
NTTが2008年にNGNの商用サービ

スを開始したのと同様に，近年各国

で通信ネットワークのIP化が進んで

います．しかしながら，IPベースの

音声サービス（VoIP: Voice over IP）

を複数の事業者網をまたがって提供

する際には，現在でも既存のPSTN

（ Public Switched Telephone

Network：回線交換方式の音声通話

用ネットワーク）を経由して接続す

ることが一般的です．事業者網間で

VoIP等を直接相互接続するために必

要な網間インタフェース（NN I :

Network-to-Network Interface）の

技術仕様はITU-T，ETSI TISPAN，

3GPP等の標準化団体で作成されて

きました．しかしながら，各団体の

策定した技術仕様ごとの差異やオプ

ション項目等があり，一意に定まら

ないものが少なくありません．ここ

では既存の技術標準仕様を基に，音

声サービスを中心として，事業者間

IP相互接続を実装する際に必要とな

る仕様の詳細検討を行っているi3

Forumの活動を紹介します．

2007年に欧州を中心とした大手通信
会社８社（AT&T, Deutsch Telekom,
France Telecom, SingTel, Telecom
Italia, Telefonica, Telekomunikacja
Polska, TeliaSonera）の国際中継
ネットワーク事業部門により，事業者
網をまたがる国際音声サービスのIP相
互接続実装に必要な技術仕様検討を

目的にi3 Forum（International IP
Interconnection Forum）（1）は設立
されました．2008年５月までの間に，
i3 Forumでは国際音声サービスのサー
ビス記述文書，相互接続実装のため
の技術モデル文書，試験仕様等を作
成・公開しました．
i3 Forumの活動は各標準化団体が

作成した複数の標準仕様から実装に必
要となるものを選定し，オプション項
目の統一や，既存標準に欠けている項
目の明確化を目的とし，新たな技術標
準仕様を自ら策定することは行いませ
ん．また，検討対象は国をまたがった
事業者網間の相互接続に限定され，
各国の国内ネットワークに固有の事項
は議論しないとされています．
NTTは2008年９月にi3 Forumに

加入し，それまでの検討結果の拡張や
新規課題の検討に参画してきました．
2010年５月の時点で，i3 Forumには
全世界の37社が参加しています〔欧州
14社，北米10社，アジア８社（日本
からはNTT，KDDI，ソフトバンク・
テレコムの３社が参加），オセアニア２
社，中東アフリカ３社〕．

i3 Forumは法人格を持たず，紳士
協定的な緩やかな会則に基づき運営さ
れています．メンバは通信事業者に限
られ，ベンダ等の加入は認めていませ
ん．しかし，特定の課題へのベンダの
参加は適宜受け入れており，2010年
からは高品質テレビ会議に関する検討

へのCisco社の参加を容認しています．
専任の事務局等は置かず，メンバ各社
のリソースを用いて実利優先で運営さ
れていますが，メンバ数の増大に伴い，
今後もこのような緩やかな運営形態を
続けるか，より形式が整った運営に移
行するかは今後の課題となっています．
i3 Forumの組織構成は図１に示す

ように，活動全体の方向を定める運営
委員会（SC: Steering Committee）
の下に，実際の課題を検討する作業部
会（WS: Workstream）が設置され
ています．各WSはPhaseと呼んでい
る活動期間（９月から翌年の５月ま
でを基本とする）の間に各課題の検討
を行い，検討の成果は原則的にホーム
ページ（www.i3forum.org）を通じ
て公開されています．
Phase 1（2007年10月～2008年

５月）ではService WSとTechnical
WSを設置して，基本的な国際音声サー
ビスの事業者間IP相互接続のビジネス
要件，詳細技術仕様の検討を行いま
した．Phase 2（2008年９月～2009
年６月）では既存のPSTN経由接続
のIP化を促進するための施策を検討す
るOperation WSを，Phase 3（2009
年９月～2010年５月）では不正事例
のデータ収集・共有を扱うFraud WS
と，高品質テレビ会議の事業者間接続
に関する課題を検討するTelepresence
WSを設置して，順次検討対象を広げ
てきました．

NTT技術ジャーナル 2010.864

グローバルスタンダード最前線

i3 Forumにおける
IP相互接続実装仕様の検討

塚田 光男
つ か だ み つ お

NTTサービスインテグレーション基盤研究所

i3 Forumとは
組織と活動の特徴



2010年５月までの３年間（Phase
1～3）のi3 Forumの成果文書を表１
にまとめました．Phase 1ではIP相互
接続された国際音声サービスのサービ
ス記述文書，事業者間でIP相互接続
するための技術モデル文書，技術モデ
ルに基づく試験仕様等を成果物として
公開しました．Phase 2ではPhase 1
成果文書の改訂を行うとともに，国際
IP相互接続の実装に際して顕在化し
ている技術課題に関する白書〔ISUP
（ISDN User Part）とSIP（Session
Initiation Protocol） /SIP-I（ SIP

with encapsulated ISUP） 間のマッ
ピング，コーデック選択およびコーデッ
ク変換の２件〕をまとめ，技術標準仕
様を策定する標準化団体や，技術標
準仕様に基づいて実際の製品を開発す
るベンダに問題提起を行ってきました．
Phase 3ではサービス品質管理用のパ
ラメータ測定法や，品質パラメータの
測定値を実際にどのように用いてサー
ビス品質の管理を行うか，サービス・
技術・運用それぞれの観点から深掘り
することに多くの検討が割かれました．
また，音声サービスが完全にIP化され
た際のルーチングや番号ポータビリティ
対策に関する基礎的な検討が行われま
した．

i3 Forumの中心的な成果文書であ
る技術モデル文書（第３版）（2）では，
表２のような項目が規定されています．
これらの規定自体はi3 Forumメンバ
各社の実装を拘束するものではなく，
ガイドライン的なものと位置付けられ
ています．また，国際中継ネットワー
ク間の相互接続を対象としているため，
移動体通信ローミング用の信号サービ
ス（SS7）のIP化のためにSigtranを
サポートすることや，エンド・ツー・
エンドでのコーデック変換を極力避け
るために各国国内の固定網・移動網双
方で用いられている複数のコーデック
をサポートすること等，必ずしも日本
の国内ネットワークとは整合しない項
目が含まれています．さらに，プロト
コルにはSIPおよびSIP-Iの利用を推奨
していますが，SIPの詳細規定（メソッ
ド，ヘッダ等）についてはNTTのNGN
仕様が準拠しているITU-T Q.3401
（TTC JT-Q3401）とは異なる規定も
あります．
Phase 3で注力されたサービス品質

管理に関しては，IP転送層およびサー
ビス層それぞれで品質評価・管理に用
いるパラメータをリストアップし，各パ
ラメータの定義・測定法について詳細
に規定しています．また，IPベースの
音声サービスと既存のPSTNで提供さ
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図１　i3 Forum の組織 

Steering Committee 
議長：France Telecom

Service WS 
リーダ： 

France Telecom 
 

・サービス記述文書の作成 
・ビジネス要件の明確化 
 

Technical WS 
リーダ： 

Telecom Italia

・相互接続技術文書の作成 
・ビジネス要件の技術的な解
決策の検討 

 

Operation WS 
リーダ： 

TATA Communications 
 

・相互接続試験仕様等の作成 
・メンバ各社のIP化戦略，計
画，状況等の調査 

・IP化促進施策検討 
・IP相互接続の運用課題の検討 
 

Fraud WS 
リーダ： 
Belgacom 

 
・不正事例の整理 
・他団体の検討状況調査 
 （不正事例への技術的対応策
検討はTechnical WSで行う） 

 

Telepresence WS 
リーダ： 
Telus 
 

・Cisco製Telepresenceの 
　事業者間相互接続のビジネ
ス課題検討 
・異なるベンダ製品間の 
　相互接続は当面検討対象外 
 

これまでの検討結果

表１　i3 Forumの成果文書

検討時期 Service WS

Phase 1
（2007年10月～
2008年５月）

・サービス記述
文書

Operation WSTechnical WS

・技術モデル文書
・試験仕様文書
・相互接続実装に必要なデー
タの記入様式

未設置

Phase 2
（2008年９月～
2009年５月）

・サービス記述
文書（第２版）

・技術モデル文書（第２版）
・コーデックに関する白書
・ISUPとSIP/SIP-I間のマッ
ピングに関する白書

・試験仕様文書（第２版）
・相互接続実装に必要な
データの記入様式（第２
版）

Phase 3
（2009年９月～
2010年５月）

・品質管理用パ
ラメータの測
定法
・ルーチング要
件文書

・新規ビジネス
モデルの分析

・技術モデル文書（第３版）
・コーデックに関する白書
（第２版）
・ISUPとSIP/SIP-I間のマッ
ピングに関する白書（第
２版）
・ルーチングに関する白書

・試験仕様文書（第３版）
・相互接続実装に必要な
データの記入様式（第３
版）



れる音声サービスの間をつなぐ際に呼
出音（RBT: Ring Back Tone）をど
こで生成するか等のサービス運用に，
密接に関連する規定も含んだ内容となっ
ています．

i3 Forumでは事業者網間IP相互接
続のビジネス的・技術的・運用上の課
題検討に加えて，メンバ各社の他事業
者との間の国際相互接続IP化の戦
略・計画や実際の進捗状況の調査を
継続的に行っています．
また，i3 Forumは活動内容の対外

的なアピールにも積極的に取り組んで
います．課題検討期間であるPhaseの
設定自体が国際中継ネットワーク事業
者の大規模な業界イベントに合わせて
行われており，そのイベントにおいては

i3 Forum議長による基調講演や，SC
メンバによるパネル・ディスカッション
等を毎年行っています．
また，検討の中で顕在化した技術的
課題に関連する標準技術仕様の整備
や具体的な解決策の検討を働きかける
ことを目的として，各標準化団体関係
者やベンダ各社を招いた，i3 Forum
Technical Workshopを2010年６月
15～16日に行いました．

GSMA（GSM Association）（3）は
移動体通信事業者の世界最大の業界
団体であり，全世界の200カ国以上・
750社以上の移動体通信事業者や200
社以上のベンダ企業等が参加していま
す．GSMAでは2004年から，IPベー
スの新たな国際相互接続のモデルとし

てIPX（IP eXchange）（図２）を検
討するとともに，このモデルに基づい
た接続実験を行ってきました（4），（5）．
IPXとは，「複数の中継ネットワーク
事業者が共通の技術仕様と一貫した
ビジネスモデルに基づいて競争的な環
境で提供する相互接続サービスであり，
個々のIPサービスをそれぞれに規定さ
れた品質レベルでサポートする管理さ
れたネットワーク環境」と定義されて
おり（6），具体的には少数のハブを結ん
だセキュアで品質が担保されたプライ
ベートなIPネットワークを想定してい
ます．
現在の国際中継ネットワークサービ

スは非常に多数の事業者を経由して提
供されており，個々の国内通信事業者
と国際中継ネットワーク事業者の間，
および国際中継ネットワーク事業者間
の相互接続はそれぞれ個別に契約・実
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表２　技術モデル文書（第３版）の概要

項　目 概　要

参照アーキテクチャ
・TISPANのIMSアーキテクチャ仕様（ETSI 123.517）に準拠
・音声の信号・メディアに加えて，移動体向けの信号サービス（SS7）をSigtranでサポート

転送層
・信号，メディア共にUDPがデフォルト（TCP/SCTPは事業者間で合意されれば利用可）
・IPアドレスはIPv4がデフォルト（IPv6は事業者間で合意されれば利用可）
・Packet Markingを規定：音声（信号）および移動体向け信号にはDSCP AF31も許容，音声（メディア）はDSCP EF

信　号

・プロトコルとしてSIP，SIP-Iを推奨
SIPはIETF RFC 3261に準拠と規定しているが，ITU-T Q.3401/TTC JT-Q3401とは異なる点あり
SIP-IはITU-T Q.1912.5 Annex C Profile Cに準拠

・ISDN付加サービスのIP化にはSIP-I利用を推奨
・移動体向けの信号サービス（SS7）のIP化にはSigtran利用を推奨

メディア

・RTP/RTCPを用い，RTP data header/payload typeはIETF RFC3551に準拠
・コーデックを狭帯域・広帯域・低ビットレートに分類し，それぞれ必須／オプションを規定

狭帯域：（必須）G.711 μ/A-law, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab／（オプション）G.723.1, G.726, AMR-NB
広帯域：（必須）G.722 , AMR-WB／（オプション）なし
低ビットレート ：（必須）G.729a／（オプション）AMR-NB
ただし，広帯域／低ビットレート・コーデックをサポートすること自体は各事業者の判断

・FAXのIP化にはT.38（UDPTL/UDP）を推奨，G.711みなし音声も利用可

Early Media ・発呼側が必ずRBT（Ring Back Tone）を聞けるように，必要な場合には中継事業者がRBTを生成する

セキュリティ
・border functionの利用推奨
・暗号化，アクセス制御，call rate policer，DPI等の対策技術や，実際の不正事例について解説

品　質
・下記のパラメータの定義，測定点を規定（ITU-T等の定義を採用，*はITU-Tの定義を基にして独自に規定）

転送パラメータ　　：Round Trip Delay，Jitter，Packet Loss
サービスパラメータ：MOSCQE/R-Factor，ALOC*，ASR*，NER*，PGRD*

番号体系 ・ITU-T E.164ベース，Tel-URI/SIP-URIフォーマット

課金・精算 ・課金・精算に用いるCDR（Call Detail Record）の項目をリストアップ

他団体との連携

その他の取り組み



装されています．したがって，エンド・
ツー・エンドでのサービス品質保証や，
トラブル発生時の復旧および責任の明
確化等は非常に困難であるケースが
多々あります．IPXは少数のハブで構
成された，よりシンプルなネットワーク
により，サービス品質とセキュリティ
のエンド・ツー・エンドでの担保や責
任の所在の明確化を，より容易に実現
することを目的としており，個々の国
内通信事業者と国際中継ネットワーク
事業者（IPX事業者）の間の契約・
実装を統一し，簡素化することもねらっ
ています．
IPXは現在の移動体通信のデータ

サービスのローミングを仲介するGRX
（GPRS Roaming eXchange）を基
にしており，音声を含む広範なIPベー
スのサービスをサポートし，移動体通
信事業者のみならず固定系事業者やさ
まざまなサービス提供事業者を取り込
むことも想定しています．
GSMAの検討しているIPXは既存の
国際中継ネットワーク事業者との競合
やビジスモデルの変革を迫るものであ

り，i3 Forumでは技術的・ビジネス
的に実現が困難な要件の見直しを
GSMAに働きかけています．また，す
でにGSMAで作成されたIPXの技術仕
様だけではIPXの実装に十分ではなく，
各IPX事業者が独自の仕様に基づいて
IPXを立ち上げてしまった場合には，
IPX事業者間の相互運用が保証できな
くなるという危惧から，GSMAと連携
して技術仕様の詳細化を行うように働
きかけています．2010年より具体的に
双方の団体で合同会合を継続的に開
催し，お互いの意向を反映しつつ，妥
協可能な要件への修正や技術仕様の
詳細化の作業に着手しています．
i3 ForumとGSMAではそれぞれ別

個に，ルーチングおよび番号ポータビ
リティ対策に関して検討を行ってきま
したが，今後はENUM（E . 1 6 4
NUmber Mapping）＊の利用に関す
るビジネス面・技術面双方の検討を協
力して行う方向で調整が進んでいます．
i3 Forumではこれまでの検討の中

で，顕在化した課題の解決を他団体と
連携して取り組むことも積極的に行っ
ています．例としては，FAXのIP化に
用いるプロトコルとして，ITU-T勧告
T.38がありi3 Forumでも利用を推奨

していますが，実際に運用していく中
で不具合の発生が多く報告されていま
す．この問題の解決に向けて，SIPを
中心に通信プロトコルの実装上の問題
の発掘および解決に精力的に取り組ん
でいるSIP Forum（7）と連携し，既存
の技術仕様の修正に向けた共同提案
や，提案内容に基づく相互接続検証
実験等が計画されています．
また，品質管理方法については，NGN
の相互接続検証実験に取り組んできた
MSF（Multi-Service Forum）（8）と
連携して，NNIにおける品質評価実験
が検討されています．

i3 Forumで作成した，技術モデル
文書（第３版）は今後も適宜改訂さ
れる予定です．2010年９月開始予定
のPhase 4では，信号に関する規定の
見直し（S IP / S I P - Iの詳細規定，
ISUPとSIP/SIP-I間のマッピング等）
や，ルーチングおよび番号ポータビリ
ティ対策に関する詳細検討が重点的に
行われる予定になっています．
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＊ENUM：ITU-T勧告E.164で規定された電話番号
体系をインターネットで扱えるURIやIPアドレ
スの形式にマッピングする方法．

図２　IPX の概念図 
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