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東日本大震災
2011年 ３ 月11日に発生した東日本大震

災では，被災地において電気，水道，通
信などの重要サービスが長期にわたり遮
断されました．NTTグループと他社を合
わせて，移動通信の基地局は 2 万9000局
が停波し，固定電話網においては190万回
線が被災しました．NTTグループの固定
回線については，罹障回線の大部分は，
復旧するまでに ３日程度要しました（1）．こ
の大震災を教訓に，NTTグループでは，
ライフラインの役割として，単なる冗長化
にとどまらない，広域災害にも強い可用
性確保と，サービスの早期復旧がより強
く求められることを改めて認識しました．

一方，IP電話の利用シーンにおいては，
従来の固定電話からスマホアプリ型など，
端末形態が多様化しており，また，携帯
電話への常時転送など，利用形態が拡がっ
ています．このため，端末の位置登録や
利用頻度などへの柔軟な対応が必要とな
りました．

ここでは，加入者収容の柔軟性向上の
ためのシステムアーキテクチャ変更の取
り組みと，アーキテクチャ変更を活かし
た災害復旧時間の短縮化についての検討
結果を紹介します．

IP電話網アーキテクチャの 
特徴と課題

現在，NTTグループではひかり電話
や050番号系VoIPサービスなど多様な
IP電話サービスを提供しています．これ
らのIP電話サービスにおいては，IMS 

（IP Multimedia Subsystem）アーキテ
クチャ（2）〜（4）を一部採用しています．

IP電話サービス提供当初は，VoIPルー
タ等を経由した固定電話機型での利用が
主でした．また，オフィスでの利用も想
定し，代表番号着信サービスなど，従来
の固定電話網で提供しているサービスも
早期から提供開始しました．そのため，
システムアーキテクチャは，従来のPSTN 

（Public Switched Telephone Networks）
と同様に，呼制御処理を効率的に行うた
め，呼制御サーバ（CSCF: Call Session 
Control Function）と利用ユーザ（電話
番号）との対応を固定化し，番号帯ごと
に収容するCSCFをあらかじめ設計し，
各CSCFは収容する電話番号にかかわる
加入者データ（サービス契約情報や認証
情報）を保持するモデルを採用しました（5）．
ルーチング（番号帯から収容CSCFを特
定する）処理については，ルーチング情
報を各CSCFで管理しています．そのた

め，①端末から接続先の呼出要求を受け
たCSCFは，②接続先端末を収容する
CSCFの宛先を自身が持つルーチング情
報を用いて解決し，③解決した宛先に対
して端末の呼出要求を転送するという流
れになります（図 １ ）．また，信頼性の確
保および工事時のサービス無中断でのシ
ステム切替えのため，各CSCFは冗長構
成として二重化（ACT/SBY）構成を採
用しました．

ユーザ数の増加に対するシステムの拡
張性に関して，従来は，収容数とトラフィッ
クには比例関係があるものとし，発呼率・
平均保留時間などから負荷を算出してリ
ソース設計を行い，ユーザおよびトラ
フィックの増加に応じた設備を増設する
運用を行ってきました．しかし，例えばソ
フトフォンでは，アプリケーションを端末
にインストールしただけで利用しないノン
アクティブユーザ＊がかなりの数存在する
ため，IP電話においては，ユーザ数と負
荷量との比例関係が崩れた状態となって
います．このため，収容する加入者デー

＊	ノンアクティブユーザ：ここでは，IP電話を契
約しているが，一定期間（例：１カ月）一度も
IP電話を利用しなかったユーザをノンアクティ
ブユーザと称します．その他のユーザをアクティ
ブユーザと称します．

IP電話システムにおける加入者収容率の向上と 
災害復旧時間短縮の取り組み
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NTTグループのIP電話網において，ユーザの増加に対する収容率向上と，運用コ
ストの低減，および災害時の復旧時間短縮の課題がありました．本課題の解決に向
けて，HSS（Home	Subscriber	Server）を開発してIP電話網の運用の容易化，
設備利用率の効率化を検討してきました．ここでは，HSSの導入による新しいシス
テムアーキテクチャを紹介するとともに，課題解決の仕組み，および効果を説明し
ます．　
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タ量が最大でもCPU処理能力は低い状態
や，その逆など，設備リソースを十分に
活用できず，設備利用効率が従来と比較
して悪いことが課題（課題 1 ）となって
いました．

ここで，設備利用率を平準化するため
にユーザの収容先を変更しようとすると，
番号帯をベースとしたルーチング方式で
は，着信ユーザの収容先CSCFを特定
するためのルーチング情報の設定変更が
各CSCFに対して必要となってしまい，大
きな運用負担となるという課題（課題 2 ）
がありました．

現行の冗長構成では，大規模な災害で
は両系とも被災する可能性があるため，
ライフラインとしての可用性（両系故障
時の復旧時間）にも課題（課題 ３ ）があ
りました．課題 ３ の詳細は次節にて説明
します．

これらの課題に対する解決策として，
CSCFから加入者データ・ ルーチング情
報 を 分 離 し，HSS（Home Subscriber 
Server）にてこれらを一元管理すること
により，電話番号とCSCFとの関係を柔
軟にする，CSCF-HSS分離アーキテク
チャを採用します．なお，分離に際し，
代表番号やコールピックアップなどの着
信系サービスのような従来の固定電話網
特有のサービスへの影響が出ないよう考
慮することも課題（課題 4 ）として取り
組みました．

災害発生時のサービス復旧 
時間の課題

前述の課題 ３ の詳細について説明しま
す．NTTネットワークサービスシステム
研究所では東日本大震災を教訓に，激甚
災害に対する信頼性向上に取り組んでき
ました．激甚災害では，冗長構成システ
ムの同時故障を想定する必要があります
が，従来網構成では，CSCFに収容され
る加入者データが固定されているため，
CSCF冗長構成故障時の復旧には，故障
したCSCF冗長装置（罹災CSCF）と同
等の装置を再構築する必要がありました．

具体的には，以下の手順が必要となり
ます．

・罹災CSCFの故障ハードウェアの交換
・ OS ・アプリケーションのリストア
・加入者データのリストア
これらの保守作業を実施するにあたっ

て，運用稼動が大きく，数日間（故障発
生に対する運用体制によって変動）を要
してしまうことが課題でした．

CSCF-HSS分離アーキテク
チャの採用

前述の課題解決のため，CSCF-HSSの
分離アーキテクチャを導入しました．
■効率的なユーザ収容

CSCFとHSSを分離したアーキテク

チャ（図 ２ ）では，HSSが加入者データ
の原本を管理し，CSCFは加入者がIP電
話サービスを使用する（位置登録を行う）
ことにより加入者データをHSSからオン
デマンドでダウンロードし，位置情報が
有効な期間キャッシュとして保持します．
この仕組みにより一定期間使用していな
いノンアクティブユーザに対しては，加入
者データをCSCFにおいて収容しません．
そのため，余裕のできた設備リソースを
用いて，従来よりもアクティブユーザを収
容することが可能になることから，設備リ
ソースを効率的に利用でき，課題 1を解
決できます．
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図 2 　CSCF-HSS分離アーキテクチャ
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図 １ 　従来のIP電話サービスシステム
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■ルーチング情報管理の自動化
収容先CSCFを特定するルーチング情

報の更新に関しては，図 2 に示すように，
収 容 先CSCF変 更 時 に，HSSか ら 各
CSCFへ加入者データをダウンロードす
ることと連動して，HSSが持つルーチン
グ情報を更新する仕組みを導入しました．
各CSCFはルーチング情報を保持する必
要がなく，最新のルーチング情報をHSS
に問い合わせて，着加入者収容CSCFの
宛先解決が可能になるとともに，保守者
はルーチング情報の設定変更を行う作業
が不要となり，課題 2を解決できます．
■固定電話網サービスを考慮した接続
品質の担保
企業向けの固定IP電話サービスにおい

ては，代表やコールピックアップ等の着信
系サービスのような，電話番号のグルー
プを扱うサービスがあります．このような
サービスにおいて，サービスオーダの登録
や変更した際に，HSSが管理する加入者
データに変更が発生するため，各CSCF
が持つキャッシュデータも最新の情報に
更新する必要があります．IMS標準モデ
ルでは，着信時にCSCFからHSSに対し
てオンデマンドに最新の加入者データを
取得する仕組みがありますが，取得時間
の分だけ接続遅延や処理待ちによる
CSCFの性能劣化が発生してしまいます．

そこで，IMSで定義されているCSCF
がHSSから加入者データをダウンロー
ドする方法（6）を拡張し，グルーピング系
サービスオーダ等の加入者データ変更の
タイミングで，HSSからCSCFに対し，
グルーピング系サービス契約者の加入者
データを一括ダウンロードする機能を具
備しました．本機能を使用することによ
り，呼処理の際にオンデマンドでHSS
に加入者データを取得する必要がなく，
HSSアクセス回数を減少させて，IP電
話の接続品質並びにCSCFの呼処理性能
を担保する仕組みとなり，課題 4 を解決
できます（図 ３ ）．

新たな復旧方法と改善効果
課題 ３ に対して，今回のアーキテクチャ

変更により，加入者を収容するCSCFの

変更が容易になったこと（課題 1 の解決）
と，ルーチング情報管理を自動化したこ
と（課題 2 の解決）から，以下の 2 パター
ンの新たな復旧方法を実現します．1 つ
は従来手順から加入者データのリストア
時間を短縮する方法（パターン1 ），もう
1 つは生き残っている他CSCF（非罹災
CSCF）の収容能力に余裕がある場合に，
そのリソースを活用する新たな復旧方法

（パターン 2 ）になります．それぞれの手
順の検討と評価結果を以下に示します．

（1）　CSCF冗 長 系 故 障 時，非 罹 災
CSCFの収容能力に余裕がない場合

①　復旧手順
・罹災CSCFの故障ハードウェアの交換
・ OS ・アプリケーションのリストア
以降は，端末からハードウェア復旧し

たCSCFに対しHSSからオンデマンドで
加入者データを取得することで，サービ
ス可能（サービス回復）となります（図 ４ ）．

②　短縮効果：加入者データを，交換・
再構築したCSCFにリストアする作
業は不要となるため，この時間分が
短縮化できます．
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図 4 　新システムにおけるCSCF復旧方法（パターン １ ）
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（2）　CSCF冗 長 系 故 障 時，非 罹 災
CSCF群の収容能力に余裕がある場合

①　復旧手順
・ 罹災CSCFの収容先変更
具体的には，HSSにおいて呼処理先

CSCFを罹 災CSCFから非 罹 災CSCF
（群）に変更を行います．この変更は
HSSの加入者データを変更することで
できます．その際，HSSに格納されて
いるルーチング情報も一括で更新され
るため，残りの非罹災CSCFへのルーチ

ング変更は不要です（図 ５ ）．
②　短縮効果：罹災CSCFの再構築な

しに復旧できるため，災害時の復旧
時間を大幅に短縮化できます．

CSCF冗長構成故障に対する従来構成
での復旧時間と，システムアーキテクチャ
変更後の復旧時間の比較を図 ６ に示しま
す．パターン 2 では，特に復旧時間短縮
効果が大きく，従来の数日間から数時間
に短縮化でき，課題 ３を解決することが
できます．

今後の展開
今後は，網内サーバ（CSCF，HSS）

の連携だけでなく，端末 ・ 転送ネット
ワーク・BSS（Business Support System）
も含めた網全体の連携により，さらなる
復旧時間の短縮化の検討を行っていきま
す．また，ビル激甚災害発生時の具体的
な運用手順の確立に向けた詳細検討も
行っていく予定です．
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アクセスネットワーク

コアネットワークコアネットワーク

サービス中断
されたユーザ

復旧手順

①収容先CSCFの変更
HSSルーチング情報の

自動更新
ルーチング
情報 加入者

データ

収容先CSCFを
HSSにて設定変更

CSCFを再構築
する必要がない

復旧時間を
大幅に短縮

新しい
収容先CSCF

CSCF CSCF CSCF 冗長構成の
完全故障
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　電話サービスシステムは，ライフライン
の役割として広域災害にも強い可用性確保
が求められますので，大規模災害発生時に
対するさらなる復旧時間の短縮化に向けた
研究開発に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTTネットワークサービスシステム研究所
	 ネットワークサービス基盤プロジェクト
TEL	 0422-59-4593
FAX	 0422-60-6033
E-mail　nekadp-research lab.ntt.co.jp


