
通信サービス・プロバイダーが、俊敏性を高め、イノベーションを推進し、 
新しいサービスを迅速かつ低コストで展開できるようにサポート     

従来の通信事業へ参入
するための高いハードル
が下がった結果、競争の 
激しい市場が残りました。
そうした市場で事業を成
功に導き、変革を推進し
続けるには、俊敏性や創
造力の向上、所有コスト
の低減が極めて重要とな
ります。 

IMSの仮想化による競争力の強化 

エグゼクティブ・サマリー
従来型のサービスによる収益および利潤の下降に伴い、通信サービス・プロバイダー（CSP）は
代わりとなる収益ストリーム、あるいはサービスの質を維持したままでコストを下げる方法を
模索しています。一方、YouTube*、Netflix*、Hulu*、インスタント・メッセージング、Voice-over-
IP（VoIP）など、通信サービス・プロバイダーのネットワークに依存するOver The Top（OTT） 
サービスは、通話、テキスト送受信、ビデオ・オンデマンドなどの従来型サービスを駆逐しつつ、
低価格または無料のサービスをそれに見合うサービス品質で提供することにより、レベニュー
シェアに干渉し続けています。 

サービス・プロバイダーが新しい競争手段を検討するのに伴い、IPマルチメディア・サービス
配信用アーキテクチャーのフレームワークとして、IP マルチメディア・サブシステム（IMS）に
注目が集まっています。IMSの中核は、初期ソリューションを上回る革新的なアプリケーショ
ンを生み出すためのネットワーク機能です。ネットワークは基本的に「プログラム可能」なの
で、通信サービス・プロバイダーまたはその顧客がイノベーションを推進し、ウェブ・リアルタイ
ム通信（WebRTC）、Voice over Wi-Fi*（VoWiFi）、あるいはまだ誰も想像しないそのほかの
サービスなど、新しく収益を挙げるサービスを開発する機会が生まれます。  

IMS はよく知られていますが、近年著しい進歩を遂げたのはIMSの仮想化（vIMS）です。 
ネットワーク機能仮想化（NFV）により、迅速かつ低コストでサービスの展開、設定、公開、 
アップグレードが可能になります。これを「スケーリング」ともいいます。迅速にスケーリン 
グを行う能力は、開発期間を短縮し、運用コストを下げるため、従来の通信サービス・プロ 
バイダーや新しいOTTサービス・プロバイダーに対し著しい競争上の優位を確立することが
できます。また、新しいサービスの導入に伴う事業リスクを回避することも可能です。こうした
ビジネス俊敏性により、新しいサービス製品をかなり大規模に実験できるので、新しい 
収益創出の加速につながります。  

市場の競争激化によるビジネス俊敏性ニーズの高まり
通信サービス・プロバイダーの旧来のサービス構造の複雑化、インフラストラクチャー・コスト
の高騰、長期にわたるハードウェア設置期間などの課題により、従来のサービス・プロバイダー
は新規参入企業との競争が難しくなっています。とりわけ、サービス内容が重なる場合には 
競争の激化は避けられません (図 1)。 

旧来のネットワークには柔軟性と俊敏性が欠けています。そのため、サービス・プロバイダー
には、投資額の増大、開発期間の長期化、新しい製品やサービスに伴うリスクに関する深刻 
な課題が突き付けられています。通信サービス・プロバイダーにとって、新しいサービスには 
重複したネットワーク・インフラストラクチャーのほか、そのサービス専用の新しい管理層、 
制御層、データ層、それにサポートシステムの追加カスタマイズが欠かせません。展開が遅れ
た場合、新しいサービスの競争上の戦略的なメリットや、関連する投資利益率に対してマイナス
の影響が及びます。 
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図1. 通信サービス・プロバイダーのビジネス課題

サービス・プロバイダーは、競争上の優位性を維持するため、新しい
サービスをより迅速かつ効率的に展開することを求めています。また、 
新しいサービスを複数のネットワーク・アクセス・タイプやエンドユー
ザー・デバイスに提供し、顧客体験の一貫性を保証するための 
新しいソリューションも求めています。そのようなニーズをサポート
してくれるのがIMSです。IMS は、すべてのIPネットワークを介した 
音声通話の転送と相互運用を可能にし、必要に応じて回線交換式
ネットワークへの完全統合を実現します。こうした機能は最終的に、 
次世代サービスの中核として、単一のネットワークで高品質な音声
およびデータ・トラフィックを転送可能にするうえで重要な役割を 
果たします。  

IMSは、セッション制御、接続制御、アプリケーション・サービス・フレー 
ムワークといった数多くの機能要素から構成され、すべての機能 
が連動することにより、あらゆるIPネットワークで音声対応サービス 
を提供できます。これまで、こうした機能の展開は専用ハードウェ 
アでのみ行われ、そのサイズも設置、運用時に予想した最大ネット
ワーク容量に適合するように調整されていました。そのため、先行
投資に莫大な費用がかかり、投資を回収するまで長い期間がかかっ 
ていました。

さらに、旧来の専用ハードウェア・ソリューションの設置および設定
には、1年以上かかるという課題もあります。競争が苛烈で、移り変
わりが激しい市場では、こうした時差によって新たなリスクが生じ 
ます。また、専用ハードウェアは単一の目的にしか使用できないため、
通信サービス・プロバイダーが新しいサービスを展開する際には、
個別のハードウェアとシステムを展開しなければなりません。その
結果、運用コストが増大し、ベンダーの一極集中によりビジネス俊敏
性が制限されてしまいます。

vIMSを活用する場合、通信サービス・プロバイダーは今までより低
コストでネットワークを拡張し、最終的には将来を見据えてハード
ウェアを拡張、更新できるようになり、ニーズが変化しても身動きが
取れない状況に陥ることはありません。

NFVの柔軟な実装方法の提供
NFV は、さまざまな画期的方法で通信サービス・プロバイダーの 
状況を変革します。NFVにより、最新の仮想化テクノロジーを使用し
て標準的な大容量サーバー（SHVS）でネットワーク・サービスの 
開発と展開が可能になります。 

vIMS ソリューションは、NFV トレンドを利用し、通信サービス・プロ
バイダーがIMSインフラストラクチャーを仮想化できるようにします。
複数の専用IMSソリューションをサポートしなくても、サービス仮想
化を利用することでサービス・プロバイダーは、柔軟性の高いシステ
ムをより少ない台数展開するだけで済みます。vIMS は、サービス・ 
プロバイダーとその顧客の事業目標を効率的に実現するソリュー 
ションを提供します。需要が徐々に高まったり、新しいサービスを 
展開する必要が生じた場合、旧来の専用ハードウェアに基づくソリュー 
ションとは異なり、通信サービス・プロバイダーは増加したワークロード
用に新しいノードを追加するだけで、インフラストラクチャーを簡単
に拡張できます。

現在、IMSは4G-LTE対応Voice over LTE（VoLTE）サービスを提供
するすべての通信サービス・プロバイダー・ネットワークで使用され
ていますが、市場をさらなる IMS の仮想化へと牽引する材料はほか
にもいくつかあります。VoLTE が未整備な地域のサービス・プロバイ
ダーは、初期ロールアウト・プランの一部として旧来の専用IMSでは
なく、vIMSインフラストラクチャーを選択する場合があります。 
vIMSならば、将来的に専用ハードウェアの老朽化を避け、サービス
の公開と同時にビジネス俊敏性を発揮できるため、全体の投資額 
が抑えられます。  

CSP
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また、通信サービス・プロバイダーが現在使用している旧式のIMSイ
ンフラストラクチャーでは容量の限界が見えつつあるため、vIMSの
採用を検討していたり、積極的に推進していたりする場合もあります。
そのような通信サービス・プロバイダーにとって、vIMS は従来型や
OTTサービス・プロバイダーとの競争に勝つため、事業の俊敏性と 
費用対効果を高める機会として捉えられています。

通信サービス・プロバイダーにとって朗報なのは、vIMSが「一か八か
の」選択ではないことです。通信サービス・プロバイダーは、事業の 
優先順位とリソース使用状況に基づいて仮想化のペースとスケール
を選択できます。例えば、サービス・プロバイダーがIMSの1つ以上の
信号ノードで仮想ホーム加入者サーバー（HSS）を選択する場合があ
ります。候補としては、コールセッション制御機能（CSCF）、マルチメ 
ディア・テレフォニー・アプリケーション・サーバー（MTAS）、セッション・
ボーダー・コントローラー（SBC）の信号層が挙げられます。  

vIMSの採用による開発期間の短縮とコスト削減
vIMSソリューションは、サービス・プロバイダーが新しい物理的ハー
ドウェアを展開することなく、新しいサービスを公開できるように、 
新しいアップセルの機会を生み出します。これまでの通信プロバイダー
には、クラウド・コンピューティング時代の新興サービス・プロバイダー
に比べ対応が遅いという認識がありましたが、このような柔軟性 
と俊敏性はそのイメージを一新します。顧客は柔軟性を利用して、 
迅速に新しいサービスを追加したり、ニーズの変化に合わせて 
既存サービスを修正することができます。これは、クラウドサービス 
の使用状況にも似ています。 

同様に、柔軟なネットワーク・プログラム機能により、エンドツーエ
ンド・ネットワーク・リソース使用状況の管理を引き締め、需要の 
変化に応じてビジネス継続性、物流、インフラストラクチャーの再利用 
を容易にすることができます。例えば、広範囲の地域でリソースを 
蓄積する場合、ネットワーク事業者は容量をより正確に測定して、 
ボトルネックを回避できるため、プール内でリソースを共有することに
よって機器の使用率の改善が可能になります。   

こうしたネットワークの変革に成功すると、コスト削減に対する潜在
能力や、新しいサービスを応用、開発するために期待される俊敏性を
はるかに超えた結果が得られます。また、ネットワークの運用モデル
も変革できます。 

ハードウェアは上層のソフトウェアに関係なく変更できるため、さま
ざまなベンダーが提供する効率的なアプリケーションは、現在およ
び将来のビジネスニーズを満たすように、最新のサーバーに合わせ
て併用が可能です。

ソフトウェアをNFVインフラストラクチャー（NFVI）に統合すると、 
標準的な大容量サーバーで特定のワークロードのパフォーマンス
測定指標を最適化しやすくなります。vIMS 実装は、ソフトウェアを 
介して管理機能を提供するため、自社で機器を管理する顧客は、 
高度なスキルを持つ（賃金の高い）ハードウェア技術者への依存度を
低下できる可能性もあります。また、データセンターで他のシステム
の管理に使用する既存スキルの活用も可能です。

図2. IMSには、仮想化により基幹ハードウェアから抽象化可能なレイヤーと要素が含まれる
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 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。

  Intel、インテル、Intel ロゴは、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。

インテル® テクノロジーによるvIMSソリューションの構築
仮想ネットワーク要素は、サービス・プロバイダーにビジネス価値を
約束しますが、通信サービス・プロバイダーが従来のインフラストラ
クチャーから脱却するための新しい課題ももたらします。そうした障
壁を取り除く活動をサポートをするため、インテルではオープンソー
ス・コミュニティーの前進、エコシステムの実現、実験への協力、 
リファレンス・アーキテクチャーの提供など、ネットワーク変革が 
加速しやすくなるように、さまざまなオープン・スタンダードの取り 
組みに関与しています。  

専用IMSソリューションの場合、サービス・プロバイダーとそのハード
ウェア・パートナーは、デバイスが独自のサービスを提供できるか、
変動するユーザーの数に対応できるかなど、デバイスの各バージョン
ごとに確認する必要があります。一方、業界規格のテクノロジーに基
づく vIMS ソリューションの場合、サービス・プロバイダーはソリュー
ションに合わせてバリエーションの数を減らし、機器の保守や新しい
専用ソリューションの開発にかかる費用を抑えつつ、時間とコストを
節約できます。例えば、サービス展開用のインテル® プロセッサーを
ベースにした標準化は、その拡張性の高さと、実際の現場のトラフィッ
ク負荷に基づいて割り当てることが可能であるという事実によっ 
て一般に受け入れられています。一方、サービス・プロバイダーの 
側でも、提供するソリューションに合わせておびただしい数の 
ハードウェア・バージョンを用意しなくても、それぞれの顧客独自 
の要件を満たすことができます。 

まとめ
音声やテキストのサービス収益が下降するなかで、サービス・プロバ
イダーは市場における競争力を維持し、インフラストラクチャー 
管理を効率化して、コストを下げる新しい方法を模索しています。 
サービス・プロバイダーがこれらの課題をクリアするための手段として、
ネットワークのモジュール層アーキテクチャーへの移行が考えられ
ます。このアーキテクチャーでは、アプリケーションやサービスは、 
その基礎となる制御層、接続層、アクセス層から独立しています。  

vIMSでは、整理されたインターフェイスに加え、再利用可能なコン
ポーネントを備えた標準化プラットフォームを提供することで、通信
サービス・プロバイダーがサードパーティ製の新しいサービスをテス
トしたり、新しいサービスを独自開発して他のサービスと効率的に
統合することを可能にします。このように、vIMSはオープンシステム
を促進し、複数のベンダーのサービス統合を可能にします。その結果、
サービス・プロバイダーが新しいサービスを最も効率的に開始する
方法を選ぶ際の柔軟性は大幅に高まります。

詳細情報
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)

通信サービス・プロバイダー向けの最適なソリューションについて 
は、インテル担当者に問い合わせるか、インテルITセンターまたは 
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/communications/
communications-overview.html を参照してください。
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