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8 コミュニケーションサービスプロジェクト

音声系コミュニケーションサービスの
継続的提供に向けた取り組み
コミュニケーションサービスプロジェクトでは、音声通信を含むセッション制御系サービスの持続的発展に向けた研究開
発と技術継承に取り組んでいる。音声系コミュニケーションサービス提供では、自然災害を含むシステム故障時に、速や
かにシステム故障復旧させ、サービス回復させることが重要である。本稿では、最新技術に加えて市中技術・製品も活用
したトピックスとして、システムの災害対策や故障・不具合の監視・検知・解析の支援を考慮した技術を紹介する。

背景と課題
NTT グループでは音声系コミュ
ニケーションサービスをお客様へ提
供している。サービス提供では、自
日本電信電話株式会社
ネットワークイノベーションセンタ
コミュニケーションサービスプロジェクト
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