
通信サービス・プロバイダーによる、コストを抑えながらのスケールアップと急増
する4G LTEトラフィックへの対応を可能に

Infonetics Research 
が最近実施した調査に 
よると、進化したパケッ 
トコアの仮想化は、ネッ 
トワーク機能仮想化を 
利用した資本支出の 
削減方法としてはトップ 
3に入ります。1
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通信サービス・プロバイダーは、多くの地域で重要な課題に直面しています。具体的には、 
モバイルデバイスやIoTセンサーから送られる4G LTEトラフィックの急増に対応するため、 
進化したパケットコア（EPC）をはじめとするネットワークの主要構成要素を拡張すると同時に、
コストも抑えなければならないという課題です。さまざまな4G LTE対応モバイルデバイスとの
間で送受信される音声およびデータトラフィックは、すべてEPCを介してサービス・プロバイダ
ーのネットワークの固定コアに収束します。スマートフォンやタブレット、コネクテッド・カー、 
さらには家に至るまで、4G LTE回線を使用するあらゆるデバイスはEPCに依存します。

これまでのEPCソリューションは、専用システムで展開されてきました。現在、通信サー 
ビス・プロバイダーにとって、急増するネットワーク需要をサポートしてくれる別の展開 
モデルを見つけることが急務となっています。仮想EPC（vEPC）ソリューションへ移行する 
場合、サービス・プロバイダーは専用システムの代わりに標準的な大容量サーバーを使用して、
こうしたスケーリングをより低コストで実現できるようになります。 

vEPCソリューションに必要なパフォーマンスと拡張性を得るため、システム・インテグレーター、 
ソフトウェア・ベンダー、プラットフォーム・プロバイダーは、インテル® テクノロジーを 
活用しています。インテルでは、オープン・スタンダード開発への参加、オープンソース・コミュ
ニティーへの貢献、リファレンス・アーキテクチャーの開発、業界団体との交流のほか、 
vEPCソリューションの進化を促進し、ネットワーク機能仮想化によるネットワーク変革の 
加速を支援するための試験運用にも協力しています。 

急増するトラフィックへの対応
20世紀の電話会社では、スイッチングやその他のネットワーク機能を専用システムに依存し 
ていました。20世紀末、電気通信事業モデルが急速に変化し、サービス・プロバイダーは電話
回線などの1種類のサービスに注力するのではなく、音声、動画、データからアプリケーション
最適化、セキュリティー機能まで、さまざまなサービスを提供するようになりました。とはいえ、
サービス・プロバイダーの多くは、依然としてネットワーク機能に専用システムを使用し 
続けています。

ところが、ここ10年でネットワーク・トラフィックが急増した結果、サービス・プロバイダーは 
専用システムに変わるソリューションを検討せざるを得ない状況となっています。スマートフォンと 
タブレットの登場により、移動無線ネットワークの送受信トラフィックが大幅に増加し、 
現在では電話、メール、画像共有からHDビデオのストリーミングまで、モバイルデバイス 
でさまざまなサービス機能を利用するユーザーが増えています。

現在、4G LTEネットワークは、量的に拡大し続けるモバイルデバイスによるトラフィックはもちろん、 
IoT機器から送受信されるトラフィックの増大にも対処する必要があります。4G LTE対応 
センサーは、農業から運輸、医療、エネルギーまで幅広い業種で展開されています。 
サービス・プロバイダーは、コストを抑えながらネットワーク接続デバイスから送受信され 
るすべてのトラフィックに対応する方法を求めています。
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ネットワーク・トラフィック量が増大するなかで、専用システムを 
使用し続けることは得策ではありません。サービス・プロバイダーは、
高価で柔軟性に欠ける専用機器を購入するためのコストを回避し 
つつ、ネットワーク容量を拡張し、新しいサービスを迅速に導入する
必要があります。

EPCは、変化の実現において、最も有望な候補の1つに数えられます。 
EPCは、4G LTEネットワークですべてのIPコンバージド音声/ 
データ・ネットワーク・トラフィックに不可欠なシグナリング、管理、 
制御、アカウンティングを提供します。EPCによって提供される重要
な機能には、モビリティー・マネジメント・エンティティー（MME）、 
サービング・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）、ポリシーおよび課金ルール機能（PCRF）、 
ホーム加入者サーバー（HSS）があります。多くのサービス・プロバイ
ダーは、これまでEPCに専用システムを使用してきましたが、増大 
するトラフィックに対して専用システムを使ってEPCを拡張していた
のでは、費用が高くかかり過ぎます。

変革するなら今しかありません。4G LTE未対応の地域のサー 
ビス・プロバイダーには、投資を始める前に、まずは専用システムに
代わるソリューションを選択するというステップがあります。その 
他の地域のサービス・プロバイダーは、既存のEPCソリューション 
を更新したり、トラフィックの増大に対応してEPCを拡張する準備 
をすでに始めています。4G LTE回線対応のIoTテクノロジーの 
使用増加も、今から変革に備える必要があることを示しています。 
サービス・プロバイダーは、IoT機器から送受信される追加トラフィック 
はもちろん、膨大な数のセンサーやネットワーク接続デバイスから 
送信される小容量のデータストリームをはじめ、さまざまな種類の 
トラフィックを処理しなければなりません。 

仮想EPCの実装
vEPC（仮想EPC）ソリューションの実装により、サービス・プロバイ 
ダーはコストを抑えながら、加入者数、トラフィック量、接続数の 
増大に対応した拡張が可能になります（図1）。  

図1. 通信サービス・プロバイダーは、コストを抑えながら、トラフィックの 
増大に対応して進化したパケットコア（EPC）を拡張する必要があります。
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通信サービス・プロバイダーは、最初にvEPCの小規模な実装を選 
択してから、このモデルを一般ユーザー用の音声/データ・トラフィックに 
応用することができます。例えば、vEPCをIoT専用に展開する際に、 
vEPCモデルで実地試験をおこない、一般ユーザー向けの完全実装を 
実施する前に、ソリューションの運用に必要なスキルを身に着けるこ 
とができます。サービス・プロバイダーは、パフォーマンスの最適化に 
取り組んでから、vEPCを音声やストリーミングのリアルタイム要件に 
応用することができます。また、サービス・プロバイダーは、ビジネス 
要因や使い心地に応じて、展開のさまざまな段階で各種機能的要素 
(MME、SGW、PGW、PCRF、HSS）を仮想化することも可能です。

同様に、大手サービス・プロバイダーには、卸売仮想移動体通信 
事業者（MVNO）サービス用のvEPCを実装するという選択肢もあり
ます。MVNOサービス・プロバイダーは、大手サービス・プロバイダー
から卸売価格でネットワーク・サービスをライセンス購入して、サービス 
を一般ユーザーに再販売します。vEPCをMVNOサービスに応用する
ことで、大手サービス・プロバイダーは、このモデルを広範囲に 
展開する前に、限定されたセグメントを対象とした試験運用が 
可能になります。

vEPCによる費用対効果に優れたスケーリング
vEPCモデルへ移行すると、サービス・プロバイダーは資本コストや 
運用コストを抑えながら、増大する4G LTEトラフィックに対応した 
拡張が可能になります（図2）。サービス・プロバイダーはEPC用として、 
コストのかかる専用システムの代わりに、低コストで標準的な大容量 
サーバーを採用できます。トラフィックが増大したり、実装ユースケース 
が拡張する場合、高価な専用システムを購入しなくても、標準的な 
大容量サーバーを追加したり、既存の標準的な大容量サーバーで
vEPCを実装することが可能です。

標準的な大容量サーバーの使用は、運用コストの削減にも一役買い
ます。サービス・プロバイダーは、既存のスキルセットを活用してシス
テムを管理や保守を行うことが可能となり、専門家を雇ったりソリュー 
ション・プロバイダーに依存する必要はなくなります。

ネットワーク・トラフィック量が増大
するなかで、専用システムを使用し 
続けることは得策ではありません。 
サービス・プロバイダーは、高価で柔軟
性に欠ける専用機器を購入するための
コストを回避しつつ、ネットワーク容量
を拡張し、新しいサービスを迅速に導入
する必要があります。 
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図2. ネットワーク機能仮想化により、サービス・プロバイダーは高価な専用デバイスを排除し、より低コストで標準的な大容量サーバーに機能を統合できます。

ネットワーク機能仮想化への大規模な移行の一環としてvEPCソ 
リューションを採用することは、サービス・プロバイダーの俊敏性の
強化にもつながります。基幹ハードウェアからネットワーク機能を 
抽象化することで、サービス・プロバイダーは、標準的な大容量サー
バー全体でワークロードを動的に再プロビジョニングしたり、需要の
変化に合わせてサーバー・リソースを拡大/縮小することが可能にな
ります。将来的に動的再プロビジョニングが短時間で発生した場合、
サービス・プロバイダーは、特定のイベントやピーク時期などに備 
えてEPC機能にリソースを追加できます。

最後に、ハードウェアをソフトウェアから分離するvEPCソリューション 
へ移行すると、サービス・プロバイダーはベンダー・ロックインを避け
ることができます。つまり、特定のニーズに合わせ、システムとソフト
ウェアの適切な組み合わせを自由に選べるようになるのです。 

インテル® テクノロジーによるvEPCソリューションの構築
インテルでは、vEPCの価値を最大限に引き出すリファレンス・アー 
キテクチャーを開発するため、業界の他企業とも密接に協働してい 
ます。これらのアーキテクチャーでは、オープンな業界規格テクノロ 
ジーを積極的に利用して、サービス・プロバイダーによる低コストで
のEPCの拡張や、俊敏性の強化を支援します。

リファレンス・アーキテクチャーは、OpenStack* クラウド運用環境お 
よびリソース・オーケストレーション用にエンハンスト・プラットフォーム・ 
アウェアネス（EPA）機能を活用するソフトウェアを組み込みます。 
インテルと他社が共同開発したEPAは、特定のハードウェアや、仮想
マシンの特定ニーズに合わせて最適化されたシリコン機能を搭載し
たサーバー・プラットフォーム上への、ネットワーク仮想マシンの 
展開を可能にします。EPAを使用すると、サービス・プロバイダー 

はパケット遅延を減らし、Voice over IP（VoIP）サービスなどの企業 
通信ワークロード用のレイテンシー要件を確実に満たすことが 
可能になります。

また、このリファレンス・アーキテクチャーは、ネットワーク機能 
仮想化インフラストラクチャー（NFVI）を組み込みます。NFVIとは、 
標準的な大容量サーバーで展開されるミドルウェアの集合で、 
仮想アプリケーションの管理と設定を可能にします。インテルで
は、Linux Foundation* のOpen Platform for NFV*（OPNFV*） 
およびOpen Networking Foundation（ONF）への支援や、データ 
プレーン開発キット（DPDK）の生産により、オープンNFVIの開発に 
多大な貢献をしています。

vEPCリファレンス・アーキテクチャーは、ソリューションにEPC機能に 
不可欠なパフォーマンスと拡張性を持たせるため、インテル® Xeon®  
プロセッサーとインテル® イーサネット製品のほか、EPA最適化ソフト 
ウェアを組み込みます。開発者は、インテル® アーキテクチャーでパ 
ケット処理スループットを向上するため、DPDKライブラリーと最 
適化されたネットワーク・アダプター・ドライバーを十分に活用で 
きます。DPDKに最適化されたOpen vSwitch* は、クラウドベースの 
データセンター・リソースで実行されているネットワーク機能仮想化 
のパフォーマンスを向上します。

ネットワーク機能仮想化のメリットを実現するためには、サービス・プロ 
バイダーは、ハードウェアをソフトウェアから分離するvEPCリファ 
レンス・アーキテクチャーの採用を検討する必要があります。この 
ようなリファレンス・アーキテクチャーを採用することで、サービス・プロ 
バイダーはvEPCが持つコスト面および俊敏性に関するメリットを 
手にすることができます。

これまで
• 従来型ネットワーキング・トポロジー
• 単一の垂直型統合ボックス
• プロプライエタリ・ソリューション
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図3. vEPCソリューションは、インテル® テクノロジーが搭載された標準的 
な大容量サーバー上で、モビリティー・マネジメント・エンティティー、サービン
グ・ゲートウェイ、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイなどのEPC 
機能を仮想化します。
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まとめ
4G LTEネットワーク・トラフィックは増大の一途をたどっており、 
サービス・プロバイダーはEPCの拡張を迫られています。ただし、 
コストのかかるEPC専用システムを使用する方法は、得策とはいえ
ません。インテル® テクノロジーを搭載した標準的な大容量サーバー
上で仮想EPC機能を実行するvEPCソリューションに移行すれば、 
サービス・プロバイダーは、コストを抑えながら、急激に増進するモ 
バイル・トラフィックへの対応が可能になります（図3）。ネットワーク
機能仮想化戦略の一環としてvEPCを採用することは、サービス・プロ 
バイダーが、通信事業業界の急速な進化に対応するために必要な 
俊敏性を実現するうえで大いに役立ちます。

詳細情報
インテル® オープン・ネットワーク・プラットフォームは、ネットワーク
機能仮想化およびソフトウェア・デファインド・ネットワーク向けに、
オープンなソリューションを進展させています。 
詳しくはこちらをご覧ください。  
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/
intel-open-network-platform.html

インテル® ネットワーク・ビルダーズ（インテル® オープン・ネット 
ワーク・プラットフォーム・イニシアチブの主要コンポーネントの1つ）
は、ネットワーク機能仮想化およびソフトウェア・デファインド・ネット
ワークの加速に特化したベンダー・エコシステムです。 
詳しくはこちらをご覧ください。 
https://networkbuilders.intel.com（英語）

組織に最適なソリューションをご確認ください。インテル担当者に 
問い合わせるか、インテル IT センターで登録、または  
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/
communications-overview.html を参照してください。

1  Infonetics Research「NFV Strategies: Global Service Provider Survey」2015年5月1日。

  インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。 
絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を参照してください。

   記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル® プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを
目的としています。状況はさまざまであると考えられます。インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。

  性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定の 
コンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、ほかの製品と組み合わせた場合の 
本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。詳細については、http://www.intel.com/performance/（英語）を参照してください。

  インテルは、本資料で参照しているサードパーティーのベンチマーク・データまたはウェブサイトの設計や実装について管理や監査を行っていません。本資料で参照しているウェブサイトまたは類似の 
性能ベンチマーク・データが報告されているほかのウェブサイトも参照して、本資料で参照しているベンチマーク・データが購入可能なシステムの性能を正確に表しているかを確認されるようお勧めします。

   この文書および情報は、インテルのお客様向けの参考情報として記載されているものであり、現状のまま提供され、明示されているか否かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、 
商品適格性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害性への保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。本資料は、本資料に記述、表示、または記載されたいかなる知的財産権の 
ライセンスも許諾するものではありません。インテル製品は、医療、救命、延命措置、重要な制御または安全システム、核施設などの目的に使用することを前提としたものではありません。

  Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

333341-001JA

JPN/1707/PDF/WLT/MKTG/YA

インテル株式会社
  100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1

http://www.intel.co.jp/

© 2017 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

2017年7月

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/intel-open-network-platform.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/intel-open-network-platform.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/intel-open-network-platform.html
https://networkbuilders.intel.com
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/it-management/intel-it/it-managers.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/communications-overview.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/communications-overview.html
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.com/performance/
http://www.intel.co.jp/

