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「IPTPC® 認定技術者資格制度」とは

IPTPC®認定技術者資格制度（IPTPC Certified Professional）は、次世代コミュニケーションのコアスキ

ルである VoIP からユニファイドコミュニケーション（UC）までの技術の普及を目的として、業界で統一

的な水準の技術者（営業、SI、SE、工事・保守者など）を認定する制度です。基礎から応用まで、VoIP か

ら UC（無線 LAN、セキュリティ、ビジュアルコミュニケーション）までの技術知識を認定する認定技術

者資格（認定資格試験）と、その学習を目的とする認定教育プログラムを提供しています。2002 年 11 月に

開始された本制度は、2014 年 9 月で 23,000 名を超える資格者を認定しています。

本資格は、市場の最新ニーズに応えてVoIP から UCまで幅広く提案・構築ができる技術を身に付けて

いる証となり、お客様の信頼を得ることができます。

● IPTPC認定技術者資格

IPTPC では必要となる技術知識に応じた 7種の認定資格を設けています（図 1、表 1）。

xiii

VoIPマスタ※ 

VoIPアドバイザ ビジュアルコミュニケーションアドバイザ 

VoIP 
デザイナ 

無線LAN 
デザイナ 

（旧 VoIPモバイル） 

VoIP 
コンストラクタ※ 

セキュリティ 
デザイナ 

（旧 VoIPセキュリティ） 

※ VoIPマスタ及びVoIPコンストラクタは、詳細なVoIP製品知識を要するベンダ固有の認定です。 

図1 IPTPC認定技術者資格体系

認定技術者資格

VoIP マスタ

VoIP コンストラクタ

セキュリティデザイナ
（旧 VoIP セキュリティ）

無線 LANデザイナ
（旧 VoIP モバイル）

VoIP デザイナ

ビジュアルコミュニケーション
アドバイザ

VoIP アドバイザ

認定する技術レベル

VoIP システムに精通し、広範囲かつ高度な技術力を有するレベル

個々の VoIP 製品を使う VoIP システムの構築・施工・保守などに必要なレベル

SIP サーバやソフトフォン（PC）など音声・映像・データ統合 IP システムを含む企業ネットワーク
のセキュリティ設計・提案に必要なレベル

スマートフォンとモバイル PC導入に不可欠な無線 LAN（Wi-Fi）、無線 IP 電話システム、FMCの設
計・提案に必要なレベル

VoIP システムの設計・提案に必要なレベル

ビデオ会議などのビジュアルコミュニケーションシステムの紹介や、ヒアリングなど基礎提案に必要
なレベル

VoIP システムの顧客への紹介やヒアリングなど基礎提案に必要なレベル

表1 各資格の概要

IPTPC
®
認定技術者資格制度の概要
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● IPTPC認定教育プログラム

IPTPC では必要となる資格に応じた 7種（8コース）の研修を設けています（図 2、表 2）。

VoIPベーシック研修（1日） 

VoIPスタートアップ研修（1日） 

VoIPアドバイザ研修（1日） 

ビジュアルコミュニケーションアドバイザ研修（1日）※2

VoIPデザイナ研修（2日） 

無線LANデザイナ研修（1日）（旧 VoIPモバイル研修） 

セキュリティデザイナ研修（2日／1日） 
（旧 VoIPセキュリティ研修） 

ビジュアルコミュニケーションアドバイザ試験 

VoIPアドバイザ試験 

VoIPデザイナ試験 

無線LANデザイナ試験（旧 VoIPモバイル試験） 

セキュリティデザイナ試験（旧 VoIPセキュリティ試験） 

研修コース 対応する認定資格試験 

設計 

提案※1

基礎 
提案※1

基礎 

入門 

（注）上記の各認定資格試験に合格すると、各認定技術者資格を取得することがで
きます。 

※1提案には、基礎知識で対応できる契約前の「基礎提案」（「プレ提案」と呼ばれ
ることもある）、及びシステム設計あるいはセキュリティ設計等の専門知識を 
必要とする契約前後の「提案」があり、一般的には前者は営業、後者はSEの業
務となっています。 

※2 資格開始に合わせて、ビジュアルコミュニケーション基礎研修より名称変更しました。 

 

図2 IPTPC認定教育プログラム

※ VoIP マスタ及び VoIP コンストラクタに対応する研修は、ベンダ個別となります。詳細は各ベンダにお問合せください。

研修コース

VoIP
スタートアップ

VoIP ベーシック

VoIP アドバイザ

ビジュアルコミュニケ
ーションアドバイザ

VoIP デザイナ

無線 LANデザイナ
（旧 VoIP モバイル）

セキュリティ
デザイナ
【1日コース】
（旧 VoIPセキュリティ）

セキュリティ
デザイナ
【2日コース】
（旧 VoIP セキュリティ）

研修内容 対象者 受講前提条件

レガシー PBX、IP
初心者の方

VoIP 基礎知識を学
びたい方

VoIP システムの紹
介やヒアリングなど
基礎提案を行う方

ビジュアルコミュニ
ケーション紹介や
ヒアリングなど基
礎提案を行う方

VoIP システムの設
計・提案を行う方

無線 LAN、FMC、
無線 IP 電話システ
ムの設計・提案を
行う方

音声・データ統合
システムのセキュリ
ティ設計・提案を
行う方

音声・データ統合
システムのセキュリ
ティ設計・提案を
行う方

特になし

VoIP スタートアップ研修受
講。または、レガシー PBX
や IP 基礎知識を保有

VoIP ベーシック研修受講。ま
たは、VoIP 基礎知識を保有

IP 基礎知識を保有

VoIP アドバイザ資格保有。
または、TCP/IP やイーサネ
ットなどの IP 技術知識、お
よび VoIP 技術知識を保有

TCP/IP やイーサネットなど
の IP 技術知識、およびセキ
ュリティ基礎知識を保有

TCP/IP やイーサネットなど
の IP 技術知識、およびセキ
ュリティ基礎知識を保有

TCP/IP やイーサネットなど
の IP 技術知識を保有

VoIP のしくみやプロトコルなどの入門知識、レガシー PBX、
IP プロトコル、QoS、無線 LAN およびセキュリティなどの基
礎知識を学習します。

VoIP システムや SIP などの VoIP プロトコル技術の基礎、音
声符号化や音声品質評価の基礎、音声品質劣化の要因と対策
の基礎などを学習します。

IP 電話システムの変遷やシステムの構成、 IP-PBX（SIP サー
バ）や VoIP ゲートウェイ等、各種 VoIP 機器の特徴や用途、
VoIP の提案活動、VoIP のセキュリティ等について学習します。

ビデオ会議を中心としたビジュアルコミュニケーションの基礎
知識として、映像の基礎、プロトコル、コーデック、MCU、帯
域などの知識、導入事例やお客様への提案指針について学習
します。

PBX の基礎をベースに、VoIP システム設計の考え方とその
要素スキルである音声帯域設計、QoS 設計、WAN 設計、
LAN設計、および音声品質設計の手法を学習します。

スマートフォンとモバイル PC導入活用に不可欠なモバイルと
FMCの最新動向、無線 LAN（Wi-Fi）の基礎、置局設計、セキ
ュリティ対策、および無線 IP 電話システム設計、導入・運用
まで学習します。

音声・映像・データ統合 IP システムのセキュリティ設計概論、
SIP サーバ、ソフトフォン、暗号化、ネットワーク、無線 LAN、
リモートアクセスのセキュリティ設計と運用概論を学習します。

セキュリティ基礎、音声・映像・データ統合 IP システムのセキ
ュリティ概要と設計概論、SIP サーバ、ソフトフォン、暗号化、
ネットワーク、無線 LAN、リモートアクセスのセキュリティ設計
と運用概論を学習します。

表2 各プログラムの概要



試験概要

VoIP アドバイザ試験、VoIP デザイナ試験、無線 LANデザイナ試験、セキュリティデザイナ試験、及

びビジュアルコミュニケーションアドバイザ試験の概要は、以下の通りになります。

試験形態：コンピュータ試験（Computer Based Testing）

会　　場：全国（東京、名古屋、大阪、福岡、仙台、札幌、那覇他） ※Webで時間を選択できます。

受 験 料： 20,000 円（税抜き）

試験時間： 50 分 ※今後、変更される可能性があります。

出題形式：四者択一、または複数選択 ※試験により異なります。

申込方法：コンピュータ試験は、㈱ジェイ・ジェイ・エスのWeb サイト（http://www.jjstc.com/）より

お申込み下さい。

試験内容に関するお問合せ先：IP 電話普及推進センタ（IPTPC）

URL： http://certification.iptpc.com/

e-mail ： iptpc-edu@oki.com

info-certification@iptpc.jp.nec.com

試験運営・会場に関するお問合せ先：㈱ジェイ・ジェイ・エス

TEL： 03-3235-4001

e-mail ： jjstc@jjs.net

IP 電話普及推進センタについて

IPTPC では「IPTPC® 認定技術者資格制度」の運営により、資格認定を通して、広範囲の技術者やビジ

ネスパーソン向けに最新のVoIP 教育・資格の業界標準化を積極的に進め、体系的なスキルの習得ができ

るような教育サービスを提供してきました。IPTPCでは今後も教育内容の充実を図り、本制度をNGN時

代およびユビキタス社会を実現する広範囲な情報通信ネットワーク技術に対応させていくことにより、情

報通信ネットワーク市場の一層の拡大・発展に向けた推進役としての責務を果たしていきます。

IPTPC は、沖電気工業株式会社、日本電気株式会社、株式会社日立情報通信エンジニアリング、

岩崎通信機株式会社、富士通株式会社、パナソニック システムネットワークス株式会社、サクサ株式会社

の 7社により推進しています。

IP電話普及推進センタ
U R L ： http://certification.iptpc.com/
e-mail ：iptpc-edu@oki.com

info-certification@iptpc.jp.nec.com
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®
認定技術者資格制度の概要
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本書では、前項で述べた IPTPC®認定技術者資格制度における「VoIP アドバイザ」の認定資格取得に

必要な項目を解説しております。また、「VoIP デザイナ」、「無線 LANデザイナ」及び「セキュリティデザ

イナ」の各認定資格の基礎知識の学習の副読本としても活用できます。なおこの 3つの資格に関しまして

は、資格取得に必要な内容を本書では全てを網羅していないので、資格取得の際は IPTPC 認定の各種研

修の受講をお奨め致します。

本書の各章は、節－ユニットという形で分類・細分化し、多忙な社会人の方でも単元に区切って理解・

学習しやすくなっています。各ユニットには、その中で重要と思われる部分をまとめた「Point !」、「用語

解説」、および理解の補助となる「コラム」を入れています。

また、各章の末尾には、各章の理解度を試す「理解度テスト」を入れました。自らの復習ツールとして

ご利用下さい（IPTPCで実際に行われている試験とは、問題内容は異なります）。

本書の使い方

Point!

用語解説 

コラム 

※下記の頁はイメージであり、実際のものとは異なります。 



第2節 音声の IP化のための技術

IP 電話システムの構成

IP 電話で通話するには、図 1 のようなシステムの構築が必要となる。このシステ

ムは、端末、ネットワークおよびサーバの 3 つの要素で構成される。それぞれの機

能や原理等については、第 5 章で詳細に説明することとし、ここでは、簡単に各要

素の機器および役割を示す。

●端　末

VoIP システムでアナログ音声信号を扱う唯一の要素である。アナログおよびデジ

タルのインタフェースとしての機能を担う。

●ネットワーク

音声信号を効率よく伝送し、安定した通話を確保するための要素である。具体的

には、端末間を接続する IP 網が相当する。

＊1 COder DECoder
信号やデータを一定の
規則に従って符号化あ
るいは復号化する機
能。

＊2
イーサネット技術を利用
し、スイッチングハブ等
を組み合わせて構築す
る広域なネットワーク。
複数拠点間の LAN 同
士を接続する。

＊ 3 IP -V i r tua l
Private Network
広域 IP 網を経由して構
築される仮想専用線
網。この網を利用する
ことで、遠隔地同士の
通信においても LAN
接続と同じになる。一
般的にインターネットを
通さない VPNなのでセ
キュリティおよび回線品
質が優れている。

このユニットでは、IP 電話のシステム構成について概観する。それぞ

れの要素や役割を知ることで VoIP のしくみを大まかに理解する。

unit 1 IP 電話システム構成の概観
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機器の例

VoIP ゲートウェイ
IP 電話機
ソフトフォン

必要な機能

・アナログ／デジタル変換
・CODEC ＊1（符号化／復号化）
・パケット化
・ゆらぎ吸収

表1 端末機器の例と必要な機能

代表的な網の例

LAN
デジタル専用線
広域イーサネット＊2

IP-VPN ＊3

必要な機能

・パケット転送
・帯域確保
・音声優先制御

表2 網の例と必要な機能
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●サーバ

端末および通信に係わる運用を効率よく行うための要素である。IP 電話システム

の一元管理が可能となる。

IP 電話のシステムを構成する要素には、端末、ネットワークおよびサー

バがある。それらは、音声を正確に伝達するとともに、音声品質を確保

したり、回線利用率を高めたりするために重要な役割を持っている。

第2節 音声の IP化のための技術

1 IP 電話システム構成の概観

機器の例

呼制御サーバ
IP-PBX

必要な機能

・接続制御
・端末管理
・電話番号／アドレス変換
・付加サービス

表3 サーバ機器の例と必要な機能

図1 IP電話のシステム構成の例

COLUMN
接続実証確認試験

VoIP のプロトコルには、多くのオプション機能が存
在する。したがって、IP 電話のシステムで採用される
プロトコルのバージョンやオプションの組合せによって
は相互に接続できないケースが起こり得る。このような
事態を防ぐために、各標準化団体で相互接続試験やイベ
ントが定期的に開催されている。例えば、海外では SIP
Forum による SIPiT ＊1と呼ばれる相互接続イベントが、

国内では HATS＊2推進会議による HATS 相互接続イベ
ントがある。

＊1 SIP Interoperability test event
SIP 製品の相互接続イベント。
＊ 2 Harmonization of Advanced Telecommunication Systems
高度通信システム相互接続。



アナログ信号からデジタル信号へ

IP 網における通信は、IP パケットという単位で行われる。パケット（Packet ：

「小包」の意味）とは、データ通信において、送信先のアドレスなどの制御情報（ヘッ

ダ）が付加されたデータの小さなまとまりのことをいう。VoIP の技術では、音声（ア

ナログ信号）を IP 網（デジタル信号）を介して伝送することから信号の変換を行う必

要があり、IP パケットが通信の単位となる。音声信号がパケット化されるまでの工

程は、図 1 のように、アナログ音声→デジタル化→圧縮→フレーム化→パケット化

の手順となる。

unit 2 音声信号のパケット化

VoIP では、IP 網を利用して通話することから、音声信号の変換が

必要になる。このユニットでは、音声信号の特徴を踏まえた上で、

アナログ信号が IP パケットに変換されるまでの流れを解説する。
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図1 音声信号のパケット化
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音声信号の特徴

人間の声は、4kHz 以下の周波数にエネルギーが集中していること、聴覚が 4kHz

以下の音によく反応すること、および通信に不要な帯域を削減したいという要求か

ら、電話での音声信号は、0.3kHz ～ 3.4kHz の帯域となっている。このことから、電

話での音声信号は、通常、4kHz帯域と言われる。

従来から音声信号の特徴を利用した音声符号化技術が発展を積み重ね、今日の通

信網が構築されている。VoIP の技術においても同様の音声符号化技術が利用されて

いる。代表的な技術に PCM＊1や ADPCM＊2があり、さらに、時間とともに一定の

規則性を持って変化していく音声の振幅を利用した CELP＊3と呼ばれる符号化方式

の技術が開発された。

音声信号のデジタル化

時間的に連続している音声のアナログ信号波形から、その振幅をある一定の間隔

で標本値として採取していく。この操作を標本化（サンプリング）という。標本化の

間隔（サンプリング周波数）は、標本化定理＊4により原周波数の 2 倍以上が必要とさ

れ、音声の場合は 8kHz のサンプリングが一般的である。

標本化で得られた標本値（パルス）は、デジタル化するために量子化則に従い、あ

る数値に近似される。

第2節 音声の IP化のための技術

2 音声信号のパケット化

＊1
次項参照。

＊ 2 Adap t i v e
Differential Pulse
Code Modulation
適応的差分パルス符号
変調。

＊3 Code Excited
Liner Prediction
線形予測と標準パター
ンとで符号化する方
式。

＊4
コラム「標本化定理」参
照。

図2 聴覚による音声周波数特性



量子化によって区切られた値を“0”と“1”の符号（二進数）に対応させたパルス

列に変換することを符号化という。この符号化に必要なビット数は、量子化ステッ

プにより異なる。量子化ステップが 128 階調であれば 7ビット（128 ＝ 27）が必要であ

り、また、256 階調であれば 8 ビット（256 ＝ 28）が必要となる。VoIP 技術における

符号化においては、256 階調が一般的である。このようなデジタル化を PCM（Pulse

Code Modulation：パルス符号変調）方式という（図 3）。

圧　縮

こうして、デジタル化された音声は、次に圧縮の工程に至る。音声信号の伝送に

おいて、音声がない（無音）のときには音声パケットを伝送しない方式がある。これ

を無音圧縮といい、VAD（Voice Activity Detection）と呼ぶこともある（図 4）。ほと

んどの会話は統計的に半二重であるため、無音時に音声パケットを伝送しないこと

で使用帯域を小さくすることができる。また、無音時の違和感を小さくするために

コンフォートノイズと呼ばれる雑音を故意に挿入することもできる。

しかし、VADを使用する場合は、音声の検出処理が必要となるため、会話の最初

の部分や最後の部分が途切れる場合があり、音声品質の劣化につながる。

この無音圧縮は、ITU-T 勧告の G.729 Annex＊5BやG.723.1 Annex Aで標準化され

ている。
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第 2章　VoIP を支える技術とNGNの動向

＊5 Annex
付属勧告のこと。

図3 PCM方式
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フレーム化

音声信号がデジタル化された段階では、符号の羅列にすぎない。これでは、音声

信号を相手まで届けることができないことから、一定の長さの単位（フレーム）にま

とめて伝送する。例えば、G.729 では、1 フレームを 10 ミリ秒と規定している。ま

た、G.711 ではフレーム化の規定が無いため、コーデック以外の機能部位でフレーム

化が行われる。

パケット化

フレームのままでは、種類、宛先および差出人が書かれていない郵便と同じで、

どこに届けていいのかわからない。そのデータが音声であることや、どこからどこ

へ伝送すべきかを示すためにヘッダを付加する。ヘッダがあることによりネットワ

ーク上での伝送が可能となる。ヘッダの種類には、IP ヘッダ、UDP ヘッダ、RTP

ヘッダがある。各ヘッダの容量、役割は表 1のとおりである。

第2節 音声の IP化のための技術

2 音声信号のパケット化

図4 無音圧縮



音声信号がパケットとなり、IP 網へ送出されるまでの手順は、アナログ

音声→デジタル化→圧縮→フレーム化→パケット化である。
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第 2章　VoIP を支える技術とNGNの動向

名　称 容　量 役　割

IP ヘッダ 20 バイト
パケット通信で必要となる情報を持ち、IP 網で様々な働きをする。主な情報内容
に、送信先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、伝送されるデータのサービス タイ
プ（ToS）、フラグメント情報、プロトコル番号等がある。

UDPヘッダ 8バイト
UDP ヘッダには、送信元・送信先でデータを受信するアプリケーションを識別す
るためのポート番号、UDPヘッダを含めたメッセージ長、伝送エラーのチェックを
行うためのチェックサムの情報がある。

RTPヘッダ 12 バイト

音声部（ペイロード）に対する付加情報を与える役割を果たす。RTP ヘッダには、
次の情報が含まれている。
・シーケンス番号：送信先の装置でパケットロスの検出やパケットの順序の認

識を行うための順序番号。
・タイムスタンプ：音声部の最初のバイトのクロック値を示す。あるパケットと次

のパケットのタイムスタンプの差がパケット送出周期となる。
・ペイロードタイプ：G.711 や G.729a 等の音声部のコーデックを表す値。
・情報ソース識別子：ある通話データが他の通話と識別できるように同一通話に

対して付与する同一の番号。

表1 ヘッダの容量と役割

COLUMN
標本化定理

標本化定理とは、
「原信号に含まれている最高周波数の 2倍以上の周波

数で標本化すれば、原信号を完全に復元できる」という
ものである。

音声信号の標本化を例にとると、伝送に必要な周波数
帯域は 0.3 ～ 3.4kHz であるから、その最高周波数を
4kHzとすれば、標本化周波数はその 2倍の 8kHzとなる。



第1節 音声品質の劣化要因

遅延とは

音声が相手に遅れて届くことを「遅延」という。遅延が大きくなると、衛星回線

を経由した電話のようにタイムラグが発生し、スムーズな通話が不可能となる。従

来の固定電話では、ほとんど遅延はなかったが、VoIP ネットワークでは音声データを

パケット化して伝送するため、場合によっては大きな遅延が発生する可能性がある。

136

IP 電話ネットワークでは、音声データをパケット化して IP 網上で伝

送するため、従来の固定電話に比べて音声の遅延時間が大きくなる

ことがある。このユニットでは、音声品質の劣化要因の 1 つである

「遅延」について説明する。

unit 1 遅　延

図1 遅延の極端な例



遅延の発生箇所

図 2 は、Aの電話端末から Bの電話端末までの音声パケットの流れの中で遅延が

発生する箇所を示したものである。この図からもわかるように、遅延は、送信側

VoIP ゲートウェイ内、IP 網内、受信側 VoIP ゲートウェイ内の 3 箇所で発生する。

なお、これ以降、VoIP ゲートウェイを例に説明しているが、IP 電話機やソフトフォ

ンを使用した場合も同様である。

送信側ゲートウェイ内の遅延

送信側ゲートウェイでは音声信号のデジタル化、圧縮、パケット化を行うが、そ

の過程で圧縮遅延、パケット化遅延及び処理遅延が発生する。これらの遅延は固定

的に発生するものである。

●圧縮遅延

圧縮遅延とは、使用する音声コーデックのアルゴリズムに起因して発生する遅延

である。1フレーム分のデータがそろうのを待つ時間（例えば G.729a なら 10 ミリ秒）

とアルゴリズムに従った解析処理（エンコード）時間が遅延時間となる。ただし、

G.711 は非圧縮のため、圧縮遅延は発生しない。

●パケット化遅延

パケット化遅延とは、圧縮した音声データを IP パケット化する際に生じる遅延で

ある。1つのパケットに載せる音声データを小さくして送出間隔を短くすれば、遅延

を小さくすることはできるが、音声パケットのオーバーヘッドが大きくなり、より

多くの帯域が必要となる。

●処理遅延

処理遅延とは、機器の処理能力による遅延であり、パケットが通過するすべての

137

第 4章　音声品質

図2 遅延発生の箇所
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機器で発生する。高性能のハードウェアの採用やソフトウェアの実装方法の改善に

よって遅延時間を短くすることができる。

IP 網内の遅延

IP 網内では様々な箇所で遅延が発生するが、発生要因により伝送待ち遅延、伝送

遅延、ノード内遅延及び伝播遅延に分類される。

●伝送待ち遅延

伝送待ち遅延とは、ゲートウェイや IP 網内のルータ等で、送信バッファに送られ

た音声パケットが、伝送路に送出するまでに待たされる時間である。例えばイーサ

ネットにおいて、伝送路上のトラフィックが混雑していた場合、音声パケットを伝

送路へ送出できずに、結果として伝送待ち遅延時間は大きくなってしまう。したが

って、伝送待ち遅延は、伝送路の使用率で決まる遅延であるともいえる。

●伝送遅延

伝送遅延（シリアル化遅延）は、VoIP ゲートウェイや IP 網内のルータ等で、送信

バッファに送られた音声パケットを 2 進数のビット列として伝送路に送出するのに

かかる時間である。したがって、装置から送出されるデータ量と、装置←→ネットワ

ーク間のインタフェースの伝送能力で決まる。この遅延時間は、次式により算出す

ることができる。

●ノード内遅延

ノード内遅延とは、主にルータで発生する遅延で、ルータがパケットを受信して

からキューイング＊1のためにそのパケットを内部の送信バッファに格納するまでに

かかる時間である。ノード内遅延を数ミリ秒程度まで短くしたルータもあるが、IP

網の経路上に多くのルータが存在する場合は、個々のノード内遅延が累積して大き

な遅延時間になるので注意が必要となる。また、ルータの性能を上回るようなトラ

フィックが発生した場合には、ルータの CPU負荷率＊2が高くなり遅延が発生する場

合もある。この遅延時間は、ルータ等の装置のデータ処理能力で決まるといえる。

●伝播遅延

その他の要因で発生する遅延として主なものに、伝播遅延がある。これは電気信

号が伝送路上を伝播する時間であるが、極めて短い時間であるため、一般に企業内

のネットワーク等では無視することができる。しかし、海外の拠点間や、衛星回線

を経由した通信では、数十～数百ミリ秒の伝播遅延が発生する場合もある。この遅

延時間は、ネットワークが信号を相手まで伝送するのにかかる時間で、伝播距離が

送出されるパケットのビット数〔ビット〕
送出するインタフェースの速度〔bps〕

伝送遅延時間〔秒〕＝

第1節 音声品質の劣化要因

1 遅　延

＊1 Queuing
処理待ちのためにルー
タ内のバッファにパケ
ットを格納すること。

＊2 CPU負荷率
ルータの CPU の使用
率。処理するパケット
数が多いほど高くなる。



長いほど、あるいは通過する装置が多いほど大きくなる。

受信側ゲートウェイでの遅延

受信側ゲートウェイでは受け取ったパケットから音声データを取り出して伸張し、

アナログの音声へ変換する。この過程で発生する遅延には、ゆらぎ吸収遅延、逆パ

ケット化遅延、伸張遅延、処理遅延がある。

これらのうち、逆パケット化遅延、伸張遅延及び処理遅延は固定的に発生する遅

延である。

●ゆらぎ吸収遅延

ゆらぎ吸収遅延とは、ゲートウェイのゆらぎ吸収バッファ（ジッタバッファ）＊3で

発生する遅延である。音声パケットの到着間隔のゆらぎ（ジッタ）を吸収する一方で、

ゆらぎ吸収バッファでの待ち時間の分の遅延が発生する。

●逆パケット化遅延

逆パケット化遅延とは、受信した音声パケットから音声データを取り出すのにか

かる時間分の遅延である。

●伸張遅延

伸張遅延とは、圧縮された音声データを伸張するのにかかる時間である。伸張時

は、フレーム受信直後からすぐさま伸張処理（デコード）を開始できることと、アル

ゴリズムを参照しながら変換（伸張）するといった負荷の軽い処理で済む。圧縮時の

ようにデータを待ったり、アルゴリズムに従った解析処理を行うことがないため、

その遅延時間は機器の処理能力に起因する。

●処理遅延

処理遅延は、前出の「送信側ゲートウェイ内の遅延」で述べたものと同じく、機器

の処理能力による遅延時間を指す。受信側ゲートウェイのハードウェアの性能やソ

フトウェアの実装方法によって遅延時間は変わってくる。
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＊3
ユニット 2「ゆらぎ吸収
（ジッタバッファ）」参照。

図3 遅延発生の箇所



第1節 NGN時代のモバイル通信技術

電波の特性

図 1 は無線信号の強度と電波の伝播特性である。電波の伝播損失は、発信機から

の距離の 2 乗に比例し、かつ電波の周波数の 2 乗に比例することが知られている。

つまり、発信機から送出された電波の電力強度レベルは受信機が発信機から離れる

につれて距離の 2 乗に比例して減衰し、同じ距離でも周波数が高いほどその 2 乗に

比例して減衰する特性をもつ。

また、電波は建物等の障害物による反射波や他の発信機の電波干渉（フェージング）

を受けてさらに減衰する。特に、直進波と反射波の到着時間差による電波干渉をマ

ルチパス干渉といって、無線信号の劣化原因となることがある。

逆に、この反射波や障害物の裏側へ回り込む回折波のマルチパス受信のおかげで、

たとえ直進波の届かない場所でも無線通信が可能となる。この電波の電力強度レベ

ルの減衰曲線が電波の伝播特性であり、ある程度イメージで捉えることができる。

例えば、無線 LAN の周波数（2.4GHz ／ 5GHz 帯）は PHS の周波数（1.9GHz 帯）よ

り高い。そのため、PHS に比べて無線 LAN は電波の直進性は強い反面、障害物が

あると電波が回り込めず減衰して電波の透過性が弱い。同じ無線 LAN 規格でも

2.4GHz 帯の方が 5GHz 帯よりも電波の透過性が強い。
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電波は目に見えない。したがって、無線ネットワークを理解するため

には、無線伝送技術の専門知識や電波をグラフィカルに表示させる

ツールなどの専門のサイトサーベイのスキルが必要となる。このユ

ニットでは、専門の知識やスキルを持たなくても理解できるように、

電波の特性をイメージで捉えることによってやさしく解説する。

unit 1 電波の特性



電波の受信感度を表すdBm

基地局（アクセスポイント、AP ともいう）あるいは無線端末（無線クライアント）

から発信される無線信号の強度を測定する単位として、mW（ミリワット）とdBm（デ

シベルミリワット）があるが、後者のほうが測定値として扱いやすい。

図 1 の場合、無線端末がアクセスポイント（以下、AP）に近い時には、無線端末の

受信レベルは高い。逆に、無線端末がAPから遠ざかると受信レベルが低くなる。

無線ネットワークの置局設計時に必要となるのはこの受信レベルであり、使用する

APや無線端末機器のデータシートに「通信速度○○Mbps 受信感度－○○ dBm」等

のように記載されている。これは「○○Mbps で通信中の場合には、この受信機は

－（マイナス）○○ dBm まで感知可能」という意味である。データシートにはもう 1

つ、受信機が遠ざかりこの受信感度に至るまでの「受信距離□□m」が記載されてい

る。すなわち、受信感度の－（マイナス）のあとの○○の値が大きいほど弱い電波まで
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図1 無線信号の強度と電波の伝播特性



270

unit

受信可能であり、受信距離□□が長いほど遠くまで受信できることを表す。表 1 に

データシートの例を示す。

実際の受信感度と受信距離は電波の受信環境等によって異なってくるので、現場

に実機を持ち込んでのAP と無線端末の相互間の実測（サイトサーベイという）が必要

となる。

なお、APの最大出力は、無線設備規則で定められる等価放射電力の規定の中で＊1

規制されており、例えば無線 LANの場合、周波数（MHz）当たりの電波強度 10mW

とチャネル当たりの周波数帯域 20MHz から、チャネル当たり200mWとなっている。

セル方式とハンドオーバ技術

図 2 のように、無線サービスのエリアを小さなブロックに分けるセル方式では、

隣接するセルにおいては異なる周波数を使い、隣接しないセルにおいては再び同じ

周波数を使っている。これにより、限られた周波数リソース（チャネルという）を有

効活用することができ、ユーザ数を増やすことが可能となっている。

したがってセル方式では、無線端末はセル間を移動するにともない、別のセルの

APと通信するために周波数を切り替える必要がある。このとき、無線端末が移動す

るにつれて最良の電波受信状態にある AP に自動的に切り替えるハンドオーバ技術

と無線端末の特定に必要な位置登録技術が必須となる。例えば、無線 LAN端末を特

定するにはESS-ID（Extended Service Set IDentifier）が使用される。

なお、セルは実際にはアンテナの種別と特性によって、立体的な円（球）あるいは

楕円（風船のイメージ）であったり、8の字（双方向の楕円）であったりする。しかし、

通常、図 2 のように無線端末は床の上を移動する人間が持ち歩くので、セルはあた

かもスポットライトが床を照らしているような平面的な円として描画するのが一般

的である。

第1節 NGN時代のモバイル通信技術

1 電波の特性

＊1 EIRP
送信アンテナから空間
の全ての方向に放射さ
れる電波強度を利得
のないアイソロピック
アンテナに換算した電
力値。

通信速度［Mbps］

11

5.5

2

1

受信感度［dBm］ 屋内受信距離［m］

－ 85

－ 89

－ 91

－ 94

48

67

82

124

表1 データシート（無線 LAN規格 IEEE802.11b）の例



電波の届く範囲とエリア境界

セルの中でも電波の強い所と弱い所があり、それを各エリアに分けて管理する。

●サービスエリア

無線端末がAP に帰属（アソシエーションという）し、所定の通信速度（ビットレー

トという）かつ適切な品質でサービスを提供できるエリア。無線 IP 電話サービスの場

合は、良好な音声品質にて通話できるエリアである。

●カバーエリア＊2

サービスエリアより広く、APからの電波（ビーコンという）が到達するエリアであ

る。カバーエリア内であっても、サービスエリアから少し出た所ではサービスを提

供可能だが、ずっと離れた所になると無線端末が AP に帰属できなかったり、ある

いは帰属できても所定の通信速度かつ適切な品質でサービスを提供できない場合が

ある。

●カバレッジホール

通常、サービスエリアは円形あるいは楕円形の閉じたエリアであるが、その中で、
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＊2
カバレッジエリアとも
いう。

図2 セル方式とセル間ハンドオーバ
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無線端末が AP に帰属できない、あるいは帰属できても所定の通信速度かつ適切な

品質でサービスを提供できない穴状のエリアをカバレッジホールという。例えば、

フロアに厚い金属製のパーティション等の電波を遮蔽する障害物がある場合、その

近傍にカバレッジホールが発生する場合がある。

実際には、図 3 のように AP から発信された電波を無線端末で受信した時の電波

の強度、簡単にいえば無線端末を AP から遠ざけるにつれて低くなってくる受信レ

ベルによって、サービスエリア境界、ハンドオーバエリア境界、カバーエリア境界

を定めている。そして、サービスエリア境界前後で開始されたハンドオーバ処理は

ハンドオーバエリア境界を越えるまでに完了する必要がある。通話中のハンドオー

バ処理による瞬断が人に与える印象としては、一般に 100 ～ 200 ミリ秒ならば「違和

感無し」、500 ミリ秒～ 1秒ならば「違和感あり」、1秒以上ならば「途切れ感あり」と

いわれている。

第1節 NGN時代のモバイル通信技術

1 電波の特性

図3 受信レベルの測定による各エリア境界の調査



第3節 IP 電話システムのセキュリティ提案

IP 電話システムのセキュリティ提案をするにあたって、まず IP 電話システムに対

する攻撃ベクトルにはどのようなものがあるかについて知っておく必要がある。

図 1 のように、IP 電話システムへの攻撃は非常に多種多様なものになっている。

その中で IP 電話システム特有の攻撃について表 1に示す。

IP 電話システムには特有の脆弱性があり、それを悪用する様々な

攻撃がある。このユニットでは、IP 電話システムに対する実際の攻

撃について解説する。

unit 1 IP 電話システムに対する攻撃
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図1 IP電話システムへの攻撃ベクトル
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第3節 IP電話システムのセキュリティ提案

1 IP 電話システムに対する攻撃

＊1
DoS 攻撃にはいろいろ
種類があるが、ここでは
2つのみ紹介している。

＊2
Spam over internet
telephony

名　称

UDP/ICMPフラッド攻撃

リプレイ攻撃

DoS（Denial of Service）攻撃

Tear Down 攻撃

迷惑呼
（音声版スパム攻撃）

VoIP ボット／ SIP ボット

盗聴
（VoIP スニフィング）

内　容

非常に多量の UDP パケットや ICMP パケットを SIP サーバへ送り
つける攻撃。SIP サーバはその都度リソースを浪費し、最後にはリ
ソースを使い果たして応答不能になる場合もある。コネクションの
確立手順が不要な UDP や ICMP のようなプロトコルの場合、攻撃
であるか否かの識別が難しい。

他人の SIP パケットを傍受し、そのユーザになりすまし、傍受した
SIP パケットを SIP サーバへ繰り返し送りつける攻撃。たとえ SIP
パケットが暗号化されていても、SIP メッセージの中身を見ないで
そのまま送りつけるので、暗号化による防御は困難である。

SIP サーバにセキュリティホールが見つかった場合、ローカルから
のDoS攻撃は、悪意のある大量のリクエストを SIP サーバに送信す
る。また不正なフォーマットのリクエストによるDoS 攻撃は、プロト
コルのセキュリティホールを突いた巧妙なリクエストの送信を行う。
どちらも、ネットワークのリソース（帯域）を浪費し音声品質の低下
を招く＊1。複数の箇所から同時に特定の対象に向けて行われるDoS
攻撃を、DDoS（Distributed DoS）攻撃という。

発信者と着信者間の RTP セッションに対して、攻撃者が SIP の脆弱
性を突いたあるパケットを SIP サーバへ送りつけ、RTP セッション
を勝手に切断する攻撃である。図 2 のように、IP 電話端末 A と IP
電話端末 B間のセッションは SIP サーバによってダイアログとして
管理されている。もし、認証されていない第三者がこのダイアログ
IDを盗聴できれば、正規のユーザになりすましして、「BYEリクエス
ト」あるいは「CANCEL リクエスト」を SIP サーバに送信して端末間
のセッションを強制終了させることができる。これは、セッションの
乗っ取りとも呼ばれる。SIP の仕様上、この第三者が正規のユーザ
なのか、なりすましなのかは識別できない。

IP 電話における迷惑電話、すなわち音声版スパム攻撃（電話スパム）
である。SPIT ＊2ともいう。未承諾の音声メッセージ（広告・宣伝等）
や、ユーザにある行為をさせる勧誘等の自動音声ガイダンスを一方
的に聞かせる迷惑な行為。ボイスメールで届く場合もある。また、
SPIT によりネットワークのリソースの負荷が高くなり輻輳状態に陥
り、音声品質の低下に繋がる場合もある。

IP 電話におけるボットを VoIP ボットという。また、ソフトフォン等の
PC ベースの IP 電話端末がボットに感染した場合には SIP ボットと
呼ばれ、ユーザがまったく気づかないうちに外部の指令によってソ
フトフォンが乗っ取られ、バックグラウンドで SIP メッセージを不正
に送出する可能性もある。

IP 電話における盗聴。RTP パケットを不正にキャプチャし、音声を
専用のツールで再生する行為。

表1 IP電話システム特有の様々な攻撃の種類



349

第 7章　NGN時代の VoIP セキュリティ

図2 Tear Down攻撃



呼接続とは

電話の発信者が受話器を上げて、着信者の電話番号をダイヤルし、着信者が電話

機を上げて応答し、通話状態になり、発信者または着信者が受話器を下して通話が

終わるまでの一連の流れを呼といい、一連の処理を呼処理という。呼接続とは、発

信者のダイヤルした着信番号を分析して、発信者から着信者までの通話路を設定し、

通話サービスを提供する処理のことである。

呼接続シーケンス

図 1 は TTC ＊1標準 JT-Q699 を参考にして記述した ISDN 基本呼シーケンス例で

ある。ここでは、この例を基に交換機の呼接続に到るまでの処理について解説する。

q発側交換機は呼設定メッセージ（SETUP）を受信すると、その中の着信電話番号を

分析して、出接続＊2を決定し、出回線を補足して、着信電話番号などをイニシャ

ルアドレスメッセージ（IAM）として編集し、中継交換機へ送出する。発側交換機は

逆方向（発側交換機から発端末方向）へ通話パスを接続する。発端末へは呼設定受

付メッセージ（CALL PROC）を返送して呼を受付したことを通知する。

w中継交換機では、IAM信号を受信すると、その中の着信電話番号を分析して、中

継回線を補足して、着側交換機へ IAMを送出する。中継交換機は両方向通話パス

を設定する。

e着側交換機では、受信した IAMの中の着信電話番号から着側加入者を特定して、

着端末に対して呼設定メッセージ（SETUP）を送出するとともにアドレス完了メッ

セージ（ACM）を中継交換機へ返送する。着端末は呼設定受付メッセージ（CALL

PROC）を返送する。着側交換機は、パスの予約のみを行う＊3。

r中継交換機はACMを発側交換機へ転送する。

t着端末が呼出状態へ移行すると、着側交換機へ呼出メッセージ（ALERT）が送出

される。着側交換機は、ALERTメッセージから呼経過表示メッセージ（CPG）を編

集して、中継交換機へ転送する。中継交換機は CPG メッセージを発側交換機へ送

出し、発側交換機はALERT メッセージを発端末に送信することで、着端末が呼

＊ 1 The Tele-
communication
T e c h n o l o g y
Committee
社団法人 情報通信技
術委員会。情報通信ネ
ットワークに係る標準
化と標準化の普及を行
う機関。

＊2
自交換機から他交換機
へ出て行く呼接続のこ
と。出接続にして、他交
換機から自交換機へ入
ってくる呼接続のことを
入接続という。

＊3
この時点では、まだ接
続は行わない。
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unit 3 公衆網の呼接続シーケンス例と代表的なサービス例

このユニットでは、公衆網の呼接続シーケンス例と代表的サービス

例について紹介する。



出中であることを発端末へ通知する。

y着端末が応答すると、着側交換機は接続メッセージ（CONN）を受信し、応答メッ

セージ（ANN）を中継交換機へ送出し、通話パスを設定する。

u中継交換機はANNを受信するとANNを発側交換機へ送出する。

i発側交換機は中継交換機よりANN を受信すると両方向通話パスを設定して、発

端末へ接続メッセージ（CONN）を送出し、課金を開始する。以降、発端末と着端

末の通話が可能となる。
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付録　電話交換技術の基礎知識

図1 ISDN基本呼接続シーケンス例
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IN による電話付加サービスの実現

IN 技術は、各交換ノード＊4にそれぞれ分担させていたサービス実現機能を、単純

な呼続機能を提供する伝達機能部とサービス制御機能を提供する高機能部に分離し、

伝達機能部は各交換ノードへ、高機能部はサービスノードへ配置し、それぞれ独立

したアーキテクチャでネットワークを構築するものである。

交換ノードとサービスノードの間は、論理的に疎なインタフェース（サービス問合

せや指示等）で結合し、それぞれ独立したサービス開発ができるようになることで、

サービス開発の迅速化、効率化が図られる。

このような IN技術により、フリーフォン（フリーダイヤル）サービスや移動体網の

端末位置登録、各種付加サービスが実現された。

公衆網の代表的サービス例

公衆網では、発信者番号通知やフリーダイヤル等、様々なサービスが提供されて

いる。その中の代表的なサービス例を表 1に示す。

3 公衆網の呼接続シーケンス例と代表的なサービス例

＊4
ネットワークを構成する
1つ 1つの要素のこと。
通信ネットワークでは交
換機やサーバ、ルータ
など1台 1 台の通信機
器がノードに当たる。ノ
ードとノードを結ぶ線は
リンクという。

表1 公衆網の代表的なサービス例

1

2

3

４

5

6

項番 サービス名 サービス概要

発信者番号通知

フリーダイヤル

着信転送

3者（会議）通話

コールウェイティング

迷惑電話お断り

発信者番号通知サービスは、発信者の回線番号を相手に通知するサービ
スで、代表サービス契約者の場合は代表親番号を、ダイヤルインサービス
契約者の場合はダイヤルイン番号を通知することも可能。発信者は、呼ご
とに通知の可否を選択できる。

0120 ～ではじまるフリーダイヤル番号を実際の接続先の電話番号へ変換
して、接続処理を行い、着信加入者へ課金処理を行う。

着信した呼に対して、別の電話機へ転送するサービスである。転送する条
件には無条件、条件を選択できる。

2 者通話中から第 3 者への発信を行い、3 者通話へ移行させる。また、フ
ッキングによって、元の 2者通話へ移行することも出来る。

2 者通信中に第 3 者からの着信があった旨を通信中着信音で知らせ、フッ
キングすることで、通信中の相手を保留して、第 3者と通話できる。また、
フッキングすることで、元の通話に戻る。以後、フッキングすることで、順
番に通話相手を切り替えることができる。

着信した迷惑電話呼について、迷惑電話登録することで、以後の着信を拒
否することが出来る。発信加入者に対してはトーキ接続となる。



＊ 1 P r i v a t e
Branch Exchange
構内交換機。

unit 4 PBXの概要と代表的なサービス例

このユニットでは、企業ネットワークで最も多く用いられる交換機

である PBXの概要および代表的なサービス例について解説する。
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PBXの利用目的と種類

企業内の電話機を全て、公衆網の一般加入者として契約すると、基本料金が全て

の電話機に個別にかかってしまう。また同一企業内の相互通話も一般公衆網の通話

料金が課金され、通信費用が高額になってしまう。そこで、同一企業内の電話料金

を削減し、企業内の電話サービスの利便性向上を目的に企業ネットワークで用いら

れる交換機が導入されるようになった。

企業ネットワークで用いられる交換機は、収容する回線数が大、中容量なものを

PBX ＊1、そして小容量なものをボタン電話装置（キーテレフォン、ビジネスフォン）

と呼び分けられている。

PBXの構成

PBX の構成は図 1 に示すように内線側のインタフェース（アナログ、デジタル、

ISDN、PHS）と外線側（アナログ、ISDN）、専用線のインタフェースを有し、内線接

続、外線接続、専用線接続等の呼接続を提供する。PBX 外線との接続は、公衆網の

加入者線インタフェース（UNI）、専用線インタフェースで接続される。
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企業ネットワークの番号計画

企業ネットワークの番号計画は、公衆網で付与される電話番号と別の観点で、構

内での使用目的、用途、規模に応じて 1 桁または数桁の電話番号を柔軟に割り当て

ることが出来る。電話番号の種類としては、内線加入者の番号、サービス用の特殊

番号（特番）、専用線発信および局線発信用の識別番号がある。

電話番号の割り当ては、拠点、組織などに対応した、覚えやすく、使い易い番号

であることが望ましい。

代表的な電話番号割り当て例を表 1に示す。

4 PBXの概要と代表的なサービス例

図1 構内交換機（PBX）のシステム構成例



PBXの代表的サービス例について

PBX のサービスは、内線に関するサービス、外線の発信、着信（応答）に関するサ

ービスに分けられる。表 2 に代表的な内線サービス例、表 3 に代表的な外線サービ

ス例を示す。

なお、サービス名、サービス内容は各 PBXベンダで異なっているので、表 2およ

び表 3は例として記載している。
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付録　電話交換技術の基礎知識

表1 企業ネットワークにおける電話番号割り当て例

主な用途

サービス特番（内線キャンプオン、不在転送）

内線番号（本社、支社）

専用線

局線発信番号

番号形態

21X、22X

51XX、52XX

8 ＋局番号＋内線番号

0＋外線番号（0AB～ J番号等）

記事

X＝ 1：登録、0：解除

この例では内線番号は 4桁
・51XX ：本社
・52XX ：支社

開番号方式の場合

表2 PBXの代表的な内線サービス例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

項番 サービス名 サービス概要

内線サービスクラス

内線グループ化
内線代表

内線相互接続

内線着信音識別

コールピックアップ
（代理応答）

保留

転送

話中着信
（キャッチホン）
（コールウェイティング）

内線キャンプオン
（内線相互キャンプオン）

内線毎に外線に発信できる地域の差別化（国際・市外等）を図ることができる。
・内線クラス例：超特甲、特甲、準特甲、甲、…

内線への着信で話中時に他の空内線へスリップ（スライド）させることができる。
他の空内線への接続方式で以下の種類がある。
・パイロット（クロスバ）方式：親（グループの先頭）に着信した時のみスラ
イドする。
・順方向スライド（スイッチバック）方式：着信した内線からグループ内を 1
周する。
・スイッチバック（ターミネイト）方式：着信した内線からグループの最終内
線までスライド後、逆方向にもスライドする（最終内線までスライドする）。

内線電話機同士を接続し、通話機能を提供する。

着信音の鳴り方で、内線、外線からの着信の識別が応答の前にできる。

コールピックアップグループを組んでいる場合、グループ内はどの内線から
でも特番やボタン操作で応答できる。

・自己保留：通話中のダイヤル操作により保留できる。保留の解除は保留した
電話機のみ可能。
・パーク保留／保留代理：通話中にダイヤル操作により保留し、他の電話か
らダイヤル操作により保留解除・通話ができる。

・手動転送：通話中にダイヤル操作で他の内線に転送できる。
・不在転送：転送先の電話番号をあらかじめダイヤルでセットしておくと、そ
の内線へダイヤル時に転送設定先の内線に接続される。その他、話中転送、
応答遅延転送等もある。

通話中に着信があった場合、通話中の呼を保留して、着信呼に応答・通話が
できる機能。通話中の内線がフッキング操作を行うことにより、今まで通話
していた相手を保留し、応答することができる。さらにもう 1回フッキング操
作を行うと、保留した相手との通話に戻すことができる。

相手が通話中の場合、ダイヤル操作により予約すると相手先が通話終了後に
自動発信して、相手と通話することができる。
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表3 PBXの代表的な外線サービス例

1

2

3

4

5

6

7

項番 サービス名 サービス概要

短縮ダイヤル

アッドオン
（3者会議、3者通話）

中継台／分散方式

ダイヤルイン
（PBX ダイヤルイン／
着番号ダイヤルイン）

ダイレクトインライン
（DIL）

ダイヤルインダイヤル
（DID、付加番号（追
加）ダイヤルイン）

マルチライン
（電子ボタン電話）

短縮ダイヤルには、固定、可変、部分短縮ダイヤル発信機能がある。
・固定短縮ダイヤル：短縮ダイヤルにより外線発信ができる。予めシステ
ムで登録し、内線で共用する。
・可変短縮ダイヤル：内線毎に、短縮ダイヤルを登録、発信ができる。
・部分短縮ダイヤル：発信番号の途中まで登録し、発信後に不足分をダイ
ヤルできる。

外線との通話中に内線を加えて 3者通話ができる。

局線中継台方式と分散中継台方式がある。
・局線中継台方式：一旦中継台に着信させてから、オペレータが内線へ転
送する方式。
オペレータの人件費がかかる。
・分散中継台方式：部署毎に局線表示盤を設置し、着信があると局線表示
盤上の番号ランプが点灯し、リンガが鳴動する。これを見て、自分の部
署宛の着信ならば、内線電話機から「局線応答特番」をダイヤルして応
答する方式。

通信事業者のダイヤルイン契約回線を収容時、加入者番号の下１～４桁を受
信して、直接、指定された内線に接続することができる。
複数の内線に局線を割り当てることができるので、局線数を抑えることがで
きる。

外線着信があるとそれに対応付けられた内線を直接呼出して接続する。

外線からの着信に対して、音声案内を実施して、内線番号を PB信号で受信
して、内線に接続する。

外線からの着信状態を多機能電話機の外線ランプに表示させ、着信のあった
外線に対応した外線ボタンを押下することにより応答する。
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IEEE802.16 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥279

IEEE802.1p ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥162

IEEE802.1Q ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥161

IEEE802.1x 認証 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥321

IEEE802.3af ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥251

IFS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥286

IMS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥83,86

IP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30

IP-CS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥257

IP-PBX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9,390

IPS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥320

IPSec‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥112,322

IPsec-VPN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

IPv6 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33

IPv6の IPアドレス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34

IP-VPN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106,109

IP アドレス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27,31

IP セントレックス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9,364

IP 電話‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

IP 電話機 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250

IP ネットワーク技術に関する研究会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥172

IP パケット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30

IP パケット化機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥188

IP ヘッダ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30

IP マスカレード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥331

ISDN加入者線信号方式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

IVR サーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥236

【L】

LTE ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥306

【M】

Megaco ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58,79

MG‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79

MGC ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79

MGCF ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

MGCP‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58,74

MIMO ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥275

MOS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥166

MPLS‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥109

【N】

NAPT‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥331

NAT‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥330

NAT/NAPT対応‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥329

NAT越え問題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥320

NGN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14,82

NIDS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥318

NNI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

【O】

ODタイプ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥193

OFDM‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥275

One Phone ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥297

【P】

PBX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥441

PB信号方式 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

P-CSCF ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

PLC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥145

PoE‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥251

PRIS タイプ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥194

PRIT タイプ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥195

【Q】

QoS‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥152

【R】

Radius サーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥228,282,321

RFP‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥413

RTCP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥39

RTP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38

R値‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥169
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【S】

SaaS‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18

SAE‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥306

SB-ADPCM ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54

S-CSCF ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥87

SDP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥68

SG ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥79

SIMPLE‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

SIP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥59,61

SIPS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥353

SIP アプリケーションサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥235

SIP サーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥225

SIP ボット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

SSL‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥322

SSL-VPN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

Store and Forward FAX通信‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥261

STUN‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥338

【T】

T.38FAX通信機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥190

Tag-VLAN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥161

TCP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36

Tear Down攻撃 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

ToSフィールド ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32,164

ToSフィールド対応機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥190

TTC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥173

TTC-2Mタイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥196

TV会議 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥381

【U】

UA ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62

UDP ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37

UDP/ICMPフラッド攻撃 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

u-Japan 政策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥295

UNI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

UPnP NATトラサーバル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥334

UPS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥392

UTM ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥318

【V】

VAD ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

VLAN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥161

VoIP‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

VoIP インフラストラクチャ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥344

VoIP ゲートウェイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8,185

VoIP ゲートキーパー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥70

VoIP スニフィング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

VoIP セキュリティ・マネジメント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥344

VoIP ボット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

【W】

Web電話帳システム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥214

WiMAX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥279

【あ】

アーランB式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥132

アクセスポイント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥269,282

アコースティックエコー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥147

圧縮遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥137

アドレス変換機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥202

アプライアンス・サーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥226

アプライアンス機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥226

アプリケーションサーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

アプリケーションプロキシ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥325

アプリケーション連携‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥402

アプリケーション連携機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥390

【い】

イーサネット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27

イベント ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77,80

インスタントメッセージ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

インスタントメッセージサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

インスタントメッセージシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

インスタントメッセンジャー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

インターネットVPN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106,112
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【う】

ウイルス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥241

ウイルス感染‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315

ウエイトフェアキューイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥157

【え】

エコー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥147

エコーキャンセラ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥149,188

エントリーVPN ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥107,110

【お】

オーセンティケーションサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥293

オーセンティケーター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥293

オフネット接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥379

オンサイト測定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥177

オンネット接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥379

【か】

改ざん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥316

外線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

回線交換方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥410

開番号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200

カスタムキューイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥159

カバーエリア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥271

カバレッジエリア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥271

カバレッジホール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥271

可用性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥313

完全性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥313

【き】

企業内 IPセントレックス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥366

企業向け FMCサービス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥299

キックオフ打合せ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥415

機密性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥313

逆パケット化遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139

客観評価‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥167

ギャランティ型ネットワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥99

キューイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥156

共通信号網 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78

共通線信号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

共用タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥368

局線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

【く】

クライアント保守‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥219

クラスA‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥173

クラスB‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥173

クラスC‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥173

クワドロプルプレイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15

【け】

ゲートキーパダイレクトコール接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

【こ】

公－専－公接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥199

公－専接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥199

広域イーサネット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106,115

コーデック機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥187

コールアシスタント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥214

呼制御サーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥201,282

呼の妨害切断‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥342

個別線信号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

コリジョンドメイン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥118

【さ】

サーバ堅牢化‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

サービスエリア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥271

サービスストラタム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85

サービス妨害‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥342

サバイバルサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240

サプリカント‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥293

【し】

識別番号‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥433

シグナル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥77,80

実効伝送帯域‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥101

ジッタ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140

ジッタバッファ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥142

主観評価‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥166

情報漏えい‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥316,342
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処理遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥137,139

信号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥433

伸張遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139

【す】

スター型ネットワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

ステートフルインスペクション‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥320

ステートフルパケットインスペクション‥‥‥‥‥‥‥‥324

ステートフルプロキシ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

ステートレスプロキシ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

スパイウェア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

スパム攻撃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

【せ】

脆弱性スキャン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

静的NAT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥331

セキュリティの脅威‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥312

セル方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥270

専－公接続‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥199

専用線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

専用タイプ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥368

【そ】

ソフトスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78

ソフトフォン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥254

【た】

帯域管理機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥202

ダイヤルパルス信号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

ダイレクトコール接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

タンデムコーデック‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥151

端末認証機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥202

【ち】

遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥136

置局‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥284

チャット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥234

仲介者攻撃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

中継交換機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥436

【て】

データ改ざん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240

デジタル署名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥321

デュアル端末‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥251

テレワーク‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥383

テレワーク優遇税制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥386

電子証明書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥321

伝送遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

伝送待ち遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

伝播損失‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥268

伝播遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

【と】

盗聴‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥241,316

盗聴の防御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥353

動的NAT ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥330

登録サーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64

トールバイパス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥199

ドメイン名 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥41

トランスポートストラタム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥85

トリプルプレイ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15

トロイの木馬型ウイルス感染‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

【な】

内線 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19

名前解決 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

なりすまし‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥241,354

【に】

ニーズの把握‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥409

認証サーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥354

認証スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥354

【ね】

ネームサーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42

ネットワークアタッチメント制御機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥86

ネットワークインフラストラクチャ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥344

ネットワーク部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31
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【の】

ノード内遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

【は】

ハイブリッドエコー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥147

ハイブリッド回路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥148

破壊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥316

パケット化遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥137

パケット送出周期‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104,188

パケットロス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥143

パケットロス補完‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥189

バッファ・オーバフロー攻撃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

ハンドオーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥252,270

【ひ】

ヒアリングシート‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥409

一人一番号制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥244

標本化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48

平文‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥322

品質クラス分類‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥172,176

【ふ】

ファイアウォール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥320,324

輻輳
ふくそう

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥154

符号化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

不正アクセス‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315

不正使用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥342

不正侵入‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315,342,354

プッシュボタン信号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥434

プライオリティキューイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥157

プライベート IPアドレス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥329

フラッド攻撃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

プレゼンス機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥252

プレゼンスサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥233

プレゼンス情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥233

ブロードキャストドメイン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥119

プロキシサーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62,320,337

【へ】

閉番号方式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥200

ペイロード‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥188

ペイロード周期‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥188

ベストエフォート型ネットワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98

【ほ】

ボイスメール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥214

ポートスキャン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥315

保守者保守‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥219

ホスト部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥31

ボット感染‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

【ま】

マッシュアップ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥403

マルウェア‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

マルチプロトコル対応機器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥184

【む】

無音圧縮 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥49

無線 LAN IP 電話‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥281

無線 LANコントローラ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥282

【め】

迷惑呼‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

メソッド ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥67

メッシュ型ネットワーク ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94

メッセージングサーバ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥236

【も】

モバイルセントレックス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10,374,393

【ゆ】

ユーザアクセスインフラストラクチャ‥‥‥‥‥‥‥‥‥345

優先制御‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥156

ユニファイド・コミュニケーション ‥‥‥‥‥‥‥‥22,397

ユニファイド・コミュニケーション連携‥‥‥‥‥‥‥‥403

ユニファイド・メッセージング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22

ユニファイドメッセージ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥217

ゆらぎ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140

ゆらぎ吸収機能‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥189

ゆらぎ吸収遅延‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥139
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ゆらぎ吸収バッファ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥142,163

【ら】

ラボ測定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥177

【り】

リアルタイム FAX通信 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥262

リクエスト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61

リサーチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥407

リソース受付制御機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86

リソース欠乏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317

リゾルバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥43

リダイレクトサーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥63

リプレイ攻撃‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥348

【る】

ルータ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥124

ルーテッドコール接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72

【れ】

レイヤ 2スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥118

レイヤ 3スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122

レガシーPBX ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

レスポンス ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥61,67

レベル‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥150

【ろ】

ローレイテンシキューイング‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥159

ロケーションサーバ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥65

ロックダウン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥323

【わ】

ワーム感染‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥317
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IP電話標準テキスト
あ い ぴ ー で ん わ す た ん だ ー ど て き す と

© IP 電話普及推進センタ　2009

●この作品は、2009 年 3 月 31 日・リックテレコム発行によるソフトカバー版書籍 『実践入門ネットワーク NGN
時代の IP 電話標準テキスト』（ISBN978-4-89797-824-6）を電子書籍版に再編集したものです。
●本書の全部または一部について、無断で複写・複製・転載等を行うことを禁じます。
●本書に記載されている内容には万全を期していますが、記載ミスや情報に変更のある場合がございます。その場合、
当社ホームページ（http://www.ric.co.jp/book/seigo_list.html）に掲示致しますので、ご確認下さい。
●本書に関するお問合せは下記までお願い致します。なお、ご質問の回答に万全を期すため、電話によるお問い合せ
はご容赦下さい。
FAX（03）3834-8043 ／ E-Mail book-q@ric.co.jp

IP電話普及推進センタ
あ い ぴ ー で ん わ ふ き ゅ う す い し ん せ ん た

（IPTPC®）
IP 電話の普及促進から、情報通信ネットワーク市場の一層の拡大・発展への貢献を狙い

として、「IPTPC®VoIP 認定技術者資格制度」の運営を行っている。資格認定を通して、最
新の VoIP 技術の業界標準化を積極的に進め、広範囲な技術者やビジネスパーソンに向け
た体系的な教育サービスを提供している。

URL：http://certification.iptpc.com/
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