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図 1. 仮想 EPC (vEPC) アーキテクチャーの例

ネットワーク・トポロジー概要 : 進化したパケットコア 

進化したパケットコアの基本的なアーキテクチャー要素 

進化したパケットコア (EPC) とは、 IP ベースのコア・ネットワーク・インフラストラクチャーであり、 認可済み (2G/3G/4G) および未認可 
(Wi-Fi*) 無線テクノロジーのコンバージェンスをサポートするパケット・データ・サービスを提供します。 EPC はまた、無線と有線および 
その他の代替ネットワークの統合を実現することで、無線および有線ネットワーク上での IP ベース通信やサービスを実現します。 EPC は、
モビリティー、請求、ポリシー、課金用の標準加入者アンカーを提供します。 

EPC の 3 つの要素とは、モビリティー管理エンティティー (MME)、サービス提供ゲートウェイ (SGW)、パケット・データ・ネットワーク・ゲー
トウェイ (PGW) です。 図 1 および図 2 に示す経路図は、簡略化された仮想 EPC (vEPC) アーキテクチャーとトポロジーを示します。 

図 2. ネットワーク・トポロジーの例
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図 3. CS および PS サービスをサポートする基本 3GPP 構成とインターフェイス 1 

第 3 世代パートナーシップ・プロジェクト 
(3GPP*) は、 その EPC アーキテクチャー、
機能要素、 インターフェイス要件に関する
詳細情報を定義しています。 すでに述べた
ように、EPC はあらゆるオンアクセス・テク
ノロジーをサポートする目的で設計されて
います。 以下のリンクは、 EPC 対応オンア
クセス・テクノロジーの基礎についての分
かりやすい解説を提供します。 

3GPP TS 23.002 (http://www.3gpp.org/
DynaReport/23002.htm ( 英語 )) 

3GPP システムのアーキテクチャーの概
要を提供します。 特に、EPC およびレガシー
なコア・ネットワークで使用されるすべての
ネットワーク要素について説明します。 

3GPP TS 23.401 (http://www.3gpp.org/
DynaReport/23401.htm ( 英語 )) 

進化した地上無線アクセス・ネットワーク 
(E-UTRAN) アクセス向けの EPC のアーキ
テクチャーを定義します。 

3GPP TS 23.402 (http://www.3gpp.org/
ftp/Specs/html-info/23402.htm ( 英語 )) 

非 3GPP アクセス向けのアーキテクチャー
強化を定義します。 

図 3 には、 サーキットスイッチ (CS) とパ
ケットスイッチ (PS) サービスをサポートす
る EPC 向けの基本 3GPP インターフェイ
スのサンプルを示します。 青線は EPC 専
用インターフェイスを示します。 
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図 5. 全 PCC 論理アーキテクチャー（非ローミング）3 

図 4. 非3GPP ネットワーク向け EPC ネットワーク・ソリューション 2 

図 4 には、非 3GPP アクセスをサポートする EPC 向けの基本 3GPP インターフェイスのサンプルを示します。 赤色の点線は、通信サービ
ス・プロバイダー (CSP) ドメインに存在しない非マクロ・セル・アクセス要素を表します。 
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3GPP 事業者のネットワーク

ミッション・クリティカル MTC スライス

Massive MTC スライス

MBB スライス

ポリシーおよび課金アーキテクチャー
の EPC 統合 

モバイル・サービス・プロバイダー ・ネット
ワークは、3GPP 規格をサポートする包括
的なポリシー、課金制御、ポリシー実施アー
キテクチャーを備えています。 こうした規
格は、CSP ネットワーク内でポリシー機能
がどのように展開されるかを定義します。
図５は、モバイル・ネットワーク向けの論理
ポリシー ・ アーキテクチャーのサンプル
（3GPP TS 23.002 に規定 ) です。

次世代の EPC アーキテクチャーの 
取り組み 

3GPP 関連の取り組みでは、次世代ソフト
ウェア・デファインド・ネットワーク / ネッ
トワーク機能仮想化 (SDN/NFV) 対応 
EPC アーキテクチャー向けのソリュー
ション・アーキテクチャー定義を推進して
います。 具体的には以下の取り組みが含
まれます : 

EPC デコンポジションとユーザープレーン /  
制御プレーンの分離 

• 3GPP 専用コア・ネットワーク (DECOR) 

• 3GPP 強化された専用コア・ネットワーク 
(eDECOR) 

• 3GPP 制御 / ユーザープレーン分離 
(CUPS) 

次世代ネットワーク向けソリューション・
アーキテクチャー 

• 3GPP Rel-14 study SMARTER:  
TR 22.891 

 -  22.861 Massive Internet of Things 
( 大規模 IoT) 

 -  22.862 Critical Communications 
( 基幹通信 ) 

 -  22.863 Massive Broadband  
( 大容量ブロードバンド ) 

図 6. PCEF のパケットマーキングによるトラフィック・ステアリング例 4 
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EPC 向け制御プレーンと 
ユーザープレーンの分離

EPC は、特定の機能要素の制御プレートと
ベアラー / ユーザー ( データ ) プレーンを分
離する目的で開発されました。 制御プレーン
またはデータプレーン要素としてグループ
化される標準的な EPC ノードの一部を表 1 
に示します。 

一部の EPC ノードでは、 データプレーンと
制御 / シグナリング・プレーン双方の同時
かつ全方向的なスケーリングが必要です。
認証、 請求、 ポリシーおよび課金機能との 
つながりを持つ EPC データプレーン要素に
おいて、これは特に当てはまります。 

図 8 には、SGW、PGW、TDF に必要なシグ
ナリングおよびベアラー ・インターフェイス
の具体例を示します。 

SDN の概念を活用に関しては、 既存の 
vEPC を修正して、制御プレーンとデータプ
レーンのより完全な分離を実現する作業が
進行中です。 この作業は、 CUPS の 3GPP 
テクニカル調査に収録されています。 6 

これによって、 機能はより予測的な方法で
のスケーリングが可能となる一方で、 NFV 
使用時にネットワーク機能をより効率良く
分散する機能を提供できます。 これはまだ 
3GPP における技術研究段階ですが、 業界
はこうしたアーキテクチャーへと急速に移
行しつつあります。 この技術は、IoT や動画
サービスなど、 ビジネスの推進要因に向け
た効率的なスケーリングを可能にする EPC 
デコンポジションにも対応する予定です。
図 9 では、 こうした分離のサンプルを示し
ます。

表1. プレーンごとに分類された標準 EPC ノード 

ベアラー / ユーザー
プレーン 

PGW  パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ 

SGW  サービス提供ゲートウェイ 

GGSN  ゲートウェイ GPRS サポートノード 

Femto GW  Femto セル・ゲートウェイ 

Sec GW  セキュリティー ・ゲートウェイ 

ePDG  進化したパケット・データ・ゲートウェイ 

HA  Home Agent 

WAG  ワイヤレス・アクセス・ゲートウェイ 

eNodeB  進化した NodeB 

制御プレーン 

MME  モビリティー管理エンティティー 

SGSN  サービス提供 GRPS サポートノード 

AAA  認証、権限付与、会計処理 

PCRF  ポリシーおよび課金ルール機能 

OFCS  オンライン課金システム 

OCS  オンライン課金システム 

DNS  ドメイン・ネーム・システム 

HSS  ホーム加入者サーバー 

ANDSF 
 アクセス・ネットワーク・ディスカバリー 

および選択機能 

SPR  加入者プロファイル・レポジトリ― 

DRA  Diameter ルーティング・エージェント 
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図 8. SGW、PGW、TDF に必要なシグナリングおよびベアラー ・インターフェイスの例

図 9. SGW、PGW、TDF に必要なシグナリングおよびベアラー ・インターフェイスの例（U/C 分離）
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図 10. NGMN ネットワーク・スライシングの概念図

ネットワークのスライシング 

新たな収益創出サービスが、EPC の「ネット
ワーク ・ スライシング」 によって実現され 
つつあります。 このコンセプトに対するビジ
ネス推進力は、 SDN/NFV テクノロジーの
諸機能によってサポートされる IoT デバイ
スの急激な拡散です。 

ネットワーク・スライシングとは、ネットワー
ク機能をより効率的なセグメントに区分け 
( スライシング ) して、 多様性に富んだユー
スケースをサポートすることを意味します。
Next Generation Mobile Networks
（NGMN）によるホワイトペーパー「NGMN 
5G White Paper」から抜粋した図 10 では、
ネットワーク・スライシングの概念を図示し
ています。 

SDN/NFV 機 能 を 備 え た サ ー ビ ス 機 能
チェーニング (SFC) の適用は、トラフィックを
特定のネットワーク ・ スライスへと向か 
わせる EPC の機能を最適化します。 SFC 
については、 インテルの Gi-LAN/SFC に関
するソリューション ・ リファレンス ・ アーキ
テクチャー「Gi-LAN and Dynamic Service 
Function Chaining for Communications 
Service Providers（英語）」で解説してい
ます。 

ONF ソリューション・アーキテクチャーの
取り組み 

Open Networking Foundation (ONF) は、
OpenFlow* ベースの実装に向けて EPC 制
御プレーンおよびデータプレーン要件の 
定義に取り組むモバイル・コア・プロジェクトを 
起ち上げています。 この取り組みは、 EPC 
の実装を支援するために必要な OpenFlow 
プロトコルに対する新たな変更を定義する
ために用いられています。 

図 11 には、 OpenFlow 拡張機能によって
制御プレーンとデータプレーンが分離され
た SDN 対応 EPC を示します。 図 11. 制御プレーンとデータプレーンが分離された SDN 対応 EPC
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プラットフォーム・リファレンス・ 
アーキテクチャー 

表 2 には、 vEPC リファレンス・アーキテク
チャー向けのハードウェア BOM のサンプ
ルを示します。 

Enhanced Platform Awareness (EPA)10、
インテル ® リソース・ディレクター ・テクノ
ロジー 11、インテル ® QuickAssist テクノロ
ジー ( インテル ® QAT)、 インテル ® トラス
テッド・エグゼキューション・テクノロジー 
( インテル ® TXT)13、 インテル ® AES New 
Instructions ( インテル ® AES-NI)14 などの
テクノロジーはすべて、 IMS リファレンス・
アーキテクチャーに関係しています。 すべ
てのプロセッサーが関連テクノロジーをサ
ポートしているわけではない点に注意して
ください。 

表３では、これらの機能の詳細情報へのリン
クを示します。 

表2. リファレンス・アーキテクチャーのハードウェア BOM のサンプル 

表3. 各機能の詳細情報

プロセッサー インテル ® Xeon® プロセッサー E5-2680 v3 （2基） 

プラット 
フォーム

インテル ® サーバーボード S2600WT ファミリー
3 TB HDD（Seagate Constellation* CS）
200 GB SSD x2（インテル ® Solid-State Drive DC S3700 シリーズ ） 

メモリー 256 GB  

NIC

インテル ® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X520-DA2 x2
製品の開発コード名 Niantic、 ポートあたりのデータレート 10Gb
最新のコントローラーについては、インテル ® イーサネット・コントローラーを参
照してください。

アドイン 

インテル ® QuickAssist アダプター 8950
PCIe* Gen 3
最新のドライバーおよびパッチについては、インテル ® QuickAssist テクノロジー
向けドライバー（英語）を参照してください。

インテル ® リソース・ディレクター ・ 
テクノロジー 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/resource-director-
technology.html

インテル ® QuickAssist テクノロジー
（インテル ® QAT）

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/
communications-quick-assist-paper.pdf ( 英語 ) 

https://01.org/packet-processing/intel®-quickassist-technology-drivers-and-patches/ ( 英語 )

インテル ® トラステッド・エグゼキュー
ション・テクノロジー（インテル ® TXT）

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/trusted-
infrastructure-overview.html

http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/trusted-execution-
technology/trusted-execution-technology-security-paper.html ( 英語 ) 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/intel-txt-software-
development-guide.pdf ( 英語 ) 

インテル ® AES New Instructions 
（インテル ® AES-NI）

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-
aes-ni/ ( 英語 ) 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/aes-ipsec-
performance-linux-paper.pdf ( 英語 )

Enhanced Platform Awareness 
https://software.intel.com/sites/default/files/managed/8e/63/OpenStack_Enhanced_
Platform_Awareness.pdf ( 英語 ) 

https://networkbuilders.intel.com/docs/openStack_Kilo_wp_v2.pdf ( 英語 ) 

Open vSwitch* 
https://networkbuilders.intel.com/docs/open-vswitch-enables-sdn-and-nfv-transformation-
paper.pdf ( 英語 ) 

データプレーン開発キット 

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/data-plane-development-kit.html

https://networkbuilders.intel.com/docs/aug_17/Future_Enhancements_to_DPDK_Framework.
pdf ( 英語 ) 

ハードウェア・オフロード機能 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/network-io/ethernet/controllers.html
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vEPC ソリューション導入時の 
考慮事項 

パフォーマンス 

すべての仮想アプリケーションでは、物理
ベースのネットワーク機能から仮想ベース
のネットワーク機能への移行時、この基本
となるビジネスケースを正当化するために、
インテル ® アーキテクチャー対応の標準的
な大容量サーバー (SHVS) に十分なパ
フォーマンスを確保する必要があります。
同一の物理的ハードウェア上でより多くの
仮想化アプリケーションを実行する能力
は、SHVS 向けのビジネスケースを強化し
ます。 

しかし、 種類の異なる vEPC 仮想化ネット
ワーク機能 (VNF) の機能性には大きな違
いがあるため、 SHVS には、 複数のアプリ
ケーション・シナリオにおいても VNF のス
ケーリングを可能にする能力が求められ
ます。 主な vEPC アプリケーション要件と
しては、モビリティー ・イベント、シグナリン
グ ・ ターミナル ・ プロキシー ・ サーバー 
(TPS)、 制御プレーン TPS、 データ ・ プ
レーン・スループット、 加入者ステータス、
毎秒あたりの接続数などがあります。 

データセンター ・リソースの最適な利用を
実現するには、アプリケーション環境には、
最新のインテル ® アーキテクチャー対応
チップセットに加えて、 前のセクションで
紹介した機能 (pQoS、 インテル ® QAT、
インテル ® AES-NI、インテル ® TXT、EPA、
Open vSwitch* (OVS)、データプレーン開
発キット (DPDK) など ) が含まれている必
要があります。 このことは、そのインフラス
トラクチャーで利用可能な能力だけでなく、
仮想アプリケーション向けに実現される
個別の能力についても当てはまります。 

ラボでのトライアルや概念実証 (PoC) が継
続的に実施され、 SHVS 上の仮想機能に最
適なパフォーマンスにたどり着くためのさま
ざまなパス評価が可能になっています。 標準
的なカーネル対応 OVS は、SHVS のビジネ
スケースのパフォーマンス要件を満たすに
は不十分です。 シングルルート I/O 仮想化
によって標準 OVS よりも優れたパフォー
マンスが実現される一方で、 これには運用
上の課題につながる一定の依存性 ( ハード
ウェアや個別ドライバーなど ) も存在してい
ます。 さらに、 このアーキテクチャーは完全
に仮想化のメリットを提供するものではあり
ません。 しかし、 最近の DPDK 対応 OVS 
( ユーザースペース OVS) の PoC および 
ラボでのトライアルの結果では、 SR-IOV に
ほぼ近いパフォーマンスが確認されています。 

この点を踏まえた上で、 専用の物理的アプ
ライアンスの SHVS への交換というビジネ
スケースをサポートする推奨リファレンス・
アーキテクチャーは、 SR-IOV および DPDK 
対応 OVS をサポートする環境を提供する必
要があります。 こうしたアプローチによって、
通信サービス・プロバイダーは、必要に応じ
て DPDK 対応 OVS または SR-IOV を使用
する SHVS に関する市場に迅速にたどり 

図 12. 水平的ソリューションによるリンケージ

着くことが可能になります。 DPDK 対応 
OVS への移行は、 最適化や個別の機能
セットなど、 仮想化のメリットの実現を支
援することになります。 

オプション 

前のセクションで示したように、 仮想化さ
れた vEPC ソリューションの実装を成功さ
せるには、3GPP および SDN ドメイン全体を
対象としたポリシーの調整が必要です。 し
かし、 ポリシー ・フレームワークの決定プ
ロセスの一部として、ソフトウェア・スタッ
クの全レイヤーを対象とした統合された
フックを提供する仮想ネットワーク・サー
ビスも必要となります。 図12に示すように、
水平的ソリューションは、サービスの配備、
監視、 課金を行う NFV/SDN スタックのす
べての異なるレイヤーを対象とした機能を
リンクする必要があります。 vEPC が提供
するメリットを最適化するには、 テクノロ
ジー環境およびリソースモデルと通信サー
ビス・プロバイダーの加入者プランおよび
ポリシー権限付与との綿密な調整が存在
する必要があります。 
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いつ、どこで、何を、どのように、 
そしてどれくらい ? 

仮想化された vEPC を効果的に開発し、統
合し、運用するには、まず最初にいくつかの
重要な質問 ( いつ、 どこで、 何を、 どのよう
に、 どれくらい ) に答える必要があります。
SHVS 上に VNF を正しく展開する能力に
は、 アプリケーションの要件と十分に調整
が図られた環境の機能および場所につい
ての理解が必要です。 SHVS は、ネットワー
クのエッジからコアにかけての重要な柔軟
性とワークロード配置を実現します。 SHVS 
は、 その環境が信頼済みかつ安全で、 タス
クにとって適切なリソースを備えているこ
とを保証する運用ツールを提供します。 

例えば、 インテルは OpenStack EPA のよ
うな業界の取り組みを推進し、 貢献するこ
とで、 インテル ® アーキテクチャー対応プ
ラットフォームの機能が、通信サービス・プ
ロバイダーの管理およびオーケストレー
ション実装に適切に公開されて、 最適な
データセンターのリソース利用が可能にな
るようにしています。 

ネットワーク・サービスのライフサイクル管
理、モニタリング、セキュリティー、課金モデ
ルはすべて、 仮想化環境における正しいス
ケーリングに必要な水平的ソリューション
機能のサンプルです。 インテルは通信サー
ビス・プロバイダーと緊密に連携して、 こう
した水平的機能の熟成を加速するための 
業界全体の取り組みを推進しています。 
本ドキュメントの今後のバージョンでは、こ
うした取り組みの具体例についても紹介す
る予定です。 

インテルのサービス・プロバイダー ・ネット
ワーク成熟度モデルで説明したように、ネッ
トワーク仮想化機能の初期導入は、 必要な
水平的機能を含むエンドツーエンドの垂直
的ソリューションに関して、単一ベンダーに
依存することになります。 そして、 水平的能
力が成熟し、サービス・プロバイダーの単一
ベンダー実装からの移行が進むにつれ、ネッ
トワーク機能の仮想化から商用ビジネスサー
ビスを生み出すビジネスケースは進化を続
け、 新たなサービスからの新たな収益化機
会の創出に貢献します。 

次の手順 

• NFV 向けのインテル ® テクノロジーに
ついてさらに詳しく学ぶには、インテル ®  
ネットワーク ・ ビルダーズ ・ ユニバーシ
ティーが提供するコースに参加しましょう: 
インテル ® ネットワーク ・ ビルダーズ ・
ユニバーシティー（英語）

• vGiLAN やその他の NFV 製品を扱う
インテル ® ネットワーク ・ ビルダーズ ・
パートナーのソリューションを参照する：  
https://networkbuilders.intel.com/
solutionscatalog ( 英語 ) 

• インテル ® ONP リファレンス・アーキテ
クチャーを使用するテストベッドの構築
方法については、01.org を参照してくだ
さい : インテル ® ONP（01.org） ( 英語 )  

• 使用中の NFV システムで最高のセキュ
リティーを実現するには、使用中のイン
フラストラクチャーおよび VNF 調達品
の中にインテル ® クラウド・インテグリ
ティー ・テクノロジーが含まれているこ
とを確認してください。 

• 使用中の  NFV システムから最高のパ
フォーマンスを引き出すには、 使用中
のインフラストラクチャーおよび VNF 
調達品の中にデータプレーン開発キッ
トとの互換性が存在していることを確
認してください。 
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