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1. はじめに

　昨今、キャリアのネットワークにおいて、次世代ネットワー
ク(Next Generation Network:NGN)へのマイグレーション、す
なわち既存ネットワークをIPベースの新たなネットワークへ再
構築するALL-IP化へ向けた動きが本格化しています。これら
の背景には、キャリア間での競争環境の激化、通信料金の長
期下落傾向が挙げられ、固定キャリア、モバイルキャリアと
もに、ネットワークのIP化によるネットワーク運用コストの低
減、そして新サービス導入による他社との差別化への動きを

加速させています。特に固定とモバイルのサービスの融合で
あるFMC(Fixed Mobile Convergence)では、固定電話と携帯
電話を連携させることで新たな付加価値サービスの創出が可
能となることから、キャリアにとっての収入源として大きな期
待が寄せられています(図1)。
　NGNにおいて、ネットワークサービスはIMS(IP Multimedia 
Subsystem)と呼ばれるプラットフォーム上で実現されます。
IMSは3GPP/3GPP2(3rd Generation Partnership Project)で規
定されており、IMSを導入することによりIPベースのマルチメ
ディアサービスを携帯電話やWLAN(Wireless LAN)端末など
へアクセス網に依存せずに提供することが可能となります。こ
のようにNGNにおいては、固定/移動ネットワーク双方に共通
なアーキテクチャ上にサービスを構築することになり、その制
御を行うソフトウェアの役割がますます重要になっています。
　本稿では、このIMSを核として実現されるサービスプラット
フォームについて述べています。図2はNGNの構築イメージを
示したものですが、IMSプラットフォームを中心に、セキュリティ
/QoS管理機能、サービス提供機能から構成されています。こ
れらが次世代サービスプラットフォームを成すものであり、NGN
サービスを実現する上での基盤機能と位置付けられます。
　後述する第4章でNGN向けの次世代SIP対応サーバ製品に
ついて述べ、第5章でNGNにおけるセキュリティ技術、第6章
でNGNサービス提供基盤について紹介します。
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図1　IMSによるFMCの実現
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米国Nextel社(現 Sprint Nextel社)が開始し、他社との差別化
に繋がり、ARPU(Average Revenue Per User:加入者あたりの
月額利用金額)が高く解約率が低いという成功を収め、注目を
集めました。日本でも従来の音声、メールサービスとは違う
新しいコミュニケーションサービスという位置付けで2005年11
月から開始されています。
　PoCサービスプラットフォームは、SIP呼制御(S-CSCF/
P-CSCF)や加入者情報管理(HSS)などをつかさどるIMS基盤
と、「発着信制御」「発言権制御」「再入室制御」を提供する
アプリケーションサーバ(PoC(AS))から構成されます(図4)。ま
た、サービスに依存する機能をアプリケーションサーバ
(PoC(AS))に集約することで、サービスの柔軟な拡張性に対
応しています。

2. VoIP、IMSに対するNECの取り組み

　IMSにおいては、制御プロトコルとしてSIP(Session Initiation 
Protocol)が採用されています。VoIP製品化において、NECでは
早期から最新のSIP関連RFC/DRAFTに対応し、最先端IP技術
の実装を進めてきました。また他社に先駆けて、SIPを用いた
製品の日本市場導入を進めることにより、SIP対応サーバを始
めとする国内キャリア向けソフトスイッチ市場においてNo.1の
地位を獲得するまでに至っています(富士キメラ総研調べ)。
　またIMS製品においても早期から製品化に着手し、固定網
向けSIP対応サーバで培った実績を受け継ぎ、製品の信頼性・
可用性・スケーラビリティを向上させています。また3GPP/
3GPP2といった標準仕様追随を進め、複数キャリアとのトラ
イアルを通して相互接続実証を行い、IMSプラットフォーム基
盤としていち早く商用化を実現しています(図3)。
　第3章で、本IMSプラットフォームを用いた構築事例として、
PoC (Push to talk over Cellular)サービスプラットフォームを
紹介します。

3. 携帯電話網におけるPoCサービスプラットフォームの構築

　PoCサービスは、トランシーバや業務用無線のように発言
権を取りながら、1対1もしくは1対Nの音声のやり取りを携帯電
話で実現するサービスです。最初の商用サービスは2002年に

図3　NECのIMS製品ラインナップ

図2　NGN構築イメージ

図4　PoCサービスにおける機能ブロック
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3.1 発着信制御

　発着信制御機能におけるPoC(AS)の主な役割は、以下のと
おりです。
(1) サービス認証

移動機からのPoC接続要求に対して、接続移動機の妥当性
確認や接続メンバ数の上限チェックなど、サービスを開始 
するにあたっての確認や認証を行う機能です。
(2) フロア情報管理

フロアとは、PoCサービス呼が生起した際にそれを管理する
単位として開設されるものです。フロア情報(識別子、開設
時刻、参加メンバー数など)とそのフロアにエントリーされ
たメンバー情報(メンバー名、状態(呼び出し中、参加、離
脱など))を一元的に管理する機能を有しています。各メン
バーの状態を管理することにより、利用者に対して通信相
手の現在の状態を通知することを可能としています。
(3) 1対N通信における電文の複製・送信

発移動機からの電文を、すべての着移動機に対して複製・
配信する機能を搭載することにより、PoCサービスの特徴で
ある、1対N通信を実現しています。

3.2 発言権制御

　PoCサービスは、半二重通信であるため、発言権制御が必
要となります。移動機からの発言権取得要求を受け、
RTCP(RTP Control Protocol)による発言権制御を行います。
どのユーザが発言権を取得しているかを管理することにより、
他ユーザの発言権取得を抑止可能としています。発言権を取
得している移動機からの音声データを複製し、RTP(Real-time 
Transport Protocol)を用いて他のユーザに配信することによ
り1対N通信を可能としています。

3.3 再入室制御

　フロアから一度離脱したユーザが、再度、継続中のフロア
に参加できる再入室機能を提供しています。モバイル環境で
はユーザの意図に反して通信が切断される場合があるため、
このような機能が必要となります。ユーザからの要求を受け、
再入室したいフロアが現在も継続中かの判定を行います。フ
ロアが継続中であれば、移動機を該当のフロアに接続します。
再入室を認める条件については、フロアが存在していること

に加え、キャリアのサービス仕様に基づいて追加することも
可能です。

4. NGNを担う固定・モバイル統合プラットフォーム製品

　NECでは、NGNの中枢をなすソフトウェアプラットフォーム
製品として次の要件を満たす必要があると考えています。一
点目は、既存回線交換ネットワークで提供されているサービ
スをIPネットワークにおいても安全かつ信頼性高く提供するこ
と、つまりキャリアグレード性の確実な具備です。二点目は、
サポートするハードウェアプラットフォームやインタフェース
がオープンであり、かつ業界標準仕様へ準拠していることで
す。三点目は、モバイルと固定ネットワークの融合、すなわち
FMC対応機能の配備です。
　NECでは以上の要件を満たすべく次世代SIP対応サーバの
開発、製品化を進めています(図5)。
　本製品は、以下のような特徴があります。
(1) 実績豊富なSIP呼制御ソフト継承

すでに豊富な実績のあるNEC製SIP対応サーバのソフト
ウェア資産を継承することにより、高機能、高品質、高性
能な次世代SIP対応サーバを実現します。
(2) 標準化への対応

3GPP/3GPP2の IMS/MMD(Multi Media Domain)標準に加
え、ITU-T/TISPANのNGN標準にも対応し、固定網/移動
網を密接に連携させるサービスを提供可能とするFMC対応
機能を強化します。
(3) CG/HA拡張ミドルウェア実装

これまでのNEC製SIP対応サーバで実績を積んだ高信頼ミド
ルウェアをさらに発展させ、高信頼、高可用性に富んだ

図5　次世代SIP対応サーバ製品コンセプト



CG(Carrier Grade)/HA(High Availability)機能を実現します。
(4) ATCAプラットフォームの採用

これまでの汎用サーバに加え、PICMG(PCI Industrial Computer 
Manufacturers Group)標準規格、ならびにNEBS(Network 
Equipment Building System)規格に準拠し、導入実績を誇る
NEC製ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture)
ハードウェアを採用することにより、高性能なハードウェアの
提供と継続的な安定供給を実現します。またブレード化構造
の採用により、前面保守設計や高いスケーラビリティを提供
します。さらに故障時の交換が容易であり、独立した監視モ
ジュールならではの高精度な障害監視を実現します。
(5) MontaVista社カーネル採用

組込Linux界で実績のあるMontaVista(MV)社の高精度、高
性能なCGL(Carrier Grade Linux)カーネルを採用し、MV社
との直接連携によるサポート体制を構築します。
　NECでは今後、次世代SIP対応サーバを核とした最適なNGN
環境を提供するとともに、NGN上で実現されるサービスソ
リューションも合わせて提供することにより、ユーザの新たな
コミュニケーションの創造と通信事業者の事業拡大に貢献して
いきます。

5. NGNにおけるセキュリティ技術

　キャリア網がNGNへと進化していく過程において、通信の
主体やその内容は多様化し、ネットワークや端末の能力はま
すます向上していくものと見込まれます。またネットワークへ
のオープン技術導入が加速され、様々なアプリケーションを
取り込んだサービスプラットフォームへとその役割も変わって
いきます。これらの変化は、ユーザの利便性向上やサービス
の高度化をもたらす一方で、より高度なセキュリティアタック
やそれによる深刻な被害をもたらす危険性があります。
　ここで、キャリア網がセキュリティに関して果たすべき役割
は次の4つに集約することができます。1)悪意のあるユーザ(意
図的な脅威)に対する堅牢性、2)過失や災害(偶発的脅威)に対
する頑健性、3)サービス提供の公平性、そして4)セキュリティ
システムの効率的な構築・運用です。運用方法の改善や教育、
法整備などによって解決すべき課題がある一方で、悪意のあ
るユーザに対する堅牢性向上には技術的対策が不可欠です。
　以降、NGNに向けてNECが取り組んでいる攻撃耐性を向上
する技術的解決策のいくつかを紹介します。
(1) 振る舞い監視型IPS

振る舞い監視型IPS(Intrusion Prevention System)は、サー
バで動作するプログラムの振る舞いに着目して不正行為を
検知、防御します。たとえば、保守者は認証手順を経た後
にファイル更新を行いますが、バッファオーバーフローに代
表されるOSの脆弱性を悪用したプログラムの場合、認証手
順がありません。振る舞い監視型IPSは、この振る舞いの
差に注目して、未知の攻撃を含む不正な行為を未然に検知・
防御することができます。
(2) フロー挙動分析技術

振る舞い監視型IPSの考え方を網トラヒックに応用した手法
がフロー挙動分析技術です。従来は、ヘッダ情報やペイロー
ドのビットパターンをパケットごとにシグネチャと比較する
ことによって不正トラヒックの検出が行われていました。フ
ロー挙動分析技術とは、パケットサイズや到着時間間隔な
ど、パケットの中身をのぞき見ることなく得られる情報から
アプリケーションを推定する手法です。一定時間観測する
ことによって得られた統計的情報やパケットごとの特徴の
遷移パターンから、アプリケーションを推定します。この方
法によれば、キャリア網において重要なユーザトラヒックの
秘匿性を維持した上でアプリケーション検出を行うことが
でき、P2Pトラヒックの検出やVoIPなどの優先トラヒック成
りすまし防止、品質劣化検出も可能です。
(3) 高速セキュリティエンジン

NGNはサービスプラットフォームとして莫大な数の端末を
収容しなければなりません。家電やセンサー端末など種々
の端末も含まれます。このような状況において、IMSを構成
するサーバ群の能力をフルに活かすためにも侵入検知シス
テムには高い性能が要求されます。オープンなインタフェー
スを維持したまま、システム内部に閉じた機能をハード化
することにより高速化を実現します。具体的な対象機能は、
Virus/Worm検知機能(文字列検索)、プロトコル異常検知
機能(キーワード抽出、URI正規化、コード変換)、トラヒック
計測機能(セッション管理、TCP)です。ハードとソフトの適
切な機能分割によって、高速化と柔軟性を両立させる技術
が高速セキュリティエンジンです。
(4) 相互補完防御

他事業者網やインターネットからの不正なアクセスに対し
ては、FirewallやSBC(Session Border Controller)に代表され
る境界防御が有効です。ネットワークの境界を越えて内部
に侵入してきた攻撃に対しては、振る舞い監視型IPSや高
速セキュリティエンジンなどによる端点防御が有効です。 し
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信インタフェースにより実現します。このAPIは、Control 
Layerの構成や下位のプロトコルをまったく意識させない平易
なものであり、より多くのサービス開発者が容易かつスピー
ディにサービスを開発することが可能となります。
　SIP-SDPにより、業務システムなどのITアプリケーションや
インターネット上のWEBサービスと、SIPを利用する通信基盤
との連携が実現され、サービス領域の拡大とともに新サービ
スの迅速な開発と提供が可能となります。

6.2 SIP-SDPの特長

　SIP-SDPの特長は以下の通りです。
(1) サービス開発/導入を迅速化

オープンなAPIとしてJava/.NET/XML/HTTP/SOAPなど、
利用しやすいプログラミングAPIや通信APIを採用している
ため、新サービスの開発スピードを格段に向上します。
(2) 簡易なプログラミング

複雑なSIP呼制御手順を隠蔽しているため、今までサービ
ス開発ごとに実施していたSIP対応インタフェース検証や接
続試験が不要となります。
(3) 柔軟なシステム構成

共通的に利用されるSIP Application Server(Call Control、
Presence、Media Controlなど)の上位に、個別にサービスを
提供するアプリケーションサーバを配置してサービス制御
を行う構成を採っているため、サービスの追加が容易にな
るとともに、サービスの種類や規模に合わせたシステムを
構成することが可能となります。

かし、NGNにおいて従来の電話網と同等のセキュリティ要
件を満たすためには、単にこれらを個別に実現するだけで
は十分とは言えません。そこで、相互補完防御という考え
方を導入することが効果的です。サーバなどの端点でブロッ
クした検知情報をリアルタイムに、網の要所に設置するす
べての境界防御システムに一斉通知することによって、後
続の不正トラヒックを自動的に遮断します。相互補完防御
によって、防御範囲の拡大、被害拡大の阻止、攻撃検知後
の対策の即時対応、被害の局所化が可能です。
　今後ネットワークが大規模化、複雑化していく中で迅速な
対応を経済的に実現するためには、個々の対策技術の向上に
とどまらず、それらの連携や相互補完による網羅的な対策が
重要となります。

6. NGNに向けたサービス提供基盤(SDP)の構築

　NGNにおいては、従来にない差別化された新サービスをい
かに創造し、いかに効率的かつ迅速に開発・導入できるかと
いう点が、通信事業者やサービス提供者にとっての重要な課
題となっています。このような新サービスの開発と提供への要
求に応えるのが、サービス提供基盤(Service Delivery Platform、
以下SDPと略す)です。SDPは、サービスの開発から、サービス
導入、保守運用、課金、ユーザ管理など、様々な機能群を提
供する基盤として注目されており、NECでもサービスの種類や
規模に応じた各種製品/ソリューションを取り揃えています。
　このようななか、NECではNGNのコア技術として採用され
ているSIPに着目したサービス提供基盤をSIP-SDPとし、実用
的なSIP対応アプリケーションサーバの製品化に取り組んでい
ます。

6.1 NGNにおけるSIP-SDPの位置付け

　図6はNGNにおけるSIP-SDPの位置付けを示しています。
　SIP-SDPは、Application Layerに属するプラットフォームで
あり、以下のSIP Application Server (AS)を含みます。
　(1) Call Control AS
　(2) Presence AS
　(3) Media Control AS
　これらのASはすべてSIPをサポートし、Control Layerに属す
るノードとSIPを用いて通信を行うとともに、オープンなAPIを
具備し、外部システムとの連携を簡単なプログラミングや通
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図6　NGNにおけるSIP-SDP



構築も急務です。また、通信の形態も、ヒト対ヒトから、ヒト
対モノあるいはモノ対モノへと拡大し、単純なコミュニケー
ションサービスから、実生活に密着した多様なサービスへと
進化しています。このようなサービスを実現する上で、IT技術
の適用やセキュリティの確保を十分考慮し、SIP-SDPのさらな
る拡充に取り組んでいきます。

7. おわりに

　NGNにおけるサービスプラットフォームを実現する上で必
要となる、次世代IMSプラットフォーム、セキュリティ技術、サー
ビス提供基盤について述べました。今後、サービスプラット
フォーム上に様々なNGNサービスを構築し、これを将来の事
業の核として発展させていきます。

6.3 Call Control ASとしてのSIPHIA

　SIP-SDPを構成するCall Control ASを実現している製品が、
SIP/WEB Collaborator“SIPHIA(シフィア)”です。
　SIPHIAは標準的なWEBアプリケーションサーバとSIP標準
準拠のマルチメディアコミュニケーションシステムとの連携を
実現するソフトウェアとして2004年10月に発表し、販売を開
始した製品です。多くのアプリケーションプログラマが容易に
扱えるシンプルなプログラミングAPIを提供し、J2EE/.NETア
プリケーションから「二者間通話」や「音声配信」などのSIP
対応サービスの制御を実現します。
　このように、プログラムロジックや人の操作、イベント発生
などにより行われる呼制御のことを3PCC(3rd Party Call 
Control)と呼んでいますが、SIPHIAは3PCC機能を実現する
SIP Application Serverとして位置付けられます(図7)。
　SIPHIAが提供するAPIにより、基本的な接続制御に加えて、
通話中呼の切替や合成などを行うことも可能になります。た
とえば、通話中の呼に対して任意の音声ガイダンスを再生さ
せたり、転送/会議通話への切替を実施することができます。

6.4 SIP-SDPが実現するサービス

　NGNサービスを実現する上でSIP-SDPは重要な役割を果た
すと考えています。先に述べたPoCサービスは、音声からマ
ルチメディア通信へと発展し(Push to talk からPush to Xへ)、
より大局的には、プレゼンスや位置情報を活用したFMCサー
ビス、ならびに通信と放送の融合サービス(Mobile TVなど)の
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●本論文に関する詳細は下記をご覧ください。

SIP対応サーバCX6820-SS:
http://www.sw.nec.co.jp/netsoft/cx6820-ss/

SIPHIA: http://www.sw.nec.co.jp/netsoft/SIPHIA/


