ソリューション概要

エッジで差をつける
デル ・ テクノロジーズによる通信エッジ向けの包括的なソリューション

電気通信

45%
5G 化が予測されるグローバル
モバイル データ トラフィック量
（2025 年まで 2）

5G 革命の到来により、 消費者と企業にとってこれまでは夢でしかなかった恩恵の扉
が開かれようとしています。5G ネットワークは、スループット レートが 20Gbs、レイテン
シーが 1 ミリ秒と低く、 データのダウンロードと受信速度が大幅に向上します。 1 5G
が提供するすべての機能を活用するために、通信事業者はそれをサポートできるイン
フラストラクチャを構築する必要があります。 多くの 5G 対応のサービスとアプリケー
ションは、低レイテンシーとハイ パフォーマンスを必要としています。 こうしたニーズを
満たすために、通信事業者はエッジ ネットワークを再設計し、仮想コンテンツ配信ネッ
トワーク （vCDN） や仮想無線アクセス ネットワーク （vRAN） などのユースケースを
実現にしたいと考えています。 このようなアーキテクチャによって、通信事業者はシン
プルでコスト効率に優れた方法で、 消費者と企業顧客に 5G の提供を約束すること
ができます。
現在、 ほとんどの従来型エッジ インフラストラクチャは、 5G を実現するための準備
ができていません。 既存の通信エッジ ネットワークを構成するレガシー機器は、
5G、 リジッドかつ非スケーラブルなインフラストラクチャ、 高運用コストのパフォーマン
ス要件を満たすことができません。 これらの課題に対応するために通信事業者が必
要とするのは、 エッジのパフォーマンスを最適化するように設計された高速で柔軟な
ソリューションです。 Dell Technologies は、 ハードウェアおよびアプリケーションの
導入とインフラストラクチャおよびデータの管理で一貫したアプローチを可能にする、
エッジ向けに最適化されたプラットフォーム ファミリーを提供します。 この概要では、
新しい Dell EMC PowerEdge XE2420 をはじめとした主要なポートフォリオについて
説明します。

754 億 4000 万
2025 年までに世界で IoT 接続さ
れるデバイス数の予測 3

33%
データをリアルタイムで処理してい
る企業の割合 4

エッジのネットワーク アーキテクチャ評価
エッジ ネットワークを設計する上で通信事業者は、 エッジの各所に導入するア
プリケーションとエッジ環境を中央のデータセンターに接続するために必要な
要素を決定する必要があります。 これには、 携帯電話データ、 有線イーサネッ
ト、 WiFi などが含まれます。 設計と評価プロセスでは、 次のことを考慮する
必要があります。
• サービスレベル目標を達成するために必要なネットワーク帯域幅
• 初期の見積もりに調整が必要な場合や、 ネットワークのニーズが長期的に
拡大し続ける場合に備えて拡張性を組み込んだアーキテクチャ
• セキュリティ侵害や攻撃を特定して阻止するためのセキュリティ機能と監視
ツール
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通信事業者向けエッジのベスト プラクティス
電気通信カスタマーが構築するアプリケーションは、 エッジの
5G ノードで局所化されたコンピューティングと期待される低レ
イテンシーに依存する形となります。 そこで通信事業者は何
に備える必要があるでしょうか。 簡潔に言うと答えは、 エッジ
の制約に合わせて最適化されたインフラストラクチャです。
以下に、 エッジ インフラストラクチャの拡張と最適化を求める
通信事業者向けのベスト プラクティスと考慮事項を示します。
• 5G がもたらす機会を活かしたいと考える通信事業者に
とって迅速な導入が必要。
• エッジ インフラストラクチャはいずれも迅速な初期導
入に適したもので、 現在の顧客ニーズに合わせた規
模でなければなりません。
• カスタマーが 5G の潜在能力を活かす中で、 通信事業
者も高まる需要に応えるためにインフラストラクチャの
拡張が必要。
• 最適なソリューションは迅速な導入と動的構成を可能
にし、 その結果、 通信事業者は需要の増加に合わ
せてコンピューティング能力を導入できます。
• 通信事業者が導入する環境に適したコンピューティング
の選択が必要。
• 理想的なソリューションは、 従来のサーバーでは対
応できない過酷な環境 （温度変化やほこりなど） に
耐えるように設計されます。

エッジでのアプリケーション
•
•
•
•
•
•
•

vCDN
vRAN
通信事業者向けクラウド
5G セル処理
ネットワーク
機能仮想化のサポート
マルチアクセス エッジ コンピューティングの実装

• また、 IT インフラストラクチャの大規模な （コストのか
かる） オーバーホールを必要とせずに、 既存のイン
フラストラクチャ （2 ポストラックだけの小規模なデー
タセンターなど） に収まる必要もあります。
• 通信事業者は、 導入戦略の策定においてセキュリティ
とリモート管理を考慮すべき。
• IT スタッフが機器の監視と保守を定期的に行えない
状況では、 リモートの監視と修復オプションは必須と
なります。
• リソースのオーバープロビジョニンなどの従来のデー
タセンター戦略は、 エッジではコストがかかるため、
最適化されたエッジ インフラストラクチャはユーザー
がデータ分析にアクセスして正確に運用効率を向上
できることも必要です。

Dell EMC のポートフォリオには、
コアからクラウド、 エッジまで、
あらゆるニーズに対応する
ソリューションがあります。
iDRAC9 データセンター
iDRAC9 の新しいデータ センター ライセンスには、 テレメ
トリー ストリーミング、リアルタイムの BIOS ライブ スキャン、
SSL 証明書の自動登録と自動更新、 強化された熱管理が
含まれています。
Dell EMC PowerEdge XR2
過酷な環境にも対応できるようにゼロから構築された Dell
EMC PowerEdge XR2 は、 耐温度性と耐衝撃性に優れ
ており、 設置面積も最小限で済みます。
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通信事業者向けエッジの考慮事項トップ 5
電気通信分野でこれらのベスト プラクティスを導入するために、 通信事業者には、 電力、 速度、 柔軟性、 耐久性、 セキュリティを
適切に組み合わせたコンピューティング ソリューションが必要となります。 次の表は、 インテルを搭載した Dell EMC PowerEdge
XE2420 がそれらのニーズを満たしていることを示しています。
通信事業者向けエッジ

Dell EMC PowerEdge XE2420 によるニーズへ
の対応

通信事業者にとってのメリット

1. ハイ パフォーマンス エッジ ソリューションには
5G ネットワークと IoT ベースのアプリケーションの
ニーズをサポートできるアクセラレーターが必要です

最大 4 つのアクセラレーターをサポートし、
ハイ パフォーマンスを実現

電気通信アプリケーションとエッジの新しいサービ
スをサポートするハイ パフォーマンスなソリュー
ションにより ROI を向上

2. 低レイテンシー ： 5G ネットワークおよび IoT テク
ノロジー （機械学習や仮想現実向けに時間が重視
されるアプリケーションなど） は、 ユーザーの操作
性に影響を与えることなくデータを迅速に提供でき
るソリューションが必要です。

高速ネットワークと高いネットワーク スループットを
備えた低レイテンシー システム （1 ～ 100 GbE）

高帯域幅が要求されるアプリケーションや低レイ
テンシーのアプリケーションとワークロードをサポー
トしてデータを迅速に提供

3. 自動化 / 動的構成 ： 通信事業者には、 すぐ簡
単に拡張ができてお客様の拡大する 5G ニーズに
応える柔軟なソリューションが必要です

複数のアクセラレーターと最大 92TB のストレー
ジをサポート

コンピューティング ニーズの進化に合わせてアクセ
ラレーターとストレージを追加して、 電気通信アプリ
ケーションと顧客サービスをサポート

4. 堅牢性 ： 通信事業者には、 エッジに近い
データセンターの過酷な条件に耐える堅牢な
ソリューションが必要です

幅広い動作温度の許容範囲 （5° ～ 40°C）、
ほこりの多い環境の機器を保護するオプションの
フィルター ベゼル、 Network Equipment Building
System （NEBS） レベル 1 認定

過酷なエッジ環境向けに最適化されたソリュー
ションにより、 修理コストとメンテナンス コストを
削減

5. セキュリティ ： 通信事業者には、 悪意のある
アクターからデータを保護するソリューションが
必要です

iDRAC9 のすべてのバージョンには、 高信頼シリ
コン ルートが含まれ、 新しいデータセンター ライ
センスにはリアルタイムの BIOS ライブ スキャンも
採用

エッジの機器がエッジで危険にさらされるリスクを
最小限に抑え、貴重なデータを安全に保護します。

さらに、 次のことが可能なソリューションが必要です。
• 主要サービスをリモートから IT チームに大きな負担をかけることなく導入
• 高密度で適応性の高いコンピューティング ソリューションにより、電力および冷却コストを削減し、コストのかかる IT の構築を
防止
• 窮屈な環境や狭い環境でも機器に簡単にアクセス
これらのニーズに応えるために、 Dell EMC PowerEdge XE2420 に搭載されるロータッチの管理機能には、 SSL 証明書の自動
登録と更新、 狭い場所や既存 IT アーキテクチャに適合する短い奥行 （600mm） のフォーム ファクター、 フロントアクセス式の I/
O と電源などが含まれます。
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エッジ向けに設計されたソリューションにより、 最適
化されたインフラストラクチャのメリットを享受
5G ネットワークと IoT ベースのアプリケーションの増加に伴い、
通信事業者はさらに低レイテンシーと高帯域幅を実現するた
めにネットワーク エッジをお客様に密接した形で提供する必要
があります。 ただし、 そうしたイノベーションを導入するには、
電源、 スピード、 柔軟性、 セキュリティをエッジで実現するよ
うに設計された機器が必要です。
デル ・ テクノロジーズは、 エッジで運用されている通信事業者
のコンピューティング、 ネットワーク、 およびストレージのニー
ズに対応するソリューションをすべて網羅したポートフォリオを
提供しています。 Dell EMC PowerEdge XE2420 サーバー、
iDRAC9 管理ソフトウェアにより、通信事業者は ROI を向上し、
総所有コストを削減し、 貴重なデータを保護できます。 デル ・
テクノロジーズは、 エッジからクラウド、 コア データ センターま
で、 企業の繁栄を支援します。
デル ・ テクノロジーズのソリューションによって企業が競争力を
獲得するための詳細については、
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers をご覧ください。

インテルと Dell Technologies
連携してエッジの包括的なソリューションを構築
通信事業者にとってサービスのスピードと機敏性を損なう
ことは許されません。 強力なインフラストラクチャ パフォー
マンス、 堅牢なセキュリティと高い信頼性を備え、 地域と
世界の需要に合わせて拡張できるソリューションが必要と
されます。 Dell EMC とインテルは、 通信事業者がサービ
スの導入と拡張に注力するために必要なインフラストラク
チャとパートナーシップを提供します。 Dell EMC
PowerEdge XE2420 は、 通信事業者がネットワークを変
革し、 5G 革命に備えるために、 インテル ® Xeon® スケー
ラブル プロセッサーの機能を活用して、 コアからクラウドま
での継続的な進化を実証します。これら 2 つのテクノロジー
の組み合わせにより、 通信事業者がアプリケーション
（vCDN や vRAN など） を提供しながら、 新しい 5G ベー
スのエンタープライズ サービスの基盤を医療や製造などの
業界に提供できる強力なエッジ プラットフォームが実現し
ます。
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