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破壊的革新
通信業界の新たな常識

音声とメッセージングによるビジネスモデルの時代は、終わりを告げまし
た。現代の通信サービスプロバイダーは、絶えず変化する市場での複数の
課題を克服するため、自らを変革する必要があります。具体的には、次のよ
うな課題があります。
 

新しいテクノロジーが誕生すると、新しい競合他社が登場し、それと同時
に新しいビジネスチャンスが生まれます。パブリッククラウド・プロバイダー
はデータセンターとコロケーションビジネスを一変させました。Amazon、
Facebook、Google、Netflix などの Over-The-Top (OTT) 各社は、モバイルお
よびデータ・サブスクリプション・モデルを覆し、サービスプロバイダー・ネッ
トワーク上でサービスを加入者に直接提供しています。拡張現実や仮想現
実、IoT (モノのインターネット) などの将来のトレンドにより、さらなるチャン
スと競合他社が登場します。
 

従来のモバイルサービスからの収益は頭打ちになりましたが、データの使
用量とコストは引き続き上昇傾向にあります。1 サービスプロバイダーが新
たな収益源を得るには、ソフトウェア・デファインド・ネットワーク (SDN) や
ネットワーク機能仮想化 (NFV) などの新しいテクノロジーを開発する必要
があると考えられます。
 

従来のネットワークは、数万ものプロプライエタリー・ハードウェア・デバイ
スで構成されています。新しいサービスの提供では、ネットワークの再構成
やハードウェアの追加が必要になることが多く、スペース要件や電力要件の
強化、コストの上昇、市場投入時間の長期化を招きます。

インフラストラクチャのモダナイズにより、サービスプロバイダーは戦力を再
編成して構成し直し、イノベーションに向けてリソースを最大限に結集させ
る必要があります。一部の職務は自動化に置き換えられるので、この解放さ
れたリソースを収益性や付加価値が高いサービスに集中させることができ
ます。

競争の激化

収益の減少 

従来のインフラストラクチャ 

スキルの進化

1  Federal Communications Commission、「Average mobile data usage per smartphone in the United States from 2010 to 2016 (in megabytes per month)」In Statista - The Statistics Portal。
https://www-statista-com.proxy3.library.mcgill.ca/statistics/801229/mobile-data-usage-per-smartphone-in-the-us/ より 2018 年 7 月 1 日に取得。

https://www-statista-com.proxy3.library.mcgill.ca/statistics/801229/mobile-data-usage-per-smartphone-in-the-us/


一部の通信ネットワークは、モバイルデバイスの普及やデータ使用量の増加
が継続した場合に備えた拡張性を想定した設計になっていません。

このような急速に進化する動的な市場で生き残るには、サービスプロバイ
ダーはコストを削減し、新たな収益源を創出しなければならず、同時に、イ
ンフラストラクチャのモダナイズと市場セグメントへの既存の需要に対処す
る必要があります。

ネットワーク 

NFV と NFV インフラストラクチャ (NFVI)

 

メディア 

メディア機能仮想化 (MFV)

 

サポートシステム
オペレーション・サポート・システム (OSS) および 

ビジネスサポートシステム (BSS)

 

情報テクノロジー 

IT モダナイゼーション

NFVI に対してオープンソースで標準ベースのアプローチを採用することで、
ネットワークおよびメディア関連のユースケースに対処できます。また、その
他のモダナイゼーション・プロジェクトを進めて既存の仮想化ソリューション
を進化させることにより、OSS/BSS および IT 最適化と統合に備えることが
できます。

グローバルな成長
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図 1.  

ETSI/NFV  

アーキテクチャのフレームワーク3

2012 年、標準化されたネットワーク・アーキテクチャのニーズに応えるべく、
European Telecommunications and Standards Institute (ETSI) は NFV 

Industry Specification Group (ISG) を結成しました。2 主立った通信企業 7 

社で始められた ETSI ISG NFV は、300 を超える企業と通信サービスプロ
バイダーを抱えるまでに成長しました。 

ETSI ISG NFV のメンバーの一部は、NFV の採用をスピードアップするため、
独立プロジェクトである Open Platform for NFV (OPNFV) のコミュニティ
に参加しています。OPNFV の目的は、ETSI NFV アーキテクチャのフレーム
ワークを利用して NFV 実装の道筋を付けることです。4 

2 European Telecommunications and Standards Institute (ETSI)、「Network functions virtualisation」。http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv

3  European Telecommunications and Standards Institute (ETSI)、「Network functions virtualisation (NFV) architectural framework」、2013 年 10 月。 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/nfv/001_099/002/01.01.01_60/gs_nfv002v010101p.pdf

4  Cohen, Marc、Opnfv へのゲストブログ記事、「Enabling the transition: Introducing OPNFV, an integral step towards NFV adoption」、2014 年 9 月 30 日。 

https://www.opnfv.org/blog/2014/09/30/enabling-the-transition-introducing-opnfv-an-integral-step-towards-nfv-adoption

http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/nfv
https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/nfv/001_099/002/01.01.01_60/gs_nfv002v010101p.pdf
https://www.opnfv.org/blog/2014/09/30/enabling-the-transition-introducing-opnfv-an-integral-step-towards-nfv-adoption


自動化された構成可能なクラウド環境ではアプリケーションの管理とサ
ポートが可能です。それと同様に、NFV を正しく実装すると、サービスおよ
びトラフィックの要求に対応できます。先進的な OSS/BSS プロセスは仮想
化を使用して運用効率を向上させ、サービスプロバイダーが新しいサービス
を短期のイノベーションサイクルで開発し、既存サービスよりも迅速に収益
を創出するできるようにします。新しいサービスを容易に起動して市場での
成長性をテストできるので、リスクが最小化され、ネットワークで生成された
データを使用してサービスとアプリケーションのパフォーマンスを最適化で
きます。

サービスプロバイダーが参加する競争の対象は、新しい革新的なサービス
の提供だけではありません。カスタマー・エクスペリエンスを根本から改善
して提供する点においても競っています。先進的な利用者によってサービス
利用モデルの意味が変わってしまったため、モバイルサービスのアクセス時
や利用時に、はるかに強固なカスタマー・エクスペリエンスが必要になりま
した。そのうえ、ブロードバンド IoT などの低遅延で高帯域アプリケーショ
ンから生成されるデータはさらに増加するので、エッジ環境や 5G デプロイ
メントでのデータ処理能力を増強する必要が生じます。必要とされるカスタ
マー・エクスペリエンスやリソースを提供するため、サービスプロバイダーは 

NFV によるエッジの変革に注力し、手始めとしてセントラルオフィスに取り
かかっています。 

エッジでの変革をサポートする  

NFV

Red Hat は OPNFV や、OpenStack® および OpenShift® を始めとする多数
のオープンソースコミュニティに有意義な貢献を続けています。ネットワーク
機能は当初、仮想マシン (VM) にデプロイするために仮想化されたのです
が、コンテナ技術の成熟とともに進化しており、将来的にはコンテナおよび
マイクロサービスにデプロイされるようになります。また、自動化や IT 管理
ツールテクノロジーなどの他のテクノロジーも、NFV ソリューションとともに
実装されます。

NFV による 
デジタル・トランスフォーメーションと 
モダナイゼーション 
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セントラルオフィスの仮想化
セントラルオフィスを仮想化すると、NFVI の柔軟性とソフトウェア・デファイ
ンド・インフラストラクチャがエッジにもたらされます。エッジ・インフラスト
ラクチャのデプロイとスケーリングを自動化する能力は、将来の成長とサー
ビス提供にとって欠かせません。このような機能を備えた仮想セントラルオ
フィス (VCO) は、次のような多数の利用パターンとカスタマー・エクスペリエ
ンスのユースケースに対応するサービスが強化されます。

エンタープライズ・サービス
仮想ファイアウォール、ソフトウェアデファインド WAN (SD-WAN)、仮想プラ
イベートネットワーク (VPN) など、その他の仮想化ネットワーク機能 (VNF) 

を搭載した仮想 CPE (vCPE)。VCO の利点はメディアおよびストリーミングの
ユースケースにも拡張されるので、サービスプロバイダーは高価で高度に特
殊化されたカスタムハードウェアから、 MFV をコモディティハードウェアで
稼働するソフトウェア・プラットフォームに移行できます。

モバイルサービス 

仮想および Cloud Radio Area Network (V-RAN/C-RAN)、Voice over LTE 

(VoLTE)、IoT、仮想化 IP マルチメディア・サブシステム (vIMS)/仮想化 EPC 

(vEPC)、モバイル VPN、ネットワークスライシング。 

宅内サービス
vRouter、仮想ファイアウォール (vFW)、クラウドストレージ、クラウドバック
アップ、クラウド DVR。 

先進的インフラストラクチャと運用サポート
利用者からの要求に対応するには、IT、ネットワーク、サービス、データ、コ
ンテンツを、サービスにアクセスするポイント、すなわちセントラルオフィス
のエッジで相互接続することが求められます。このアプローチをサポートす
るため、従来の OSS と BSS では統一された統合プラットフォームの一部と
して NFVI を活用することになりますが、今後は OSS と BSS でサービスと
データは分離されなくなります。利用者とビジネスは、VCO から提供される
モバイルサービスに接続する時点で、プラットフォームのあらゆる部分につ
ながります。 
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それでは、サービスプロバイダーは NFV にどのように着手し、どのように本
格化させるのでしょうか。サービスプロバイダーは、各社のニーズに最適なテ
クノロジーとベンダーを選ぶ必要があります。それには、オープンなアプロー
チの意味と価値を理解しなければなりません。オープンなアプローチには
次のような特徴があります。

イノベーションの迅速化
さまざまな人材や組織からアイデアが生まれることで、ベンダー 1 社の環境
からはなし得ない規模のイノベーションを起こします。革新的なアイデアは
相互に関連しながら発展し、コミュニティ内の他者から得たアイデアによっ
て強化および拡張され、まったく新しいアイデアが引き出されます。オープン
ソース・コミュニティによるソフトウェア開発への貢献の量と速度は、1 つの
組織のリソースではおよそ達成できるものではありません。セキュリティの
脆弱性の特定と修復は格段に効率化され、全体的なリスクと研究開発コス
トが削減されます。

継続的なコラボレーション
組織は進展内容と更新内容にアクセスし、貢献することができるので、最新
情報を確保して業界内で競争力を維持できます。

サービスプロバイダーは統合された OSS/BSS の機能を使用して、次に挙げ
るように、自動化、機械学習 (ML)、人工知能 (AI) によって効率を向上でき
ます。

OSS/BSS：テレメトリー、サービス保証、モニタリング、課金、加入者管理

IT：継続的インテグレーション/継続的デリバリー (CI/CD)、DevOps、セキュ
リティ管理、プロビジョニング、オンボーディング 

VCO は、モバイル、ビジネス、およびその他のサービス (IoT、ビデオストリー
ミング、仮想コンテンツ、新しい収入源の創出など) の提供に必要な、コスト
効果とパフォーマンスに優れたアジャイル・プラットフォームを提供します。

オープンなアプローチによる 
デジタル・トランスフォーメーションの
最大化



今すぐ始める

オープンソース・テクノロジーのリーダーである Red Hat はここ数年間、通信
業界が抱える固有の課題の解決に多大な投資を行ってきました。Red Hat は
オープン NFV ソリューションを開発し、NFV リファレンス・アーキテクチャに基
づく、スケーラブルで信頼できる高性能プラットフォームを提供しています。 

Red Hat® NFV ソリューションは、ネットワーク、インフラストラクチャ、組織自
体の変革に役立ち、サービスプロバイダーはユーザーによる利用やエクスペ
リエンスのニーズを満たすサービスを投入して市場での競争力を獲得でき
ます。

柔軟でアジャイルなプラットフォーム
コミュニティ全体が共通の目標に向けて取り組む結果として、改良がなされ
ます。このアプローチにより、ベンダーに制約されずに長期的な結果が得ら
れ、プラットフォームのサポートに煩わされずに業界でのイノベーションに集
中できます。 

つまり、オープンなアプローチを採用すると、柔軟なプラットフォーム、コラボ
レーション、イノベーションを育成しやすくなるのです。NFV フレームワーク
のパラダイムはオープンであるため、オープンソース・テクノロジーの使用が
強力にサポートされ、サービスプロバイダーはさまざまなベンダーとプラット
フォームの組み合わせを選択できます。また、テクノロジーの開発に対して意
見を述べて、サービスの構築ではなく提供に集中できます。オープンソース・
ソリューションでは、設計、開発、品質保証、問題解決、提供についてオープ
ンなフェーズを設けています。オープンソースのパワーを使わないサービス
プロバイダーは、使うプロバイダーに後れをとる危険があります。なぜなら、
オープンソースのソフトウェアデファインド NFVI では、アイデアを迅速に取り
入れることができます。そのアイデアを出したのがオープンソース・コミュニ
ティ、ネットワークベンダー、社内アプリケーション開発者、さらには競合他社
であっても分け隔てしません。

Red Hat NFV ソリューション

デジタル世界をつなげる 
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イノベーションの主な部分は 3 つのプラットフォームを使用して定義され、こ
れによって NFV 導入と運用および IT のモダナイズに対する構成要素が形成
されます。 

アプリケーション開発
アプリケーション開発プラットフォームでは、データ管理プラットフォーム
からデータを取得して利用し、ネットワーク・インフラストラクチャを通じ
てデータを提供します。これにより、サービスプロバイダーはデータを使用
して新しい収益を生成できます。アプリケーション・ワークフローの全体
が DevOps、CI/CD、コンテナ、マイクロサービスでサポートされ、クラウドネ
イティブ・アプリケーション・コードが作成されます。Red Hat NFV ソリュー
ションで、サービス開発、管理、格納、提供からなるビジネスのライフサイク
ル全体がサポートされます。

データ管理
データ管理プラットフォームはネットワークのエンドユーザー・デバイスか
ら、デバイスとネットワークのテレメトリーデータを収集します。収集された
データは変換、分散、および格納され、アプリケーションで使用されます。
データ管理プラットフォームはガバナンスとアプリケーション・プログラミン
グ・インタフェース (API) も提供して、データへのアクセスを管理します。

ソフトウェア・デファインド・インフラストラクチャ (NFVI)

ネットワークは、すべてのサービスプロバイダーが理解する共通言語です。
ユーザーデータとネットワークデータを転送し、OSS/BSS およびネットワー
ク構成に使用できるテレメトリーデータを生成します。ネットワーク・インフ
ラストラクチャは、Red Hat Ansible® Automation などの自動化ツールを使
用してデプロイおよび構成できます。

図 2  

デジタルサービス変革 

プラットフォーム
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図 3

NFV ETSI のアーキテクチャと 

コンポーネント

Red Hat は、IT スタック全体をモダナイズするテクノロジーを提供していま
す。Red Hat の NFVI 関連ポートフォリオには、オペレーティングシステム、ス
トレージ、管理、仮想化の各ソリューションが取り揃えられています。その他
の Red Hat 製品には VNF 実装のサポートが含まれ、Red Hat のミドルウェ
ア・ポートフォリオとコンテナテクノロジーでOSS/BSS アプリケーション開発
およびデプロイのニーズに対応します。 

NFV の導入により、サービスプロバイダーは組織全体が緊密に統合され、
より効果的で効率的な OSS/BSS プロセスへと移行できます。また、OSS プ
ロセスをモダナイズすると、ネットワークのパフォーマンスを増強して分析の
メリットを強化し、自動化、統合、ビジネスインテリジェンスによって BSS プ
ロセスのコストを削減できます。OSS および BSS のアーキテクチャはクラウ
ドネイティブおよびマイクロサービスベースで、市場投入に必要なアジリティ
とスピードが得られるので、分析、ML、AI ツールでカスタマー・エクスペリエ
ンスをパーソナライズできます。Red Hat のミドルウェアとコンテナテクノ
ロジーは OSS/BSS のこの進化をサポートし、Red Hat はサービスプロバイ
ダーとの経験を活かして、IT および OSS/BSS の変革の主なユースケースと
必要な成果を特定します。
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変化は困難を伴います。また、デジタル・トランスフォーメーションは単な
るテクノロジーの変更ではありません。サービスプロバイダーは数十年にわ
たってウォーターフォール型プロジェクト管理フレームワークを使用してき
ましたが、このフレームワークは NFV 開発とデプロイをサポートするアジャ
イル開発フレームワークとは大きく異なります。そのため、サービスプロバイ
ダーはポリシー、ワークフロー、ジョブロールの変革を進めています。これに
よりさまざまな職務上の役割が自動化されるので、サービスプロバイダーは
イノベーションや収益を生成するその他のタスクに重点を移せます。

組織によっては、支えとなるインフラストラクチャの定義と実装にインハウ
スのリソースを使用して、デジタル・トランスフォーメーションに着手すること
を選んでいます。これはやっかいな作業で、直接経験を積んで知識を持った
人材がいない場合は特に困難になります。インハウスでのテクノロジーの導
入、運用化、保守管理戦略のコストは、適切な経験がないと、算出が難しい
ものです。さらに、貴重な人材を新しいサービスの作成と提供ではなく、テ
クノロジーの適切な混在方法と構成の決定に専念させることになります。こ
うした状況では時間と人員は「当て推量」で割り当てられ、進捗の測定も困
難です。未経験の分野に取り組む場合、適切な専門知識があれば、時間とリ
ソースへの影響を最小限に抑えながら最大の結果を得られます。

Red Hat コンサルティングは、Red Hat 製品が最初に NFV プラットフォーム
として登場する前から、NFV 関連の取り組みについてサービスプロバイダー
を支援してきました。NFV への移行のどの段階にあっても、Red Hat サービ
スの NFV 導入プログラムを利用して、NFV を導入してメリットを実現するた
めに必要な、文化、プラットフォーム、ポートフォリオの変化の指針とするこ
とができます。適切に定義された複数のサービスコンポーネントを構成要素
として使用して、お客様が自社で運用できるよう、全体的な移行プロセスの
中で 90 日単位のステップを作成できます。

Red Hat のエコシステムを使用すると、ネットワークと IT インフラストラク
チャを統一する、調整可能な基盤の構築が可能です。パートナー・テクノロ
ジーを選択できるので、現在必要なアプリケーションとワークロードをデプ
ロイすると同時に、将来に向けてインフラストラクチャを進化させることがで
きます。Red Hat NFV ソリューションはオープンソースのパワーと Red Hat 独
自の専門知識を兼ね備え、サービスプロバイダーが競争に勝ち残り成長を遂
げるために必要な信頼性、セキュリティ、耐久性を提供します。

デジタル・トランスフォーメーションの
実施
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該当する作業ステップ
表 1.

Red Hat コンサルティングによる  

NFV 導入の段階

この表は、NFV 導入の 

ロードマップの概要と、 
Red Hat による支援内容の 

詳細をまとめたものです。

NFV 導入プログラムは、 
プロセスのマッピング作業から 

始まります。このセッションでは、
変革による変化に必要とされる 

最終状態の展望や構造を定義 

または明確化し、18 - 24 カ月に 

わたる全体的な移行マップ内で 

連続した 90 日単位のステップに 

切り分けます。

各ステップを調整して 

個々のビジネス価値を作成し、 
仮想インフラストラクチャ管理での

スキルと自信を高めることも 

できます。
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ビジネス業務とユースケースを見直 
します。 

現在のインフラストラクチャの 
制限事項を確認します。

各分野のエキスパートとのコラボレー
ションによって、コアチームに戦略、主要
な機能、初期インフラを提供することで、
エンドツーエンドに VNF を導入します。

アジャイルプラクティスに従い、自動化さ
れたワークフローや顧客フィードバック
のループを定着させて優先順位を通知す
る、新製品導入のためのプラットフォーム
とアプローチを確立します。

ビジネスアプローチと技術導入の両方を
絶えず改善し、洗練させ、市場で生じる
課題にタイムリーに対応し、イノベーショ
ンの継続的な機会を創出します。

無料の Red Hat ディスカバリー・ 
セッション

Red Hat が提供する無償のディスカバ
リー・セッションで、サービスプロバイダー
は NFV への移行プロセスのどの段階にあ
るか明らかにして、優先事項を理解し、要
件を評価できます。ディスカバリー・セッ
ションでは、Red Hat コンサルティング
チームが、プログラム範囲を予備的に判定
し、お客様に公式な提案書を提示するた
めの、十分な詳細情報を取得します。

Red Hat NFV 導入プログラム

NFV 導入プログラムは、NFV 環境の導
入と運用を単純化、体系化、自動化する
段階的アプローチを提供します。これに
より、仮想化ネットワーク機能 (VNF) を
効果的にデプロイするためのアーキテク
チャ基盤および運用基盤を構築し、イノ
ベーションを推進する強力な企業文化を
確立できます。

現在の競争で先頭に立つため、オープン
ソース・テクノロジーのスタック、プロセ
ス、スキルを提供する 4 - 12 週間の研修
にスタッフを参加させます。

自動化、統合、ビジネスインテリジェンス
によって、ビジネスプロセス最適化の戦
略を作成します。

組織とジョブロールを変革する戦略を実
行します。

スキルギャップを特定し、スキル更新の
計画を作成します。

Red Hat Open Innovation Labs

Red Hat Open Innovation Labs では、顧
客チームがビジネスでイノベーションを
促進するためのツール、手法、文化を参
加型ワークショップで学びます。Red Hat 
Open Innovation Labs は、デジタル・ト
ランスフォーメーションを長期的に成功
させるため、自動化とコラボレーションに
必要な行動、プロセス、ツールを実地に
体験できます。

Red Hat トレーニング
演習を主体とした実践的で実用的なト
レーニングで、受講者が Red Hat テクノ
ロジーの価値を最大限に活用できるよ
うにします。

Red Hat ラーニングサブスクリプション
現在のビジネス課題の解決に必要な最
新知識とスキルを提供し、将来に備える
オンライントレーニングです。

https://www.redhat.com/ja/services/training
https://www.redhat.com/ja/services/training/learning-subscription


将来に備える
サービスプロバイダーは、常に変化するユーザーの要求に応えるため、組織
面でも技術面でも継続的に進化する必要があります。デバイスやサービス
が使用するデータ量が増加しているため、インフラストラクチャは、増え続け
るプロバイダーと場所の間で、シームレスかつオンデマンドのデータ交換を
サポートする必要があります。専用ハードウェアの増設は、コストがかかり、
スケーラビリティに欠けるため、ソリューションとして使用できません。ネット
ワークテクノロジーはソフトウェア主導かつ IT 指向になって、競争力を維持す
るために必要な柔軟性とアジリティを提供しなければなりません。他のプロ
バイダーのネットワークおよびサービスとの相互運用性を確保するため、サー
ビスプロバイダーは共通のネットワーク規格を採用する必要があります。

Red Hat Enterprise Linux® は通信サービスプロバイダーおよびそのエンター
プライズ顧客向けのデファクトスタンダードのオペレーティングシステムで、
Red Hat OpenStack® Platform は NFV の標準クラウドプラットフォームと
なりました。Red Hat NFV ソリューションには、サービスプロバイダーのク
ラウド環境に特化して最適化された Red Hat テクノロジーが含まれていま
す。Red Hat はオープンな通信モデルを牽引する多数の主要な組織およびコ
ミュニティへの参加を優先しています。そのため、Red Hat との協業は、主
なサービスプロバイダーの取り組みに直接的に影響を与え続けるパートナー
を持つことと同義と言えます。デジタル・トランスフォーメーションを成功さ
せるには、Red Hat をお選びください。
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詳細はこちら

通信 

redhat.com/telco

ネットワーク機能仮想化
redhat.com/nfv

Red Hat サービスプログラム：NFV の導入 

redhat.com/ja/resources/consulting-nfv-adoption-program-ebook

詳細については、以下をご覧ください。
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