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■ 論文要旨 ■ 

 当社は独自に社内電話交換網を構築しており、発変電所の運転操作・事故の復旧操

作のための指令、電力設備全般の保全管理のための連絡などに利用している。今回、

電話交換網の設備を更新するにあたり、信頼性を確保しつつコストを削減し、利便性

の向上を図った。 

 新システムは、中継線には従来の共通線及び個別線信号方式を、加入者線には従来

の方式に加えＩＰ方式を採用したＩＰ型交換機を導入した。当社の持つ既存のＩＰネ

ットワークを活用することにより、交換機台数を削減し工事コストを半減するともに、

内線電話として使用しているデジタルコードレス電話（ＰＨＳ）の利用可能事業所を

拡大するなど、業務効率化に貢献した。更に、非ＩＰによる中継方式では世界初とな

るＰＨＳの局間冗長化機能を実装し、非常災害時などにおいても連絡手段を確保でき

るよう信頼性を確保した。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

当社は四国地域に電力を供給する会社である。事業所は四国内に、本店、支店８個所、

原子力発電所１個所、火力発電所４個所、系統制御所５個所のほか、多数の営業所・変電

所・水力発電所などがある（表 1）。 

これらの事業所間を通信ネットワークで結び、発電所・変電所を遠隔運転するシステム、

電気設備を健全に維持・管理するシステム、社内電話システムなどを運用している。また、

近年では多くのシステムがＩＰ化されているため、多くの事業所にＩＰネットワークを整

備済みである。 

表 1 当社事業所数 

事業所種別 事業所数 備考 

本店 １   

支社・研修所 ３  東京支社、総合研修所、原子力保安研修所 

支店 ８   

営業所・お客さまセンター ３１  営業所１５、お客さまセンター１６ 

原子力・火力発電所 ５  原子力１、火力４ 

水力発電所・ダム ８０  水力発電所５８、ダム２２ 

電力センター・送電センター ２７  水力発電所・変電所、送電線の保守業務を実施 

変電所・開閉所・変換所 ２１１  変電所２０８、開閉所２、変換所１ 

系統制御所 ５  水力発電所・変電所の運転・制御業務を実施 

太陽光・風力発電所 ２  太陽光１、風力１ 

 

 １．２ 当社の社内電話システム  

当社の社内電話は、用途により以下の２種類に大別される。 

・ 給電電話：発変電所の運転操作・事故の復旧操作のための指令に用いる電話 

・ 保安電話：電力設備全般の保全管理、その他業務連絡を行うために使用する電話 

これらの電話は主に、デジタルコードレス電話（ＰＨＳ）を利用できるように構成された

電話交換網を介して接続している。当社の電話交換網は、給電・保安電話用に共用してい

るのが特徴の一つである。 

 

１．３ 電話交換網の更新 

 従来使用していた交換機は、すでに製造中止となっており、平成２４年度末にはメーカ

ー保守対応期限を迎える。また、近年故障頻度が増加しており老朽化の兆候が見られるこ

とから、メーカー保守対応なしに機能を維持し運用することが困難な見込みであった。 

 そこで、平成２１年度より電話交換網を構成する設備更新のためのプロジェクトを立ち

上げ、新システムの仕様・工事方法などを検討し、平成２３～２４年にかけて更新工事を

実施した。更新にあたっては、近年の電話サービスの主流となっているＩＰインターフェ

ースを具備したＩＰ型交換機を導入し、当社がすでに構築している既存のＩＰネットワー

クを活用することにより、信頼性を確保しつつ、コストの削減と利便性の向上を実現して

いる。 

 本論文では、電話交換網の更新にあたって、それらを実現するため検討した内容、ＩＰ

型交換機の導入による効果などについて述べる。 
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２．従来の電話交換網とその課題 

２．１ 従来の電話交換網 

 従来の電話交換網は、一定規模以上の事業所に交換機を設置して端末回線を集約し、他

の交換機と中継接続する構成としている。従来システムの交換機の設置事業所、設置数、

用途は 表 2 のとおりである。また、システム構成は 図 1 のとおりである。 

 表 2 交換機設置事業所と設置数・用途 

事業所種別 設置数 用途 

本店 ２台  給電用、保安用各１台 

支社・研修所 ２台  給電・保安共用 

支店 ８台  給電・保安共用 

営業所など ２５台  給電・保安共用 

原子力・火力発電所 ５台  給電・保安共用 

水力発電所・変電所など １３台  給電・保安共用 

系統制御所 ５台  給電・保安共用 

合計 ６０台   

 

  

PHS用基地局
    CS 

共用交換機
給電用交換機

本店 支店 系統制御所等
PHS用基地局

    CS 

PHS

保安用交換機

PHS

電話

電話

給電用中継線
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NTT局線
NTT局線

保安用中継線
     

営業所・変電所等
NTT局線

電話

共用交換機

電力センター等

電話

PHSPHS
電話

水力発電所等

公衆IP電話
サービス網

多機能
電話

多機能
電話

多機能電話

PHS用基地局
    CS 

PHS用基地局
    CS 

 交換機設置事業所

 公衆  電話回線

    配線(通信回線)

 共通線信号方式     
　中継線

 個別線信号方式    
　中継線

PHS用基地局
    CS 

 

図 1 従来の電話交換網構成図 

 

内線電話は、アナログ電話、多機能電話のほか、ＰＨＳを利用している。交換機を設置

する事業所にはＰＨＳ用基地局（メタルＣＳ）を設置している。 

 ＰＨＳは社員１人に１台を配備し、他の事業所へ出張する場合でも、自分のＰＨＳを持

参することで内線電話が利用できるローミング機能を有している。 

交換機間を接続する中継線は、給電電話用に個別線信号方式（ＯＤ）を、保安電話用に

共通線信号方式（Ｄｃｈ）を主に用いて、それぞれの用途の専用回線としている。ＯＤは

電話の音声と回線の制御に同一の回線を使用する方式で、Ｄｃｈは複数の音声回線を共通

の制御回線で制御する方式である。ＯＤは回線の利用効率が高く、必要回線数が少ない区

間に適している。ＤｃｈはＯＤに比べ高速な制御が可能で、多機能である。 
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 社外と接続する局線は、ＮＴＴ回線のほか、地域の通信事業者が提供する公衆ＩＰ電話

回線を交換機へ接続し、ダイヤルインとしてＰＨＳに一つの外線電話番号を割り当て、社

外との連絡に利用している。 

 

２．２ 従来システムの課題 

従来システムでは、老朽化とメーカー保守対応期限切れにより今後の安定運用が困難に

なるという課題のほか、ユーザーから次のような要望が挙げられていた。 

（１） ＰＨＳ利用可能事業所の拡大 

 ＰＨＳは社員１人に１台配備し、他事業所へ出張した際もローミング機能により内線

電話が利用可能なため、業務連絡手段として重宝されている。しかしながら、ＰＨＳ利

用可能事業所は交換機設置事業所及びメタルケーブルにより延長が可能な近隣事業所に

限られていたため、多数ある変電所・水力発電所などでも利用したいとの要望があった。

メタルＣＳ回線の延長には高価なＣＳ延長装置が必要であり、費用対効果が低いことか

ら、従来はごく限られた事業所でしかＣＳ延長は実施していなかった。 

 

（２） 公衆ＩＰ電話のローミング 

ＰＨＳのローミングは内線電話のみ利用できる状態であったが、ＰＨＳに割り当てた

公衆ＩＰ電話により外線でも利用できれば、出張中に社外との連絡が円滑に行える。 

 

（３） 給電電話における発信番号通知 

  給電電話は、中継線にＯＤを使用しているが、この方式では発信者の電話番号を相手

に通知することができない。給電電話でも発信番号通知を実現してほしいとの要望があ

った。 

 

これらのニーズの他にも、公衆ＩＰ電話回線の使用料の削減や、老朽化したＰＨＳ端末

の取替えなどの要望が寄せられていた。 

 

 

３．電話交換網更新の検討 

 ３．１ プロジェクトの立上げ  

電話交換網を更新するにあたり、機器仕様・工事詳細計画の検討のほか、新たな課題の

抽出やその対処法の検討のため、平成２１年より社内ワーキンググループ（ＷＧ）を立ち

上げた。従来当社では、大規模設備更新に関する検討は、本店の設備担当部署のみで行う

ことが多かったが、今回はＷＧメンバーを、「本店の担当者」及び「現地の工事を担当す

る各支店の工事担当者」とした。このように多くの要員を検討に参加させることにより、 

・ 部門のノウハウを結集し、きめ細やかなニーズへの対応 

・ 部門要員の技術力の全体的な底上げ 

・ 全社でのプロジェクトの推進状況の共有により、一体感・チームワークの向上 

などが期待できた。 
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３．２ 設備更新にあたっての基本的な考え方 

電話交換網を更新するにあたっては、以下の考え方を基本とし検討を進めた。 

（１） コストの削減 

  更新工事にかかるコストや、社外と接続する電話回線の利用料などの運用コストを可

能な限り削減する。 

 

（２） 給電電話の輻輳回避 

 給電電話用設備は、法令（電気設備に関する技術基準を定める省令）により、専用方

式にて構築するよう規定されていることから、自社設備にて構築する。更に、給電電話

は、緊急の場合においても確実に指令を伝達できる必要があるため、従来どおり保安電

話の輻輳時においても影響を受けない設備構成とする。 

 

（３） ＰＨＳは継続利用 

   ＰＨＳは社員１人に１台ずつ配備しており、業務の効率化に大きく寄与している。ま

た、電気所リレー室などの重要機器の誤作動防止のため携帯電話の使用を制限している

場所でも使用可能なため、ＰＨＳを継続利用する。 

 

（４） 保安電話の電話番号は極力変更しない 

保安電話の内線番号は、長年にわたり運用しており、ユーザーに深く浸透している。

電話番号が変更になると、ユーザーに混乱を来し、円滑な業務遂行に支障がでることか

ら、保安電話の電話番号は極力変更しない。ただし、設備構成上やむをえない場合や、

利便性が向上する場合は変更を可とする。 

 

（５） 信頼性を確保する 

 社内電話は、通常業務や非常災害時の連絡手段として必要不可欠なため、十分な信頼

性を確保できるよう、機器や伝送路を冗長構成する。特に、近い将来発生が危惧される

東南海・南海地震による被災影響の極小化を図る。 

 

３．３ 基本構成の検討  

電話交換網の基本構成として、基本的な考え方を満たす複数の構成案を比較･検討する。

構成案として、従来と同様な非ＩＰ方式と、ＩＰを用いた２方式の、あわせて３案を検討

する。ＩＰ方式は、ネットワークの効率的な利用によるコスト削減や、高機能化などが期

待される。 

 

３．３．１ 各方式案 

各方式案の構成は、以下のとおりである。 

（１） 非ＩＰ方式（従来方式） 

  給電・保安電話共用で、従来の非ＩＰ型交換機を現状と同等規模設置する。交換機間

の中継線は、従来のＤｃｈ及びＯＤにより構成する。この方式では、ＰＨＳ利用可能事

業所数は従来と同等となる（図 2）。 
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給電用交換機
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電話

共用交換機

電力センター等

電話

PHSPHS
電話

水力発電所等

公衆IP電話
サービス網

 公衆  電話回線

    配線(通信回線)

 更新対象機器

多機能
電話

多機能
電話

多機能電話

給電用中継線
 OD 

保安用中継線
     

 共通線信号方式     
　中継線

 個別線信号方式    
　中継線

PHS用基地局
    CS 

PHS用基地局
    CS 

PHS用基地局
    CS 

PHS用基地局
    CS 

 

図 2 非ＩＰ方式による構成 

 

（２） ＩＰ型交換機方式 

  給電・保安電話共用で、ＩＰ型交換機を主要事業所に配置し、他の事業所はＩＰネッ

トワークを利用して端末延長する。併せて、ＰＨＳ利用可能事業所数を拡大する。交換

機間の中継線は、万一のＩＰネットワークの重大障害においても交換機間の通話など最

低限のサービスを維持できるよう、従来のＤｃｈ及びＯＤにより構成する（図 3）。 
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図 3 ＩＰ型交換機方式による構成 
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（３） ＩＰサーバ方式 

  給電電話用は、保安電話の輻輳などの影響を受けないよう、非ＩＰ型交換機を主要事

業所に設置し、交換機間の中継線は従来どおりＯＤにより構成する。保安電話用はＩＰ

サーバを２台（現用・予備）設置し、他の事業所はＩＰネットワークを利用して端末延

長する。併せて、ＰＨＳ利用可能事業所数を拡大する（図 4）。 
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 交換機設置事業所
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公衆IP電話
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 共通線信号方式     
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 個別線信号方式    
　中継線

・     　　　    インターフェースを持つ   用基地局
・  多機能電話   インターフェースを持つ多機能電話
・内線         アナログ電話を  インターフェースに変換するゲートウェイ装置
・局線         局線を  インターフェースに変換するゲートウェイ装置

内線
　　       

電話
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 予備 
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図 4 ＩＰサーバ方式による構成 

 

 各案とも、既設のメタルケーブル配線や電話機・ＰＨＳ端末などを極力流用し、工事費

の削減を図る。 

ＩＰ型交換機方式並びにＩＰサーバ方式においては、既存ＩＰネットワークを活用する

ことにより、以下の効果が期待できる。 

・ 経済的にＰＨＳ利用可能事業所数の拡大ができるなど、利便性が向上する 

・ 小規模局はＩＰ端末化し上位局の交換機に集約することで、コストを削減できる 

・ 伝送路障害に対しても自動迂回により、信頼性を確保できる 

 

３．３．２ 検討結果 

各案を比較・検討した結果、（２）のＩＰ型交換機方式が、経済性・利便性に最も優れ

ることが明らかとなった。各案の比較・検討結果は 表 3 のとおり。 
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表 3 基本構成案の比較・検討結果 

（１）非ＩＰ方式 （２）ＩＰ型交換機方式 （３）ＩＰサーバ方式

６０台（給電・保安共用） ２２台（給電・保安共用）
　２台（保安用IPサーバ）
１９台（給電用）

従来の設置個所
（本支店、支社、研修所、系統制御
　所、火力・原子力発電所、営業所、
　変電所、水力発電所など）

主要事業所
（本支店、支社、研修所、系統
　制御所、火力・原子力発電所）

保安用：本店、松山支店
給電用：主要事業所
　　　　（本支店、系統制御所、火力・
　　　　　原子力発電所）

メタル
構内：メタル
構外：ＩＰ、メタル

給電用：メタル
保安用：ＩＰ（本店のみメタル）

給電用：個別線信号方式（OD）
保安用：共通線信号方式（Dch）

給電用：共通線（Dch）・個別線（OD）
保安用：共通線信号方式（Dch）

給電用：個別線信号方式（OD）
保安用：ＩＰ

９年 ９年
ＩＰサーバ　　　：５年
給電用交換機：９年

△　　　　　　　　　　９０ ◎　　　　　　　　　　７０ ○　　　　　　　　　　８０

○　従来と同等
◎　PHS利用可能事業所を経済的に
　　拡大可能

△　給電用にPHSを利用できない

○　従来と同等程度
　　・機器類の冗長構成
　　・伝送路の冗長構成

○　従来と同等程度
　　・機器類の冗長構成
　　・伝送路の冗長構成

○　従来と同等程度
　　・機器類の冗長構成
　　・伝送路の冗長構成

△
経済性に最も劣る

◎
経済性・利便性に最も優れる

△
経済性は中間、利便性に最も劣る

※経済性評価は、従来の電話交換網の年経費を１００とし、それに対する割合を示す

総合評価

交換機設置事業所

特
徴

評
価

交換機台数

加入者
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
中継線
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

耐用年数

信頼性

経済性※

利便性

 

 

［経済性］ 

ＩＰ型交換機方式が最も優れている。交換機集約による機器数の減や、それに伴い公衆

ＩＰ電話回線が集約され、従来の非ＩＰ方式よりもＩＰ型交換機方式及びＩＰサーバ方式

が有利になる。更に、ＩＰ型交換機方式がＩＰサーバ方式に勝る点は以下のとおりである。 

・ ＩＰサーバは耐用年数が交換機より短いため早いサイクルでの更新が必要となる 

・ 端末台数がある規模を超えると、内線ゲートウェイを多数設置するよりも実装効率

の高い交換機を設置する方がコスト安となる。 

 

［利便性］ 

ＩＰ型交換機方式が最も優れている。既存のＩＰネットワークの利用により、ＰＨＳ利

用可能事業所数を安価に拡大できるため、ＩＰを利用する方式ではＰＨＳ利用可能事業所

数を拡大することとしている。ＩＰサーバ方式では保安電話のみこの恩恵を受けるのに対

し、ＩＰ型交換機方式では、給電電話・保安電話両方についてＰＨＳ利用可能事業所数が

拡大できる。なお、非ＩＰ方式では従来と同様であるためＰＨＳ利用可能事業所数は増加

しない。 

 

［信頼性］ 

 各方式とも十分に確保されている。伝送路の信頼性について、従来のＤｃｈ・ＯＤによ

る中継方式、ＩＰネットワークともに、伝送路障害に対する自動迂回機能を有しており、

各方式で信頼性に大きな差異はない。ＩＰを利用する方式では、交換機の集約により、交

換機（またはサーバ）障害時の影響範囲の拡大が懸念されるが、ＩＰネットワークの自動

迂回機能により他装置でのバックアップが可能であり、影響範囲は極小化できる。また、

ＩＰネットワークは他システムと共用しているため、異常トラフィックなどにより通話へ

の支障が発生するリスクがある。万一そのような場合でも最低限のサービスを維持できる

よう、ＩＰ型交換機方式においては従来方式を組み合わせた構成とし、ＩＰサーバ方式で

は給電電話を従来方式で構成している。 
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 以上のことから、経済性・利便性に最も優れ、信頼性も確保できるＩＰ型交換機方式を

採用し、詳細について検討を深めることとした。 

 

３．４ 機器仕様の検討  

  ＩＰ型交換機の仕様策定にあたっては、従来の非ＩＰ型交換機の仕様を踏襲しつつ、新

たにＩＰに関連する仕様、及び利便性向上・信頼性確保のための新機能を盛り込む。また、

既存のＩＰネットワークについても機器の冗長化などにより信頼性を確保する。 

 

３．４．１ 新機能による利便性の向上 

 ユーザーからの要望があるものを中心に、以下の機能を新しく追加し、利便性の向上を

通じて業務効率化を図る。 

（１） 公衆ＩＰ電話のローミング 

ＰＨＳのローミング機能について、従来の内線電話のみでの利用から、公衆ＩＰ電話

についても利用できるようにする。 

 

（２） 給電電話の局番新設 

給電電話の番号体系を見直し、接続方式を変更することで分かりやすい体系とする。

従来、給電電話を他局へかける際は、着信局の局番ではなく、着信局へ至る経路に割り

当てられた番号を順次ダイヤルする方式を採用していたが、この方式は発信局・着信局

の組合せにより番号が異なり、覚えづらいという欠点があった。また特殊仕様であるた

め、汎用の交換機に実装する場合コスト増の要因となってしまう。 

今回、番号計画を見直し、ユーザーに浸透している保安電話の局番に類似した番号を

給電電話の局番とすることで、わかりやすい番号体系とするとともに、特殊仕様を廃し

コスト抑制を図る。 

 （例） 従来方式：AA-BB-CC-XXXX 

AA-BB-CCは、発着局の組合せや中継数により、番号・桁数が異なる。 

     今回方式：YZZ-XXXX 

YZZは着信局によって決まる。 

Yの部分は保安電話では「９」、給電電話では「７」とする。 

ZZは保安電話と給電電話で共通とする。 

 

（３） 給電電話の発信番号通知 

  給電電話の中継線を保安電話用のＤｃｈ中継線と共用することにより、発信番号通知

を実現する。給電電話は保安電話に輻輳が発生した場合でも影響を受けないよう、共用

するＤｃｈ中継線とは別に、給電電話専用の迂回用中継線（ＯＤ）を設ける。 

 

３．４．２ 局間冗長化機能による信頼性確保 

 今回交換機を廃止する局は上位局からＩＰネットワークによって端末延長するが、上位

局の障害時においても通話機能を維持できるよう、局間冗長化機能を実装する。局間冗長

化機能とは、電話などの端末が通常接続する交換機と接続できなくなった場合に、他局の

交換機にバックアップ接続して呼制御（通話の接続・切断などの制御）を継続する機能で
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ある。今回実装する局間冗長化機能の概要は以下のとおりである。 

（１） 想定する障害 

  以下の２パターンの障害を想定する。 

・ 地震などの大規模災害に伴う交換機の電源喪失などによる局の全機能停止 

・ 交換機設置局のＩＰネットワーク機器の障害などによる、交換機と収容するＩＰ

端末間の接続障害 

 

（２） バックアップ局の配置 

  地震などの広域災害を考慮し、バックアップ局と被バックアップ局は地理的に離れた

個所に配置する。具体的には、香川県にある本店局で愛媛県・高知県内の局を、愛媛県

にある松山支店局で香川県・徳島県内の局を、それぞれバックアップする（図 5）。 

 

  端末  型
交換機

新居浜支店

  端末

  端末

  端末

  端末

  型
交換機

高知支店 徳島支店

高松支店

  型
交換機

  型
交換機

  型
交換機

  型
交換機

松山支店 本店

愛媛県・高知県内事業所 香川県・徳島県内事業所

既存  ネットワーク

 バックアップ
局を兼ねる 

 バックアップ
局を兼ねる 

徳島支店
管内

高知支店
管内

高松支店
管内

松山支店
管内

新居浜支店
管内

通常時接続ルート バックアップ時接続ルート
 

図 5 局間冗長化構成図 

 

（３） バックアップ対象端末 

  局間冗長化機能によりバックアップされる端末は以下のとおりとする。 

・ ＩＰ端末（IP-CS、ＩＰ多機能電話、内線ゲートウェイ、局線ゲートウェイ） 

・ ＰＨＳ 

  なお、交換機に直接収容されるアナログ電話やメタルＣＳは、バックアップ対象とし

ない。これらはＩＰネットワークの障害時には影響を受けず、また交換機電源喪失にお

いては同時に電源喪失するため、技術的に救済困難なためである。 
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（４） 局間冗長化の設定 

局間冗長化機能のためには、事前の設定（データ登録）が必要となる 

［事前データ登録］ 

・ バックアップ局には、対象のＩＰ端末・ＰＨＳを予め登録する。 

・ＩＰ端末には、通常時接続局とバックアップ時接続局のＩＰアドレスなどの接続

先情報をそれぞれ登録する。 

 

（５） 局間冗長化の動作 

［バックアップ時の動作］ 

・ＩＰ端末は、交換機の機能停止またはＩＰネットワークの障害により通常接続す   

る局との通信が途絶えた場合、自動的にバックアップ局に接続し、呼制御を継続

する。 

・ＰＨＳは、加入する局が機能停止した場合、バックアップ局にて呼制御を継続す

る。その他の局は、機能停止した局をＤｃｈ中継線の切断により検出すると、そ

の局への接続ルートをバックアップ局経由に自動的に切替る。 

［復旧後の動作］ 

   ・バックアップ中のＩＰ端末は、通常接続する局との接続を定期的に試み、障害復

旧後は自動的に通常接続する局に接続し、元の状態に戻る。 

 

ＩＰインターフェースを利用した局間冗長化の事例はこれまでにもあるが、非ＩＰイン

ターフェース（Ｄｃｈ中継線）を使用してのＰＨＳのバックアップは、これまで導入例が

なく、今回が世界初の試みである。特にＰＨＳが加入する局（ホーム局）の停止時におい

ても、バックアップされたＩＰ－ＣＳや他局のメタルＣＳを経由してバックアップ局に接

続し呼制御を継続できる点が、従来にはない大きな特徴である。また、バックアップ中に

おいてもローミング機能が働き、他事業所へ端末を移動した場合も使用可能である。 

なお、局間冗長化機能は、仕様が標準化されておらず交換機メーカーの独自仕様である

ため、異なるメーカーの交換機とＩＰ端末の組合せでは利用できない。 

 

３．４．３ ＩＰネットワークの信頼性確保 

 ＩＰ型交換機方式で設備を更新するにあたり、既存のＩＰネットワークを利用すること

となるが、ＩＰ端末を接続するネットワーク機器が冗長化されていない個所がある。この

ため重要な個所についてはネットワーク機器を増設し、ＩＰ端末を分散収容することによ

り、機器故障における電話回線の全断のリスクを回避することとした。ＩＰネットワーク

機器を冗長化しない個所については、ＩＰ端末とは別に非ＩＰ伝送路で構成された電話を

１台以上設置し、ＩＰネットワークの障害においても、最小限の連絡手段を確保すること

としている。 

また、既設交換機を廃止し、ＩＰネットワークによる端末延長を実施する局の中には、

これまで災害に強く高い信頼性を持つマイクロ波無線回線を利用していた個所がある。更

新後に利用する既存ＩＰネットワークは主に光ファイバーケーブルによって回線構成され

ているため、一部の個所では電話回線の信頼性が若干低下する（注）。そこで、既存ＩＰ

ネットワークについて、マイクロ波無線回線による迂回回線を構成する。迂回回線は伝送
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容量が少ないため、データ通信などの大量トラフィックが流入して通話に支障が生じない

よう、音声パケットを優先的に伝送する仕組みを新たに検討し、設定変更を行うこととし

た。 

 

（注）マイクロ波無線回線と光ファイバーケーブルによる回線を比較すると、相対的にマ

イクロ波無線回線の方が災害に強く高い信頼性を有する一方、伝送容量は少ない。 

 

３．５ 工事詳細計画の検討  

 全社の交換機の取替工事にあたり、停止範囲・期間を考慮した工事実施時期、機器の調

達方法、効率的な工事設計の進め方などを検討し、コスト削減と現実的な施工計画を策定

した。 

 

３．５．１ 工事実施時期 

 工事は、マンパワーの負荷分散、コストの抑制、業務への影響の軽減に配慮し、表 4に

示す通り、全体を２回に分けて実施することとした。 

 

表 4 工事実施スケジュール 

工事期間 切替時期 交換機取替局 交換機　廃止局

１期工事
Ｈ２３／９
　　～
Ｈ２４／１

Ｈ２３／１２
（年末）

・本店
・支店（８個所）
・火力発電所（１個所）

・営業所等（２５個所）

２期工事
Ｈ２４／１
　　～
Ｈ２４／６

Ｈ２４／５
（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ）

・系統制御所（５個所）
・火力発電所（３個所）
・東京支社、総合研修所

・水力発電所・変電所等
（１３個所）

 

 

切替回数を１回とした場合、短期間に多数の事業所・施設（全社で 400 個所以上）での

工事が必要となり、当社要員及び施工業者・メーカー技術員などのマンパワーが不足する。

また、切替回数を多くすると、新設備と廃止予定局を一時的に接続するための機器が多く

必要になり、コスト増となる。そのため、マンパワーの負荷分散とコスト抑制のバランス

がとれるよう、２回の切替工事で実施することとした。切替工事１回当たり３日程度を要

することから、切替工事の実施時期は、営業日を避けた年末及びゴールデンウィークとす

ることで、お客さま対応業務などへの影響を軽減する。 

なお、火力発電所などＩＰ端末を収容しない局については、切替工事における停止の影

響が局内のみにとどまるため、本支店や系統制御所とは日程を変えることで、切替工事に

おけるマンパワーの負荷分散を図る。 

 

３．５．２ 機器の調達方法 

 機器の調達については、全体一括発注または工期にあわせて２分割して発注するなどが

考えられるが、それぞれのメリット・デメリットを比較・検討した結果、全体を一括発注

するほうが有利であるとの結論を得た。比較・検討結果は 表 5 のとおりである。 
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表 5 機器発注方法の比較・検討 

コスト面 ○ △

工事時負担 ○
メーカ間の仕様のすり合わせは必要な
く、作業調整も１社で済む

△
異メーカ間接続等において仕様のすり合わ
せ、２社間の作業調整等のマンパワーの増が
発生する

△
ソフトウェア等の不具合があった場合の
影響が全局に発生し、大きな影響が懸念
される。

○
ソフトウェア等の不具合があった場合の影響
は、同一メーカの局にとどまるが、それでも影
響は大きい

○
不具合発生時に、責任の所在が明確な
ため、迅速な対応が期待できる

△
不具合発生時に、発生原因の切分けが必要
となり、解決までの長期化が懸念される

運用・保守性 ○ 操作を習得する機種が１機種で済む △ ２種類の装置の操作を習得する必要がある

信頼性 ○
局間冗長化におけるバックアップ局、被
バックアップ局の組合せの設計の自由度
が高い

○
局間冗長化におけるバックアップ局、被バック
アップ局の組合せの設計の自由度は下がる
が、問題ないレベルで構築は可能

利便性 ○ ○

総合評価 ○ △

期待できるコストダウン幅は、一括発注よりは劣る

シ
ン
グ
ル
ベ
ン
ダ
構
成
と
な
る
た
め

マ
ル
チ
ベ
ン
ダ
構
成
と
な

っ
た
場
合

評価項目

不具合リスク

全体一括発注 工期ごとに２分割して発注

受注者は１社となる（シングルベンダ）
受注者は１～２社となる
（マルチベンダとなる可能性がある）

スケールメリットが大きく各社の価格競争によ
り、機器代および設計・作業などの人件費のコ
ストダウンが期待できる

不具合発生時のリスクは残るが、分割発注の
場合もそのリスクは完全には回避できないた
め、相対的に優れている。

マルチベンダとなった場合、不具合発生時の影響範
囲のリスクのみ一括発注に勝るが、他の項目は
劣っている。

利便性において差異はない 利便性において差異はない

 

 

 一括発注を行うことで、コストメリットが増大することが期待できる。不具合発生時の

影響が全体におよぶリスクについては、 

・ 十分な事前検証を行うことで、全体的な致命的不具合は回避できる 

・ 不具合が発生した場合もシングルベンダであれば迅速な対応が期待できる 

ため、分割発注した場合に比べて致命的なデメリットとはならない。 

 以上のことから、全体を一括発注することとした。 

 

３．５．３ 工事設計マニュアルの制定 

 ＩＰ型交換機の導入にあたっては、これまでとは違ったＩＰ端末が採用され、各端末の

設置工事の設計に関するノウハウがないため、全社で統一した設計指針を定め、準拠して

いくことが必要となる。このため、機種ごとに制定している「通信設備設計マニュアル」

のＩＰ型交換機版を新たに制定することとした。このマニュアルでは、 

・ ＩＰネットワークの整備状況・事業所ごとの採用する端末種別の考え方 

・ ＩＰ端末など電話端末ごとの回線構成方法とその考え方 

・ 冗長構成とする回線種別とその構成方法 

・ 既存ＩＰネットワークにおける音声パケットの伝送品質 

などを規定し、全社的な考え方の統一と、それによる品質の確保を可能としている。 

 

３．６ 施工体制の検討  

 施工時においては、予期せぬトラブルなどが発生する可能性がある。トラブルを未然に

防ぎ、また発生した場合においても迅速・適切に対処し、円滑に工事実施できるよう、施

工体制について以下のとおり検討した。 
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３．６．１ 事前確認試験 

本番切替前に、中継線・局線など主要機能の動作確認のため、事前接続確認試験を実施

し、手順の確認や新たな課題を抽出する。 

また当社では、交換機の訓練設備をメーカーごとに導入し、保守技術の維持・向上のた

めの教育・訓練を実施している。ＩＰ型交換機を導入するにあたり、ＩＰ型交換機の訓練

設備も事前導入し、新旧の訓練設備を利用して、異メーカー間の相互接続試験を実施し、

事前の課題抽出とその解決策の検討を実施する。 

 

３．６．２ 課題などの水平展開 

映像コミュニケーションシステムを用いて、本支店の工事担当者によるＴＶ会議を定期

的に開催し、工事の進捗状況の把握、対応すべき課題の討議、解決策の周知などを実施し、

タイムリーな情報共有により、円滑な工事の実施を図る。 

 

３．６．３ 切替工事当日の連絡体制 

 全社での一斉切替工事の実施時は、本店で全体の進捗状況を把握し、効率的に試験など

の作業が実施できるよう作業管理を行う。またトラブルが発生した場合は、迅速に対応を

検討し対処できるよう、メーカーも含めた緊密な情報連係体制を構築する。 

具体的には以下のような施策により進捗の把握・作業管理・トラブル対応を行った。 

（１）事前資料の作成 

  連絡系統図・体制表を作成し、連絡内容ごとの連絡先を予め明確にしておく。 

  各現場ごとの詳細な作業工程表を作成する。 

 

（２）連絡ルールの整備 

  連絡は以下の３種類に分け、それぞれのタイミング・方法により行う。 

・ 定時連絡   ：工程表に進捗状況を記載し、定期的に電子掲示板に掲載する 

・ 連絡ポイント ：工程表に予め定めた節目となるポイントで、電話連絡する 

・ トラブル発生時：電話により速やかに一報する 

 

（３）コミュニケーションツールの活用 

  切替工事に伴い、内線電話が使用できない時間帯もあることから、携帯電話を準備す

る。また現場では重要機器の誤作動防止のため携帯電話の使用を制限している場所もあ

るため、優先的に復旧する内線電話を予め定め、現場との連絡手段を確保する。 

  定時連絡やトラブル対応など、図表を用いた情報連係には、電子掲示板・ＦＡＸを活

用する。 

 

 これらの施策は、メーカーの作業員・技術員とも共有し、実際の切替工事において、円

滑な工事の実施と迅速なトラブル対応により、予定期間内に工事を完遂した。 
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４．電話交換網更新による効果 

 平成 23年 12月と平成 24年５月の２回の切替工事を経て、全社の電話交換網の更新工事

を計画どおり完了した。本章では、今回工事によって得られた効果を検証・評価する。 

 

４．１ コスト削減効果 

今回の更新工事により電話交換網の経費は、従来の経費に対し、機器代・工事費で約

50％、公衆ＩＰ電話の利用料で約 30％削減し、トータルでは約 40％を削減できた。これは

目標としていた 30％削減を凌ぐ成果である。 

公衆ＩＰ電話利用料の削減率は当初の見込みどおりであったが、機器代・工事費の削減

が見込みを大きく上回った。その要因は、交換機関連機器の一括発注によって、交換機本

体及びＩＰ端末機器の調達コストを見込み以上に大きく削減できたことがあげられる。 

また、ＩＰ型交換機の導入による交換機台数の削減や、既設メタルケーブル配線の流用

なども、コスト削減に貢献した。 

  

４．２ 利便性向上による業務効率化 

 今回の電話交換網の更新において、ユーザーから要望のあったＰＨＳ利用可能事業所の

拡大、給電電話の発信番号通知、公衆ＩＰ電話のローミングなどの利便性向上が図れた。

各施策について、ユーザーからの評判は概ね良好である。 

 ＰＨＳが利用可能な事業所・施設は、従来は有人事業所を中心に 165 個所であったが、

今回これを 357 個所に拡大した。拡大の対象は、主に無人の変電所・水力発電所・ダムな

どであり、設備の点検・保守に出向いた際の作業効率向上に貢献できた。 

 給電電話については、番号体系をユーザーになじみのある保安電話の体系と類似した体

系にわかりやすく変更した。また、保安電話用とＤｃｈ中継線を共有したことにより、発

信者番号通知ができるようになるとともに、接続時間が従来より短くなり、円滑な給電指

令の伝達に寄与した。 

 また、公衆ＩＰ電話のローミングにより、他の事業所に出張した際もお客さまや取引先

との連絡機会を逸することが減り、円滑なコミュニケーションを通じたお客さま満足度の

向上や業務の効率化に寄与している。 

  

４．３ 信頼性の確保 

 今回の電話交換網の更新においては、従来から実施していた機器や伝送路の冗長化に加

え、地震などの大規模災害やＩＰネットワークに起因する障害においても連絡手段が途絶

しないよう対策を実施し、十分な信頼性を確保した。 

 本プロジェクトの期間中に東日本大震災が発生し、広域自然災害などの非常時における

連絡手段の確保の重要性が改めて認識された。四国地域においても、近い将来、東南海・

南海地震による被害が危惧され、電源喪失による交換機の機能停止や、伝送路を構成する

光ファイバーケーブルの被害などが想定される。今回、局間冗長化機能の実装や、災害に

強いマイクロ波無線回線による迂回回線の構成により、そのような場合においても影響範

囲を極小化することができた。従来の電話交換網では、交換機を設置する事業所は多数あ

ったものの、交換機間を接続する中継線は下位局（営業所など）から上位局経由で他所と
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接続していたため、上位局の障害の際は、下位局は網から孤立する恐れがあった。今回、

局間冗長化機能とＩＰネットワークの利用により、営業所などからバックアップ局までの

伝送路について、柔軟な迂回構成が可能となった。 

Ｄｃｈ中継線を使用したＰＨＳの局間冗長化は、当社が世界で初めて導入した機能であ

るが、疑似障害によるバックアップ試験では良好に動作しており、有効性が確認できた。 

 またＩＰネットワークは、異常トラフィックなどにより網全体が輻輳し、通話支障が発

生するなどのリスクが懸念されるが、万一そのような場合においても、従来方式とＩＰ方

式を組み合わせた方式とすることで、最低限のサービスを維持できるものと評価している。 

  

４．４ チーム力の向上 

今回のプロジェクトに対して部門が一丸となって取り組んだことにより、要員のスキル

アップ、チームワークの向上など多くの成果が得られた。 

（１） 全社的な部門要員のスキルアップ 

  各支店から数名がワーキンググループ（ＷＧ）による検討活動に加わり、意見交換や

情報共有することにより、交換機に関する知識・技術を習得した。各支店においてはＷ

Ｇメンバーがキーマンとなり、他の要員への技術指導を通じて、全社的に部門要員の技

術レベルの底上げが図れた。 

 

（２） ＷＧによる検討スキームの確立 

  検討活動では、まず初期においてＷＧをいくつかのサブグループに分け、本店の統制

のもと、それぞれが検討課題を分担して検討した。検討の節目ではメンバー全員による

意見交換を通じて軌道修正・情報共有を行いながら検討結果を取りまとめた。 

  その後、各支店において合計 400 個所あまりに及ぶ大規模かつ詳細な工事計画を策定

する必要があったが、活発な情報連係を行いながら無理のない実現可能な計画に取りま

とめることができた。 

  また、工事の実施段階においても、本店・各支店間で新たな課題やその解決策につい

て情報共有され、円滑に工事を推進できた。 

  こういった手法は、今後の大規模な設備構築・更新工事においてもノウハウを活用す

ることができ、当社通信部門の貴重な財産となった。 

 

（３） 本店及び各支店担当者間の緊密な情報連係体制の構築 

  ＷＧ活動により、これまであまり交流のなかった他支店担当者との検討活動や意見交

換などを通じて、これまでよりも強固な人間関係が部門全体で構築された。そのことに

より、本店及び各支店間での緊密な情報連係体制が構築され、活発な意見交換・情報共

有により、不具合などの新しい課題へのすばやい対応が期待できる。 

 

 

５．今後の課題 

５．１ 運用・保守上の課題 

（１）効率的かつ安全なデータメンテナンス手順の確立 
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  ＩＰ型交換機におけるデータメンテナンスは、従来の交換機の保守コンソールによる

方法に比べて、データの大量投入が可能であり、運用・保守の効率化が期待される一方

で、設定ミスなどの影響が広範囲にわたることが懸念される。 

  今後は、新機能を活用し保守作業の効率化を進めつつ、ミス・エラーを起こさない作

業手順・手続きを確立するよう検討を進める。 

 

（２）バックアップ局の運用・保守体制の確立 

今回の電話交換網更新により、従来はなかったバックアップ局の運用・保守業務が新

たに必要となった。バックアップ局は、大地震など広域災害などの発生も考慮し、被バ

ックアップ局とは地理的に離れた個所に設置しているため、両局の運用・保守担当支店

が異なっている。 

従来は、自支店管轄の設備の運用・保守を各支店が責任を持って実施していたが、今

後は、バックアップ局のデータメンテナンス作業などにおける作業担当範囲や効率的な

作業実施方法について検討を深める必要がある。 

 

５．２ 電話工事技術の維持・継承 

 今回、全社の電話交換網設備を一斉に更新したことにより、当面の間、当社での電話設

備の大規模工事は実施されない。次回の電話設備の更新まで、今回の検討・工事で培った

ノウハウ・技術を継承するため、社内教育資料の整備などが必要となる。 

 

５．３ 他プロジェクトへのノウハウの継承 

 今回のプロジェクトで得られたＷＧによる検討スキームなどのノウハウを、今後計画し

ている他の設備更新プロジェクトでも活用できるよう、活動の記録を整理する必要がある。 

 

６．おわりに 

 電話交換網の設備更新にあたり、信頼性を確保しつつコストを削減し、業務効率化のた

めの利便性向上を目指し、部門をあげて検討に取り組んだ。自社のもつネットワーク資源

を最大限利用したＩＰ型交換機方式で設備更新することにより交換機台数を削減し、従来

設備に比べて工事コスト・運用コストを大幅に削減した。また、ＰＨＳ利用可能事業所を

大幅に拡大するなど、利便性の向上により業務の効率化にも貢献した。更に世界初となる

Ｄｃｈ中継線を使用したＰＨＳの局間冗長化機能を実現するなど、災害に強い設備構成と

し、信頼性を確保した。 

 今後は、効率的な運用・保守方法を確立し、システムの安定運用に努めるとともに、今

回のプロジェクトを通じて得られた設備更新計画の検討・実施に関する様々なノウハウを、

将来の設備更新計画に反映し、低コスト・高機能・高信頼な設備構築を目指していく。 

 

以 上 
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付録 用語解説 

個別線信号方式／共通線信号方式 

  交換機と交換機の間を接続する中継線における信号をやり取りする方式（局間信号方

式）は、「個別線信号方式」と「共通線信号方式」の２種類に大別される。 

 ①個別線信号方式 

音声信号と制御信号を、同一の回線で伝送する方式である。個別線信号方式では、

必要な回線数だけ通信回線を構成すればよく、必要な音声回線数が少ない場合は、共

通線信号方式に比べて回線の利用効率が高い。 

ただし、基本的な制御信号しか伝送できないため、高度な機能は実現できない。 

基本的にアナログ回線インターフェースを利用し、ＯＤ（Out-band Dialing）、Ｌ

Ｄ（Loop Dial）などの方式がある。 

②共通線信号方式 

共通線信号方式は、複数の音声信号回線を、１本の制御信号回線を共用して制御す

る方式である。音声回線とは別に、制御回線が必要となる。 

専用の制御回線を用いて、高速に多彩な制御信号を伝送できるため、個別線信号方

式に比べ高度な機能を提供できる。 

   デジタル回線を利用するものが多く、Ｄｃｈ（Ｄ Channel）共通線信号方式、No.7

共通線信号方式などがある。 

 

ＯＤ（Out-Band Dialing） 

  個別線信号方式の１種で、音声帯域とは別の帯域を用いて制御信号を伝送する方式。 

 

Ｄｃｈ（Ｄ channel）共通線信号方式 

  共通線信号方式の１種で、ＩＳＤＮユーザー網インターフェースのＤチャネルを元に

交換機間用に標準化された方式。本論文ではＤｃｈ中継線と記載している。 

 


