
アジリティと革新への過程

通信業界におけるオープンな変革



目次

3.1 5G

3.2 エッジコンピューティング

3.3 ハイブリッドクラウド

3.4 OSS/BSSの近代化

4.1 ネットワーク機能の仮想化

4.2 クラウドネイティブ開発

4.3 自動化

4.4	 人工知能



絶え間ないプレッシャーや変化の中
で、お客様は革新を続け、私たちを
つなぎ合わせています。

遠隔手術のバーチャルリアリティで
あろうと、救急車が安全に走行速度
を上げるために信号を変更するス
マートグリッドであろうと、テクノ
ロジーの進歩により、これまで想像
できなかった方法で根本的に改善さ
れ、最適化された体験が約束されま
す。

デジタルサービスプロバイダー：

未来を創るのは今

お客様のサービスは世界をつなぎ、私たちの生活と安全に重大な
影響を与えています。 24時間年中無休で顧客にサービスを提供し
ている場合でも、ビジネスと運用のサポートシステムだけでな
く、ネットワークとサービスの提供のためにも、最新の自動化さ
れたクラウドネイティブのインフラストラクチャとプロセスで将
来に備えています。



テクノロジーの近代化
新しい課題と可能性に対応するために、
通信サービスプロバイダーは、最新のIT
アーキテクチャと運用管理アプローチを
採用することにより、ネットワークと運
用を変革する必要があります。

ハイパースケールのパブリッククラウド
プロバイダーは、クラウドネイティブ
アーキテクチャとオープンソース開発が
サービスの提供、展開、反復を加速化す
る機会をどのように生み出すかを示し
て、基準を引き上げました。

これと同じアプローチを採用している従
来のサービスプロバイダーは、より優れ
たアジリティ、柔軟性、回復力、セキュ
リティで運用できます。

文化を変革する
従来のサービスプロバイダーは、ネット
ワークと運用を最新化するだけでなく、
文化を変える必要があります。部門の枠
を超えたアジャイルなチームとサービス
提供モデルを採用するプロバイダーに
は、次のようなメリットがあります。

• 変更管理の有効性が向上

• さらに迅速で安全なソフトウェ
ア配信1

オープンなオプションを実現
する
オープンソースは、仮想化されたクラ
ウドネイティブのネットワーク機能
と、最新の運用サポートシステムおよ
びビジネスサポートシステム（OSS/
BSS）の実証済みの基盤です。

Red Hat には、オープンソースを使用
してイノベーションを加速させ、アジ
リティと制御性を高めて運用するのに
役立つ深い専門知識があります。

1 Puppet「DevOpsの現状に関するレポート2020年度」（2020年）

2 Red Hat 「国営企業のオープンソース：通信業界の重要な調査結果」Red Hat 自社レポート、Red Hat がIlluminas経由
で実施（2020年）

通信サービスプロバイダーの
97％は、 オープンソースが組
織にとって重要であると回答
しています。2

この電子書籍は、通信の変革を
推進するテクノロジーとアプ
ローチ、およびRed Hat ®製品
とサービスがサービスプロバイ
ダーの取り組みをサポートする
仕組みについて紹介していま
す。

https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-telco-infographic
https://puppet.com/resources/report/2020-state-of-devops-report/


急速なイノベーション
オープンソースコミュニティは、新規参
入者が会話に参加するように促し、意見
の多様性とより堅牢なソリューションを
創出します。複数の観点が組み合わさっ
て、イノベーションがさらに急速に増加
します。

選択の自由
オープンソースソフトウェアは、ベン
ダーロックインからの解放を実現しま
す。オープンスタンダードは製品の移植
性と互換性を維持しながら、デジタル
サービスプロバイダーに革新の自由やア
ジリティと柔軟性を提供します。

確信に満ちた革新
通信サービスプロバイダーは、商
用オープンソースソリューション
の価値をますます認識しており、
最大のメリットを次のように挙げ
ています。 3

• オープンソーステクノロジーを安全に
使用する機能

• 最新のイノベーションへのアクセス

• クラウドおよびクラウドネイティブ環
境向けに設計

詳細を見る
CSPと通信プロバイダーがオープ
ンソースをビジネスの運営とイ
ノベーションの促進の基盤とし
て、ますます注目している理由
を学びましょう。

TMフォーラムのレポート：  
「実験を超えたオープンソース 
の加速」をご覧ください。

3 Red Hat 「国営企業のオープンソース：通信業界の重要な調
査結果」Red Hat 自社レポート、Red Hat がIlluminas経由で
実施（2020年）

におけるオープンソースの役割
通信

https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-telco-infographic
https://www.redhat.com/ja/resources/open-source-accelerates-experimentation-analyst-paper


このセクションでは、以下に
ついて説明します。

3.1 5G

3.2 エッジコンピューティング

3.3 ハイブリッドクラウド

3.4 OSS/BSSの近代化

DXのための触媒

5Gやエッジコンピューティン
グなどの進歩の魅力的な価値
により、ネットワークインフ
ラストラクチャと運用の変化
を形成されています。



5Gを活用する
5Gは業界の再構築を支援できるため、同じ
市場空間で競争する企業は今、業界固有の
サービスとアプリケーションを開発するた
めに協力しています。

5Gの利点を活用できるデジタルサー
ビスプロバイダーは、その販売機会
のかなりのシェアを獲得できます。

一方、ハイパースケールクラウドプロバイ
ダーも、そのための立場を確立しつつあり
ます。この競争は、デジタルサービスプロ
バイダーがハイパースケーラーとのコスト
と速度のギャップを最小限に抑え、差別化
されたサービスを提供するために革新する
必要があることを意味します。そのために
は、自動化、継続的インテグレーション/
継続的デリバリー（CI/CD）、クラウドネ
イティブ開発、およびその他の高度なテク
ノロジーに関する新しい考え方が必要で
す。

5Gテクノロジーのメリット：

• 大容量

• 高速な接続速度とパフォーマンス

• ビットあたりの料金が安くなる

詳細を見る
主要なデジタルサービスプロバイダーと
そのテクノロジーパートナーが、5G展開
戦略、課題、インサイトについて話し合
います。

Open5GConイベントを見る 

5G

https://redhat.lookbookhq.com/c/lg_xflsjaq4?x=RfjQg6&sc_cid=7013a0000026032AAA&elqTrack=true


処理能力とネットワーク機能をネット
ワークエッジの近くに展開すると、ア
プリケーションのパフォーマンスが向
上し、帯域幅とコストが削減され、新
しい差別化された低遅延のサービスが
実現します。

アプリケーションのパフォーマンスを確保する

帯域幅の使用/コストを削減する

競合他社と比較して、差別化された通信サービ
スを提供する 

垂直業界サービスを提供する 
（例：救急車の車載スキャン、投資銀行向けの高度なリ
アルタイム分析）

32%
21%

19%
28%

4 ブラウン、ガブリエル著 「5Gエッジクラウドインフラストラクチャとセキュリティ」Heavy 
Reading、Red Hat 協賛（2020年6月）

エッジコンピューティング

図1

ワークロードをネットワーク
のエッジに移行する利点4

https://www.redhat.com/ja/resources/heavy-reading-5g-edge-cloud-analyst-paper?source=searchresultlisting


エッジコンピューティング
は、プロビジョニング時間
を短縮し、ネットワークの
スケーラビリティとアジリ
ティを向上させることもで
きます。

さらに、ローカルデータの分析と管理のた
めのリソースをご用意しています。

エッジ展開の期待事項 4

100未満

場所の数

20%

40%

60%

100～999 1000～9,999     10,000以上 

エッジコンピューティングが
エンタープライズITの現実的
な未来になるとすれば、ビジ
ネスを成功させるためにハイ
ブリッドクラウドとオープン
ソースが必要です。5

ポール・コーミア
Red Hat 代表兼CEO

2020

2023

デジタルサービスプロバ
イダーの80％以が、2023
年までに100を超えるエッ
ジロケーションを展開す
ると予想しています。4

4 ブラウン、ガブリエル著 「5Gエッジクラウドインフラストラク
チャとセキュリティ」Heavy Reading、Red Hat 主催（2020年6月）

5 コーミア、ポール著「オープンなエッジ：オープンハイブリッドク
ラウドがなければ、スケールアウトコンピューティングが存在しな
い理由」Red Hat ブログ（2020年2月20日）

図2

https://www.redhat.com/ja/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud
https://www.redhat.com/ja/resources/heavy-reading-5g-edge-cloud-analyst-paper?source=searchresultlisting


エッジで展開する理由
コンピューティングインフラストラク
チャを従来の集約化された場所の外に置
くことで、通信会社は次のことができま
す。
• コアデータセンターからリモート

エッジサイトまでのインフラストラ
クチャをシームレスに自動化して管
理する

• インフラストラクチャ全体でファー
ムウェアとソフトウェアに対して、
一貫してプロビジョニング、更新、
保守を行う

• リモートで管理して、接続の問題が
あっても運用を継続する

• 仮想マシン、コンテナ、マイクロ
サービスを含むワークロードをサ
ポートする。

• ソフトウェアプラットフォームと
サービスを拡張する

• 小規模および大規模な拠点に合わせ
て一貫した展開モデルを実行する

詳細を見る
Red Hat のハイブリッドクラウドソリュー
ションが、デジタルサービスプロバイダー
をエッジの成功に向けてどのような立場を
確立しているかをご覧ください。

Red Hat CEOがエッジコンピュー
ティングが「ハイブリッドもしく
は死」と考える理由を読む
エッジコンピューティングとRed
Hat がどのようにサポートできる
かについてもっと読む 

https://www.redhat.com/ja/topics/edge-computing/why-choose-red-hat-edge-computing
https://www.redhat.com/ja/blog/edge-open-why-scale-out-computing-doesnt-exist-without-open-hybrid-cloud


ハイブリッド 
クラウド
Red Hat のハイブリッドクラウドソリュー
ションは、ワークロードの移植性と統合管理
を備えた、パブリック、ハイブリッド、マル
チクラウドプラットフォーム間で調整する統
合レイヤーを提供します。

組織は、ビジネスとITのアジリティを向上さ
せるためにハイブリッドクラウド戦略を採
用しています。6

ハイブリッドクラウド戦略の実装への期待事項 6

どのようなビジネス成果を達成し
たいと思いますか？

どのようなIT成果を達成し
たいと思いますか？

6 ユエンスト、ダン「ハイブリッドクラウドへのインサイト：考慮すべき点」Red Hat ブログ（2020年5月28日）

図3

ビジネスのアジリティを向上させる

ビジネスの成長を促進する

製品またはサービス
の革新を推進する

顧客体験を向上させる

収益性の向上を促進する

リスクを軽減する

総保有コストを削減する

顧客との関係を改善する

商品のコストを削減する

ITのアジリティを向上させる

スタッフの
生産性を向上させる

ITサービスをより
迅速に提供する

スピーディに革新を進める

セキュリティプロファイルを
改善する

運用コストを削減する

アプリケーションの
アクセシビリティを向上させる

アプリケーションの移植性

資本支出を削減する

https://www.redhat.com/ja/blog/insights-hybrid-cloud-heres-what-consider?source=tag&term=24251
https://www.redhat.com/ja/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach
https://www.redhat.com/ja/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach


一貫性は効果的なクラウド戦略
の鍵です。

これにより、運用では、パフォーマン
ス、セキュリティ、コンプライアンス、
コストの要件に応じて、複数のインフラ
ストラクチャにワークロードを展開して
調整できます。

特定のワークロードに最適なクラウドを
選択することは、パフォーマンスとコス
トを考慮することを意味します。これら
は動的に変化する可能性があるためで
す。

今日

71% 12%

7 Red Hat 「国営企業のオープンソース：通信業界の重要な調査結果」Red Hat 自社レポート、Red 
Hat がIlluminas経由で実施（2020年）

ハイブリッドクラウドインフ
ラストラクチャを備えたデジ
タルサービスプロバイダー 7 今後2年間で

https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-telco-infographic


ハイブリッドクラウドは機能
であり、終了状態を指すもの
ではありません。ある割合を
パブリッククラウドに、別の
割合をプライベートクラウド
に、そ残りの割合をベアメタ
ルに割り当てるということで
はありません。ニーズに基づ
いて適切と思われるように、
移行、適応、調整できる能力
についてです。8

ステファニー・キラス
Red Hat エンタープライズ
Linuxビジネスユニットシニア
バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー

詳細を見る
適切に計画された実装戦略が、セキュリ
ティリスクを含む潜在的な危険を回避す
るのにどのように役立つかを学びます。

ハイブリッドクラウド戦略の
チェックリストをダウンロード
する

8 Red Hat 「Red Hat のハイブリッドクラウドへ
のアプローチ」（2020年9月10日）

ハイブリッドクラウドアプローチにより、デ
ジタルサービスプロバイダーはパブリックク
ラウドで利用可能な経済性とサービスを利用
できます。プライベートクラウドは、セキュ
リティ上の懸念を軽減したり、現地のデータ
規制に準拠したりする必要がある場合に最適
です。顧客に複数のオプションを提供するこ
とで、いつでもどこからでも、一貫したエク
スペリエンスでアプリケーションにアクセス
できます。

デジタルサービスプロバイダーは、リアルタ
イム処理にはエッジでプライベートクラウド
インフラを使用し、より複雑でタイムセンシ
ティブではないワークロードには集中型のパ
ブリッククラウドインフラを使用するケース
が増えています。

パブリッククラウドのメリット：

• 設備投資（CapEx）を削減する

• 市場投入までの時間を短縮する

• 特定のインフラストラクチャおよび一
部の仮想化ネットワーク機能（VNF）
の継続的なライフサイクル管理のコス
トを削減する

プライベートクラウドとパブリッククラウドを使用する

https://www.redhat.com/ja/topics/cloud/open-hybrid-cloud-approach
https://www.redhat.com/ja/resources/7-characteristics-successful-hybrid-cloud-strategies-checklist


OSS/BSSの
近代化
プロバイダーの運用サポート
システム（OSS）およびビジ
ネスサポートシステム
（BSS）からのデータとリ
ソースへのアクセスは、サー
ビス速度において重要です。

IT開発および運用チーム
は、OSSおよびBSSプラット
フォームを最新化してクラウ
ドネイティブにすることがで
き、スケーラビリティと柔軟
性を向上させ、他のシステム
との統合を簡素化します。

異種のモノリシックソリューションから
脱却することで、革新的な5Gアプリケー
ションとサービスの進化する要件をサ
ポートできるようになります。



詳細を見る
大多数の通信事業者のCEOは、自社をデジ
タルサービスプロバイダーに移行する必要
があると確信しています。この変革には、
クラウドの移行と、OSSおよびBSSへのク
ラウドネイティブなアプローチが必要で
す。9

TMフォーラムのレポート
を読んで、成功の理由と方
法を学びましょう。  

Sunrise Communications AG、 
市場投入までの時間を75％短縮 10

スイスの通信事業者であるSunrise
Communications AGは、Red Hat を使用し
てハイブリッドクラウド対応プラットフォー
ムを構築し、アジャイルなDevOps文化を採
用して、イノベーションを加速し、市場投入
までの時間を短縮しました。マイクロサービ
ス、コンテナ、自動化を使用して、同社は新
しいサービスの市場投入までの時間を75％短
縮しました。

ケーススタディを読む

9 ニューマン、マーク著「クラウドネイティブOSSおよびBSS」TMフォーラム（2020年5月)
10 Red Hat の顧客のケーススタディ「スイスのサービスプロバイダーは、アジャイルな文化とRed Hat を導入して、市場投
入までの時間を75％短縮しました」（2020年11月）

から得られるメリット
近代化されたシステム

クラウドネイティブフレームワークの一部と
して、コンテナベースのマイクロサービス
アーキテクチャ：

• 弾力性のあるスケーラビリティ、高い信
頼性、優れた統合機能を提供する

• ネットワークと顧客データの統合
ビュー、高いレベルのネットワークとビ
ジネスプロセスの自動化など、サービス
と運用の効率を向上させる

• リソースを展開して拡張する場所の柔軟
性が向上する。たとえば、人工知能
（AI）機能のリクエストは予測が難しい
ため、パブリッククラウドで実行する方
が経済的であるものの、厳格なサービス
レベルを必要とするOSS関連の機能は、
プライベートクラウドまたは電気通信事
業者のクラウドで実行できる

• 迅速なイノベーションと、顧客の需要と
要件に迅速に適応する作業効率の向上を
サポートする

https://www.redhat.com/ja/resources/sunrise-communications-case-study
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf
https://www.redhat.com/ja/resources/sunrise-communications-case-study
https://www.redhat.com/cms/managed-files/ve-cloud-native-oss-bss-tm-forum-analyst-material-f23902-202006-en.pdf


11 ACG Research「通信事業者のOSS/BSSを近代化する
ためのオープンソース」（2019年10月）

デジタルトランスフォーメーショ
ンには、最新のクラウドネイティ
ブOSS/BSSが必要であり、5Gの
収益化に不可欠です。

APIラッパーで旧式のシ
ステムをカプセル化す
る

既存のインフラストラ
クチャを自動化して統
合する

既存のシステムを迅速に
最適化して新しいアーキ
テクチャを準備する

新しいマイクロサービス
で規模を拡大する

デジタルサービス、エク
スペリエンス、NFV向け
の最新のクラウドネイ
ティブアプリケーション
を導入する

全体的なプロセス管理
を最適化する

新しいアーキテクチャを
簡素化して効率化する

共同開発モデル 
（将来）

ソフトウェアの価値
想像の新しいモデルに
移行する

図4

OSS/BSSインフラストラクチャの近代化への過程 11

現在および今後の需要を満たすための効率的で柔軟なOSS/BSSを構築する
ための重要なステップ

https://www.redhat.com/ja/engage/telco-oss-bss-s-201910190436


オープン性の利点： 
主要なデジタルトランスフォーメーション
テクノロジー

オープンで一貫性のある基盤によ
り、デジタルサービスプロバイダー
は、規模に関わらず、提供するサー
ビスが確実に実行されるという確信
を得られます。

ネットワーク機能仮想化（NFV）と
クラウドネイティブアーキテクチャ
に基づいてその基盤を構築すること
で、柔軟性とアジリティが向上しま
す。自動化は、その基盤を大規模に
運用し続ける上で重要な役割を果た
します。

このセクションでは、
以下について説明します。
4.1 ネットワーク機能の仮想化

4.2 クラウドネイティブ開発

4.3 自動化

4.4 人工知能（AI）



ネットワーク機能の
仮想化

大多数のデジタルサービスプ
ロバイダーは、すでにNFVに
取り組んでいます。

このアプローチのメリット：
• ハードウェアの数とコストが減少する

• 柔軟性とワークロードの移植性が向上す
る

• 最小限の労力でワークロードを自由に移
行する機能を提供する

• 変化するネットワーク需要に対応するた
めに、リソースを柔軟に拡張できる

Red Hat OpenStack®プラット
フォーム上で仮想化されたネット
ワーク機能を備えた水平型の通信ク
ラウドは、次の利点を実現しま
す。12

• 運用コストを削減しながら、仮
想化ネットワーク機能（VNF）ご
とに年間462,500米ドルの追加収
益を達成する

• 新しいサービスの提供までのス
ピードを45％向上する

• 計画外のダウンタイムが79％減
少する

12 IDCビジネスバリュースナップショット（Red Hat 主催）
「Red Hat OpenStackプラットフォームを使用した、ネットワー
ク機能の仮想化における通信のビジネス価値」（2020年6月）

13 Red Hat のプレスリリース「Red Hat は、楽天モバイルネット
ワークのエンドツーエンドのクラウドネイティブモバイルネット
ワークをオープンソーステクノロジーでサポート」（2019年2月
27日）

NFV により、デジタルサービ
スプロバイダーは、従来の垂
直統合インフラストラクチャ
のハードウェア依存関係を解
消し、単一の水平型クラウド
プラットフォームで複数の機
能を実行できるようになりま
した。

次世代のモバイルネットワークは、柔
軟性のない独自のソリューションに
よって定義されるものではありませ
ん。オープンソースによって推進され
るクラウドネイティブテクノロジーで
頻繁に導入されています。5Gから拡
張現実まで、モバイルサービスの多く
の進歩は、オープンスタンダードベー
スのハードウェア上のオープンソフト
ウェアによって支えられています。13

クリス・ライト
Red Hat CTO

https://www.redhat.com/ja/about/press-releases/red-hat-supports-rakuten-mobile-networks-end-end-cloud-native-mobile-network-open-source-technologies
https://www.redhat.com/ja/resources/vnf-business-value-openstack-idc-snapshot
https://www.redhat.com/ja/topics/virtualization/what-is-nfv
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投資収益率
ネットワークインフラストラクチャを仮想化
することの経済的メリットは重要であり、無
線アクセスネットワーク（RAN）は重要な変
革の機会を表しています。 

ACG Research、RAN全体を仮想化するネット
ワーク事業者が総保有コスト（TCO）を最大
44％節約できると推定（図5）。14

14 ACG Research 「モバイル事業者のインフラストラク
チャでRANを仮想化することの経済的利点」（2019
年）

15 クラーク、ジェニファー著 「仮想RAN：4G/5Gの戦
略、機会、潜在的な危険」Heavy Reading、Red Hat 
協賛（2020年3月）

詳細を見る
Heavy Readingのアンケートによると、今後2
年間で、仮想RAN（vRAN）の展開が急増する
ことが示されています15。その理由と、主要
なデジタルサービスプロバイダーが仮想RAN
を構築する方法を確認してください。

アンケート結果を読む

Red Hat とSamsungが提携して、5G RANの
仮想化の次の波を加速する取り組みについて
ご覧ください。 

プレスリリースを読む

4G展開でvRAN構成を使用することの
経済的利点 14

図5

のTCO節約

https://www.redhat.com/ja/resources/virtualized-ran-4g5g-strategies-opportunities-and-pitfalls
https://www.redhat.com/ja/about/press-releases/red-hat%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3%E3%80%81%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%BC%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AB-kubernetes%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B5g%E5%B0%8E%E5%85%A5%E4%BF%83%E9%80%B2%E3%81%A7%E6%8F%90%E6%90%BA
https://www.redhat.com/ja/resources/virtualized-ran-4g5g-strategies-opportunities-and-pitfalls


クラウドネイティブ

アプリケーションに集中型と分散型の両方の
場所を使用するクラウドネイティブアプロー
チを採用するデジタルサービスプロバイダー
は、アジリティ、スケーラビリティ、信頼
性、柔軟性、移植性の向上からメリットを得
られます。 

仮想化を超えて完全にクラウドネイティブな
設計に移行することで、市場や顧客が要求す
る革新的で差別化されたオファーを迅速に展
開するために必要な効率とアジリティが実現
します。

クラウドネイティブのアプ
ローチでは、仮想マシン
（VM）ではなくコンテナを
使用します。これは重要かつ
特徴的な機能です。 
コンテナを使用すると、実行に必要なすべて
のファイルであるランタイム環境全体を使用
して、アプリケーションをパッケージ化して
分離できます。 

このアプローチにより、完全な機能を維持し
ながら、対象のアプリケーションを環境（開
発、テスト、本番など）間でスムーズに移動
できます。

開発
Cloud Native Computing Foundationは、ク
ラウドネイティブを次のように定義していま
す。オープンソースソフトウェアスタックを
使用して、アプリケーションをマイクロサー
ビスとして展開し、各パーツを独自のコンテ
ナにパッケージ化し、そのコンテナを動的に
調整してリソース使用率を最適化するコン
ピューティングを指します。16

16 Cloud Native Computing FoundationのLinkedInページ（2020年11月にアクセス）
17 Red Hat 「国営企業のオープンソース：通信業界の重要な調査結果」Red Hat 自社レポート、Red Hat がIlluminas経由で実施（2020年）

コンテナを使
用する開発
チーム 17  

80%

アップすると予想

がすでに実施

来年には使用率が

https://www.redhat.com/en/resources/state-of-enterprise-open-source-telco-infographic


! !

コンテナ

VMとコンテナの比較：

• 実行時に必要なリソースが少なくて済みま
す。通常、コンテナはメガバイト単位で測
定されますが、VMはギガバイト単位で測定
されます。

• アプリケーションと、アプリの実行に必要
なファイルのみをパッケージ化します。コ
ンテナは、特定のタスクを実行する単一の
関数をパッケージ化するためによく使用さ
れます。

• サーバーオペレーティングシステム（OS）
を共有し、次のことを可能にします。

軽量構造で持ち運びが簡単

特定のレベルの計算能力での関数の密度の増加

より簡単なライフサイクル管理

規模が小さい

ア プ リ ア プ リ ア プ リ

ゲスト 
OS

ゲスト
OS

ゲスト
OS

ランタイムでの
ファイルのサポート

ランタイムでの
ファイルのサポート

ハイパーバイザー

アプリ アプリ

ホストオペレーティングシステム ホストオペレーティングシステム

これらの機能により、コンテナはリソースの制
約が一般的なエッジに特に適しています。

VMはコンテナ内で実行してVNFとCNFの共通の
オーケストレーション環境を実現できます
が、Red Hat とオープンソースコミュニティ
は、KubernetesオーケストレーションがVMを
ネイティブに制御できるように取り組んでいま
す。

vs.

図6

仮想化

アプリ アプリ アプリ



物理ネットワーク機能をVMに仮想化すること
は、ネットワーク事業者の変革の最初のステップ
でした。次の段階で、コンテナで実行できるよう
にその機能を進化させます。

一部のネットワーク機能の所有者は、マイクロ
サービスに再設計し、VMではなくコンテナで実行
されるクラウドネイティブネットワーク機能
（CNF）を提供し始めています。

図7は、従来の垂直統合アプローチから、共通の
VMオーケストレーションプラットフォームによっ
て管理されるVNF、共通のコンテナオーケスト
レーションプラットフォームによって管理される
CNFまで、ネットワーク機能の進化を示していま
す。 

VMとコンテナの違いについて詳しくは、次のビデ
オをご覧ください。

「VMとコンテナの違いについて」

ネットワーク機能

仮想アプライアンス

コンテナ化されたマイクロサービス

従来のネットワークアプライアンス
のアプローチ

（独自のハードウェアを搭載）

（独立したサービスベンダーが提供） 自動化済み、組織化済み、リモートインストール

CI/CDで自動化および組織化済み（独立したマイクロサービスベンダーが提供）

仮想化ネットワーク
機能（VNF）

コンテナ化されたネッ
トワーク機能（CNF）

パケット 

IMS

EPC

MME

PCRF

HLR/HSS

• 大容量のコンピュータサーバー

• 大容量のストレージ

大容量のネットワークデバイス

ク
ラ
ウ
ド
ネ
イ
テ
ィ
ブ

通
信
業
界
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
へ
の
過
程

従
来

仮
想

18 IPマルチメディアサブシステム（IMS）、進化型パケットコア（EPC）、モビリティ管理エンティティ（MME）、ポリ
シーおよび課金ルール機能（PCRF）、ホームロケーションレジスタ/ホームサブスクライバーサーバー（HLR/HSS）。

図7

通信 

の進化 18

プラットフォーム

コンテナプラットフォーム

https://www.youtube.com/watch?v=ZQlQumDZ0Zw&ab_channel=RedHat


自動化

自動化は、通信ネットワークの複雑さを管
理するために不可欠です。

デジタルサービスプロバイダーは、手動の
タスクに時間をかけることで、ネットワー
クとサービスの可能性を革新し、最大化す
る機会を逃しています。 

自動化のメリットには、迅速、確
実かつ経済的に適応して拡張でき
る機能などがあります。 

チーム間で共通の自動化プラットフォーム
を共有すると、自動化のメリットを最大化
できます。

自動化の対象

多くのサービスプロバイダーは、セ
キュリティとネットワークの自動化、
システムとセキュリティの更新などの
主要なプロセスをすでに自動化してい
ます。ただし、さらに自動化すると、
管理に必要な時間とリソースをさらに
節約できる可能性があります。

自動化を検討する：

• サーバーの展開とプロビジョニング

• 使用率レポート

• プロセスと動的なリソース管理

• ワークフローの最適化

• 問題の診断と修復

• コアビジネス機能とルール



詳細を見る
Red Hat Ansible ® Automation Platformを
活用している大手デジタルサービスプロバ
イダーの意見を聞きましょう。

NTTドコモはRed Hat Ansible ® 
Automation Platformを使用して、1万台
以上のデバイスを自動化しました。20

方法を学ぶ 

調査対象の通信分野における意思決定者の
100％が、自動化ソフトウェアへの投資か
らテクノロジーとビジネスのメリットを得
られたと回答しています。19

Forrester Consultingの
アンケートを読む

64%

62%
ネットワークの
自動化

55%
システム/セキュリティ
の更新

Forrester Consultingの調査によると、強力な自
動化戦略の結果として、サービスプロバイダー
は、システムパフォーマンスおよび一貫性の向
上、リスク管理の強化、イノベーションの迅速
化を実現しています。19

通信事業者は、競合する一連の目標よりも自動
化の取り組みを優先します。回答者の72％が、
自動化を最重要課題の1つとして回答していま
す。19

最も一般的に自動化されたインフラストラク
チャ管理タスクは、次のとおりです。 

セキュリティ

結局のところ、これは資金と品質に左
右されます。自動化によって、コストと
市場投入までの時間が短縮され、ライフ
サイクル管理を通じて、より迅速に変更
できるようになります。これにより、年
間のエンジニアリングサイクルの悪循環
を断つことができます。思考の目標と言
えるでしょう。21 

トム・ウォルドロップ
Red Hat 、テレコミュニケーションズサービス担当
シニアディレクター

19 Forrester「オープンソースの自動化により、通信事
業者のイノベーションを推進」Red Hat 協賛（2020年
7月）

20 Red Hat のプレスリリース「NTTドコモはAnsible 
Automation Platformを導入して、ISPサービスで1万
台以上のデバイスを自動化」（2020年7月21日）

21 レッシング、マルレーゼ著「Red Hat のトム・ウォ
ルドロップ：COVID-19の時代『すべてを自動
化』」SDxCentral、Red Hat 協賛（2020年6月25日）

図8

通信事業者の自動化の優先事項 19

https://www.sdxcentral.com/articles/sponsored/red-hats-tom-waldrop/2020/06/
https://www.redhat.com/ja/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/cms/managed-files/cm-automation-helps-telco-organizations-analyst-material-f24727-202008.pdf
https://www.redhat.com/ja/about/press-releases/ntt-docomo-inc-introduces-red-hat-ansible-automation-platform-automate-over-10000-devices-isp-services


22 Red Hat 「2020年度Red Hat グローバルカスタ
マーテックアウトルックレポート」（2020年）

詳細を見る
PerceptiLabsがRed Hat OpenShift
を使用して機械学習（ML）を簡素
化する方法を学ぶ

AI/MLは、今後12か月間で 
新たなテクノロジー
ワークロードとして最も重
要な検討事項に挙げられて
います。22

人工知能

 デジタルサービスプロバイ
ダーは、AIを運用に組み込ん
で異常を迅速に検出して、自
動化で接続してクローズド
ループの修復措置を実施し、
問題がエスカレートする前に
回避できます。

AIのメリット
AIは運用チームの効率と生産性を向
上させ、運用コストを削減しなが
ら、収益増加と新しいサービスの創
出につなげることができます。ま
た、AIは、サービスの可用性と信頼
性を高めることで、顧客離れを減ら
し、ネットプロモータースコアを向
上させるのに役立ちます。

また、AIを使用して、購入の親和性、行
動、アクションに基づいて顧客向けにアド
オンオファーを作成することで、収益を増
やすこともできます。

ネットワークのエッジでは、AIおよび分析
サービスが、センサー、監視デバイス、使
用パターンからの大量のデータを処理し、
アラートを中央リソースに伝達する決定を
ローカルで管理するのに役立ちます。

https://www.redhat.com/en/resources/global-tech-outlook-2020
https://www.redhat.com/ja/resources/perceptilabs-makes-machine-learning-easier-partner-case-study


Red Hat は25年以上にわたり、オープン
ソースソフトウェア開発で主導的な役割を
果たしてきたため、世界中の大手デジタル
サービスプロバイダーがRed Hat と提携し
て、オープントランスフォーメーションに
取り組んでいます。23

支援した取り組み：

オープンソースコミュニティを先導
して、お客様に代わって提唱するこ
とで、お客様の要件に対応し、開発
されたソリューションでビジネス価
値を最大化します。

オープンソースコミュニティから提示され
たソリューションを簡単に使用できるよう
に、オープンソースコードを集約しまし
た。このような改善と成熟のプロセスによ
り、安定性、セキュリティ、パフォーマン
スを実現しながら、組織にソフトウェアを
大規模に管理するために必要なツールを提
供します。これは、非常に重要です。

お客様とお客様の顧客に求められる統合、
テスト、コンプライアンスに対応します。

1

2

3

オープンソースにおける
Red Hat の役割

23 Red Hat 「オープンソースでより良いテクノロジーを構築」（2020年11月にアクセス）

https://www.redhat.com/ja/about/open-source


ハードウェアおよびソフトウェアパート
ナーと協力して最新のイノベーションを活
用し、ディスラプター（破壊的イノベー
ター）が自信を持って新しい機会を受け入
れることを可能にします。エコシステム
パートナーはRed Hat を使用すると、ソ
リューションを一度開発すれば、どこにで
も展開でき、一貫したエクスペリエンスを
提供できます。このエコシステムは、ソ
リューションを長期的に維持するための継
続的なサポートも提供できます。

顧客がアジャイルなDevOps手法を採用
して、オープンテクノロジーで成功する
ために文化を進化させるために必要な行
動、コラボレーション、オープンプラク
ティスに関するアドバイスとメンタリン
グを提供します。 Red Hat Open 
Innovation Labsは、没入型のレジデン
シープログラムを提供しており、オープ
ンアプローチが持続的な競争上の優位性
を生み出す仕組みを明らかにしていま
す。また、イノベーションのペースを加
速するためのプロセス、ツール、専門知
識を共有しています。

4

5

https://www.redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs
https://www.redhat.com/ja/services/consulting/open-innovation-labs
https://www.redhat.com/ja/topics/devops


Red Hat の製品
とソリューション
ネットワークを最新化するには、ワーク
ロードとサービスをコアネットワーク
（データセンター内）からネットワーク
のエッジ（プレゼンスポイントとセント
ラルオフィス周辺）に移動する必要があ
ります。ここから、より低い遅延とより
高い帯域幅で、より効率的にサービスを
加入者に提供できます。

当社のNFVソリューションはオープン
ソースで標準ベースであり、その上に構
築するための安定した相互運用可能な基
盤を作成します。

これは、OpenStack、カーネルベースの仮想マ
シン（KVM）、データプレーン開発キット
（DPDK）、Kubernetes、OpenShift Originコ
ミュニティディストリビューション（OKD）プ
ロジェクトへのRed Hat の主な取り組みの成果
です。

Red Hat は、これらのコアプロジェクト
の多くに最も貢献している企業の1つであ
り24 、コミュニティの方向性に関するイ
ンサイトを提供して、通信事業者に今後
の傾向について知らせることができま
す。

Red Hat はオープンソースコミュニティと協力し
て、アプリケーション以外のこれらの顧客のニー
ズに確実に対応できるようにします。たとえ
ば、DPDK、シングルルート入力/出力仮想化
（SR-IOV）、仮想データパスアクセラレーション
（vDPA）、ハードウェアアクセラレーション用
サポートです。

24 StackalyticsおよびThe Linux Foundation「企業による
コミット」。Red Hat のソフトウェアへの取り組みの一覧
については、Red Hat のオープンソースプログラムオフィ
スも参照してください。

堅牢なエコシステムで、自
由な選択を実現
Red Hat の戦略的パートナーは、
ネットワークと運用の変革を支援で
きるように備えられます。

短編ビデオを視聴して、サービスプ
ロバイダーにとってオープンエコシ
ステムがどのように役立つかを学び
ましょう 

ネットワーク機能の認定について学
習するか、認定の対象となるネット
ワーク機能を指定してください

https://www.redhat.com/ja/about/open-source-program-office/contributions
https://connect.redhat.com/partner-with-us/nominate-cloud-native-function
https://www.redhat.com/en/about/videos/service-provider-transformation-enabled-open-ecosystem


Red Hat 製品によるサポート
Red Hat Enterprise Linux®はRed Hat 
OpenStack PlatformおよびRed Hat 
OpenShift®の基盤であるため、Red Hat 
Enterprise Linuxのセキュリティ、信頼
性、パフォーマンス、エコシステム、およ
びその他の利点がスタック全体に適用され
ます。その結果、ワークロードは、フォー
ム（VNF、CNF）またはインフラストラク
チャ（データセンター、プライベートクラ
ウド、パブリッククラウド）に関わらず、
同じように動作します。

Red Hat Ansible Automation Platform 
は、組織全体で自動化を構築して運用する
ための基盤です。プラットフォームには、
企業全体の自動化を実装するために必要な
すべてのツールが揃っています。

OpenStackはNFVインフラストラクチャの
管理に広く使用されており、Red Hat 
OpenStack Platformは主要な
OpenStack商用ディストリビューション
です。 

Kubernetesはコンテナ環境を管理する
上で有数のインフラストラクチャテクノ
ロジーであり、Red Hat OpenShift
Container Platformは主要なKubernetes
商用プラットフォームです。

Red Hat Storageは、事業者のインフラ
ストラクチャ内のさまざまなデータソー
ス全体で必要に応じて拡張できるソフト
ウェアに定義されたストレージを提供し
ます。

Red Hat Integrationは、メッセージ、ア
プリケーションプログラミングインター
フェイス（API）のセキュリティと管理、
ランタイムソリューションを提供してお
り、通信事業者が独自のクラウドネイ
ティブアプリケーションを開発し、自動
化された安全なCI/CDパイプラインを実装
して本番環境に移行できるようにしま
す。

Red Hat の広範なエコシステム
最新のコアツーエッジネットワークソリューションを提供し
てスケーリングするには、パートナーシップが必要です。
Red Hat は、通信事業者のクラウドプラットフォーム上のネットワーキ
ングアプリケーションを認定、検証、最適化する、グローバルな独立系
ソフトウェアベンダー（ISV）、システムインテグレーター（SI）、
ネットワーキング機器プロバイダー（NEP）の幅広いパートナーと緊密
な関係を築いています。

デジタルサービスプロバイダー向けの商用ソリューションを
提供していますか？
電子書籍を読んで、デジタルサービスプロバイダーになる方
法を学びましょう

https://www.redhat.com/ja/resources/digital-service-provider-e-book
https://connect.redhat.com/programs/telco-ecosystem
https://connect.redhat.com/programs/telco-ecosystem
https://www.redhat.com/ja/products/integration
https://www.redhat.com/en/topics/data-storage/why-choose-red-hat-storage
https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/ja/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/ja/technologies/management/ansible
https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/ja/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
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利用開始するには、
redhat.com/telcoにアクセスしてください。

Red Hat は、経験、知識、パートナー
の豊富なエコシステムを備えており、
明日という未来を今日築くにあたって
変化を受け入れやすくなります。 

Red Hat について

エンタープライズオープンソースソフトウェアソリューション
のプロバイダーとして世界をリードするRed Hat は、コミュニ
ティとの協業によるアプローチで、高性能の Linux、ハイブリッ
ドクラウド、コンテナ、Kubernetesテクノロジーを提供してい
ます。Red Hat は、お客様が新規および既存のITアプリケーショ
ンを統合し、クラウドネイティブアプリケーションを開発し、
業界最先端のオペレーティングシステムで標準化し、複雑な環
境を自動化、保護、管理するのを支援します。受賞歴のあるサ
ポート、トレーニング、コンサルティングサービスにより、Red 
Hat はフォーチュン500の信頼できるアドバイザーに選ばれてい
ます。クラウドプロバイダー、システムインテグレーター、ア
プリケーションベンダー、顧客、オープンソースコミュニティ
の戦略的パートナーとして、組織がデジタルの未来に備えられ
るよう支援します。

https://www.redhat.com/ja/solutions/telecommunications
https://www.facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/RedHat
http://www.linkedin.com/company/red-hat
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