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携帯電話等の高度化の進展

音声音声 インターネット接続インターネット接続 （ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化（ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化
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3.9世代
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（Long Term Evolution）

2001～2001～1993～1993～

第３世代
W-CDMA

CDMA2000
（世界共通）

1980’s1980’s

第２世代
PDC（日本）
GSM（欧州）

cdmaOne（北米）

2006～2006～

3.5世代
HSPA等

第１世代

アナログ
方式

1979年～
自動車電話

1985年～
ショルダーホン

1987年～
携帯電話

無線アクセス

2000年 2010年

無線LAN

11Mbps 54Mbps 300Mbps 1Gbps
超高速

無線LAN
高速化

広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)

広域化
モバイル化

現在現在

XGP、WiMAX
（20～４0Mbps）

高度化BWA

（100Mbps）

201５年

XGP、WiMAX

2010.12～2010.12～

携帯電話

第４世代
（IMT-Advanced）

(光ファイバと同等)(光ファイバと同等)

平成２４年１月、ITU-R※におい
て技術標準を定める勧告が承認。

※ 国際電気通信連合（ITU:International 
Telecommunication Union）の無線通信部
門 （Radiocommunication Sector）

高速移動時 100Mbps
低速移動時 1Gbps

現在現在

2005年
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携帯電話によるデータ通信の利用発展動向



Ｍ２Ｍ通信サービス（例）
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（出典）情報通信審議会ICT基本戦略ボード資料
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１．ＶｏＬＴＥの導入に向けて
～移動電話端末のＩＰ化への対応～



３G３G ３G

・ ３ＧネットワークのIP化によりサービスの高度化とコスト効率化を推進

2004～2005

3G-CS
3G-PS

ATM-NW

3G-PS

IP-NW

3G-CS

ATM-NW

無線アクセス
方式

コアネットワーク

3G-CS
3G-PS

IP-NW

IMS

音声
（ＣＳ）

パケット
（ＰＳ）

IP化

IP化

音声 パケット 音声 パケット

IP変換

IP化

３Ｇサービス開始 ３Ｇ ＰＳ（パケット）のＩＰ化 ３Ｇ ＣＳ（音声）のＩＰ化

2001～ 2009～2011

IMS基盤の導入

コアＮＷの
ＡＬＬ-ＩＰ化完了

VoLTE導入の必要性①

5出典：NTTドコモ資料から



・ ＩＭＳ基盤の導入によりサービス高度化が可能

IMS（IP Multimedia Subsystem）
IPネットワーク上にて音声、データサービス等を統合的に

扱う国際的に標準化された共通基盤。インターネット/IP電
話で一般的な呼制御プロトコルであるSIPを利用。

モバイルバックホール

コアネットワーク

多様な無線アクセス方式をＩＭＳで統合的に収容可能

IMS基盤

ドコモネットワーククラウド

IMS基盤

他キャリア
（国内・海外）

端末・端末間のALL IP化の実現
ALL-IPネットワーク

３G LTE 4GWi‐Fi

VoLTE（Voice over LTE）の導入

３Ｇ ＣＳのＩＰ化

他キャリア連携サービスの実現

他網接続

VoLTE導入の必要性②

6出典：NTTドコモ資料から



音声着信

LTELTE
3Gで

音声通信

LTE待受け中 or
データ通信中

LTEでのデータ通信中に音声着信する
とデータ通信も３Ｇに切替わる

3G

LTELTE

VoLTE
音声通話

3G

・音声とLTEの高速データ通信を同時利用可
・3Gと比べて2～3倍の音声ユーザを収容可

ＬＴＥ→3Gに切替えて
音声通信

音声着信

CS Fallback

LTE待受け中 or
データ通信中

※高速データ通信を継続した
ままの音声通話が可能

ＬＴＥのパケット上で
音声通信

【現在】 CSFB（Fallback）方式 【将来】 VoLTE（Voice over LTE）の導入

VoLTE導入の必要性③

7出典：NTTドコモ資料から



各国におけるVoLTE導入に向けた動向

8

 3GPP、GSMAによる国際標準化の進展

 VoLTEの導入に向けた動きが活発化

～2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 備考

主
要
オ
ペ
レ
ー
タ
のVoLTE

導
入
予
定

▲metroPCS
▲LG U+
▲kt
▲SK Telecom

すでにサービス提供中のオペレータ

▲verizon
▲TeliaSonera
▲AT&T
▲Sprint

2013年中導入予定オペレータ

CHINA MOBILE

時期未定だがVoLTEに前向き

 国内においても技術基準を迅速に整備

国際標準に準拠したVoLTE対応端末の国内メーカによる開発



端末設備であって、IP移動電話用設備（移動電話用設備※１（電
気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号※２

を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。）で
あって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてイン
ターネットプロトコルを使用するものをいう。）に接続される
ものをいう。

IP移動電話端末としてＶｏＬＴＥ端末を定義

9

IP移動電話端末の定義（端末設備等規則第２条第２項に追加）

※１ 電話用設備（電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として
音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するもの）であって、端末設
備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するもの。

※２ 携帯電話で用いられる電気通信番号（080/090）。

さらに、
IP移動電話端末のうち、LTE方式を採用するもの（VoLTE端末）
に係る技術基準は、「LTEによるデータ通信の電気的条件」の規定を
参照。



送信タイミング（第4の3）
ランダムアクセス制御（第4の4）
タイムアライメント制御（第4の5）

位置登録制御（第4の6）
受信レベル通知機能（第4の8）

LTEによるデータ通信の電気的条件（平成23年総務省告示第87号別表第５号）

（第４の10で同等の条件と規定）

送信指示停止に従う機能（第4の7）
移動電話端末固有情報の

変更を防止する機能（第4の9）

発信の機能（第4の2）

基本的機能（第4の1）

0AB～J IP電話端末【音声・固定】

緊急通報機能
（第28条の2、第32条の6）

特殊な電話端末
（第32条、第32条の9）

基本的機能（第32条の2）

発信の機能（第32条の3）

基本的機能（第17条）
漏話減衰量（第31条）

発信の機能（第18条）

識別情報登録（第32条の4）
ふくそう通知機能（第32条の5）
電気的条件等（第32条の7）

アナログ電話端末等と
通信する場合の送出電力

（第30条、第32条の8）

送信タイミング（第19条）
ランダムアクセス制御（第20条）
タイムアライメント制御（第21条）

位置登録制御（第22条）
受信レベル通知機能（第24条）

チャネル切替指示に従う機能（第23条）
受信レベル等の劣化時の

自動的な送信停止機能（第26条）
故障時の自動的な送信停止機能（第27条）
重要通信の確保のための機能（第28条）

下線部分の規定がVoLTEの技術基準（省令・告示）

LTEの条件を採用

LTEの条件を例外規定として採用

送信指示停止に従う機能（第25条）
移動電話端末固有情報の変更を

防止する機能（第29条）

【移動】

VoLTEに関する技術基準の整備

移動電話端末【音声】 10



ＶｏＬＴＥ端末に関する制度整備
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ＩＰ電話用設備（６号）

アナログ電話用設備（２号）

移動電話用設備（４号）

ＩＰ移動電話用設備（新設）

＜固定電話＞

＜従来の移動電話＞

＜０ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話＞

【端末設備】【電気通信回線設備】

無線呼出用設備（８号）

総合デジタル通信設備（10号）

専用通信回線設備（12号）

デジタルデータ伝送用設備（13号）

＜ポケベル＞

アナログ電話端末（３号） Ａ

＜専用線･データ伝送＞

移動電話端末（５号） Ａ

ＩＰ移動電話端末（新設） Ｆ

専用通信回線設備等端末（14号）Ｄ

総合デジタル通信端末（11号） Ｃ

【第２条第２項（定義）】

ＩＰ電話端末（７号） Ｅ

電話用設備（1号）
＊主として音声の伝送交換

技術基準を規定する省令【端末設備等規則】に新たな定義と技術基準を追加

T ADF 12 0001 000

端末機器の種類

技術基準適合認定等をした際に端末機器に付す「表示」の例

【端末機器の技術基準適合認定等に関する規則】 端末機器の種類に“Ｆ”を追加

＜VoLTE＞

無線呼出端末（９号） Ｂ
＜ISDN＞

「3G+VoLTE」端末の場合



VoLTE関係規定整備に関するスケジュール

12

H24年9月27日 情報通信審議会一部答申

11月27日 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業
部会諮問（パブリックコメント募集）

12月27日 パブリックコメント募集〆切

H25年1月29日 電気通信事業部会答申（予定）

3月末 公布・施行（予定）
〃 登録認定機関がVoLTE端末の認定受付開始（予定）
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２． ソフトフォンの普及に向けて
～認証等の在り方に関する検討～



ソフトフォンの普及（端末機能のソフトウェア化の進展）

14

テレビに0AB～J IP電話用の

ソフトフォンを導入

携帯端末に080/090
IP電話用ソフトフォンを導入

【例１】 スマートTVにソフトフォンを導入し、ネットワークと接続することにより、それらを
モニタやカメラ機能と組み合わせることで、世界中の相手とのテレビ電話が可能。

【例２】 家庭内では、様々なインテリア製品にソフトフォンを導入するなど、ホームテレ
フォンとしても利用可能。

○ソフトフォンの利用イメージ

外出先で応答スマートＴＶ

通信回線

職場から自宅へ電話
（タブレット）

リビングの子供が応答
（テーブル型電話）

通信回線

■ 情報家電の機能向上
 インターネットに接続可能
 ソフトウェアを変更・更新可能

情報通信審議会一部答申（H24.9.27）を参考にして作成

電話としての機能を実現するソフトウェア
（ソフトフォン）が登場

 通常の電話番号を使用



0AB～J ＩＰ電話端末

Ｅ認定（ＩＰ電話端末の技術基準（電気的条件等に加えて
通話制御機能等）への適合認定）

Ｄ認定（データ通信端末の技術基準（電気的条件等のみ）
への適合認定）

ソフトフォン端末（端末機器がＰＣの場合）

端末製造業者 登録認定機関

Ｄ認定

ＰＣとして出荷

ネットワーク

端末製造業者 登録認定機関

Ｅ認定

ＩＰ電話端末
として出荷

ネットワーク

認定

出荷時 インストール時

概要図

ＩＰ電話端末
として完成する
タイミング

出荷検査

認定

利用者宅等

端末機器
認定（出荷時）

出荷検査

インストールして初めて
ＩＰ電話端末となる

利用者宅等 ソフトフォンベンダ等

ソフトフォン端末のイメージ

インストール時に
ハードとソフトが一体化

出荷時から
ハードとソフトが一体

○ソフトフォンの特徴
・ソフトウェアにおいて呼制御
・汎用ハードウェアやOSとはインタフェースを介して独立

ＰＣ、スマートフォン等
汎用通信端末機器

ハードウェア

ＯＳ

ソフトフォン

端末機器

従
来
の
基
準
認
証
制
度

の
対
象
（端
末
機
器
）

インタフェース

独立

情報通信審議会一部答申（H24.9.27）を参考にして作成 15

※ ソフトウェア単体では、電気通信事業法における
端末機器（基準認証制度の対象）とはならない。



端末機器に対する基準認証制度
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登録認定機関
技術基準への
適合性を示す
マーク

携帯電話の裏蓋

技術基準への適合性を審査

●電気通信ネットワークへの接続の検査が不要
●プラグジャック方式、電波による接続等の接続の方式では、接続の工事に工事担任者が不要

認証の流れ

製造業者等による
技術基準適合認定又は

設計認証の申請

合格
（認定）

認証の効果

基準認証とは
○ 端末機器の技術基準への適合性について、法令に基づいて民間の登録認定機関等が認定・証明すること。
○ 技術基準は、電気通信回線設備の損傷防止等を目的に制定

「端末設備の接続の技術基準」
（原則） －電気通信回線設備の損傷、機能障害防止

－他の利用者の迷惑防止
－電気通信回線設備との責任分界点の明確化

電気通信事業者による
端末設備技術基準適合検査

登録認定機関による
端末機器技術基準適合認定等

製造業者による
端末機器技術基準適合自己確認

電気通信回線設備への端末設備の接続

電気通信事業者による保全検査権

技術基準適合認定を取得することで、
電気通信回線を運用する電気通信
事業者の接続の検査を免除。

電気通信事業者の公示
（接続の検査を免除）



ソフトフォン端末機器に対する基準認証の必要性
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■ （電話の端末そのものではない）ソフトウェアについて、電話としての技術基準
への適合性をどのように確認するのかが課題

 不正なソフトフォンは、無制限の自動再発信等を行い、電気通信設備に大規
模な通信障害や輻輳を発生させるリスクとなる。

技術基準適合認定の対象

ＩＰ電話（Ｅ認定） パソコン（Ｄ認定） ソフトフォンが持つ機能

通話制御機能 ○ × ○

電気的条件 ○ ○
×

（ハードウェア要件であ
るため）

基本的事項
（責任の分界、絶縁抵抗等）

○ ○
×

（ハードウェア要件であ
るため）

（○：適用 ×：非適用）

■ ソフトフォン端末についてもＥ認定（IP電話端末の技術基準への適合認定）が必要

■ ソフトフォンの普及に際して、その基準認証の手法を確立することが急務。



ソフトフォンに関する認証スキームとして検討された案
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A案：ソフトフォンの
技術基準適合検査

【現在一部で実施中】

B案：ソフトフォンの
設計認証又は

技術基準適合自己確認

C案：ソフトフォンの
届出型技術基準適合

自己宣言

D案：設計認証又は
技術基準適合自己確認

根拠法令 施行規則３２条１項４号 該当なし 該当なし 事業法５６条又は６３条

認証等を行う者 電気通信事業者 登録認定機関又は
ソフトウェアベンダ
（認証等の結果は総務省へ
届出）

ソフトウェアベンダ
（証明に係る技術書類を総
務省（あるいは電気通信事
業者）へ届出）

登録認定機関又は
ソフトウェアベンダ
（認証等の結果は総務省へ
届出）

認証等の対象 ソフトフォン ソフトフォン ソフトフォン ソフトフォン＋汎用端末

設計合致義務等 電気通信事業者が定める方
法に基づく
例）
ソフトウェアが設計合致義務の履行に
相当する機能を有すること
①ハードウェア等の必須条件の規定

（OS等との組合せ）
②必須条件を満たさない汎用端末へ

のインストール防止措置
③インストール実行ファイルに対する

改ざん防止措置
④配布済みソフトフォンの管理

ソフトウェアが設計合致義務
の履行に相当する機能を有
すること
例）
①ハードウェア等の必須条件の

規定（OS等との組合せ）
②必須条件を満たさない汎用端

末へのインストール防止措置
③インストール実行ファイルに対

する改ざん防止措置
④配布済みソフトフォンの管理

ソフトウェアベンダが定める
方法に基づく

・法令に定める事項に基づく
・総務省はソフトフォンと組み
合わされる汎用端末につい
て公示

表示等 法令に基づく電気通信事業
者による公示（HP等）

・説明書等に記載
・技適マークは利用不可
（法改正が必要）

・説明書等に記載
・技適マークは利用不可
（法改正が必要）

・技適マークを表示

市場監視 電気通信事業者が実施 総務省等 総務省等 総務省等

その他
（制度改正等）

新たな制度化が必要 新たな制度化が必要 既存制度とほぼ同一



「端末設備の接続の技術基準」
（原則） －電気通信回線設備の損傷、機能障害防止

－他の利用者の迷惑防止
－電気通信回線設備との責任分界点の明確化

電気通信事業者による
端末設備技術基準適合検査

登録認定機関による
端末機器技術基準適合認定等

製造業者による
端末機器技術基準適合自己確認

電気通信回線設備への端末設備の接続

電気通信事業者による保全検査権

技術基準適合認定を取得することで、
電気通信回線を運用する電気通信
事業者の接続の検査を免除。

電気通信事業者の公示
（接続の検査を免除）

 電気通信事業者の公示による方法を推進（一部事業者で実施中）

 関係者による協議を行い、ワンストップ化に努める

第三者認証、自己確認等
表示、市場監視、不適合機器
への是正措置等の在り方を
検討し、必要に応じた制度整
備を行う。
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ソフトフォンに関する認証スキーム
－情報通信審議会一部答申（平成24年9月27日）の内容－

 短期的にはA案を推進

 中期的には、B案又はC案に基づく制度整備を検討

（B案又はC案）

（A案）
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参 考 資 料



IP移動電話端末の技術的条件①
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○基本的な条件

① IP移動電話端末は、無線回線制御に関する次の機能を備えな
ければならない。
ア 発信する機能

発信を行う場合にあっては、送信を要求する信号を送出する
ものであること。

イ 応答する機能
応答を行う場合にあっては、応答を確認する信号を送出する
ものであること。

ウ 通信を終了する機能
通信を終了する場合にあっては、チャネルを切断する信号を
送出するものであること。

② IP移動電話端末は、呼制御に関する次の機能を備えなければ
ならない。
ア 発信又は応答する機能

発信又は応答を行う場合にあっては、呼の設定を行うための
メッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージを
送出するものであること。

イ 通信を終了する機能
通信を終了する場合にあっては、呼の切断、解放若しくは取
消しを行うためのメッセージ又は当該メッセージに対応するた
めのメッセージを送出するものであること

○送信タイミング

IP移動電話端末は、通信方式ごとに定められた送信タイミングで送
信する機能を備えなければならない。
【LTE方式】
IP移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、IP移動
電話用設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するも
のとし、その送信の開始時点の偏差は±１３０ナノ秒の範囲である
こと。

○ランダムアクセス制御

IP移動電話端末は、通信方式ごとに定められたランダムアクセス制
御を行なう機能を備えなければならない。
【LTE方式】
① IP移動電話用設備から指定された条件においてランダムアクセ

ス制御信号を送出後、１３サブフレーム以内のIP移動電話用設
備から指定された時間内に送信許可信号をIP移動電話用設備
から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、IP移動
電話用設備から指定された６サブフレーム又は７サブフレーム後
に情報の送信を行なうこと。

② ①において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若
しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び①の動作を
行うこととする。この場合において、再び①の動作を行う回数は、
IP移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、２００回
を超えないこと。

 IP移動電話端末が具備すべき機能（技術的条件）として、以下のとおり定めることが適当である旨が
情報通信審議会一部答申された。（平成24年9月27日）

【参考】



IP移動電話端末の技術的条件②
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○タイムアラインメント制御

IP移動電話端末は、通信方式ごとに定められたタイムアラインメント
制御を行なう機能を備えなければならない。
【LTE方式】
IP移動電話端末は、IP移動電話用設備からの指示に従い送信タイミ
ングを調整する機能を備えなければならない。

○位置登録制御

IP移動電話端末は、通信方式ごとに定められた位置登録制御に関
する機能を備えなければならない。
【LTE方式】
① IP移動電話用設備からの位置情報が、IP移動電話端末に記憶

されているものと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求
する信号を送出するものであること。ただし、IP移動電話用設備
から指示があった場合、又は利用者が当該端末を操作した場合
はこの限りではない。

② IP移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受
信した場合にあっては、IP移動電話端末に記憶されている位置
情報を更新し、かつ、保持するものであること。

○送信停止指示に従う機能

IP移動電話端末は、IP移動電話用設備からチャネルの切断を要求
する信号を受信した場合は、その確認をする信号を送出し、送信を
停止する機能を備えなければならない。
【LTE方式】
IP移動電話用設備から指示があった場合は、上記の機能のうち確
認をする信号の送出は不要とする。

○受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能

IP移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣
化した場合にあっては、自動的に送信を停止する機能を備えなけれ
ばならない。

○チャネル切替指示に従う機能

IP移動電話端末は、IP移動電話用設備からのチャネルを指定する
信号を受信した場合にあっては、指定されたチャネルに切り替える
機能を備えなければならない。

○受信レベル通知機能

IP移動電話端末は、通信方式ごとに定められた受信レベル通知に
関する機能を備えなければならない。
【LTE方式】
IP移動電話端末は、IP移動電話用設備から指定された条件に基づ
き、IP移動電話端末の周辺のIP移動電話用設備の指定された参照
信号の受信レベルについて、検出を行い、当該IP移動電話端末の
周辺のIP移動電話用設備の受信レベルがIP移動電話用設備から指
定された条件を満たす場合にあっては、その結果をIP移動電話用設
備に通知する機能を備えなければならない。

○故障時の自動的な送信停止機能

IP移動電話端末は、故障により送信が継続的に行なわれる場合に
あっては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならな
い。

【参考】



IP移動電話端末の技術的条件③
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○重要通信確保のための機能

IP移動電話端末は、重要通信を確保するため、IP移動電話用設備
からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあっては、発信
しない機能を備えなければならない。

○IP移動電話端末固有情報の変更を防止する機能

IP移動電話端末は、IP移動電話端末固有情報に関する次の機能を
備えなければならない。
① IP移動電話端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り出せ

ないこと。
② IP移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。
③ IP移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以

外のものについては、容易に知得ができないこと。
【LTE方式】
IP移動電話端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有して
いる場合は、上記の機能のうち①の条件を適用しない。

○（発信の機能）自動発信時の時間制限機能

IP移動電話端末は、発信に際して相手の端末設備からの応答を自
動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認
できない場合呼の設定を行うためのメッセージ送出終了後128秒以
内に通信終了メッセージ（呼の切断、解放若しくは取消しを行なうた
めのメッセージ又は当該メッセージに対応するためのメッセージをい
う。）を送出するものであること。

○（発信の機能）自動再発信時の制限

自動再発信を行なう場合にあっては、その回数は３回以内であるこ
と。ただし、 初の発信から３分を超えた場合にあっては、別の発信
とみなす。火災、盗難その他の非常の場合にあっては適用しない。

○ふくそう通知機能

IP移動電話端末は、IP移動電話用設備からふくそうが発生している
旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能
を備えなければならない。
【LTE方式】
上記の条件を適用しない。

○緊急通報機能

IP移動電話端末であって、通話の用に供する者は、緊急通報を発
信する機能を備えなければならない。

注：当該制限については、国際標準（3GPP等）に定められていない
一方、IP移動電話網の相互接続先である各種電話網の電話設備
に影響を与えうるものであるため、技術的条件として定めるもの。

なお、国際標準との整合性を確保するため、国際標準化に向けて取
り組むことが望まれる。

○その他
「絶縁抵抗」、「過大音響衝撃の発生防止」等は、端末機器に求め
られる共通な技術的条件であり、IP移動電話端末にも適用する。

【参考】


