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1章-3-

１章 学習目標：
IP電話の動向について以下のことができるようになる。

（1-1.IP電話システムの変遷）
（1）IP電話システムの形態を、企業向け、通信事業者のサービスに分けて説明できる。

（1-2.IP電話関連の動向）
（2）IP電話関連の最近の動向について、NGN、モバイルブロードバンド、FMC、

ユニファイドコミュニケーションを含めて説明できる。
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1-1. IP電話システムの変遷：企業向けシステムと通信事業者のサービス

IP電話システムの提供形態には、企業向けに構築するシステムと、通信事業者が提供するサービス
とがある。これらを時代を追って概観する。

■企業向けシステム
1997年頃に、企業向けのVoIPシステムとしてVoIPゲートウェイ（GW）を適用したシステムが初め
て導入され、企業拠点間の音声通信がIP化された。2000年頃には、IP-PBXの適用が始まり、
IP電話機を導入することで音声のフルIP化が可能となった。
2003～2004年頃にはシグナリングプロトコルとしてSIPが普及し、一般のサーバ機器をベースと
したSIPサーバが使用されるようになった。全ての呼制御を1台のSIPサーバに集約する、企業内
IPセントレックスが広まった。その後モバイルセントレックス（モバイル端末の利用）や、アプリ
ケーションとの連携ソリューションが提供され、またFMC（Fixed Mobile Convergence：後述）も
始まって、ユニファイド・コミュニケーション（UC）の実現が進みつつある。近年、モバイル網や
無線（Wi-Fi）が高速化して企業内LANの無線化が進み、またスマートフォンが一般向けに急速
に普及した事から、企業内のスマートフォン利用（スマートフォン内線含む）が注目を浴びている。

■通信事業者のサービス
2001年頃からIP電話サービスが提供され、2002年からはIP電話の専用番号である「050」番号
の付与が開始された。更に2003年には固定電話で使用されている「0AB～J」番号を使える
IP電話サービスも登場した。
また、2003年にはIPセントレックスサービスが始まり、企業側にPBXを持たない電話サービスと
して注目された。更に2004年には携帯事業者によるモバイルセントレックスサービスが始まった。
2008年からはNGN（次世代ネットワーク）の商用サービスが開始され、2009年からFMCサービス
が開始された。2010年からのクラウドの普及により、通信事業者だけでなく、PBXベンダなどに
よって音声クラウドサービス(クラウドでIPセントレックスサービスを実現)が提供され始めている。

次ページ以降で各構築形態について説明する。
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1-1. IP電話システムの変遷：企業向けシステム－1

企業向けのIP電話システムは、VoIP-GWの導入から始まった。

VoIP-GWを導入する以前は、音声用に公衆網や音声専用線を利用し、データ用にはフレームリレー
などのデータ回線を割りあてるなど、音声とデータで別々の回線を利用していた。

VoIP-GWを音声網とデータ（IP）網の間に設置して音声をパケット化することにより、音声とデータを同
一ネットワーク上に統合できるようになった。これにより、拠点間にかかる通信コストを大幅に削減でき
るようになった。

※ 外線用の公衆網について：
VoIP-GWを導入することで公衆網への接続数を減らすことが可能である。

しかし、外線発着信や110番/119番といった緊急通報用に、公衆網との接続を最小限

確保しておく必要がある。
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1-1. IP電話システムの変遷：通信事業者のサービス－2(1/2)

IP電話サービスの後に始まった通信事業者のサービスとして、IPセントレックス・サービスがある。
前出のIPセントレックスを通信事業者が提供するもので、通信事業者がIPセントレックス装置を持ち、

IP網経由で PBX機能や付加機能を提供する。これにより、各企業側はPBXを持つことなくPBX機能を利
用でき、初期導入費用の大幅な削減が可能となる。通信事業者側のIPセントレックス装置としては、大
規模な呼制御を行うIP-PBXのほか、あわせてアプリケーション機能を提供するサーバが用いられること
もある。

一方で各種の制約（利用可能なPBXサービスが制限される、利用可能な電話端末が制限される、IP
セントレックス装置を共用した場合のセキュリティ面の不安、使用可能なアプリケーション機能が制限さ
れる、など）があり、当初大きな注目を集めたが、実際の企業側での導入は慎重に進められている。

近年、クラウドコンピューティングの普及と共に、IPセントレックス・サービスも音声クラウドサービスとし
て提供されたり、クラウドサービスの一種として扱われる事が増えている。音声クラウドサービスの特徴
は上記のIPセントレックス・サービスと同様である（設備を自社で持たないため、初期費用が安い。一方
で各種の制約があるなど）。

音声クラウドサービスは通信事業者（特に移動体事業者）が提供するもの、従来からのPBXベンダが
提供するもの、その他に移動体事業者から通信回線を借り受けて（MVNO）提供されるものなど、提供
する主体はさまざまである。また、設備を共有して各企業向けにサービスを提供するパブリッククラウド
（パブリック型）と呼ばれる形態、企業毎に専用の設備を持つプライベートクラウド（プライベート型）と呼
ばれる形態がある。
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2章 学習目標：
VoIPの機器について以下のことができるようになる。

（2-1.VoIP機器概説）
（1）VoIP機器の分類と選定時の検討項目について説明できる。

（2-2.IP電話機）
（2）有線IP電話機の特徴と、関連技術・規格、及び導入効果について説明できる。
（3）モバイル端末の特徴と、関連技術・規格、及び導入効果について説明できる。
（4）ソフトフォンの特徴と導入効果について説明できる。

（2-3.VoIPゲートウェイ）
（5）VoIP-GWの提供機能と３つの実装方式、及び代表的な内部構成について説明できる。
（6）VoIP-GWの種類を列挙し、それぞれの特徴について説明できる。

（2-4.IP-PBX）
（7）IP-PBXの実装方式について説明できる。

（8）専用タイプIP-PBXシステムの構成について説明できる。
（9）IP-PBXを使用した場合の導入効果とコスト削減効果を説明できる。
（10）IP-PBXを使用した代表的なCTIシステムを列挙し、機能と効果を説明できる。

（2-5.SIPサーバ）
（11）SIPサーバの概要について説明できる。

（12）SIPサーバ機器の形態について説明できる。
（13）企業向けIP-PBXとしてのSIPサーバシステムの構成と主な構成要素について説明できる。
（14）SIPサーバを導入する効果と、利用上の留意点を説明できる。
（15）SIPアプリケーションシステムの3つの特徴と、アーキテクチャについて説明できる。
（16）プレゼンスサーバ、チャットサーバ、SIPアプリケーションサーバの特徴を説明できる。

（2-6.周辺機器と接続のための技術）
（17）050接続GW、端末収容装置、プロトコル変換GW、サバイバル機器について、それぞれの使用方法

と特徴を説明できる。
（18）VoIPにおける主な3つのFAX通信方式について、それぞれの内容と長所/短所を説明できる。
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2-3-1. VoIP-GW概要：VoIPゲートウェイ機器と導入イメージ

VoIPゲートウェイ（GW）は、音声をIPパケットに変換しデータネットワークに乗せる※ための装置の1つ
である。通話の発側では音声信号をIPパケットに、着側ではIPパケットを音声信号にそれぞれ変換する
機能と、通話の発着信と切断を行う機能を持つ。

VoIP-GWの機器の実装方法として、主に以下の3種がある。

（１）PBX内蔵/IPトランクタイプ
従来型のPBXの内部に、VoIP-GW機能を持ったボードとして組み込む。専用機タイプのIP-PBX
の実現方法である。

（２）ルータ内蔵タイプ
ルータの内部に、VoIP-GW機能を組み込む。一体型なので機器の管理は比較的容易であるが、
逆に障害時には、原因がルータ部分にあるのかGW部分にあるのかの切り分けが難しくなる面
がある。また、IPパケットのルーティング処理と音声の処理を両方行う必要があるため、処理性
能に注意が必要である。

（３）VoIP-GW単体タイプ
VoIP-GW処理のみを行う、独立した機器とする。動作パフォーマンスが良く、障害時の原因の切
り分けも比較的容易である。ただし、ルータと別に機器を設置するため、導入のコストは高くなる。

VoIP-GWの特徴は、既設のPBXをそのまま使用できることである。アナログ電話インタフェースやOD
インタフェースなど、PBXが持つ様々なインタフェースにあわせ、様々なタイプのGWが用意されている。

図の導入イメージ例では、アナログ電話機からPBXを経由してGWに届いた音声が、GWによりIPパケ
ット化され、社内ネットワークで利用されている既存ルータを通り、WANへ送出されている。なお、相手

先でIPパケットを音声に戻す処理にもGWが必要となる。

※ 巻末資料にて概説している。
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2-5-1. SIPサーバ機器：SIPサーバシステムの構成例

SIPサーバシステムの代表的な構成例を示す。SIPサーバ以外の各構成要素について説明する。

■DHCPサーバ
IP端末のIPアドレス管理を行う。モバイル端末使用時は必須。

■RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）サーバ
ネットワークにアクセスするユーザや端末の認証処理を行う。

■SIPアプリケーションサーバ
SIPサーバと連携してSIPアプリケーションを提供する。Web画面上からの電話発信など、SIP
サーバの持つ呼制御を利用した各種のアプリケーションを提供することで、従来の電話サー
ビスを超えた多様なサービスを実現する。

■プロトコル変換サーバ（ゲートウェイ）
例えばSIPとH.323など、異なるプロトコルを相互変換する機能を提供する。既存のH.323準拠の
システムと、SIPによる新たなシステムを相互接続する場合などに使用する。なお、本章の後節
にて説明している。

■各種管理用サーバ
SIPサーバシステムの保守や運用を円滑に行うための各種機能を提供する。ネットワーク管理
を行うNMS（Network Management System）サーバ、加入者情報を管理するプロビジョニング
サーバ、課金管理を行う課金サーバなどがある。

■端末接続装置（VoIPゲートウェイ）
公衆網や専用線、アナログ電話機やFAX、PHSなどを収容する。IP環境と非IP環境間の物理
的・論理的な差異を吸収し、相互接続を実現する。回線/端末収容ユニットなどとも呼ばれる。
なお、本章の後節にて説明している。

■端末
SIPサーバシステムで利用可能な端末には、回線/端末収容ユニットに収容する非IP端末や、
SIPに対応したIP電話機、無線IP電話機、ソフトフォン等がある（使用できるのは、基本的には
サーバのベンダが推奨するものとなる）。
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3章 学習目標：
VoIPにおけるセキュリティについて以下のことができるようになる。

（3-1.VoIPセキュリティの背景）
（1）VoIPにおけるセキュリティの必要性について、IP電話システムの特定とネットワーク環境

の変化の両面から説明できる。
（2）IP電話システムに対する主なセキュリティ上の脅威とその具体的内容、及び脅威に対す

る対策について説明できる。

（3）企業のモバイル利用での主なセキュリティ上の脅威とその具体的内容、及び脅威に対す
る対策について説明できる。

（3-2.VoIP関連のセキュリティ機器）
（4）IP電話システムにおけるセキュリティ対策と、セキュリティ機器との対応を説明できる。
（5）各種のセキュリティ機器の概要と、VoIPにおける機能のポイントを説明できる。
（6）VoIP機器における認証機能と暗号化機能の概要を説明できる。

（3-3.攻撃に対する対処例）
（7）企業向けVoIPシステムとキャリア向けVoIPシステムにおけるそれぞれのセキュリティ対

策を例示し、説明できる。
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3-1. VoIPセキュリティの背景：IP電話システムにおける脅威と対策

IP電話システムにおけるセキュリティ上の主な4つの脅威とその具体的内容、それらに対する対策を説
明する。

■サービス妨害
サーバやネットワークを攻撃し、処理負荷を上げたりダウンさせることによりサービスの継続を
困難にする。他人の通話に対して偽造パケットを紛れ込ませて通話できなくする、大量のパケット
をサーバやネットワークに送り込んで負荷を異常に上げる、サーバのOSや機器のセキュリティ
ホールを突いて機器に異常を起こす、等の攻撃がある。
対策としては、攻撃パケットを検出/遮断するためにファイアウォールやIDS等の機器を利用する。
また、攻撃対象の機器（サーバ等）側で、弱点をなくすためのセキュリティパッチやファームウェア
更新を行う。

■情報収集
第三者が通信者についての情報を集める。機器の空きポートのスキャンやIPアドレスの捜索、
ネットワーク情報の収集、等の攻撃がある。不正侵入の前段階として行われることが多く、不正
侵入に分類する場合もある。
対策としては、攻撃パケットを検出/遮断する機器の導入や、攻撃対象の機器の堅牢化
(設定を見直して弱点をなくす）を行う。

■不正侵入
サーバやネットワークに不正に侵入し、制御を奪う。侵入は、ウイルス感染やセキュリティホール
を突いた攻撃（バッファオーバーフロー等）によって行われ、システムの誤動作やダウン、情報
漏洩、データ改ざん、他所への攻撃の踏み台にされる、等を招く。対策としてはウイルス対策の
導入、攻撃対象の機器側でセキュリティパッチやファームウェア更新を行う。

■不正利用
電話サービスを不正に利用する。正当な利用者のふりをして電話を無料で利用する「なりすまし」
が代表的である。対策としては、正当な利用者/端末であることを確認する認証を行う。

■情報漏洩/盗聴
第三者がシステムの情報や通話内容を盗む。電話番号情報や個人情報の漏洩、通話内容その
ものの盗聴、等の攻撃がある。対策としては情報の暗号化を行う。
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3-3. 攻撃への対処例：企業NWの対処例

企業ネットワークにおける対処例を示す。

■システムの不正利用、なりすまし対策
認証スイッチ（認証サーバ）を利用する（①、②）。①は社内からの、登録された端末へのなりす
ましを防いでいる。また②は、社内に不正に持ち込まれたPCが社内ネットワークへ接続するの
を防いでいる。

■不正侵入、DoS攻撃への対策
NAT/NAPTによる内部IPアドレスの隠蔽や、FWによる音声以外の通信のフィルタリングを行う
（③）。これにより社外からの攻撃を防御しているが、VoIP対応FWやNAT/NAPT機器（SBCなど）
を利用することが重要である。

■盗聴への対策
社外ネットワークを経由して通信を行う場合に、 VPN機能を用いた（⑤）インターネットVPNによ
るトンネリングを行う（④）。これにより社外ネットワーク上での盗聴を防いでいる。また、呼制御
や通話を暗号化する（⑥）ことで、社内ネットワーク内での盗聴も防いでいる。

■その他の社内ネットワークからの攻撃への対策
ウィルスに感染したPCや、ネットワークに不正侵入した悪意を持つ第三者などによる攻撃への
対策として、呼制御サーバの手前にIDS/ IPSを設置する（⑦）。これにより、不正な通信を監視し、
不正侵入の検知や不正パケットの遮断を行っている。



4章 学習目標：
VoIPシステムの各種導入事例から、提案のヒントを得て自身の提案活動にいかす。

（1）どのような提案で、どのような機器やサービスが、どのように使われるかを説明できる。
（2）IP電話を使ったソリューションとして、ビデオ会議（Web会議）とテレワークについて説明でき

る。



4-1. VoIPゲートウェイ：導入事例1 – IP-VPNを利用した例

各拠点にVoIPゲートウェイ（GW）を導入し、WAN側の回線としてIP-VPNを使用して、WAN側で音声と
データの統合ネットワークを構築した例である。

■ポイント
（１）拠点間通信を専用線で行っていたが、距離や論理パス本数に依存しない料金体系の

IP-VPNに変更。ネットワーク形態もポイントツーポイントからメッシュ型へ変更。
（２）WAN側とLAN側で音声パケットの優先制御を行い、音声品質を確保。

・IP-VPN網内ではMPLSにより優先制御
・拠点ルータではToSにより優先制御（VoIP-GWがToSを設定）
・LAN内ではIEEE802.1Q/pに対応したVoIP-GWとL2-SWにより優先制御

■効果
（１）拠点間通信回線の変更による通信費用、回線費用の削減。

→ 音声品質は確保したまま

<用語解説>
MPLS（Multi Protocol Label Switching）：ルータでパケットを転送する際に、ルーティング(経路選択)情報
として「ラベル」と呼ばれる短い固定長の識別標識を利用して伝送する技術。IP-VPN網の入り口の、最
初にパケットを受信したルータがラベルを作成してパケットに付加する。以降、網内のルータは、そのラ
ベルを参照して高速にパケットを伝送する。最後にIP-VPNの出口のルータがラベルを取り除いてIP-
VPN網の外へ送出する。



4-4. ユニファイド・コミュニケーションのソリューション例：テレワーク

テレワークとは、社団法人日本テレワーク協会の定義では、「情報通信技術（IT）を活用した場所や時
間にとらわれない柔軟な働き方」のことで、例としては在宅勤務、サテライトオフィス、出張先でも仕事が
できる環境、などがあげられる。テレワークの導入により、オフィスコストの削減、仕事の生産性・効率性
の向上、通勤負担の減少、都市問題（渋滞、大気汚染、オフィスコストの高騰など）の緩和や地域活性化、
地球環境負荷の軽減など、様々な効果が期待されている。

テレワークを行うためには、場所や時間に応じたセキュリティと、帯域が確保された通信環境が必要で
ある。例えば、企業ネットワーク（本社）側では、ファイアウォールで守られたエリアに呼制御サーバと
VPN装置、アプリケーションサーバなどを設置する。在宅勤務側では、無線IP電話（内線）端末とシンクラ
イアントPC、VPN装置などを利用する。在宅勤務など固定的な場所ではＶＰＮ装置を用いる。一方、出張
先のホテルのように移動（ノマディック）して利用する場合は、PCにVPNソフトなどを搭載するのが一般的
である。テレワーク環境と企業間を接続する際には、高いセキュリティと通信品質を確保するためのQoS
が必要であり、その点でNGNはテレワークの利用に適しているといえる。

■テレワークにIP電話を用いた場合の効果
（１）通信コストの削減 ： 企業と利用者との間の通信には公衆電話網を用いないため、データ・音

声ともに定額の企業内通信となり、携帯電話代などの削減が可能となる。
（２）テレワーク対象者と内勤者のコミュニケーションの向上 ： 企業内にいるのと同様なコミュニ

ケーション環境が確保でき、IP電話を用いない場合と比較して、利用者に連絡がつかないなどの
コミュニケーション上の課題が解消される。

(３）生産性の向上 ： プレゼンス機能の利用により、相手の状況に応じたコミュニケーションが可能
なので、頻繁な電話で集中して仕事ができないなどの、生産性を阻害する要因が減少する。

(４）テレワーク利用者のプライバシーの保護 ： ＩＰ電話を内線電話のように利用するので、個人で
契約している家庭の電話番号や個人の携帯電話の番号を通信相手に通知しなくてよい。

■導入の留意点
テレワークを導入する際は、利用の目的に応じた端末とシステム、ネットワーク環境が重要である。
また、インターネットや無線LANを用いる場合は、セキュリティを考慮してVPN装置を用いることが
必須である。
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5章 学習目標：
IP電話システムの提案について以下のことができるようになる。

（5-1.提案の考え方）
（1）IP電話システムに求められる効果と、提案において重要な点を説明できる。

（5-2.提案の進め方）
（2）IP電話システムの提案における典型的なプロセスを列挙し、各プロセスの内容と、各

プロセスにおけるポイントを説明できる。
（3）IP電話システムの代表的な構築形態や通信事業者のサービスについて、相対的に

比較した場合の利点、欠点を説明できる。
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5-2. 提案の進め方：IP電話セールスの典型的なプロセス

IP電話セールスの一般的なプロセスは、顧客開拓、アプローチ、課題・ニーズの把握、提案、クロージ
ング、といった流れとなる。このうち、顧客開拓から課題・ニーズの把握までが案件具体化活動、提案と
クロージングが提案活動に大別できる。全プロセスに渡って営業部門が活動主体となり、プロモーション
部門やSEの協力を得ながら活動を進める。以下、各フェーズについて説明する。

■リサーチ（顧客開拓・ターゲティング）
IP電話は通信インフラなので、業種や業態に関わらずほとんどの企業に提案できる。営業戦略
を立てたら、顧客リストを作成して本格的な営業活動に入る。

■アプローチ
IP電話の検討に関わる部署は様々である。意思決定権を持っている部門を的確に把握し、その
部門へアプローチすることが重要である。説明には、製品の紹介資料や事例集を利用する。

■課題・ニーズの把握
顧客の課題を明らかにするために、ヒアリングを行う。ヒアリングにはヒアリングシートも活用し
たい。

■提案
提案は、顧客の課題・ニーズに対し、その解決策や実現案を提示できるかがポイントになる。
採用の確度を高めるために、複数の提案を提示できることが望ましい。

■クロージング
顧客の環境でデモンストレーションを実施するなど、具体例を見せて顧客の不安を取り除くこと
で、確実に受注につなげる。

なお、無事に受注した後に、音声品質測定を提案してみるのもよい。顧客の実環境に導入候補となっ
ている機器を持ち込み、音声品質を測定することで、導入にあたり問題がないかを早期に確認すること
ができる。
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巻末資料．VoIP基礎概説

１．ＶｏＩＰのしくみ

２．コーデック

３．音声パケットの伝達

４．ＶｏＩＰプロトコル

５．呼制御サーバ

６．ＮＡＴの対応

７．ＶｏＩＰ機器が持つＱｏＳ機能

８．音声品質評価

９．音声品質測定

本編の学習にあたり参考となる資料を集めました。
学習の一助にして下さい。

2

VoIP-GW (IP-PBX)

IP電話機

ソフトフォン

LAN

デジタル専用線 *

IP-VPN

広域イ－サネット etc

SIPサーバ

VoIP-GK

IP-PBX

コ－デック（符号化/復号化）

音声のパケット化

ゆらぎ吸収

音声再生（アナログ/デジタル変換）

接続制御

端末管理

電話番号／アドレス変換

付加サ－ビス

パケット転送

帯域確保

音声優先制御

端末 ネットワ－ク サ－バ要素

役割、
機能

ＶｏＩＰシステムは、端末、ネットワ－ク、サ－バに大別されます

サーバ

ネットワーク 端末端末

デジタル専用線： DA(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｸｾｽ) , DR(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘ-ﾁ) ,  HSD(ﾊｲｽｰﾊﾟｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ) ,  ATMﾒｶﾞﾘﾝｸ 等

ＰＢＸ

資料．ＶｏＩＰのしくみ
ＶｏＩＰシステムの構成
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01001 11001 10010 10111

IP網

① アナログ音声 （3.4kHz)

④ フレ－ム化

ＩＰ ＲＴＰＵＤＰ 音声データ

ヘッダ

010011100110010・・・・10111② デジタル化

⑤ パケット化

③ 圧縮 (CS-ACELP等)

フレ－ム

資料．ＶｏＩＰのしくみ
パケット化の手順
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ＩＰ網

：音声

：デ－タ

・QoS(Quality of  Service) ： サービス品質

・IEEE802.1Q/IEEE802.1p ： イ－サネットフレ－ムにＶＬＡＮやプライオリティ情報を含むＴＡＧをつけ、イ－サネット上でＱｏＳを実現する手段

・VLAN(仮想 LAN) ： ブロ－ドキャストドメインを論理的に分割し、通信の効率化を図る

・ToS(Type of Service) ： Diffserv(DS)対応のＩＰネットワークで音声パケットを優先制御する

・IEEE802.11e ： 無線LANにおけるQoS制御を実現する規格。 優先度の高いフレームを先に送る方式と、優先度の高いフレームに専用の帯域を
割り当てる方式がある。

・音声の品質 ⇒ サ－ビス品質のことを 「 ＱｏＳ 」（Quality of Service）と呼びます

・品質確保の為の下記のような制御を、「 ＱｏＳ制御 」 と呼びます

VoIP機器 による音質確保

・ゆらぎ吸収バッファ
・エコーキャンセラ
・TAG情報付与
・TOS情報付与

LAN-SWによる音質確保

・IEEE802.1Q／IEEE802.1p：
TAG-VLANによるＱｏＳ制御

（拠点）ルータ による音質確保

・優先制御（キュ－管理／TOS）
・フラグメント（パケット分割）

ネットワ－クによる音質確保

・帯域確保
・優先制御

VoIP機器
（VoIP-GW／IP-PBX 等）

無線機器による音質確保

・IEEE802.1Q/p
・IEEE802.11e：無線区間での優先制御
・高速ハンドオーバ
・電波の安定化(置局設計)

資料．ＶｏＩＰ機器が持つＱｏＳ機能

音質確保のしくみ

ルータ

VoIP-GW

L2-SW
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