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ホワイトペーパー 

Cisco NFV インフラストラクチャ：ビジネス価値の提供 

 

エグゼクティブ サマリー 
Cisco® NFV インフラストラクチャは、ネットワーク機能仮想化（NFV）ネットワーク サービスを実行するための、コンピュー

ティング、ストレージ、ネットワーキングの各インフラストラクチャと、管理機能および保証機能を提供します。 このインフラス

トラクチャは、シスコでテストおよび検証済みの完全な統合ソリューションです。また、高性能、可用性、安全性、および拡張

性を提供するキャリアグレードの堅牢なソリューションです。さらに、このソリューションはライフサイクル管理を自動化する

ため、ホワイト ボックス ソリューションに比べて TCO（総所有コスト）を最大 40 % 削減します。EANTC と Light Reading 
は、Cisco NFV インフラストラクチャの機能と利点を検証し、第三者機関による報告にまとめました。このホワイト ペーパー

では、Cisco NFVI ソリューションの概要を示し、価値提案とビジネス上の利点を重点的に説明します。 

はじめに 
ネットワーク業界における最も重要な進歩の 1 つは、ネットワークのハードウェアをクラウドで実行するソフトウェアで置き換

える、ネットワーク機能仮想化（NFV）の導入です。NFV は段階的な改善ではなく、ネットワーク サービスとアーキテクチャ

における完全なパラダイム シフトです。NFV はネットワーク クラウドベース サービスの能力を引き出し、次のことを可能に

します。 

● 新しい柔軟なサービス 

● ハードウェアとソフトウェアの分離 

● あらゆる操作の自動化とネットワーク運用の簡素化 

● 運用コストの削減 

● サービス収益の拡大 

NFV では、ネットワーク機能は x86 サーバ上のソフトウェア モジュールとして実行されます。NFV インフラストラクチャ（NFVI）
は、NFV に必要なコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク リソースの基盤を提供します。図 1 を参照してください。

この図は、NFV のETSI フレームワークにあてはめられた NFVI を示しています。NFVI 層では、仮想化テクノロジーを使用し

て、物理的なコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク ハードウェアを仮想コンピューティング、ストレージ、および

ネットワーク リソースにマッピングします。VNF は、NFVI 層で提供される仮想マシン上で実行されます。また、NFVI には仮想

インフラストラクチャ マネージャ（VIM）が含まれており、これらのリソースを管理するために使用されます。 
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図 1.   ESTI NFVI の定義 

 

シスコ フレームワークでは、NFVI は Evolved Programmable Network（EPN）に、NFV オーケストレーション システムは 
Evolved Services Platform（ESP）に、それぞれあてはまります。図 2 を参照してください。ESP は、サービス カタログ、プ

ロファイル、およびオーケストレーションに関与し、EPN はそれらのサービスを実現するためのネットワーク リソースを提供

します。 

図 2.   ESP と EPN との関連における NFVI 

 

このホワイト ペーパーでは、NFVI に特有のクラウド規模の要件について説明し、Cisco NFV インフラストラクチャ ソリュー

ションを紹介し、Cisco NFV インフラストラクチャのビジネス価値について説明します。 
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NFVI の価値提案 
「NFV 専用のインフラストラクチャが必要な理由を教えてください」、「既存の IT データセンター インフラストラクチャを使用

しないのはなぜですか」という質問がよくあります。NFVI と標準的な IT インフラストラクチャの間には多くの類似点がありま

すが、重要な相違点もいくつかあります（図 3）。主要な違いは、サービス プロバイダー ネットワークの機能が IT アプリ

ケーションよりもはるかに帯域消費型である点です。NFV アプリケーションには、最大限のパケット スループットを実現する

ための、高いネットワーク帯域幅とコンピューティング能力が必要です（図 4）。従来の IT データセンターは、高いレベルの

垂直オーバーサブスクリプション（最大20:1）向けに設計されているため、サービス プロバイダー ネットワークに必要なレベ

ルのスループットを提供できません。また、サービス プロバイダーには、ネットワーク サービスに対するキャリアクラスのイ

ンフラストラクチャが必要です。具体的な内容は、次のとおりです。 

● 高いレベルのサービス可用性 

● 高いレベルのネットワーク パフォーマンス 

● 高いレベルの管理性と保証 

● 運用の簡素化と自動化 

図 3.   IT ワークロードと NFVI ワークロード間の類似点と相違点 

 

図 4.   NFVI の帯域幅要件 
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クラス最高の Cisco NFVI ソリューション 
Cisco NFV インフラストラクチャ ソリューションは、認定された統合設計と一体となった、クラス最高のハードウェアおよびソ

フトウェア コンポーネントを使用して、次の内容を保証します。 

● 高性能 

● 高可用性 

● ネットワーク運用の自動化 

図 5 に示されている Cisco NFV インフラストラクチャ ソリューションは、シスコ、Red Hat、およびインテルのクラス最高の

ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントで構成されています。シスコは、システム サポートとメンテナンス用の窓口を

一本化しています。 

図 5.   Cisco NFV インフラストラクチャ ソリューションの概要 

 

コンピューティング：NFVI サーバは、高いレベルの拡張性、可用性、および管理性を提供する、クラス最高の Cisco UCS® 
ラックとブレード サーバで構成されています。クラス最高の Linux ハイパーバイザと KVM ハイパーバイザは、Red Hat に
よって提供されています。 

ストレージ：NFVI ストレージは、Cisco UCS 上で稼働している Red Hat によって提供される、クラス最高のオープンソース 
CEPH を使用します。 

ネットワーク：NFVI ネットワークは、クラス最高の Cisco Nexus® データセンター スイッチと ASR キャリアクラス ルータを

使用します。さらに、オープン ソース仮想スイッチ（OVS）とシスコ仮想スイッチ（VTF）を使用する、仮想スイッチが提供され

ます。お客様は、Cisco VTS を仮想ネットワーキングとサービス チェイニング用の SDN モジュールとして接続できます。 

VIM：シスコ ソフトウェアと Red Hat OpenStack の組み合わせです。必要なキャリアクラス機能を提供するために、シスコ 
ソフトウェアが Red Hat の OpenStack に追加されています。また、全体的なTCO（総所有コスト）を削減するためのライフ

サイクル管理も含まれています。 
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インフラストラクチャ管理と運用：シスコのクラス最高の Cisco UCS-D は、単一のインターフェイスによる、ネットワーク、シ

ステム、サービス保証、およびパフォーマンスの管理機能を提供します。複数の場所に分散している NFVI POD を一元的

に運用する機能も含まれています。 

Cisco NFV インフラストラクチャの価値提案 
サービス プロバイダーは、Cisco NFV インフラストラクチャを使用することで、サービスの速度を向上させながら NFVI の 
TCO（総所有コスト）を削減できます。統合およびテスト済みの認定されたキャリアクラス アーキテクチャは、ビジネス価値

の提供に不可欠です。NFVI ソリューションの主な特徴は次のとおりです。 

パッケージ化されたソリューション： 

● 統合された POD（ポッド）デリバリ モデル 

● インストール、運用、管理が容易 

● 事前に統合および検証済み 

導入できる VNF のタイプにおける柔軟性： 

● 高性能の VNF 

● 最大限のパフォーマンスを得るためにカスタムチューニングされた Cisco VNF 

● ベアメタル アプリケーション 

● 一般的なマルチベンダーおよびオープンソース VNF 

キャリアクラスの可用性： 

● NFVI スタックに構築された HA 

● OpenStack HA 

● Cisco UCS コンピューティング HA 

● Cisco Nexus ToR HA 

● ホット スポットを特定するためのテレメトリと可視性 

● RHEL カーネル HA 

シスコ検証済みソリューション： 

● シンプルな自動インストール 

● シスコとサードパーティによる VNF の検証 

● シスコによる安全性の確保と強化 

Cisco NFV インフラストラクチャのビジネス ケース 
「低コストのホワイト ボックス サーバを使用して独自の NFVI ソリューションを作成できるにも関わらず、シスコの統合ソ

リューションを使用する理由は何ですか」という質問がよくあります。ホワイト ボックス ソリューションを使用したアーキテク

チャの決定、設計、統合、およびテストは可能ですが、豊富な経験が必要な複雑な作業であり、リスクを伴います。 
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OpenStack は、一般的に、NFVI クラウド コンピューティング テクノロジーに推奨される選択肢です。OpenStack には多く

の利点がありますが、ライフサイクル管理は複雑で、多くの労力を必要とします。OpenStack のインストールとアップグレー

ドには数週間かかることもあり、アップグレードの問題が原因でソフトウェア ロールバックが生じるなどの、多くのリスクを伴

います。これは、オープンソースの OpenStack ソフトウェア スイートの使い勝手があまり良いとはいえないからです。シス

コは、Red Hat OpenStack のインストールとアップグレードを自動化することで、この問題を解決しています。この結果、以

下のことが実現します。 

● OpenStack を週単位ではなく、数時間で自動的にインストールまたはアップグレードする 

● インストールの構成が正しいことを確認する 

● Red Hat の強力な OpenStack の実装を活用する 

図 6 には、Do It Yourself（DIY）と比較した場合の Cisco NFV インフラストラクチャの主な利点がまとめられています。主

な点は、DIY を選択するサービス プロバイダーは、運用、ネットワーク エンジニアリング、およびソフトウェア開発を含む、

OpenStack のエンジニアリング チームが必要になるということです。Cisco NFV インフラストラクチャを選択するサービス 
プロバイダーは、OpenStack ソフトウェアの開発知識を持たない従来のシステム運用チームで管理することができます。 

ソフトウェア エンジニアリング チームの維持に関しては、次のような問題があります。 

● 継続的に発生するチームの経費 

● チーム採用の困難さ：OpenStack、ソフトウェア、およびネットワーキングのスキルを備えた人材の確保が困難 

● チーム維持の困難さ：引き抜きや離職が大きな問題 

DIY の場合、サービス プロバイダーは、次の作業を担当することになります。 

● システム設計 

● 全体的なソリューションのサポートとトラブルシューティング 

● ソフトウェアのインストールとアップグレード 

● バグの検出と修正 

● OpenStack のメンテナンス 

● 回帰テスト 

● 致命的な障害の発生時に、互いに責任を転嫁する複数のベンダーとの対応 

これらすべての項目が要因となり、パフォーマンスの低下によるサービス停止やサービス低下のリスクが増えます。 

図 6.   Cisco NFV インフラストラクチャと Do It Yourself（DIY）の比較 
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総所有コスト（TCO）分析では、Cisco NFV インフラストラクチャ ソリューションは、ホワイト ボックス ソリューションよりも費

用効果が高いことが証明されています。この分析の結果は、図 7 と図 8 に示されています。 

図 7.   Cisco NFVI と DIY のTCO（総所有コスト）の内訳 

 

図 8.   シスコ対 DIY の TCO（総所有コスト） 

 

ホワイト ボックス ソリューションの機器のコストは Cisco UCS よりも 29 % 低くなっている一方で、DIY アプローチの人件

費は Cisco NFV インフラストラクチャ ソリューションよりも大幅に高くなっています。この原因は、OpenStack ソフトウェア 
エンジニアの雇用経費の増加、および複雑なソフトウェアのアップグレードにかかる時間にあります。全体的に見て、300 台
のサーバを備えた NFVI で、40 % の TCO（総所有コスト）が削減されています。 

Cisco NFV インフラストラクチャには、TCO（総所有コスト）のメリットに加えて、次のようなビジネス上の利点もあります。 

● メンテナンス時間帯が短く、制御されていることによるサービス停止のリスクの軽減 

● OpenStack と Linuxの脆弱性に対する Red Hat のパッチによるセキュリティの向上 

● システムの導入時間の短縮によるサービスの速度の向上 
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NFVI の外部検証：EANTC のテスト 
EANTC と Light Reading は、Cisco NFV インフラストラクチャに対して一連の外部テストを実施しました。テストの 2 つの

フェーズは次のとおりです。 

1. フェーズ 1：VNF の相互運用性 

2. フェーズ 2：対象のパフォーマンスとスケール 

テストの結果、次のことが証明されました。 

● キャリアクラスの高可用性 

● NFV 対応の高性能 

● 単一インターフェイスの管理によるシンプルな運用 

報告された詳細なテストについては、次のサイトからダウンロードできます。

http://www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/solutions/collateral/service-provider/network-functions-virtualization-nfv-
infrastructure/lightreading-nfv-test-report.pdf 

まとめ 
多くのサービス プロバイダーは、ビジネスの俊敏性を高め、サービス収益を増加できる NFV ソリューションを導入し始めて

います。導入を成功させるためには、強固な基盤となるコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク アーキテクチャ

上で NFV アプリケーションを実行する必要があります。標準的な IT クラウド インフラストラクチャは、高帯域幅のサービス 
プロバイダー ネットワーク アプリケーション向けに設計されていないため、NFV には適していません。Cisco NFV インフラ

ストラクチャは、NFV ネットワーク サービスを実行するための、統合およびテスト済みの認定ソリューションをサービス プロ

バイダーに提供します。Cisco NFV インフラストラクチャの主な利点は次のとおりです。 

● シスコによるパッケージ化、テストおよび認定済み 

● 高性能と拡張性 

● 高可用性を提供するアーキテクチャ 

● 単一のインターフェイスによる管理 

● 自動化された Red Hat OpenStack 

● 代替製品よりも低い TCO（総所有コスト） 

● NFV ネットワーク サービス提供時間の短縮 

Cisco NFV インフラストラクチャの詳細については、シスコのセールス担当者にお問い合わせください。 
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