメルセデスベンツ ・ アリーナでのコンサートにおいて、 ユーザー

デバイスへの HD ビデオ ・ ストリーミング試験を共同で実施しました。

インテル® Xeon® プロセッサー・ ファミリーを搭載した Nokia* 社の MEC

ソリューション* により、CoSP は現在の4G インフラストラクチャーを使用

して5G と同様のサービスを提供できます。 このソリューションは、アリーナ

やほかの非常に混み合ったエリア内で、低レイテンシーでビデオを配信する 

と同時に、 ネットワーク内でのバックホールのコストとレイテンシーを 

回避します。 この試験では、 ライブビデオのレイテンシーは大幅に低減 

されました。

CoSP は、 今4G ネットワークで MEC 向けのパイロット・ プロジェクトを 

立ち上げることで、5G に対応したインフラストラクチャーとチームを整え

ることができます。

エッジ・アプリケーションを開発する上での複雑さの1つに、エッジが

ネットワークの広域にわたるため、 アプリケーションのホスティング

場所に応じて、 データプレーンにアクセスするための要件が異なる

ことが挙げられます。 OpenNESS が提供する API とライブラリーは、

複雑さを取り払い、異なるエッジ・ロケーションでのアプリケーション

のホスティングを容易にし、 製品化までの時間を短縮する可能性を 

もたらします。

大手数社は、 オープンソース ・ プロジェクトの傘下で、 ソフトウェア

統合の簡易化に取り組んでいます。 Linux Foundation* が主催する 

Akraino* Edge Stack プロジェクトは、 エッジ ・ コンピューティング 

向けのソフトウェア・スタックの創出を目指しており、インテル、AT&T*、

Ericsson*、Nokia*、Huawei*、Red Hat* などが参加しています。

エッジに向けた開発

030116
取り消し線
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レイテンシー感度 ? 高帯域幅 ? 海外ローミング?

音声通話 有 無 有

ビデオ再生 無 有 有

IoT 無 無 無

A R 有 有 無

ここまで考察してきたように、 ネットワークのレイテンシーと帯域幅の要件は、

サービスにより大きく異なる場合があり、 海外ローミングなどのサービス特性

に関しても異なります。 図2で、 要件を一覧にしています。 音声通話と AR は、

レイテンシーの影響を大きく受けますが、 録画ビデオの再生は影響されません。 

通常、 音声と IoT は高帯域幅を必要としませんが、HD ビデオは必要とします。

IoT と AR アプリケーションは、 特定のロケーションに関連付けられる傾向に

ありますが、 音声とビデオ再生はグローバル・ ローミングのサポートが必要に

なる場合があります。 これらのアプリケーションを含めた、 その他多くが、 同じ

物理的インフラストラクチャーでのサポートを必要とします。

ネットワーク ・ スライシングは、 サービスの多様なネットワーク要件に CoSP

が対処できる対策の1つです。 NFV に基づくこのアプローチにより、仮想ネット

ワークを各種のサービスに合わせて構築することができ、 サポートされるサー

ビスに合った、 適切なサイジングが可能になります。 サービスごとに個別に 

プラットフォームを構築する、 あるいはホスティングするサービスのピーク時

の需要に合わせて共有プラットフォームを構築する場合よりも、費用対効果を

高められます。 ほとんどの場合、 このようなプラットフォームはオーバー・ プロ

ビジョニングされます。 ネットワーク・ スライスは、 予測されるサービスレベル

に合う必要なリソースを使って、 特定のサービスおよび / または特定の顧客に

対して作成できます。

ネットワーク ・ スライシングも、 5G の商業化の成功で重要な役割を果たすと

広く見なされるテクノロジーです。 5G のネットワーク・ スライシングを有効に

するには、 すべてのネットワークを5G にアップグレードする必要があります。 

しかし、今日のネットワークでネットワーク・スライシングを用い、既存のネット 

ワークでサービスを提供する方法で、 インフラストラクチャーとチームを整え

ることは可能です。 Ericsson* と Swisscom* の両社は、 エンドツーエンドの 

ネットワーク ・ スライシングを実証し、⁵ Vodafone* と Huawei* 両社は、 固定

ファイバー・ ネットワークにネットワーク・ スライシングを使用する実地試験を、

アイルランドで実施しました。⁶

ネットワーク・スライシングの導入

図2　サービスごとにサービス特性が異なる

030116
取り消し線
? トル

030116
取り消し線

030116
取り消し線
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大量のモバイルデータとデバイス数の急激な増加に対応するため、CoSP は、

クラウドベースの無線アクセス・ ネットワーク（RAN）の使用を検討しています。

仮想ベースバンド処理機能は、 多数の Remote Radio Head（RRH）において

共有できるため、フレキシビリティーが向上し、コストが最適化されます。

RRH に配置するインテリジェンスの量と、 クラウドに常駐させる量は、 アプリ

ケーションごとに異なります。 3GPP は、RAN の機能を分割する8通りの方法を

特定しており、それぞれ RRH とバースバンド・ユニット（BBU）に分類しています。

超低レイテンシーが要求される場合、 または BBU と RRH 間の接続で必要な

パフォーマンスが得られない場合、 この処理は無線の近くで実行される必要

があります。 それ以外の場合、 仮想化がしばしば使用され、 ネットワーク内の

ほかの場所で処理がホスティングされます。

複数のイネーブリング・テクノロジーが、RAN の仮想化を可能にしています。

• RRH と BBU 間で必要な通信速度を実現するために、 インテル® シリコン ・

フォトニクス光学トランシーバーが使用されます。 同レシーバーは、 ウエ

ハーレベルでレーザーとシリコンを統合し、パフォーマンス、コスト、スケール 

効果の高い大量生産を可能にします。 これらのトランシーバーは、高帯域幅 

（最大100Gbps）と10㎞までの伝送距離に対応するため、5G で重要な役割 

を果たすことが期待されています。 また銅線から光ファイバーへ変更された

4G ネットワークでも使用できます。

• データプレーン開発キット（DPDK）は、汎用ハードウェアのパケット処理を

高速化し、CPU コアへのデータの効率的なルーティングを支援します。

• インテル® アドバンスド・ ベクトル・ エクステンション512（インテル® AVX-

512）は、 インテル® Xeon® スケーラブル・ プロセッサーで導入されており、

前世代のプロセッサーよりも同時処理可能データ量を増やすことができ 

ます。 このため、 4G と5G の両 RAN で、 物理レイヤー信号処理のパフォー

マンスが向上します。

5G 向けにインフラストラクチャーを整える場合、 CoSP は、 このようなテクノ

ロジーの調査からスタートするとよいでしょう。

RAN仮想化の探求
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5G を最大限に活用するためには、 マインドセットの変化が必要です。 テクノ

ロジーの段階変化のための、 広大な実装プロジェクトのことではありません。 

インクリメンタルで連続的な変化が必要なのです。 ネットワークがソフトウェア 

中心になるに従い、 組織はより迅速にサービスを開始できるように、 一層の 

機敏性が要求されます。 決定的な成功要因は、CoSP が単独の作業あるいは

他社とのコラボレーションにより、 ネットワークで新しいソフトウェアをどの 

ように適切に統合できるかということになります。

開発者とオペレーションのチームは、 責任の分担のために協力し合い、 適切な

場面で DevOp 方式を使用して、ソフトウェアのアップデートと新しいサービス

の作成と開始を成功させる必要があります。 ネットワーク運用者がオーバー

ザトップ（通信事業者以外）のサービス事業者と競合する場合、 同じ機敏性と 

フレキシビリティーに基づいて、 新しいサービスを試みる必要があります。 

フロントライン ・ スタッフには、 新しいテクノロジーと新しいアプローチを 

テストできる権限が与えられている必要があります。 そうすれば早急に習得して、 

ネットワークでどのように運用できるかを考え出すことができます。 この知識は、

組織の5G 戦略を立案するときに役立ちます。

しかし、 Futurum 社が調査した通信会社のうち、 フロントライン ・ スタッフが 

5G 戦略の推進に参加していると回答したのは14% に過ぎません。 見落とし

がちですが、 CEO や上級管理部門、 フロントライン ・ スタッフが5G の責任を

共有している組織は、5G の所有権が CEO と上級幹部に限定されている組織

よりも、自社が競争で後れを取っていると考えない傾向にあります（図3）。

NFV、 エッジ ・ コンピューティング、 ネットワーク ・ スライシング、 RAN 仮想化

プロジェクトで得られた経験を5G 戦略に活かすべきです。 フロントライン ・ 

スタッフが戦略形成に重要な役割を果たしてこそ、それが可能になります。

組織の行動を促す

図3　 5G 戦略の責任者はだれか ? フロントライン・スタッフの参加により、組織は競争で優位にあると自己評価し、 

競争で後れを取っていると考えない傾向にあります。 出典： Futurum Research 社
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一部の CoSP は、 他社よりも早く5G の立ち上げを予定しており、 

インフラストラクチャーと組織の体制固めを開始できます。 インテル® 

Xeon® プロセッサーをベースにした NFV により、 組織は5G に必須

となるインフラストラクチャーを確立できるため、 今すぐに機敏性と 

フレキシビリティーを改善できます。 エッジ ・ コンピューティングと

ネットワーク ・ スライシングは、 コストに留意しつつ、 5G の技術的 

およびビジネス上のポテンシャルの活用を最大限支援します。 これら

のテクノロジーは、4G ネットワークにおいてもパイロット運用できます。

帯域幅の需要および予測されるコネクテッド ・ デバイス数の増加に 

対応するために、 CoSP は RAN 仮想化を検討できます。 これらの 

プロジェクトと技術イニシアチブはすべて、それらを実施するフロント

ライン・スタッフが5G 戦略の形成に関わっていなければ、十分に効果

を生むことができません。 成功を収める組織の大半は、CEO、上級幹部、 

フロントライン・スタッフが団結し、知識と能力を共有しています。

インテル® アーキテクチャーをベースにしたクラウドは、将来に備えた

デジタルビジネスの基礎となります。 インテル® Optane™ DC パーシ

ステント・メモリーを搭載した、第2世代のインテル® Xeon® スケーラ

ブル・プラットフォームは、CoSP が NFV、エッジ・コンピューティング、 

ネットワーク・スライシング、RAN仮想化を展開する場合の強固な基盤 

を提供します。

インテル® QuickAssist テクノロジーを統合した第2世代インテル® 

Xeon® Platinum プロセッサーは、 仮想ネットワークのセキュリ

ティーと圧縮パフォーマンスの向上を支援します。 アナリティクス分野

では、 インテルはデータセンターのインテル® Xeon® Platinum プロ

セッサーから、 エッジのインテル® Xeon® Bronze プロセッサーまで、

幅広く提供しています。

• OpenNESS（英語）  

• Akraino*（英語）  

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー  

• 全員のための最前列： モバイルHD ビデオがショーアップ（英語）  

• 5G へのエッジ・コンピューティングの導入で低レイテンシー、 

費用効果の変革の機会（英語）  

• 5G フロントホール・ネットワーク・アーキテクチャー・ 

インテリジェンスの分割と接続を調査（英語）  

• インテル® シリコン・フォトニクス  

• データプレーン開発キット（DPDK）（英語）  

• 仮想 RAN に要求されるフロントホール・パフォーマンスの実現（英語）   

5Gの需要に備える 参考資料まとめ

詳細はこちら
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https://plan.seek.intel.com/us_en_27630_MEC_Smart_Stadium
https://www.intel.com/content/www/us/en/communications/5g-using-edge-computing-whitepaper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/communications/5g-using-edge-computing-whitepaper.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/exploring-5g-fronthaul-network-architecture-white-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/exploring-5g-fronthaul-network-architecture-white-paper.pdf
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/silicon-photonics/silicon-photonics-overview.html
https://www.dpdk.org/
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