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概 要 
モバイル・データ・トラフィックが爆発的に増加し、「スマート」デバイスが普及する中、

通信サービス・プロバイダーはネットワークの変革を迫られています。これまでのネット

ワーク変革の多くは戦術的なアプローチが対象でしたが、今後のネットワークでは、ます

ます多様化が進むサービス、ユーザー、アプリケーション、リソース要件に対応するネッ

トワーク・アーキテクチャーそのものの変革が求められます。 
 
そうしたネットワーク変革の中心となるのが、ネットワーク機能仮想化（NFV）およびソ

フトウェア・デファインド・ネットワーク（SDN）テクノロジーの大規模な展開です。仮

想化テクノロジーの展開は、多くのサービス・プロバイダー・ネットワークで進行中です

が、将来のネットワークとされる 5G の基本要素となる仮想化テクノロジーの役割は、今

後も大幅に拡大するでしょう。 
 
5G ネットワークでは、通信容量が飛躍的に増加し、レイテンシーが低下し、ユビキタス・

コネクティビティーが導入され、信頼性と可用性が向上すると予想されています。さらに、

高度に仮想化されたソフトウェア主導のネットワークでは、イノベーションと価値創出を

促進するオープン・エコシステムをフルに活用して、一貫した体験と持続可能なビジネス

モデルを生み出します。 
 
このホワイトペーパーでは、5G ネットワークとサービスの要件、アプリケーション、課

題とともに、5G に対応するネットワーク変革の必要性を明らかにします。さらに、5G ビ

ジョンを実現するためのテクノロジーと戦略についても考察します。最後に、デバイスか

らデータセンターまで、将来的な 5G ネットワーク・テクノロジーにおけるインテルの主

導的な役割について説明し、NFV と SDN の導入を加速するインテルのエコシステムとソ

リューション・リーダーシップについても紹介します。 
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新たなコネクティビティー・パラダイム 
コネクテッド・デバイスの急激な増加と普及が進み、消費モデルが変化する、高度に接続
された現在の社会において、通信サービス・プロバイダーはかつてない課題に直面してい
ます。こうした新たな課題だけでなく、新興の通信プロバイダーや大手（OTT）プロバイ
ダーとの競争も激化し、サービス・プロバイダーはネットワークの運用と展開を迅速かつ
ダイナミックに変革する必要に迫られています。 
 
スマートフォンの普及もその一例です。スマートフォンによって、コンシューマーのニー
ズは、音声からデータ、ストリーミング・ビデオ、メディア指向のソーシャル・ネットワー
クにシフトしました。最新の Cisco Visual Networking Index では、モバイルデータ量は、
現在の毎月 2.5 エクサバイトから 2019 年までに 23.4 エクサバイトに増加すると予想して
います。ビデオは以前から最大の消費量を占めており、図 1 に示すように、2014 年の 55%
から 2019 年には 72%に増加することが予想されます。 
 

 
 
このモバイル・データ・トラフィックの成長は、デバイス機能のスマート化とともに、4G
ネットワークなどがもたらすより高速でインテリジェントなネットワークによって拍車が
かけられています。その結果、高帯域幅アプリケーションの導入と使用が促進され、トラ
フィックはさらに増加しています。最近注目されている IoT（電子機器、ソフトウェア、
センサー、ネットワーク・コネクティビティーを搭載し、データの収集や交換に対応した
モノのネットワーク）セグメントも、いくつかの垂直市場でコネクテッド・デバイスの増
加を促しています。 
 
あらゆるものが接続し、モビリティーが拡大し、用途および接続パターンの多様化が進む
この新たなコネクティビティー・パラダイムでは、現行の世代を超える機能を備えたネッ
トワークが必要になります。こうした状況を背景として、ネットワーク事業者、機器ベン
ダー、規制当局や標準化組織は、未来のネットワークである 5G の定義に積極的に取り組ん
でいます。  

図 1. グローバル・モバイル・トラフィック（2014 年～2019 年） 

 
出典：Cisco VNI Report（2015 年 2 月） 
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5G の概要 
5G は、完全なモバイルおよび接続社会を実現するエンドツーエンドのエコシステムを想

定しています。5G は「ハイパーコネクテッド」な社会を実現します。ネットワークの多

様化が進み、ライセンス環境、非ライセンス環境を問わず複数のアクセス・テクノロジー

（固定およびワイヤレス）が混在し、かつてないユーザー体験の連続性が得られる世界で

す。また、モジュラー構造を基本としているので、需要に応じた展開により規模を調整で

き、種類の異なるデバイス、多様なユーザー操作にも対応が可能です。 
 
5G ネットワークは、前世代よりはるかに高い効率を発揮することが期待されています。

サポートするユーザー数は大幅に増加し、デバイスの接続密度は上昇し、データ転送率も

高まります。状況に応じた個別の対応が可能で、応答性に優れたリアルタイムのサービスを

提供します。さらに、コネクテッド・デバイスのネットワーク範囲の拡大、レイテンシー

の低減、バッテリー持続時間の延長にも貢献します。 
 
図 2 は、5G ネットワークの主要パラメーターを示しています。 
 

 

図 2. 5G の主要パラメーター 

 
出典：Heavy Reading 
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5G の主な促進要因と使用事例 
第1世代と第2世代のワイヤレス・ネットワークは音声サービスを主体としていましたが、
3G と 4G ではデータとモバイル・ブロードバンドにシフトしました。5G でも、モバイル・
ブロードバンドが中心になりますが、さらに多様な利用シナリオが期待されます。 
 
主な利用シナリオとしては、図 3 のように、（1）強化されたモバイル・ブロードバンド、
（2）非常に高い信頼性と低レイテンシーを発揮する通信、（3）膨大な数のマシンタイプ
に対応する通信の 3 つがあります。 
 

 
 
これらの利用シナリオのニーズは、分野ごとに大きく異なります。また、1 つのサービス
やアプリケーションだけで、この 3 つの利用シナリオが同時に必要になるケースはめった
にありません。例えば、公共保安および災害救援（PPDR）サービスなどのミッション・
クリティカルなサービスでは、極めて高い信頼性と非常に低いレイテンシー、高いセキュ
リティーとモビリティーが必要になります。一方、多くの IoT アプリケーションおよびサー
ビスでは、必要とされるデータ転送速度は比較的低いものの、電力消費量の少なさ、そし
て数年間持続するバッテリー駆動時間が求められます。 
 
さらに、状況認識機能は、ほかとは異なるサービスや強化されたユーザー体験を実現する
うえで重要な役割を果たします。コネクティビティーの使用状況を把握することで、ネッ
トワーク機能を適切にプロビジョニングできるようになり（固定使用であればモビリティー
は不要など）、ネットワークをより効率よく運用して、コストを抑えることができます。 
 
幅広い用途やデバイスに対応するために、5G ネットワークでは、各サービスやデバイス
のパフォーマンス・レベルに応じて、ユーザープレーンとコントロール・プレーンの両面
からネットワーク・リソースを調整する機能が搭載されます。容量、速度、レイテンシー、
セキュリティー、可用性、通信範囲など、SDN ネットワークのパフォーマンス条件によっ
て定義されるこうした「ネットワーク・スライス」は、そのスライスを使用するサービス
が必要とするデリバリーの複雑さに合わせて完全にカスタマイズできます。 

図 3. 5G の利用シナリオ 

 

出典：ITU-R IMT-2020 
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5G サービス 
ゼロに近いレイテンシーと 1 Gbit/秒以上の広帯域スピードという主要パラメーターを組
み合わせることで、5G ネットワークでは、ほぼ無限のアプリケーションやサービスタイ
プを提供できます。やがてサービスは単純な音声およびデータ通信から視覚的、触覚、認
知的なサービスに移行すると予想され、サービス・プロバイダー向けの Anything as a 
Service（XaaS）（あらゆる情報資源をインターネットを介して提供するサービス）環境
が誕生すると考えられています。 
 
図 4 は、既存のサービスと想定される 5G 使用事例の帯域幅とレイテンシー要件を示した
ものです。 
 

 
 
1 Gbit/秒を超えるダウンリンク速度と 1 ms 未満のレイテンシーの両方を必要とするサー
ビスをサポートするにはいくつかの課題がありますが、5G ネットワークでは、SDN をベー
スとする新しいネットワーク設計原理だけでなく、ミリメートル波、Massive Multiple-Input 
and Multiple-Output（MIMO）、モバイル・エッジ・コンピューティング、アンカー・
ブースター・セル、デバイス間通信（D2D）といった新たなテクノロジー群も活用します。
さらに、スペクトラム範囲、ライセンスの有無、複数のドメインタイプ（時間、周波数、
直交/非直交）を使用する高/低スペクトラム帯域など、あらゆる環境に合わせた拡張およ
び適合が可能な統合無線インターフェイスならば、こうした要件を達成できると考えられ
ています。  

図 4. 想定される 5G サービスの帯域幅とレイテンシー要件 

 
出典：GSMA、Heavy Reading 
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5G：ソフトウェア主導のネットワーク 
最新のネットワークには、独自規格のさまざまな専用ハードウェアが使用されています。
このようなハードウェアは俊敏性や拡張性に欠け、維持が困難でコストがかかります。ま
た、こうした独自規格のハードウェア・ライフサイクルは、技術革新の速度が高まるにつ
れて短くなっており、投資に見合う効果を得るのが困難になっています。さらに、こうし
たネットワークは、サービス・プロバイダーが実際に収益性の高い新たなサービスを提供
したり新たなビジネスモデルを導入するうえでの障害となっています。 
 
5G 以降のネットワークで実現が期待される機能を提供するには、こうした独自規格のソ
リューションから脱却し、はるかに高い拡張性と効率性、俊敏性、柔軟性が得られるオー
プン・プラットフォームへと移行できるネットワーク・アーキテクチャーを設計、展開す
る必要があります。また、こうしたオープン・プラットフォームでは、さらなるプログラ
ミング機能やオートメーション機能が得られるので、インフラストラクチャーの管理を簡
素化し、複雑さを軽減することもできます。多くのサービス・プロバイダーは、現行ネッ
トワークに NFV と SDN の一部機能を導入することで得られるメリットに気づいています
が、こうしたテクノロジーの役割は現在の導入状況から大幅に拡大し、5G の基礎として
欠かせない要素になります。 
 
NFV では、標準の市販ハードウェア（サーバー、ストレージ、ネットワーク・デバイスな
ど）を用いた仮想マシンやコンテナー上で動作する仮想ネットワーク機能（VNF）という
ソフトウェア・ベースのアプリケーションでネットワークが構成されます。NFV は、従来
の専用ハードウェア・ベースのネットワーク要素に取って代わる存在であり、そうした機
能をクラウドに移行して、基盤となる物理ハードウェアから切り離します。つまり、NFV
では、ハードウェアをソフトウェアから分離することで、ネットワーク機能を物理的なハー
ドウェアではなく、ソフトウェアを使ったプログラミングによって実現できるのです。追
加するネットワーク機能は、場所とは無関係に実行できるため、レイテンシーなどそれぞ
れの要件に合わせて、好きな場所に機能を配置できます。 
 
SDN は、コントロール・プレーン（ネットワーク動作を管理する領域）とデータプレーン
（パケット送信を実行する領域）を分離することで、ネットワークのプログラミング化を
実現します。この環境は、OpenFlow*などの業界標準のコントロール・プロトコルを使用
して SDN コントローラーでプログラミングできるスイッチ上で動作します。SDN が提供
するネットワーク・プログラミング・レベルにより、複数のネットワーク・スライスを作
成し、異なるサービス展開に合わせてカスタマイズや最適化を行い、同じ物理および論理
ネットワーク・インフラストラクチャーを使用して構成できます。つまり、1 つの物理ネッ
トワークで複数のサービスをサポートし、それらを最適な方法で提供できるのです。 
 
こうしたテクノロジーは、開発者やソリューション・プロバイダーのコミュニティーから
の投資を活用するオープン・ソース・アプローチで成り立っており、統一された導入アプ
ローチをサービス・プロバイダーに提供することで、スケールメリット、相互運用性、信
頼性、拡張性、市場投入期間の短縮をもたらします。このソフトウェア主導のアプローチ
により、通信会社は、ネットワーク資産を有効に活用し、新しいサービスを素早く簡単に
導入できるようになります。さらに、多くの場合、サービス開発期間を数カ月から数週間
まで短縮できます。最近の調査では、NFV/SDN ベースのネットワークを導入した企業は、
従来のネットワークに比べて、新しいサービスを 13 倍の速度で展開できるという結果が
出ています。 
 
ネットワーク資産を有効活用し、よりシンプルでフラットなネットワーク・インフラスト
ラクチャーを利用することで、設備投資コストも削減できます。この調査結果によると、
従来のネットワーク使用率は 30～35%でした。NFV と SDN をベースとするネットワーク・
インフラストラクチャーを導入することで、サービス・プロバイダーのネットワーク使用
率は 70%以上にアップしました。ネットワーク規模の迅速な調整が可能になったことで、
普段は平均的な容量で運用し、必要に応じて「オンデマンド」容量が得られる体制を整備
できたことが一因です。最終的には、自動構成とネットワーク運用インフラストラクチャー
の簡素化により、運用コストの削減も実現します。  
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インテルでネットワーク変革を加速 
5G のサービスと機能をサポートして実際に提供するには、ネットワークを変革し、新た

な未来像に合わせて再構成する必要があります。この未来のネットワークは、基盤となる

NFV と SDN によって、弾力性に富み、プログラミングに対応し、動的な管理が可能です。 
 
インテルは、ネットワーク変革に必要なビルディング・ブロックを提供します。その最初

のブロックとなるのが、仮想化環境に最適なパフォーマンスを発揮するインテル® Xeon® プ
ロセッサー E5 ファミリーをはじめとした、インテル® アーキテクチャー（IA）ベースのプ

ロセッサーです。その他の主な要素として、インテル® QuickAssist アクセラレーション・

テクノロジー（最大 14 の独立インスタンス化を実現するアクセラレーター・サービス（暗

号化、圧縮、アルゴリズム・オフロード）を提供）、インテル® バーチャライゼーション・

テクノロジー（仮想化ソフトウェアにハードウェア・アシストを提供し、サイズ、コスト、

複雑さの削減に貢献）、10/40/100 Gbit/秒を達成するインテル® イーサネット（インテル® フ
ロー・ディレクターおよびネットワーク・オーバーレイを搭載し、仮想化環境で最大のス

ループットを達成）などがあります。 

オープンシステムという考え方 
半導体とテクノロジー分野でリーダーシップを発揮しているインテルは、オープンソース

と商用ソフトウェアの有効化に積極的に取り組み、標準化団体と広範囲にわたって作業を

進め、システム統合エコシステムにおける専門知識を蓄積しています。図 5 は、インテル

のオープンシステムに対する考え方とエコシステムの有効化を示しています。 
 

 
 

図 5. インテルのオープンシステムに対する考え方 

 
出典：インテル 
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OpenStack*、OpenDaylight*、Open vSwitch、OpenFlow*、データプレーン開発キッ
ト（DPDK）など、SDN や NFV に深く関係しているいくつかのオープン・ソース・プロジェ
クトに特に力を入れています。データ・プレーン・ライブラリーとネットワーク・インター
フェイス・カード（NIC）ドライバーのセットである DPDK は、汎用プロセッサーでの高
速ネットワーク・パケット処理を実現するプログラミング・フレームワークを提供します。
また、仮想ルーティングや仮想ファイアウォールなど、仮想ネットワーク機能の高度なデー
タ・パケット・パフォーマンスを実現します。 
 

インテル® オープン・ネットワーク・プラットフォーム（ONP） 

インテル® ONP は、優れたオープン・ソース・ソフトウェアとインテルのテクノロジーを
1 つのプラットフォームにまとめたリファレンス・アーキテクチャーです。このアーキテ
クチャーを使用することで、開発者は SDN および NFV ワークロードと使用事例に合わせ
て最適化した商用ソリューションを作成できます。インテル® ONP の主な目標は、SDN お
よび NFV アーキテクチャーの導入および展開で必要となるサービス・プロバイダーのコス
トと労力を削減することです。インテル® ONP リファレンス・アーキテクチャーは、オー
プン・ソース・プラットフォームを提供するために開発されました。相互運用性を確保し、
市場投入期間を短縮して商用展開するためのハードウェアとソフトウェアで構成されてい
ます。 
 

インテル® ネットワーク・ビルダーズ 

インテル® ネットワーク・ビルダーズは、業界全体のイニシアチブです。イノベーション
の推進、開発労力の削減、オープン・ネットワーク基準の推進、相互運用性の向上、市場
投入期間の短縮を目的としています。独立ソフトウェア・ベンダー、オペレーティング・
システム・ベンダー、OEM、通信機器メーカー、システム・インテグレーター、通信会社
が参加するこのイニシアチブでは、通信やデータセンター・ネットワーク向けに実績のあ
る SDN および NFV ソリューションの開発と展開を通じて、ネットワーク変革を迅速に進
めることを目指しています。 
 
インテルは先日、インテル® ネットワーク・ビルダーズ・ファスト・トラックを発表しま
した。エコシステムでのイノベーションを加速するこの取り組みにより、ネットワーク業
界との共同作業は新たな段階に入ります。このプログラムは、市場開拓活動と戦略的で革
新的な企業を対象としたインテルの投資活動を通じて、ソリューションの統合と展開を促
進するために開発されており、スタックレイヤー間とネットワーク間の相互運用性の確保、
インテル® アーキテクチャーを使用する標準ベースのテクノロジー導入の加速、業界をリー
ドするサービス・プロバイダーによるトライアルと展開を推進します。 
 

NFV の概念検証 

概念検証（PoC）デモンストレーションを行うことで、NFV を実現可能なテクノロジーと
して提示し、業界の認知と信頼を獲得できます。さらに、PoC は、多様でオープンな NFV
エコシステムの開発に貢献します。現在、インテルは世界中で開催されている複数の ETSI
公認 NFV PoC に参画し、Telefónica、Sprint、China Mobile、China Telecom、AT&T、
Telecom Italia、BT、SK Telecom、Vodafone、Orange などのサービス・プロバイダー
と作業を進めています。次のような PoC に参画しています。 
 

• マルチベンダー・オープン NFVI 環境での E2E vEPC オーケストレーション 

• 統合されたディープ・パケット・インスペクション（DPI）による仮想化 
モバイル・ネットワーク 

• 専用のハードウェア・アクセラレーターによる C-RAN 仮想化 

• Long Term Evolution（LTE）仮想化無線アクセス・ネットワーク（vRAN） 

• NFV が実現するオーケストレーション・アシュアランス 
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5G コラボレーションとトライアル 
インテルは、機器やデバイスメーカー、ネットワーク運営会社、サービス・プロバイダー、

学術機関などと連携することで、5G 規格の開発速度を高め、主要な技術的課題の解決に

取り組んでいます。インテルは、こうしたコラボレーションを通じて、コンピューティン

グ、ネットワーク、ワイヤレス通信の各分野で蓄積した独自の専門知識の組み合わせを適

用し、エンドツーエンドのネットワークに存在するインテリジェンスを統合する5Gソリュー

ションの開発を進めています。このシステムレベルのアプローチにより、さらに機能的な

デバイスを投入し、コスト効果が高く効率的なネットワークを構築し、これまでより直観

的でタイムラグの少ないユーザー体験を実現します。 
 
さらに、インテルは、Horizon2020 プログラムの 5G パブリック・プライベート・パート

ナーシップ（5G-PPP）の一員として、7 つの研究プロジェクトに参加しています。インテ

ルは、17 の業界と学術パートナーを含む Horizon2020 プロジェクトである Flex5GWare
プロジェクトのプロジェクト・コーディネーターを務めています。このプロジェクトでは、

5Gの主要コンポーネントに関する研究を進め、5Gモバイルサービスおよびアプリケーション

向けの、柔軟かつ認識技術に対応したコミュニケーション・プラットフォームの実現を目

指しています。 
 
主な 5G コラボレーションとしては、次のものがあります。 
 

• インテルは NTT Docomo と提携し、5G ハンドセット・チップセットの試験トラ

イアルを実施しています。両社は、5G インターフェイス・コンセプト、設計、

ラボ、実地トライアルでも協力しています。 

• インテルは、SK Telecom と提携し、さまざまな 5G テクノロジーを開発してい

ます。さらに、5G とともに既存の LTE および 3G ネットワークに対応するモデ

ムの開発も進め、複数の無線アクセス・テクノロジーとのシームレスな連携を推

進しています。両社は、コア 5G テクノロジーの 1 つであるアンカー・ブースター・

セルの開発も継続しています。これは、LTE ネットワークと次世代のワイヤレス・

ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）を組み合わせて、膨大な量のデータの

シームレスな転送を可能にするテクノロジーです。 

• インテルは、5Gの要件策定、テスト、規格確立に貢献するVerizon 5G Technology 
Forum への参加を発表しました。さらに、インテルは、5G テクノロジーをオレ

ゴン州の自社 5G テストベッドで開発し、Verizon の 5G サンドボックス・テス

ト環境でのテストに提供しています。最後に、インテルは、Verizon の SDN ネッ

トワーク・エボリューション・イニシアチブによるネットワーク変革において、

Verizon と提携しています。このイニシアチブは Verizon の 5G アクセス・ネッ

トワークなどの次世代ネットワークの基盤となります。 
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まとめ 
ネットワーク変革は 5G の実現にとって必要不可欠です。現行のネットワーク・アーキテ

クチャーでは、未来のサービスには欠かせない主要パフォーマンス・パラメーターをサポー

トできません。単純な音声およびデータ通信からさらに発展を遂げた 5G ネットワークで

は、視覚的、触覚、認知的なサービスを統合し、独自のコネクティビティーやデバイス要

件が必要になる多種多様な使用事例に対応します。そのためには、さまざまなサービス、

トラフィック、バリエーション、ネットワーク・トポロジーのニーズを自動的かつダイナ

ミックに満たすネットワークが求められます。NFV と SDN の機能は、今後のネットワー

クに欠かせない基本要素です。 
 
デバイスからデータセンターまで、ネットワーク変革に必要なビルディング・ブロックを

提供するインテルでは、プロセッサー、ネットワーク、ストレージ、ソフトウェアに対す

る投資を進めています。さらに、インテルは、オープン・エコシステムを構築する共通規

格の策定において業界をリードし、重要な役割を果たしてきました。その姿勢は今後も変

わりません。インテルは、オープンシステムの思想を取り込み、リファレンス・アーキテ

クチャー、PoCデモンストレーションとトライアル、エコシステムとのパートナーシップ、

顧客との強い結びつきを通じて、NFV と SDN の迅速な市場導入を支援しています。 
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