
図 1. IMS 制御 / シグナリング・ネットワークの概要 

通信サービス・プロバイダーのための 
vIMS 制御 / シグナリング

ネットワーク・トポロジー概要 : vIMS 

IP マルチメディア・システム (IMS) アーキテクチャーを使用することで、 通信サービス・プ
ロバイダー (CSP) はセッションベースのサービスを提供することが可能になります。 あらゆ
るインターネット・プロトコル / セッション開始プロトコル (IP / SIP) デバイスは、コントロー
ル・サーバーの 呼セッション制御機能 (CSCF) によってセッションを確立した後、 ほかの 
IP/SIP デバイスとの接続を確立して、2 つのエンドクライアント間で音声、動画、データセッ
ションを配信できます。 

IMS 制御 / シグナリング・ノード要素と 2 つの異なるネットワーク上のユーザー間の連携
のネットワーク・トポロジーを図 1 に示します。 

この図には、異なるサービス・プロバイダー ・
ネットワーク上のユーザー間の呼のためのパ
スを示します。 このコントロール・サーバーは、
呼またはデータセッションの設定、 変更、 切
断 / リリースを管理します。 セッション開始
プロトコル (SIP) は、IP ネットワーク上のセッ
シ ョ ン の 管 理 お よ び 終 了 を 担 当 し ま す。
CSCF は、 エンドでバイス間の呼設定を 
処理する SIP サーバーであり、 プロキシー - 
CSCF (P-CSCF)、問い合わせ CSCF (I-CSCF)、
サービス提供 CSCF (S-CSCF) の 3 つの 
明確な役割に分割されます。( リビジョン 1.2、2016年5月 ) 

P-CSCF は、ユーザー装置 (UE) が呼を確立
しようとする際に最初に出会う IMS ノード
です。 P-CSCF はユーザー向けの I-CSCF 
を探す必要があり、 I-CSCF はユーザー 
向けの S-CSCF を探す必要があります。 こ
うした作業分担により、IMS システムは、需要
の変化に応じて確実にスケーリングを行い、
IMS ローミング用のステージを設定します。
最初の接触点である P-CSCF は、 ホーム・
ネットワークまたは訪問先ネットワークに
存在します。
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図 2. IMS リファレンス・アーキテクチャー 

数メッセージをやり取りした後、S-CSCF を
見つけた I-CSCF は、そのトランザクション
への関与を止めます。 S-CSCF は、呼を正し
く扱うために必要なリソースを判断するこ
とで、 その呼における最も手間のかかる作
業を行います。 その呼が同一ネットワーク
上のほかの UE で終了する場合、 S-CSCF 
は UE に到達するために、パケット・データ・
ネットワーク・ゲートウェイ (P-GW) を探し
ます。 その呼が別のサービス・プロバイダー
のネットワークの UE、または PSTN の固定
電話で終了する場合、S-CSCF は、要求され
たデスティネーションへ到達するための適
切なゲートウェイを探します。 

IMS は、無線、有線、およびブロードバンド
向けのコンバージド・アーキテクチャーです 
( 図 2)。 これは、IP 経由で音声およびメディ
ア・トラフィックを配信するためのトランス
ポート層、コントロール層、そしてサービス・
アプリケーション層を定義する階層アーキ
テクチャーです。 

第 3 世代パートナーシップ・プロジェクト 
(3GPP*) は、その IMS 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
細情報を定義します。 すでに述べたように、
IMS はあらゆるアクセス・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、IMS およびレガシー ・コア・ネッ

トワークで使用されている全ネットワーク
要素の説明など、 3GPP アーキテクチャー
の概要を提供します。 

3GPP TS 23.002(http://www.3gpp.org/
DynaReport/23228.htm ( 英語 )) 

この図には、ＩＭＳ 向け 3GPP が定義する制
御要素とメディア要素の両方を示します。
SIP に加えて、リアルタイム・トランスポート・
プロトコル (RTP) とメッセージ・セッション・
リレー ・プロトコル (MSRP) というメディア・
トランスポート専用の特別なプロトコルが
存在します。 メディアストリームを処理する
機能には厳格なリアルタイム要件がありま
す。 表 1 では IMS 機能サンプルのすべての
要素を示します。
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表1. IMS 機能サンプル 

図 3. IMS ネットワーク・アーキテクチャー ・トポロジー (Oracle)

図 3 では、IMS 向け IMS アーキテクチャー ・トポロジーの実用サンプル図を示します。 

統合済みの 3GPP IMS 完全準拠の CSCF 
コアを提供するため、 IMS 実装に対する実
践的なアプローチが Oracle によって示さ
れています。 . 通常、 P-CSCF はインターコ
ネクト機能と組み合わされて、 セッション・
ボーダー ・コントローラー (SBC) を提供し
ます。 Oracle は、 機能要素を統合し、 シグ
ナリング ・ インターフェイスを最小化する 
一方で、ほかの外部ネットワーク要素と通信 
するために必要なすべての 3GPP IMS 基
準点インターフェイスを提供します。 

業界ソリューション・アーキテクチャー: 
vIMS 

vIMS ノードは論理上、制御 / シグナリング・
プレーン要素と、 データプレーンと呼ばれ
るベアラー ・トラフィックを処理する要素に
分割できます。 制御 / シグナリング ・ プ
レーン要素は通常、CSCF を含み、テレコム・
アプリケーション・サーバー (TAS) 機能と
組み合わされ、標準的な市販タイプ (COTS) 
の サ ー バ ー 上 で 仮 想 ネ ッ ト ワ ー ク 機 能 
(VNF) として動作します。 初期展開は、1 つ
の大規模 VNF だけで構成されますが、 業
界ではモジュールアプローチの採用を進め
ています。 

IMS 機能サンプル 

P-CSCF 
プロキシー - 呼セッション 
制御機能 

S-CSCF 
サービス提供 - 呼セッション 
制御機能 

I-CSCF 
問い合わせ - 呼セッション 
制御機能 

E-CSCF 緊急 - 呼セッション制御機能 

AS アプリケーション・サーバー 

PS プレゼンスサーバー 

IP-SM GW
IP ショート・メッセージ・ 
ゲートウェイ

MMSC
マルチメディア・メッセージ・
サービス・センター 

VMS ボイス・メール・サーバー 

RCS
リッチ・コミュニケーション・ 
サービス 

MRFC
メディア・リソース機能 
コントローラー 

AF
アプリケーション機能  
( その他 ) 

BGCF
ブレイクアウト・ゲートウェイ 
制御機能 

MGCF
メディア・ゲートウェイ 
制御機能 

ATCF アクセス転送制御機能 

EATF 緊急アクセス転送機能 

MGW メディア・ゲートウェイ 

ATGW アクセス転送ゲートウェイ 

WebRTC 
GW

RTC- リアルタイム・ 
コミュニケーション 

IMS デファインド要素ではないものの、SBC 
は部分的または全体として数多くの IMS デ
ファインド機能をサポートするように進化
してきました。 通常、 ネットワークのアクセ
ス側では、 アクセス SBC には Proxy CSCF 
とアクセス ・ ボーダー ・ ゲートウェイ機能 
(A-BGF) が含まれます。 IMS のインターコ
ネクト側にはインターコネクト・ボーダー制
御機能 (I-BCF) があり、外部ネットワークへ
のインターフェイスを提供します。 これらの
コンポーネントは、 呼のシグナリング要素
のみを扱います。 インターコネクト SBC は 
I-BCF にインターコネクト・ボーダー制御機
能 (I-BGF) 要素を統合することで、単一シス
テム内でのシグナリングおよびメディア・ト
ラフィックの適切な処理を可能にします。
Access SBC はすべてのユーザー ・ エンド
ポイントにつながる一方で、インターコネク
ト SBC は SIP トランク上のすべてのネット
ワークにつながります。 
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図 4 には、可能なソリューション実装を示し
ます。 I-CSCF と S-CSCF は、 インテル ® 
Xeon® プロセッサー上の VNF としてテレ
フォン ・ アプリケーション ・ サーバーと組み
合わされてきました。 ホーム加入者サーバー 
(HSS) は通常はミッション・クリティカルな
機能とみなされ、インテル ® Xeon® プロセッ
サー搭載サーバーに存在する一方、 仮想化
されることはありません。 現時点では、 SBC 
は固定機能ボックスとして実装されることが
少なくありません。 この点については、 以下
のセクションで詳しく解説します。 

SBC およびメディア処理 

境界を通過する大量のトラフィックはメディ
アであり、急速に増え続けています。 自分た
ちのネットワークへの侵入を許可するメディ
ア・トラフィックの性質を制御することと、ピ
アへと向かうメディア・トラフィックの性質を
制御することは、 サービス・プロバイダーに
とって同じように重要です。 メディア処理に
は、コード変換、あるコーデックから別のコー
デックへのメディアストリーム変換、 デュア
ルトーン / マルチ周波数 (DTMF) 相互作用
機能 ( メディアフロー内の DTMF トーンが
検出され、RFC2833/ RFC4733 形式へ変換
される )、 またはファックス相互作用 (G.711 
ファックスが T.38 ファックスへ変換される ) 
などのメディア処理機能が含まれます。 

WebRTC IMS の考慮事項 

ウェブ・リアルタイム・コミュニケーション 
(WebRTC) クライアントは、 Gweb 基準点
経由で、 インターワーキング機能 (IWF) で
ある WebRTC IWF とのコントロール ・ プ
レーンでの通信が可能です (GWeb とは、
WebRTC クライアントと WebRTC シグナ
リング機能間のインターフェイスの名称で
す )。 WebRTC IWF は、 UE と P CSCF 間、

図 5. WebRTC アーキテクチャー 

図 4. ソリューション実装

または IP-PBX と P-CSCF 間の基準点であ
る Gm 基準点経由で P-CSCF と通信します。 

WebRTC IWF ユニットは通常、IMS サービ
ス・プロバイダーによって所有されますが、
サードパーティーによって所有される場合
もあります。 WebRTC クライアントおよび 
IMS 機能へのインターフェイスの様子を 
図 5 に示します。 
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リッチ・コミュニケーション・サービス 
(RCS) IMS の考慮事項 

RCS をサポートするサンプル・アーキテク
チャーを図 6 に示します。 

パケット・スイッチド / サーキット・スイッチ
ド (PS/CS) ゲートウェイ (GW) が、インター
ワーキングに使用されます。 メッセージ 
(MSG) ストア要素は CPM ( コンバージド 
IP メッセージング ) ストアサーバーと関連
があります。 レガシーな MSG はショート・
メッセージ・サービス (SMS)/ マルチメディ
ア ・ メッセージ ・ サービス (MMS) といった
サービスを参照します。 これらのサービスは、
アプリケーション・サーバー (AS) のグルー
プに置かれる IWF ( インターワーキング機
能 ) 経由で利用され、これには、IWF ノード
に加えて、以下に示すような RCS サービス
が使用するその他のさまざまなノードも含
まれます。 

• プレゼンスサーバー 

• メッセージング・サーバー 

• XML ( 拡張マークアップ言語 ) ドキュメン
ト管理 (XDM) サーバー (XDMS) 

• マルチメディア・テレフォニー (MMTEL) 
アプリケーション・サーバー 

https://www.gsma.com/futurenetworks/
specs-and-product-docs/ ( 英語 ) の RCS 
仕様書にはより詳しい情報が記載されてい
ます。 

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、 vIMS リファレンス・アーキテク
チャーに最適なハードウェア BOM の例を
示します。 

Enhanced Platform Awareness (EPA)2、
インテル ® リソース・ディレクター ・テクノロ
ジー3、インテル® QuickAssist テクノロジー4  
( 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)5、 インテル ® AES New Instructions 
( インテル ® AES-NI)6 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。 

最新のインテル ® オープン・ネットワーク・
プラットフォーム (ONP) リファレンス・アー
キテクチャーについては、 01.org（英語） を
参照してください。 7 

図 6. RCS アーキテクチャー概要 

表 2. ハードウェア BOM の例

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 256GB 

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。
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表 3. 各機能の詳細情報 

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ビジネスケースの
移行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。 そのため、 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。 

インテルの高いプロセッサー周波数、大容
量のキャッシュ、最新のパイプライン、そし
てハードウェア・アクセラレーターにより、
SVHS は、制御 / シグナリング・レイヤー ・
プロセッシングに必要な大規模なテーブ
ル参照、解析などのタスクにとって理想的
な選択肢となっています。 インテル ® プロ

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

セッサー上での音声 / メディアのトランス
コーディングが可能である一方で、 現時点
では密度の課題が存在し、デジタル信号処
理 (DSP) アクセラレーターが必要となりま
す。 音声およびメディア・トランスコーディン
グにとっての重要な要件には、スループット、
レイテンシー、ジッターも含まれます。 

こうした要件を満たし、 データセンター ・リ
ソースの最適な利用を実現するには、 その
環境に最新のインテル ® アーキテクチャー
対応チップセットおよび前のセクションで紹
介した諸機能 (pQoS、 インテル ® QAT、 
インテル ® AES-NI、インテル ® TXT、EPA な
ど ) が含まれている必要があります。 これは、
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が使用
す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 Open vSwitch* 
(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
あることが証明されています。 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 データプレーン開発キット (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。
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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 

vIMS ソリューションは、 ソフトウェア・ス
タックの全レイヤーを対象としたフックの
仮想化および統合化を必要とします。 図 7
で示すように、 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。 理想的には、 vIMS サービスの実現に
は、 ポリシー ・フレームワークにおけるサ
ブスクリプション・プランや資格付与との
調整が図られたリソースモデルを備えた
適切な環境が必要です。 

いつ、どこで、何を、どのように、 
そしてどれくらい ? 

仮想化ネットワーク・ソリューションを効
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、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する
ことで、 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の要件を左
右します。 

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。 

• 使用中の NFV システムから最高の ROI 
を引き出すには、使用中のオーケストレー
ション、 インフラストラクチャーおよび 
VNF 調達品の中で Enhanced Platform 
Awareness が採用されていることを確
認してください。 

図 7. 水平的ソリューションによるリンケージ

例えば、 インテルは OpenStack8 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ス
ケーリングを成功させるために必要な水
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 9 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。 
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