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１章 学習目標：
本研修の対象となるSE像と、VoIPシステム設計の考え方について以下のことができるようになる。

（1-1.設計者に求められるもの）
（1）VoIP設計者に必要なスキルについて説明できる。

（1-2.業務の流れ）
（2）VoIP設計者の行う業務の流れと、各フェーズの内容について説明できる。

（1-3.SEヒアリング）
（3）VoIP設計者のヒアリング項目にはどのようなものがあるかを説明できる。

（1-4.標準的な検討項目）
（4）VoIPシステム設計時の標準的な設計検討項目を列挙できる。

（1-5.ソリューション提供の考え方）
（5）VoIPソリューションを提供する上で考慮すべき項目をあげ、それらをまとめる上での考え方を

説明できる。
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1-2. 業務の流れ

本研修で想定するVoIP設計者の業務の流れと範囲を示す。
実際には、SEの業務の流れや範囲は、システムの規模や各社によって様々であり、あくまでも本研修
における想定である。

業務は受注前、受注後に大別される。

■受注前
「SEヒアリング」「概要設計/提案」のフェーズがある。
営業のヒアリングを受けて、より詳細/技術的内容をお客様からヒアリングし、概要設計を行って
提案書を作成し、お客様に説明する（提案書は、「要件定義書」等の呼び方をする場合もある）。

■受注後
「詳細設計」「技術サポート」のフェーズがある。
提案書の内容を更に詳細化し、実際の構築が可能な設計書を作成する。
施工や保守のフェーズではそれぞれの作業担当者に引き継ぐが、技術的なサポートは提供する。
また、システムの規模によっては自ら施工/保守に関与することもある。

このように受注前、受注後それぞれで「設計」の作業がある。

本研修においては主に受注前の「概要設計」を中心に解説する。
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1-3. SEヒアリング

ヒアリングにおいては、環境面の内容と、設備面の内容を、お客様から聞く必要がある。

■環境面の内容
お客様の拠点の数や所在地、電話やPCの数、利用アプリケーション、現状のコスト、お客様の要望、
などである。

■設備面の内容
使用中の具体的なネットワーク回線、ネットワーク機器、PBX、などに関する情報である。

拠点数や利用端末数、利用アプリケーション（帯域）などは、回線（事業者）の選定に利用できる。
また、コストの情報によりシステム導入効果を金銭的に比較することができる。

これらの結果から現状のシステムを把握し、設計すべきシステムで留意すべき事項や、機器の設定を
どうするかなどを明らかにしていく。
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２章 学習目標：レガシーPBXに関連して、下記のことができるようになる。

（2-1.電話の基礎）
（1）電話システムの基礎に関する以下の事項について説明できる。

（a）電話の接続シーケンスと、ダイヤル選択信号。

（2-2.PBXの基礎）
（2）PBXの基礎に関する以下の事項について説明できる。

（a）PBXの種類と構成（外線と内線、TSW、主な回路）。
（b）局線代表/内線代表（応答方式）。
（c）番号計画とは何か、番号計画時の留意点、二つの番号方式。

（2-3.信号方式）
（3）信号方式の基礎に関する以下の事項について説明できる。

（a）公衆回線/専用線の種類と特徴。
（b）局間信号方式とは何か、局間信号方式の種類と特徴。
（c）OD方式の特徴と起動方式。

本章の位置付け：
１章で述べたように、VoIPシステムの設計者にはIPネットワーク系の知識と電話システムに関する知識

が求められる。これらはシステム設計の基礎知識としても、またヒアリングを行う上でも必要となる。
しかし、前者については書籍や研修等の学習機会が豊富に存在するが、後者に関してはまとまった形

で学習できる機会がほとんどない。これを補うために、本章ではレガシーPBXの基礎について解説する。
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2-1-1. 電話の接続シーケンス

電話の接続シーケンスを示す。

①発呼検出 （発呼側電話機：受話器上げ）

2本の銅線（メタリックケーブル）からなる電話線は、復旧時、0Vと-48V（-24V)の電位差があるが、受話器
上げによりその回路が閉じて、交換機との間に直流回路（ループ）が形成される。これによりPBXはオフ
フックを検出する。PBXは当該内線に対しDT(Dial Tone)を送り、受話器から発信音が聞こえる。

②数字検出 （発呼側電話機：ダイヤルを回す）

PBXはダイヤルパルスの 初のパルス（第一ブレーク）を検出し、その内線に対するDTを停止しパルス
の数をカウントする。ダイヤル数字を1桁受信すると、内部にその数字情報を蓄積し、次のダイヤル数字
の検出に移る。ダイヤル数字を全桁受信し終わると、接続すべき相手先を識別する。

③呼出動作

PBXは被呼内線の状態を確認し、その内線が空いていることを確認する。被呼内線が空いていれば呼出
信号IR（Interval Ringing）を送り、被呼内線のベルを鳴らす。発呼内線に対しては、RBT(Ring Back Tone)
を送る。

④接続動作 （被呼側電話機：受話器上げ）

PBXはオフフックを検出し、被呼内線が応答したものと判断して呼出信号を停止する。次に、発呼内線と
被呼内線間の双方向の通話路パスを確立する。これで両者の会話が可能になる。 同時に、発呼内線に
送出していた呼出音をオフにする。

⑤復旧動作 （電話機：受話器下げ）

PBXはオンフックを検出し、その内線の状態を調べ、現在内線相互通話中であった場合は復旧処理を行
う。

・オンフックした内線のパスを切断する。
・相手内線にBT(Busy Tone)を送りオンフックを促す。その後、相手内線のオンフックにより、そち

らのパスも切断する。
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2-2-2. PBXの構成 – 外線と内線 -

PBXにつなぐ線には、内部（建物、組織など）の端末をつなぐ内線、キャリアの局とつなぐ外線、そして専用
線がある。図中、時分割通話路スイッチの左側が内線側、右側が外線及び専用線側である。

■内線側
内線側に接続される端末には、アナログ電話機、デジタル電話機、PHS、ISDN機器、中継台、等が
ある。それぞれに対応して、接続用の基板（トランク）が存在する。

■外線/専用線側
外線には「アナログ公衆回線」と「デジタル公衆回線（ISDN）」がある。外線のことを局線と呼ぶ場合も
ある。
「専用線」は相手先と直接結ぶ線である。

■時分割通話路スイッチ
PBX内で電話回線をつなぐ役目をするもので、TSW（Time Switch）と呼ばれる。
（詳細は付録参照のこと）
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３章 学習目標：VoIPシステムの設計に関連して、下記のことができるようになる。

（3-1.客先要件の整理）
（1）客先要件の整理に関連する以下のことができる。

（a）SEヒアリングから概要設計までの流れを説明できる。
（b）企業向けVoIPシステムにおける主な構築形態とその特徴を説明できる。

（3-2.VoIPシステム設計の要素）
（2）VoIPシステムの設計に関連する以下のことができる。

（a）VoIP信頼性設計を行う際のポイントを列挙し、その内容を説明できる。
（b）VoIP拡張性設計を行う際のポイントを列挙し、その内容を説明できる。
（c）VoIPシステムの番号計画を行う際のポイントを列挙し、その内容を説明できる。
（d）VoIP無線設計を行う際のポイントを列挙し、その内容を説明できる。
（e）VoIPセキュリティ設計を行う際のポイントを列挙し、その内容を説明できる。

（3-3.構築形態毎の留意点）
（3）VoIPシステムにおける構築形態（企業内IPセントレックス、拠点設置型（VoIP-GWによる

拠点間のIP化））について以下のことができる。
（a）それぞれの形態について、導入する際の留意点を列挙し、その内容を説明できる。
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3-2-1. VoIP信頼性設計の考え方

電話システムには高い信頼性が必要であり、VoIPシステムでも従来の電話システムと同等の信頼性を求め
られる。VoIP信頼性設計は、主に以下のような障害への対策を考慮する。

(1)ネットワーク障害
ネットワーク障害は、WANに接続する機器や、LANを構成する機器/ケーブルのトラブルによって起こる。
経路の切断、ルーティング障害、帯域不足、優先制御の異常 等が起き、対策を講じておく必要がある。
WAN回線側は回線メニューにより信頼性・品質・ランニングコストが異なる。高い信頼性が必要な場合に
は対策が必要となる。

(2)VoIP機器障害
呼制御サーバや電話端末などでは、代替機にて処理を継続するのが現実的な対策である。呼制御サー
バにおいて、特に汎用ハード/OSをベースとする場合には、一般的なサーバ信頼性対策を取ることも考
慮する。

(3)停電/瞬断対策
センタ給電を行っていた従来の電話システムと異なり、VoIP機器ではローカル給電が中心であるため、
停電/瞬断に対する対策が必要となる。

(4)セキュリティ
機器やネットワークに対しては、不正侵入やウィルス等に対するセキュリティ対策も必要である。

(5)対策選択の必要性
信頼性対策は何でも導入すれば良いわけではなく、コスト、運用性等を十分考慮して対策を選択する必
要がある。例えば高価な二重化機器を多用せず、携帯電話を併用するなどの方法もありうる。

以上、これらの詳細については「5章WAN設計」「6章LAN設計」にて後述する。

MTBF、MTTRなどの指標を使って、システムの信頼性を定量的に把握しておくことも大切である。

※1 経路上の機器の故障や、設定ミスによる経路情報の誤り等により、パケットを正しく転送できない。
※2 優先制御を実施する機器の故障や設定ミスにより、高優先度のパケットが優先されない。
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3-2-4. VoIP無線設計の考え方

利便性の高さから、無線電話端末(モバイル端末)を使ったシステム構築が増加している。一方、無線VoIP
は比較的新しい技術であり、機器の選択肢や設計技法等、発展途上の面もある。 VoIP無線設計は、主に
以下のような点に留意して行う。

(1)無線VoIPの種類
代表的な無線IP電話端末としては、無線LAN IP電話端末（WiFi端末）、デュアル端末（携帯電話/無線
LAN IP電話端末）、スマートフォン(PDA)などがある。また、端末にPHSを使いPHS基地局をIP化するも
のもある。用途（構内のみで使うのか、社外でも使うのか、等）、性能(音質、使用時間など）、顧客環境
への整合性、コスト、等から適切なものを選択する。

携帯電話事業者が提供するモバイルセントレックスサービスや、スマートフォンにインストールしたソフト
フォンとPBXを接続する「スマートフォン内線」を利用すると、屋外でも内線で通話できる

(2)番号計画
モバイル端末では、電話番号は部署ではなく、端末に割り振ることもできる（詳細は「VoIP番号計画の
考え方」にて前述）。

(3)端末紛失
モバイル端末では紛失の危険性が高いため、紛失しても端末を悪用されたり、端末内のデータを盗ま
れないような対策が必要である。

(4)無線LANの使用時
無線LANを使う場合(Wi-Fi)には、更に以下のような点に留意する必要がある（詳細は「6章LAN設計」に
て後述）。

・現地調査（サイトサーベイ）
無線は外部からの影響を受けやすいため、現地での実際の電波状態の確認が欠かせない。

・セキュリティ
無線LANは電波が届けば誰でもどこからでもアクセスできてしまう。それを防ぐための対策を
講じる必要がある。

・音質
音質を確保するため、音声の優先制御や、アクセスポイント間を移動する際のハンドオーバー
処理に工夫が必要である。
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■ 学習目標：

本章においては、音声帯域設計に必要な以下のスキルを学習する。

（音声帯域設計の考え方）

（１）音声・データ統合VoIPシステム構築時、音声帯域設計の必要性を説明できる。

（２） VoIP帯域設計における音声系帯域の算出式を記述しその算出方法を説明できる。

（３） VoIP帯域設計における音声チャネル数の算出方法を３つ挙げその特長を説明できる。

（音声トラフィック･エンジニアリング）

（４）音声トラフィック・エンジニアリングにおける 繁呼量（BHT）と呼損率（GOS）の意味を説明できる。

（５） 繁呼数と呼損率が与えられ、アーランB式を使用して出回線数を算出できる。

（音声チャネルの算出）

（６）VoIP帯域設計においてアーランB 式を適応できるケースを列挙できる。

（７）VoIP帯域設計においてアーランB式を使用して音声チャネル数を算出できる。

（音声パケット帯域の算出）

（８）CODEC種別/パケット周期/音声チャネル数が与えられ、Ethernet/VLAN /IPsec回線の音声帯域を算出で
きる。

（９）複数サイトから構成されるVoIPシステムにおいて、各サイトWANの音声帯域算出手順を説明できる。

（音声帯域リソースと音声品質）

（１０）VoIP帯域設計において、音声帯域リソースの消費を少なくする方法と発生するトレードオフ問題を３つ挙
げて説明できる。

（トラフィック理論の基礎）

（１１）音声トラフィックとデータトラフィックのトラフィック特性の違いを説明できる。

（１２）呼数と呼の平均保留時間が与えられ、呼量を算出できる。

（１３）即時式完全群と待時式完全群の違いを説明し、適応可能な音声システムを区別できる。

（１４）VoIPの音声トラフィックは即時式完全群のトラフィックモデルにしたがう理由を説明できる。
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4-1-1．音声帯域設計とは

音声帯域設計の必要性

音声系トラフィックは、発信側のIP電話端末（UAC）/VoIPゲートウェイ（UAC）と着信側のIP電話端末（UAS）
/VoIPゲートウェイ（UAS）との間に流れる音声RTPパケットのストリームトラフィック、およびIP電話端末/VoIP
ゲートウェイと呼制御サーバ（SIPサーバ等）との間に流れる呼制御プロトコル（SIPプロトコル等）のトラフィックか
らなる。音声系トラフィックは比較的変動が少なくバースト性がない。

一方、データ系トラフィックは、クライアント/サーバ間あるいはピアツーピア間のTCP通信セッションに代表され
る、種々様々なアプリケーションのトラフィックからなり、変動が大きくバースト性がある。したがって、音声・デー
タ統合ネットワーク設計において、LAN回線およびWAN回線の帯域を、これらの音声トラフィックとデータトラ
フィックが共有する場合、その特性の違いを考慮した帯域設計が必要となる。

・音声トラフィックの特性

通常、音声RTPパケット・トラフィックは、無音圧縮しないある特定のCODECを使用して、固定のパケット周期に
て音声パケットを生成するため、多少のパケット遅延とジッタによる変動は発生するものの、固定ビットレートとし
て扱える。そのため、IP電話端末/VoIPゲートウェイ間のRTPセッション（呼＝音声チャネル）あたりの音声パケッ
ト帯域は一定と見なせる。したがって、たとえばサイト間のWAN回線においては、RTPセッションの同時接続数
（音声チャネル数）に比例した音声パケット帯域の設計が可能である。

呼制御プロトコル・トラフィックは、端末毎に呼の完了・不完了によって呼制御メッセージ数が異なり、それ以外
にも端末から呼制御サーバへの通知等の制御メッセージもあり、そのパケット長も制御メッセージ種別によって
異なるので、平均メッセージ数と平均パケット長による呼数に比例した呼制御パケット帯域の設計は難しい。通
常、端末機器毎に（呼数に比例しない）必要な呼制御パケット帯域が決められている。

・データ・トラフィックの特性

バースト・トラフィックとは、ファイルサイズの非常に大きなファイル転送（ＦＴＰ）データ、Web転送（HTTP）データ、
メール送信データであり、有効な空き帯域があればその帯域を長時間にわたって占有してしまう可能性がある。
その期間、音声系トラフィックは流れない状態となり、音声パケット帯域が不足すればジッタやパケットロスが発
生し音声品質が劣化し、呼制御パケット帯域が不足すれば呼接続遅延や呼受付遅延が発生し呼処理サービス
品質が劣化する。
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４－５．音声帯域設計の考え方 - 演習 -

複数サイトから構成されるVoIPシステムにおける各サイトWANの音声帯域算出

＜問題＞

あなたは、複数サイトからなるネットワーク構成（上図）を有する、あるユーザ向けVoIPシステムの設計を担当し
ている。以下の条件において、各サイトから、WAN（VPN）へのアクセス回線帯域品目の選定に必要な音声系
帯域を求めよ。

＜条件＞

【ネットワーク構成】

・メインサイトの既存PBXをSIPサーバに置き換え、各サイトの端末を内線延長で呼制御する。

・リモートサイト⑪の既存PBXとリモートサイト⑫の既存ボタン電話はリース期限まで2年あるので維持する。

・リモートサイト①～⑩は新サイトである。

・全サイト間で通話が発生するものとする。

・リモートサイト間の通話はメインサイト経由のタンデム接続は行わない。

・公衆網への発着信は各々のサイトで行い、公専接続は行わない。

・音声ネットワークとデータネットワークを物理的に分離する。

・WAN（VPN）はイーサネットアクセスで安価に構築したい。

【音声帯域リソース】

・CODECはＧ.711とG.729aを使用する。

・ペイロード周期は20msと40msを使用する。

・IP-BSの同時通話数は3通話である。

・ある程度の端末増設にも対応できるように十分な音声帯域リソースを確保したい。

・各端末とSIPサーバ間の呼制御プロトコルによる 低限必要な帯域は上表に示す。

機器

低限必要な

呼制御パケット

帯域（kbps/台）

IP-BS
{6X (IP-BS台数) + 

23} /サイト

IP電話機A , B 8

TA 8

VoIP-GW(BRI) 35

VoIP-GW(PRI) 65

VoIP-GW(OD) 20



5章-15-

第5章 WAN設計

VoIPシステムの設計者にはネットワーク系の基礎知識が求められる。

本章ではIP電話システムを構築する際に必要となる、WAN(Wide Area Network)に関する下記設計のポイ
ントを解説する。

（５－１．WAN（VPN）基礎技術の概要）

（１）VPNの位置づけ、VPNを実現する技術、VPNの分類について修得し、VPNの一般的な説明ができるよう
にする。

（５－２．WAN（IP-VPN、広域Ethernet、Internet VPN）選定）

（２）IP-VPN、広域イーサネット、インターネットVPNの特徴を理解し、VPN選択のポイントを修得し、お客様に
説明ができるようにする。

（５－３．WANアクセス回線選定基準）

（３）WANのアクセス回線の特徴を理解して選定のポイントを修得し、お客様に説明ができるようにする。

（５－４．ルーティングプロトコル選定）

（４）IPネットワークにおいてLAN－WAN接続時の経路選択（BGP4、OSPF、スタティック）について取得し、お
客様に説明ができるようにする。

（５－５．レガシー電話網インタフェース設計）

（５）VoIPシステムを公衆網へ接続するポイントについて修得し、お客様に説明ができるようにする。

（５－６．ネットワーク障害対策）

（６）IPネットワークの障害時の緊急対応のための外線接続に関するポイントについて修得し、お客様に説明
ができるようにする。
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５-１-１． WAN回線

本社と支社のように離れた地点同士を接続して構成するネットワークであるWAN(Wide Area Network)を構
成する回線としては、専用線、ATM、ブロードバンド回線、PSTN、ISDN、ＶＰＮサービスなどが存在する。

従来、拠点間の接続には高速デジタル専用線などの回線が利用されていたが、ランニングコストの削減・
広帯域での接続を実現するためにVPNサービスを利用するユーザが増加している。

VPNとは「共有網を介して仮想的に構築される私設ネットワーク」の事を指し、キャリアが提供する「VPN
サービス」と自営でVPNを構築する「インターネットVPN」に大別される。また、キャリアが提供するVPNサービ
スは、IP-VPN・広域イーサネット・キャリア提供型のインターネットVPNなどがある。VPN利用時のメリットを
以下に示す。

①コスト
VPNで使用する通信網は共有ネットワークであるため、複数ユーザを同時に収容可能である。このため、

ユーザごとに通信網を作成する専用線などの占有サービスに比べ低価格で提供されている。

②拡張性

専用線のように１対１で接続するサービスは拠点を結ぶ「線」単位で契約が必要となるため、拠点間接続
数に応じた契約が必要となるが、VPNでは拠点数の契約のみで全拠点間の通信も可能であり、拠点の増減
に柔軟に対応しやすい。

ＶＰＮ（Virtual Private Network）

ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone Network）

ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network）

ATM(Asynchronous Transfer Mode)
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５-６-１．ネットワーク障害対策

(1)主な障害の種類と原因を以下にまとめる。
①回線障害：キャリア提供のアクセス回線障害や網の障害、回線利用者側の機器の障害など。
②ネットワーク機器障害：スイッチ/ルータなどの故障、ケーブル損傷による速度低下、通信停止など。
③ルーティング障害：L3スイッチ/ルータにおける、ルーティングプロセス障害、経路情報不正など。
④サーバ機器障害：ハードウェア故障、ソフトウェア障害など →詳細は7章参照。
⑤音質低下（利用状況の変化）：端末数増加でネットワーク利用率が上がり帯域が不足など。

(2)対策
上記障害に対する対策は、二重化によるバックアップの構成が基本となる。
①回線障害：アクセス回線の障害についてはアクセス回線の二重化、網の障害については異なる

キャリアと契約することで複数化するなど、迂回路を設けることで対応が可能。
迂回路にインターネットVPNを採用することによるコスト削減も検討する。

②ネットワーク機器障害：スイッチ/ルータ/GW等を経路と合わせて二重化することで対応可能。
③ルーティング障害：十分な処理能力を持ったL3機器の導入や、不正な経路の抑止によって対応。
④サーバ機器障害：パーツの二重化、本体の二重化などで対応
⑤音質低下：（定期的な）音質評価の実施により、音質/帯域の監視によって対応する。

従来の電話回線を残しておき、障害の複数同時発生によってVoIPネットワークが利用不能となった場合に
も直通切り替えによって外線接続が確保できるような構成も検討する。

また、障害対策では、対応策の導入に注力されやすいが、障害が発生した場合の対応体制の明確化も非
常に重要な要素であるため、障害時の連絡体制/責任者/行動規範なども定めておく必要がある。

これら障害対策は、導入がコストに直接影響する事項であるため、お客様の要件に沿った選定が必要であ
る。
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第６章 LAN設計

VoIPシステムの設計者にはネットワーク系の基礎知識が求められる。

本章ではIP電話システムを構築する際に必要となる、LAN（Local Area Network)に関する下記設計のポイ
ントを解説する。

（６－１．LAN基礎技術の概要）

（１）これから学ぶLANに関する基礎技術についてポイントを学習し、お客さまに説明できるかの確認を行う。
（ここは復習がメインとなりますので詳細は付録または各種参考書で学習する。）

（６－２．LANブロック設計の基礎）

（２） LANを構成するブロックについて特徴を修得し、お客様に説明できるようにする。

（６－３．音声・データネットワーク統合・分離の考え方）

（３）音声・データネットワークの統合・分離にあたり、LAN－WANでの注意事項、LANでの注意事項について
修得し、お客様への 適な提案ができるようにする。

（６－４．音声･データVLAN設計とL2-QoS設計）

（４）音声・データネットワークが混在する環境における、VLAN設計時のポイント、QoSの設計のポイントにつ
いて修得し、お客様への 適な提案ができるようにする。

（６－５．アドレス設計）

（５）新規に音声・データネットワークを構築する場合、データネットワークに音声ネットワークを後から構築す
る場合のアドレス設計の注意事項について修得し、お客様への 適な提案ができるようにする。

（６－６．スイッチ・ルータの選定と設定）

（６）今まで学習したことから、スイッチ・ルータの選定に関するポイントを復習し、お客様への 適な提案が
できるようにする。

（６－７．停電／瞬断対策）

（７）音声ネットワークの停電時の対応策について修得し、お客様への 適な提案ができるようにする。

（６－８．PoEの概要）

（８）PoE機器の導入に関するポイントを修得し、お客様に説明ができるようにする。

（６－９．無線LAN機器使用時の考え方）

（９）無線LAN機器を導入する場合の無線LANの設計のポイントを修得し、お客様に説明ができるようにする。
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6-4-2． VLAN設計

VLAN設計はネットワークの論理的な設計であるが、VLAN方式の選定や通信効率化のために物理的な構
成の検討も必要となる。

（１）ネットワーク数の把握、配置構成の検討

VLAN構成の検討のために、ネットワークの利用部署、利用目的（データ系・音声系）、トラフィック量などを
洗い出し、VLANを構成する範囲（部署単位、フロア単位など）および必要なVLAN数を算出する。

（２）VLAN方式の検討および物理的構成の検討

配線効率やスイッチポート数の効率利用、VLAN機能を持たない既存LANスイッチの有効利用などについ
て比較を行い、Tag VLAN＋優先制御またはPort VLANのどちらを利用するか検討する。また、物理的な配
線に際しては、相互通信が多い端末同士は同一スイッチに収容する等、スイッチ間トラフィックも考慮する。
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6-7-1． 停電/瞬断対策

センター給電を行っていた従来電話システムに対し、IPネットワークを構成する機器はローカル給電が基
本となるが、電源工事負荷を低減のメリットから、IP電話機をはじめとするVoIP機器でインライン給電への対
応が見られる。

電源障害については従来の電話システムでも発生していたが、停電は、異なる給電系統を用いた電源の
二重化、UPS(Uninterrupted Power Supply)からの一定時間電力供給（※この間にshutdown が必要な機器
を安全に停止。UPSでは恒久的な電話サービスの維持対策にはならない。）、直通電話/携帯電話による通
話路確保などで対応する。瞬断については、UPSによる防止を検討し、瞬断発生による呼制御サーバ停止
への対策としては、直通電話/携帯電話による通話路確保、バックアップ呼制御サーバの準備等を検討する。
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■ 学習目標：

本章においては、QoS設計に必要な以下のスキルを学習する。

（７－１．QoS設計の必要性）

（１）音声トラフィックとデータトラフィックの違いを説明できる。

（２）QoSを決定する要因を５つ挙げて、アプリケーションによるトラフィック転送QoSの違いと音声品質を向上さ
せる方法を説明できる。

（７－２．エンドツーエンドQoS設計のポイント）

（３）エンドツーエンドQoS設計のポイントを、遅延、ジッタ、パケットロスの観点からそれぞれ具体的な目標値を
織り込んで説明できる。

（７－３．LAN QoS設計の考え方）

（４）LANにおいて輻輳を発生させる要因を５つリストアップできる。

（５）輻輳とそれによる遅延を改善させる方法を、アクセス層、コア層、音声・データ統合ネットワークの場合につ
いてそれぞれ説明できる。

（６）L2-QoS技術の概要をIEEE802.1Q/ｐ仕様と具体的CoS値を用いて説明できる。

（７）L2-QoS技術の概要をDiffservのプロセス仕様と具体的ToS値を用いて説明できる。

（８）3層LAN構成のQoSマッピング設計について一例を挙げて説明できる。

（９）LAN QoS設計のポイントを３つ挙げ具体的に説明できる。

（７－４．WAN QoS設計の考え方）

（１０）WAN回線におけるSLAの実際とWAN QoS設計時のWAN選定方法について説明できる。

（７－５．呼受付制御 ）

（１１）呼制御サーバと無線LANコントローラに実装される呼受付制御について説明できる。

（７－６．QoS計測のしかた）

（１２）LANアナライザによるQoS計測項目と測定時の注意事項について説明できる。



7-1-2 QoS設計の必要性

■ アプリケーションによるトラフィック転送QoSの違いと音声品質
アプリケーション・サービスの品質、つまりQoS(Quality of Service)を決定する要因としては以下のものがあ

り、その中でジッタ・遅延・パケットロスの許容度は、アプリケーション・サービス毎に異なる。

・帯域（Bandwidth）

・帯域変動（Bandwidth Variation）

・遅延（Delay, Latency）

・ジッタ（遅延の変動）（Delay Variation）

・パケットロス（Packet Loss）

(１) 音声サービス（RTPプロトコル）: ミッションクリティカル・リアルタイム・トラフィック

ジッタ不許容（ 高に厳しい同期タイミング）、遅延不許容、低パケットロス許容

(２) ビデオサービス（RTP/RTSPプロトコル）: リアルタイム・トラフィック

低ジッタ許容（厳しい同期タイミング）、低遅延許容、中程度のパケットロス許容

(３) Web（HTTPプロトコル）: バーストデータ・トラフィック

中程度のジッタ許容（緩んだ同期タイミング）、中程度の遅延許容

(４) ファイル転送サービス（FTP プロトコル）: ロングバーストデータ・トラフィック

大のジッタ許容（非同期）、 大の遅延許容（非同期）

【音声QoSを向上させる方法】

音声・データ統合ネットワークの場合、音声トラフィックはバーストデータ・トラフィックの帯域と帯域変動の
影響を受けて、音声パケットの遅延・ジッタ・パケットロスが発生し、音声品質劣化（とび・途切れ）の要因とな
る。

①音声品質（QoS）を保証するためには、遅延・ジッタ・パケットロスをコミット値以下に抑える必要がある。そ
のためには、常時、音声アプリケーションが必要とする帯域を保証（確保）する必要があり、回線に十分余裕
がない限り、特に音声・データ統合ネットワークにおいては非常に困難である。

②音声品質（QoS）を（保証できないが）向上させるためには、遅延・ジッタ・パケットロスを改善する必要があ
る。 そのためには、音声・データ統合ネットワークにおいて、L2/L3-QoS制御（優先制御）等が必要となる。
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7-3-3 LAN QoS の方式概要

LANにおけるパケットの優先制御 はL2レベルのQoS と L3レベルのQoSを融合させて実現している。

L2 QoS

アクセス層で実施する L2レベルの QoS では Tag VLAN(IEEE802.1Q) を上の優先制御方式(IEEE802.1p)を
利用している。

IEEE802.1ｐ では、パケットの優先度の識別子として VLANタグ中のPRIORITY フィールド(3bit）を利用する。
ここに設定する優先度の値を “CoS”と呼ぶ。

L2スイッチでは、CoS値に従って、それぞれのVLANのパケットの転送順序を決定する。

L3 QoS

コア層で実施する L3レベルのQoS では、パケット優先度の識別子としてIPヘッダ中のToS(8bit)フィールドを
利用する。 ここに設定する値として、”IP Precedence(3bit)”もしくは、 より詳細に優先度を記載する
DSCP(6bit)の２方式がある。 ルータやL3スイッチでは、これらの優先度を考慮して、パケットの転送順序や
パケットあふれ時に廃棄する候補を決定する。

L2 QoS とL3 QoS の境界では、CoS と ToS の値を変換するように設定を行っておく。

L2 QoS 、 L3 QoS の方式の詳細は次ページ以降で説明する。
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８章 学習目標： VoIPシステムの音声品質に関連して、以下のことができるようになる。

（8-1. エコー対策）
（1）VoIPシステムでエコーが目立つ理由と、対策実施の際の留意事項を説明できる。

（8-2. レベル調整）
（1）電話システムにおけるレベルとは何か、電話で感じる音量(大中小)と対応するレベル(値)

について説明できる。
（2）レベルダイヤグラムの設計の目的と、レベルダイヤグラム設計の指針について説明できる。

（8-3. 音の途切れ・歪み対策）
（1）VoIPシステムの音の途切れ、及び音の歪みの発生要因と、対策技術と、対策を実施する際の

留意事項を説明できる。
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8-1-2. エコー対策 – IP電話でのエコー –

IP電話では、次のような要因で、エコーが目立ちやすく、対策も複雑になる場合がある。

・ネットワークがルータやスイッチなどの複数のネットワーク機器で構成させるため、遅延が大きくなる。

・ネットワーク上で発生するパケットのゆらぎやロスがエコーキャンセラの動作（トレーニング）を妨げる。

・VoIP-GW 、IP電話機、ソフトフォンなど､レベル（音の大きさ：詳細は後述）に個体差のある様々な端末が
利用される。

VoIP化によるエコーの例を示す。図は前のページの構成から、左側の公衆電話網をIP網に変更し、VoIP
化を実施した例である。IP網やVoIP-GWによる遅延により、公衆電話網を利用していたときは気にならな
かったエコーが、目立つようになったケースである。

図のように、GW2よりも右側（受信側）で発生しているエコーであれば、GW2のエコーキャンセラでエコー除
去が可能である。しかし、GWのベンダや機種によってエコーキャンセラの有効範囲（時間）や特性、能力が
異なり、エコーを除去できないケースもある。

また、VoIPの場合は遅延が大きくなるため、例のように網をタンデム接続すると遅延が目立つようになる。網
のタンデム接続は極力避けることが重要である。


