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Fusion  VoIP電話電話電話電話サービスサービスサービスサービス誕生誕生誕生誕生のののの背景背景背景背景

•既存の「電話会社」の横並び料金体制の打破

•「安かろう悪かろう」では無く、「どのキャリアよりも
安いが今まで以上のQualityとScalabilityを提供する」

事が重要（だって中小企業だもん！）

•良くも悪くも「マイライン」があった事で存在している
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サービスサービスサービスサービスにににに求求求求められためられためられためられた要件要件要件要件

・・・・多様多様多様多様ななななネットワークネットワークネットワークネットワークをををを構築構築構築構築するするするする事事事事
•ＩＰ－ＮＷ・事業規模によりフレキシブルなNWが構築可能

•センター間の帯域増強も容易に対応可能
•そもそも既存の電話交換機では加入者側がIP化できない！？

・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築コストコストコストコストをををを削減削減削減削減するするするする事事事事
•旧来の伝送装置をあまり使わずにネットワークが構築可
•Total costで見れば、旧来の電話交換機よりSoft Switchを
使用した方が安くつく

・・・・保守運用費保守運用費保守運用費保守運用費をををを削減削減削減削減できるできるできるできる事事事事
•今のIP技術で容易・安価にSecureな環境を構築できる
•監視系システムは、SNMP Trapを用いて統合可能
•ISP運用屋が電話運用屋を兼務して仕事をしている（事がある）
その逆もあり（下流部門はいつも人員不足）
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VoIP開発時の要件

•絶対絶対絶対絶対にににに呼呼呼呼（（（（通信通信通信通信））））をををを溢溢溢溢れさせないれさせないれさせないれさせない事事事事
•IP-NWでででで組組組組んでいるのだからんでいるのだからんでいるのだからんでいるのだからScalabilityはははは通常通常通常通常よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい事事事事
•普通普通普通普通ののののRouter・・・・Switchよりもよりもよりもよりも高信頼性高信頼性高信頼性高信頼性をををを求求求求めるめるめるめる事事事事（（（（だそうですだそうですだそうですだそうです））））
•当然電話屋的当然電話屋的当然電話屋的当然電話屋的サービスサービスサービスサービス（（（（Freecall etc.)はははは法人様法人様法人様法人様にはにはにはには必須条件必須条件必須条件必須条件

既存の電話網（PSTN)に求められる条件とほぼ同じ

～～～～電話屋的電話屋的電話屋的電話屋的アプローチアプローチアプローチアプローチ～～～～

～～～～IP屋的屋的屋的屋的アプローチアプローチアプローチアプローチ～～～～

•高速高速高速高速、、、、広帯域広帯域広帯域広帯域であるであるであるである事事事事
•NWがががが完全完全完全完全２２２２重化重化重化重化されていてされていてされていてされていて高信頼高信頼高信頼高信頼であるであるであるである事事事事

•故障時故障時故障時故障時ののののルートルートルートルート切切切切りりりり替替替替えがえがえがえが限限限限りなくりなくりなくりなく高速高速高速高速であるであるであるである事事事事
•Voice Packetをををを 優先優先優先優先してしてしてしてroutingするするするする事事事事

•トラヒックトラヒックトラヒックトラヒック制御制御制御制御がががが可能可能可能可能であるであるであるである事事事事

理想的なTier2 ISPに求められる条件とほぼ同じ
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Fusion VoIP Network －－－－1

メリットメリットメリットメリット
•NNIをををを使用使用使用使用できるでできるでできるでできるでアクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージ（（（（NTT区間回線使用料区間回線使用料区間回線使用料区間回線使用料））））
がががが安安安安いいいい（（（（4円強円強円強円強*2)
•いままでといままでといままでといままでと電話電話電話電話のののの掛掛掛掛けけけけ方方方方がががが同同同同じじじじ

デメリットデメリットデメリットデメリット
•NTT＆＆＆＆他事業者他事業者他事業者他事業者とのとのとのとの相互接続交渉相互接続交渉相互接続交渉相互接続交渉がががが必要必要必要必要

•事業者間精算事業者間精算事業者間精算事業者間精算によるによるによるによる料金精算料金精算料金精算料金精算システムシステムシステムシステムがががが必要必要必要必要

メリットメリットメリットメリット
•NNIをををを使用使用使用使用できるでできるでできるでできるでアクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージアクセスチャージ（（（（NTT区間回線使用料区間回線使用料区間回線使用料区間回線使用料））））
がががが安安安安いいいい（（（（4円強円強円強円強*2)
•いままでといままでといままでといままでと電話電話電話電話のののの掛掛掛掛けけけけ方方方方がががが同同同同じじじじ

デメリットデメリットデメリットデメリット
•NTT＆＆＆＆他事業者他事業者他事業者他事業者とのとのとのとの相互接続交渉相互接続交渉相互接続交渉相互接続交渉がががが必要必要必要必要

•事業者間精算事業者間精算事業者間精算事業者間精算によるによるによるによる料金精算料金精算料金精算料金精算システムシステムシステムシステムがががが必要必要必要必要

PSTN NCC-IP PSTN
c4 c4

NNI NNI

直接相手先番号をダイヤルする。（マイライン登録で００ＸＹが不要）
（ワンステージダイヤリングワンステージダイヤリングワンステージダイヤリングワンステージダイヤリング）

０Ａ～Ｊ

ワンステージダイヤルワンステージダイヤルワンステージダイヤルワンステージダイヤルするためにはするためにはするためにはするためには、ＮＮＩ、ＮＮＩ、ＮＮＩ、ＮＮＩ接続接続接続接続がががが必須必須必須必須(建前上建前上建前上建前上））））ワンステージダイヤルワンステージダイヤルワンステージダイヤルワンステージダイヤルするためにはするためにはするためにはするためには、ＮＮＩ、ＮＮＩ、ＮＮＩ、ＮＮＩ接続接続接続接続がががが必須必須必須必須(建前上建前上建前上建前上））））

PRI
c4



5

Fusion VoIP Networkーーーー2
•サービスサービスサービスサービスのののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

IP-NWをををを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした電話電話電話電話サービスサービスサービスサービスをををを中心中心中心中心とするとするとするとする通信事業通信事業通信事業通信事業

•接続形態接続形態接続形態接続形態
NNI(NTT・・・・通信事業者間通信事業者間通信事業者間通信事業者間)、、、、UNI(Big User直収直収直収直収サービスサービスサービスサービス向向向向けけけけ)

•使用使用使用使用プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル
呼制御呼制御呼制御呼制御はははは独自独自独自独自Protocol 　　　　VoiceははははG.711(64k非圧縮非圧縮非圧縮非圧縮)
※※※※以外以外以外以外ににににtrafficははははおとなしいですおとなしいですおとなしいですおとなしいです（（（（正月正月正月正月のののの「「「「Fusion祭祭祭祭！」！」！」！」をををを除除除除くくくく））））

•遅延遅延遅延遅延・・・・ゆらぎへのゆらぎへのゆらぎへのゆらぎへの対応対応対応対応
Soft Switch内内内内ののののエコーキャンセラーエコーキャンセラーエコーキャンセラーエコーキャンセラーでででで完全完全完全完全にににに吸収吸収吸収吸収しているしているしているしている。。。。
仮仮仮仮にににに、、、、閾値閾値閾値閾値をををを越越越越えそうなえそうなえそうなえそうな場合場合場合場合はははは、、、、Soft SwitchよりよりよりよりAlarm発報発報発報発報（（（（今今今今はははは発動発動発動発動なしなしなしなし！）！）！）！）

•QoSへのへのへのへの対応対応対応対応
各種各種各種各種QoS制御制御制御制御によりによりによりによりIP-NW内内内内にてにてにてにて常常常常にににに35ms以下以下以下以下のののの遅延遅延遅延遅延(End-To-Endではではではでは
60ms以下以下以下以下)にににに抑抑抑抑えているえているえているえている(現在現在現在現在のののの実測値実測値実測値実測値はそれをかなりはそれをかなりはそれをかなりはそれをかなり上回上回上回上回るるるる良値良値良値良値）。）。）。）。

•Security
外部外部外部外部とのとのとのとの接続部分接続部分接続部分接続部分ははははFWででででFilterling
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Fusion VoIP Network －－－－3

ＬＳ

IGS ＭＧＷＭＧＷＭＧＷＭＧＷ

GW-STP

PSTN
（NTT東）

共通線
信号網

ＳＳＳＳＳＳＳＳ７７７７ＧＷＧＷＧＷＧＷ
S-POI

POI

Managed　　　　IP-NW

ＳｏｆｔＳｗｉｔｃｈＳｏｆｔＳｗｉｔｃｈＳｏｆｔＳｗｉｔｃｈＳｏｆｔＳｗｉｔｃｈ

ＬＳ

IGS

GW-STP
共通線
信号網

S-POI

POI PSTN
（NTT西）

音声（６４K・非圧縮）
　　【RTP(UDP)】

SS7signaling【ＴＣＰ】

STPとのSS7-I/Fを持ち、ISUP
信号の送受信を実施。

交換機とのトランクI/Fを持ち、
音声（64K：G.711)をIP-NW上

に透過転送する。 音声パケットをデータパケットより優先的
に扱い、音声品質を確保するQoS制御

機能を持つ｡

認証、ルーチング制御
等の呼制御実施。

GW-STP:GateWay STP
IGS:Interconnecting Gateway Switch
LS:Local Switch
POI:Point of Interface
S-POI:Signaling Point of Interface
PSTN:Public Switched Telephone Network

ＳＳＳＳＳＳＳＳ７７７７ＧＷＧＷＧＷＧＷ

ＭＧＷＭＧＷＭＧＷＭＧＷ

ＲＡＳ ＲＡＳ

インターネットオフロード
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少少少少しししし将来将来将来将来のののの形形形形：：：：（（（（すこしすこしすこしすこし））））PSTN非依存型非依存型非依存型非依存型（（（（IP電話型電話型電話型電話型））））

•PC to Phoneはははは商用化商用化商用化商用化、、、、Phone to PCはははは、、、、IP端末端末端末端末へのへのへのへの番号付与番号付与番号付与番号付与(050)待待待待ちちちち 　　　　
（（（（QoSをををを確保確保確保確保しているしているしているしている場合場合場合場合はははは0AB-J取得可取得可取得可取得可？）？）？）？）

•認証方法認証方法認証方法認証方法はははは、、、、IPアドレスアドレスアドレスアドレス、、、、MACアドレスアドレスアドレスアドレス、、、、ID/PIN等等等等 etc…
•SIPのののの場合場合場合場合ははははSIP registration等等等等をつかってをつかってをつかってをつかって定期的定期的定期的定期的にににに端末情報端末情報端末情報端末情報ををををSIP proxy 
　　　　ににににupdateするするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある
•QoSをををを（（（（どこでどこでどこでどこで、、、、いついついついつ、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度））））確保確保確保確保するかどうかはするかどうかはするかどうかはするかどうかはビジネスビジネスビジネスビジネス的問題的問題的問題的問題？？？？

•へたにへたにへたにへたに売売売売りまくったらりまくったらりまくったらりまくったら自滅自滅自滅自滅するするするする事事事事になるのでになるのでになるのでになるので、、、、どうどうどうどう売売売売るかもるかもるかもるかも問題問題問題問題

•PC to Phoneはははは商用化商用化商用化商用化、、、、Phone to PCはははは、、、、IP端末端末端末端末へのへのへのへの番号付与番号付与番号付与番号付与(050)待待待待ちちちち 　　　　
（（（（QoSをををを確保確保確保確保しているしているしているしている場合場合場合場合はははは0AB-J取得可取得可取得可取得可？）？）？）？）

•認証方法認証方法認証方法認証方法はははは、、、、IPアドレスアドレスアドレスアドレス、、、、MACアドレスアドレスアドレスアドレス、、、、ID/PIN等等等等 etc…
•SIPのののの場合場合場合場合ははははSIP registration等等等等をつかってをつかってをつかってをつかって定期的定期的定期的定期的にににに端末情報端末情報端末情報端末情報ををををSIP proxy 
　　　　ににににupdateするするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある
•QoSをををを（（（（どこでどこでどこでどこで、、、、いついついついつ、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度））））確保確保確保確保するかどうかはするかどうかはするかどうかはするかどうかはビジネスビジネスビジネスビジネス的問題的問題的問題的問題？？？？

•へたにへたにへたにへたに売売売売りまくったらりまくったらりまくったらりまくったら自滅自滅自滅自滅するするするする事事事事になるのでになるのでになるのでになるので、、、、どうどうどうどう売売売売るかもるかもるかもるかも問題問題問題問題

PSTN 　　　　　　　　NCCNCCNCCNCC----IPIPIPIP
Soft switch/GW

ＰＳＴＮ～ＩＰＰＳＴＮ～ＩＰＰＳＴＮ～ＩＰＰＳＴＮ～ＩＰ網網網網～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ端末端末端末端末（（（（Phone to PC, PC to Phone)Phone to PC, PC to Phone)Phone to PC, PC to Phone)Phone to PC, PC to Phone)

CLEC

FW/GW

FW/GW

Internet
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遠遠遠遠いいいい未来未来未来未来のののの形形形形：：：：PSTN完全非依存型完全非依存型完全非依存型完全非依存型

•基本的基本的基本的基本的にはにはにはには一部非依存型一部非依存型一部非依存型一部非依存型とととと同様同様同様同様
•PSTNとのとのとのとのinterworkははははビジネスビジネスビジネスビジネス上必要上必要上必要上必要？？？？
•既存既存既存既存ののののclass4/5 switchをををを導入導入導入導入しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、新新新新たにたにたにたに番号展開番号展開番号展開番号展開をををを行行行行うううう
為為為為のののの装置装置装置装置がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる（（（（ENUM etc)、、、、しかししかししかししかしPSTNとのとのとのとのinterwork　　　　
ががががあればあればあればあれば、、、、そこでそこでそこでそこで番号展開番号展開番号展開番号展開をををを行行行行えるのでえるのでえるのでえるので必必必必ずしもずしもずしもずしも必要必要必要必要ないないないない
•Inter Carrier (via IX, Private, L2 and et…)はははは
•理想形理想形理想形理想形なのでなのでなのでなので何処何処何処何処がやりだすかまったくがやりだすかまったくがやりだすかまったくがやりだすかまったく不明不明不明不明

•基本的基本的基本的基本的にはにはにはには一部非依存型一部非依存型一部非依存型一部非依存型とととと同様同様同様同様
•PSTNとのとのとのとのinterworkははははビジネスビジネスビジネスビジネス上必要上必要上必要上必要？？？？
•既存既存既存既存ののののclass4/5 switchをををを導入導入導入導入しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、新新新新たにたにたにたに番号展開番号展開番号展開番号展開をををを行行行行うううう
為為為為のののの装置装置装置装置がががが必要必要必要必要となるとなるとなるとなる（（（（ENUM etc)、、、、しかししかししかししかしPSTNとのとのとのとのinterwork　　　　
ががががあればあればあればあれば、、、、そこでそこでそこでそこで番号展開番号展開番号展開番号展開をををを行行行行えるのでえるのでえるのでえるので必必必必ずしもずしもずしもずしも必要必要必要必要ないないないない
•Inter Carrier (via IX, Private, L2 and et…)はははは
•理想形理想形理想形理想形なのでなのでなのでなので何処何処何処何処がやりだすかまったくがやりだすかまったくがやりだすかまったくがやりだすかまったく不明不明不明不明

IP－－－－ＮＷＮＷＮＷＮＷ

●●●●IP端末端末端末端末～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ網網網網～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ～ＩＰ端末端末端末端末（（（（PC to PC)

IPフォン IPフォン

ENUM server
とか

呼制御server
SIP/MGCP/MEGACO
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私私私私のののの電話屋的問題電話屋的問題電話屋的問題電話屋的問題・・・・疑問疑問疑問疑問・・・・ぐちぐちぐちぐち

•NNIインタフェースインタフェースインタフェースインタフェースをををを理解理解理解理解できるできるできるできる技術者技術者技術者技術者ががががキャリアキャリアキャリアキャリアとととと交換機交換機交換機交換機ベンダベンダベンダベンダにににに
偏偏偏偏っているためっているためっているためっているため、、、、IPのののの知識知識知識知識がががが無無無無いいいい事事事事がががが多多多多いいいい。。。。私私私私もももも元元元元ISP屋屋屋屋なのでなのでなのでなので、、、、Soft 
SwitchををををNASのののの高機能版高機能版高機能版高機能版ようなものとようなものとようなものとようなものと考考考考えてえてえてえて運用運用運用運用しているしているしているしている（（（（はずはずはずはず）。）。）。）。

•Class5（（（（加入者交換機加入者交換機加入者交換機加入者交換機））））相当相当相当相当のののの機能機能機能機能をををを持持持持っているっているっているっているSoftSwitchはははは殆殆殆殆どどどど存在存在存在存在
しないしないしないしない。。。。ましてやましてやましてやましてやJ-ISUP対応対応対応対応もももも商用商用商用商用にににに耐耐耐耐えうるものさえもえうるものさえもえうるものさえもえうるものさえも未未未未だだだだ少少少少ないないないない。。。。ビジネビジネビジネビジネ
スススス的的的的ななななissueなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか？＞？＞？＞？＞国内国内国内国内メーカメーカメーカメーカ様様様様

•○○○○TTのののの現場現場現場現場にいるとっちゃんにはにいるとっちゃんにはにいるとっちゃんにはにいるとっちゃんにはSoftSwitchというというというという代物代物代物代物はははは理解理解理解理解できないできないできないできない事事事事がががが
多多多多いのでいのでいのでいので（（（（今今今今までまでまでまでD60ととととSTPしかさわっていないからしかさわっていないからしかさわっていないからしかさわっていないから？）、？）、？）、？）、対向作業時対向作業時対向作業時対向作業時にににに意識意識意識意識
ののののズレズレズレズレがががが生生生生じるじるじるじる事事事事がありがありがありがあり、、、、よくよくよくよく怒怒怒怒られますられますられますられます。。。。手順手順手順手順ははははキチンキチンキチンキチンとととと守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう(^^;;

•SoftSwitchってってってって、、、、User Friendlyなななな装置装置装置装置ではないしではないしではないしではないし、、、、これからもこれからもこれからもこれからも無無無無いだろういだろういだろういだろう・・・・・・・・・・・・
（（（（でででで当然当然当然当然よくよくよくよく壊壊壊壊れるれるれるれる））））

•IP-UNI interworkでもでもでもでも1stage dialing ができるができるができるができる装置装置装置装置があるみたいがあるみたいがあるみたいがあるみたい（（（（某社某社某社某社ののののIP-
PBXとかとかとかとか）。）。）。）。但但但但しししし発番通知発番通知発番通知発番通知はできないはできないはできないはできない。。。。やろうとやろうとやろうとやろうと思思思思えばできるらしいがどうやるかえばできるらしいがどうやるかえばできるらしいがどうやるかえばできるらしいがどうやるか
はははは知知知知らないらないらないらない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。。。当然当然当然当然UNIだからだからだからだから料金料金料金料金はそれなりにはそれなりにはそれなりにはそれなりに高高高高いはずいはずいはずいはず。。。。ねぇねぇねぇねぇ～～～～
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まとめまとめまとめまとめ：：：：キャリアキャリアキャリアキャリア系系系系VoIPシステムシステムシステムシステムのにおけるのにおけるのにおけるのにおける
コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトのののの流流流流れれれれ(個人的見解個人的見解個人的見解個人的見解)

•現状現状現状現状
　ユーザユーザユーザユーザ側電話側電話側電話側電話システムシステムシステムシステムにににに手手手手をつけずにをつけずにをつけずにをつけずにreplase可能可能可能可能なななな
　　　　Networkのののの構築構築構築構築→→→→NTT地域地域地域地域とのとのとのとの相互接続相互接続相互接続相互接続をををを維持維持維持維持しつしつしつしつ
　　　　つつつつ、、、、中継網中継網中継網中継網ををををPureIP化化化化してしてしてしてスリムスリムスリムスリム化化化化するするするする？？？？

•1年程度年程度年程度年程度でででで
　各社各社各社各社、、、、足回足回足回足回りのりのりのりのIP化化化化によるによるによるによるHardPhoneによるによるによるによるIP電話電話電話電話
(QoSありありありあり）、）、）、）、Internet電話電話電話電話(QoS無無無無しししし））））へのへのへのへの対応対応対応対応

•2～～～～3年程度年程度年程度年程度でででで
　NTT地域地域地域地域によるによるによるによる相互接続相互接続相互接続相互接続にににに代代代代わってわってわってわって、、、、IPLayerによるによるによるによる
Inter Carrier(Private Peer or IX)がががが代頭代頭代頭代頭してくるしてくるしてくるしてくる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かなかなかなかな？？？？定額制定額制定額制定額制になればになればになればになれば可能可能可能可能かもしれないけどかもしれないけどかもしれないけどかもしれないけど、、、、どこもどこもどこもどこも倒倒倒倒
産産産産しそうしそうしそうしそう・・・・・・・・・・・・・・・・ 。。。。結局結局結局結局NTTとととと総務省次第総務省次第総務省次第総務省次第？？？？


