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電話サービスの利用
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ダイヤルインの運用によるコスト削減

ダイヤルイン着信方式により不要な回線を減らし毎月の回線使用料を削減します！

例えば、

NTTの一般加入回線を5回線契約しているお客様を例にします。

NTTの一般加入回線は1回線あたり、約2,500円です。

5回線契約している場合は、月額12,500円の基本使用料金が必要となりますが、INSネット64回線への

移行＆ダイヤルイン着信方式への変更で、以下のようなコストメリットが発生します。

月額料金：2,500円×5回線

⇒12,500円

・アナログ回線 ：4回線

（4回線代表）

・ＦＡＸ専用回線 ：1回線

導 入 前

月額料金：3,500円×2回線

ダイヤルイン契約 800円×2番号

⇒8,600円

⇒月額3,900円（年間46,800円）の基本料金を削減

導 入 後

・ＩＮＳネット64 ：2回線

（４通話路）

・ ダイヤルイン契約 ：2番号
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IP電話サービスの利用による通信コスト削減

通信コストの削減は通信機器の提案時に欠かせない要素のひとつです。

各キャリアの提供するIP電話サービスを利用する事で、簡単に通信コストの削減を実現できます。

IP電話サービスのメリット

⇒距離にかかわらず、全国一律の通話料金で利用可能。

⇒同一契約内であれば通話無料など、サービスによっては無料通話の特典がある。

※各サービスにより内容が異なります。

⇒もともとデータ通信で利用していた、ブロードバンド回線を流用できるので

初期投資と月々の運用コストを抑えることが可能。

IP電話サービス網

一般公衆網

データ通信（インターネット閲覧など）と

利用するブロードバンド回線を共用。

IP電話サービスによっては同一

契約者内での通信料が無料。

IP電話サービスから、一般公衆網

への発信も、もちろん可能。
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ひかり電話、オフィスタイプとオフィスA、どっちを選ぶ？

ひかり電話オフィスタイプ ひかり電話オフィスA

・3ch、1番号から、最大8ｃｈ、32番号

までご利用頂けます。

・ビジネスタイプに比べ月額使用料が

安価です。

・1ch、1番号から最大16ｃｈ、32番号

までご利用頂けます。

・拠点間での通話料が無料になります。

⇒NTT一般加入電話サービスと同等の通話品質保証！

⇒全国どこでも3分8円の通話料！

⇒電話番号はそのまま利用！！

注意事項 ・現在の番号が一部そのまま利用できない場合があります。

・0120のフリーダイヤルは契約者の契約内容によっては接続できない場合があります。

・UNIVERGE Aspire Xにてひかり電話オフィスタイプをご利用頂くにはNTTのアダプタが必要です。

ちょっと異なる2つのひかり電話。オフィスタイプとオフィスA

UNIVERGE Aspire Xでは「ひかり電話オフィスタイプ」と「ひかり電話オフィスA」を利用できます。

ひかり電話の特徴
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ＮＴＴ従来サービス

または

各社直加入回線

法人向けＩＰ電話サービス

→発信回線としても・・・

００３＊－０９０－＊＊＊＊

（固定発携帯アクセスコードの自動付加）

０１２０フリーダイヤルなどＩＰ電話によって

つながらない番号

従来と同じ操作でダイヤル！

ＩＰまたは従来回線（携帯発信コード自動付加含む）を主装置が自動で選択します

加入電話／ＩＳＤＮ

主に「発信用」として
主に「着信用」として

・「代表番号」の着信用

・ＮＴＴ番号発信や付加サービス利用

・事務所～００＊＊－携帯電話

・停電時利用重視

・県内市外、県外、海外通話

・事務所－携帯電話

・同一の相手先

ＩＰ電話サービスと従来回線の併用例

IP異常時

迂回
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【参考資料】ひかり電話オフィスA直収

▌ひかり電話オフィスA サービス概要

・基本契約は、1チャネル・1番号で月額1,155円（税込）！

※月額利用料 ・複数チャネル（1チャネルごと）：1,050円（税込）。 ・追加番号（1追加番号ごと）：105円（税込）。

・同一契約者グループとして登録することで拠点間音声通話の無料化！

・NTT一般加入電話サービスと同等の通話品質保証！

・電話番号はそのまま利用！

・特別な申し込みをしなくてもダイヤルインの運用が可能！

・110番、119番といった緊急機関への通報も利用可能！

http://flets-w.com/hikaridenwa_office-a/index.html

http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/NTT東日本 「ひかり電話オフィスA」

NTT西日本 「ひかり電話オフィスA」

サービスの詳細は各HPをチェック！

基本機能 UNIVERGE Aspire X対応可否

ナンバーディスプレイ ○

ナンバーリクエスト ○

ボイスワープ ○

迷惑電話お断りサービス ○

テレビ電話 ×

高音質電話 ×

データコネクト ×

＜ひかり電話オフィスAの基本機能と対応可否について＞
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Skype連携によるコスト削減・コミュニケーション拡大手法
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【POINT】 Skypeネーム着信で無料通話を実現！

Skype連携によるコスト削減・コミュニケーション拡大手法

UNIVERGE Aspire Xは業界初（11年8月現在）でSkype Technologies社によって提供されている

PBX用サービス「Skype Connect 
TM

」に対応いたしました。 Skype Connect 
TM 

によりお客様に無料通

話・無料会議通話・格安通話をご提供いたします。

Skype網

【Skype Connect 
TM

】

“Skypeネーム”で発信

IP回線（SIP）

Skype着信に応答

Skype対応端末（スマートフォン/PC 等）からの“Skypeネーム”を利用した発信を行えば通話料金が無料！

【POINT】 Skype for Windouwsからの会議一斉召集で無料会議を実現！

Skype網

【Skype Connect 
TM

】
“Skypeネーム”で

一斉会議招集

IP回線（SIP）

招集に応答

PC（Windows版Skype）から “Skypeネーム”を登録している端末へ一斉会議招集を行い、UNIVERGE Aspire Xでこの招集に応答

すれば無料会議へ参加可能！

招集に応答
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Skype連携によるコスト削減・コミュニケーション拡大手法

・オンライン番号（050番号）を使用して、固定電話や国際通話を格安で利用できます。

※UNIVERGE Aspire XからSkype経由で発信する場合には、“オンライン番号”を利用します。発信者番号は通知されません。

Skype網

【Skype Connect 
TM

】

“Skype Connect 
TM

”で外線発信

固定電話/携帯電話/国際通話

IP回線（SIP）

【POINT】 Skypeのオンライン番号を利用して格安通話を実現！

オンライン番号の通話料金は【2円66銭/分～】の格安料金体系です。さらに海外はお客様に合った「月額プラン」へ

加入する事でさらに安く通話する事が可能です。

※通話料金の詳細に関しては、Skype Technologies社HPを参照ください。

【参考資料】

～ Skype Connect 
TM

とは ～

事務所に設置しているSIP対応の電話設備とSkypeを連携できるサービス。

Skype Connect 
TM

により、事務所の電話機が「オンライン番号」・「スカイプネーム」を利用した通信と連携が可能となります。

～ Skypeネーム とは ～

言葉のとおりSkypeによる通信を行う際の「名前」です。Skypeではスカイプネームを使用して発信・着信・ファイル送付

等が可能です。全世界で重複しない半角英数にて取得が可能です。

※Skype Connect 
TM

連携のUNIVERGE Aspire XはSkypeネームによる着信・音声通話のみ可能です。

～ オンライン番号 とは ～

Skype Connect 
TM

で提供される050からはじまる番号の事。この番号を利用して発着信する事が可能となります。

※発信に関して、この番号を利用して通話しますが050番号は相手には通知されません。



© NEC Corporation 2011Page 35

Skype連携によるコスト削減・コミュニケーション拡大手法

【POINT】 操作方法も簡単！

お客様がご利用いただいている“キーテレフォン”の操作と同様の「発信」「着信応答」でSkypeが利用可能です。

外線ボタン/仮想内線ボタンに着信着信 外線ボタン押下/発信特番で発信発信

1111 1111 1112 1112 1113 1113

1114 1114

Skypeの外線ボタンに着信 外線ボタン押下で応答

SKYPE SKYPE

1111 1111 1112 1112 1113 1113

1114 1114

Skypeの外線ボタン押下＋かけたい番号をダイヤル

SKYPE SKYPE

外線補足特番（初期値：0）＋かけたい番号をダイヤル

▌注意事項

・UNIVERGE Aspire XからSkypeネームへ発信することはできません。

・Skypeネームの着信を受けた場合、発信者のSkypeネームを表示することはできません。

※Skypeネームの着信は、非通知着信になります。

・Skype Connect 
TM

回線の外線発信操作は、“国番号”＋“先頭の0を除いた市外局番＋市内局番＋加入者番号”

をダイヤルします。

※例えば、東京の“03-1234-5678”へ発信する場合は、“81312345678”とダイヤルします。

※発信先へ050番号は通知されません。



© NEC Corporation 2011Page 36

▌Skype Connect 
TM

の申込み

Skype Connect 
TM

の申込みは、Skype Managerから行います。

下記、申込みの流れを参考に、インターネットから申込みしてください。

Step1 次のURLから、“Skype Manager”のSkypeアカウントを取得します。

http://www.skype.com/intl/ja/business

※Skype Technologies社の推奨Webブラウザソフトを使用して接続してください。

Step2 Skypeアカウントで“Skype Manager”にサインインし、Skype Connect 
TM

を設定します。

・SIPプロフィールの設定 ※UNIVERGE Aspire Xの設定に必要なSIP回線情報になります。

・チャネル月額プランの申込み ※同時通話数に応じて、利用チャネルを申し込みます。

※1チャネル当り、月額約645円の費用が発生します。詳細は、Skype Technologies社のHPより確認してください。

※申込みには、Skypeクレジットが必要です。

Skypeクレジット購入に際して、事前に会社確認の登録が必要となり、完了までに最短3日間～2週間程度かかります。

Step3 オンライン番号を設定します。

・オンライン番号の申込み ※利用番号数に応じて、オンライン番号を申し込みます。

※1番号当り、月額約787.5円の費用が発生します。詳細は、Skype Technologies社のHPより確認してください。

Step1～Step2まで完了すると、 UNIVERGE Aspire Xで“Skypeネーム”による外線着信を受けることができます。

※オンライン番号を使用した外線発信/着信の機能を利用する場合には、Step3へ進みます。

・Skypeネームの登録 ※UNIVERGE Aspire Xで使用する“Skypeネーム”を登録します。

【参考資料】Skype連携を行う為の契約について
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拠点間のIP接続
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複数拠点を持つユーザにはこれ！拠点間を内線化

今や常識!?拠点間をIPで接続。

複数拠点を持つユーザにとって、拠点間の通信料は無視できないものです。IP電話サービスを利用する事で、その拠点間の通信料を削減する

事はできますが、拠点間をIPネットワークで接続し内線化する事でさらにダイヤルする番号も簡略化でき業務効率向上に繋がります。

拠点間をIP接続するメリット

⇒拠点間の通信料が無料。

⇒ダイヤルする番号を簡略化でき、他拠点の内線を直に呼び出す事が可能。

⇒「ネットワーキング」の利用で、内線相互接続の他、様々な機能を共有化可能。

IP Network

複数の拠点をIPネットワークで接続！
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拠点間を内線化する5つの方法1

H.323・SIPシステム間接続

外線を捕捉するのと同様の操作で、H.323もしくはSIPのIP回線を捕捉し、「拠点番号+内線番号」をダイヤルする事で他拠点の内線を呼び出

す事ができます。システム側の制約がなく、各々の拠点でそれぞれシステム設計をする場合に利用します。

IP Network

拠点間をIPで接続する場合、拠点間を接続する5つの方法があります。

内線100

内線110

内線200

内線100

「20 100」とダイヤル。

拠点

番号

内線

番号

拠点番号:20拠点番号:10

H.323（orSIP）トランクが

割り当てられているボタン

を押す。

・重複しない拠点番号を各々のシステムに割り振る必要がある。

・各々の拠点で独立したシステムを構築できる。

Point！

SIP

トランク

H.323

トランク

IPフォンサービスとの併用 × ○

ネットワーキング機能との併用 ○ ○

発信者番号通知 ○ ○

指定ポート着信 × ○

アンチトロンボーン × ○

外線－外線発信時の発番号スルー設定 ○ ○

【参考】SIPトランクとH.323トランクの違い
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AXリンク

AXリンクで接続された複数の主装置は同一システムとして動作します。内線番号をダイヤルするだけで他拠点の電話機を呼び出したり、

管理の一元化が可能となります。

・複数の主装置が同一システムとして動作。

・ほぼ全ての機能を共有化でき、様々な業種に提案が可能。

①病棟が離れている病院でも、ハンディーナースコール連動！。

②離れた事務所や工場でも、本部で集中管理が可能！

③コールセンターでは、お客様からの着信を各拠点へ自動振り分け！

④AXモバイルリンクを活用し、回線共有で無駄なコストを抑える！ などなど。。

拠点間を内線化する5つの方法2

Point！

例えば、

A支社（セカンダリシステム） B支社（セカンダリシステム）

本社（プライマリシステム）

IP Network

①各主装置を単独システムとして動作させる

②代理プライマリシステムにより、AXリンクを再構成する（フェールオーバー）

●AXリンクを構成する主装置間の通信が切れた場合、

設定により以下２つの動作をさせることが可能です。
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ネットワーキング（閉番号）

拠点間の内線番号帯をかぶらないように設定し内線を呼び出すのと同様の操作で他拠点の内線を呼び出す事

ができます。大きなひとつのシステムのように、拠点間で様々な機能を共有できます。

IP Network

内線100

内線110

内線200

内線210

「210」とダイヤル。受話器を上げる。

内線100番台のシステム
内線200番台のシステム

同一システムで動作しているかのように、

発信側の内線名称を表示。

・内線番号を各々のシステムで重複しないよう設計

＜活用例＞

①離れた拠点へも内線

呼出が可能、さらに

着信時には内線名称

を表示。

②テキストメッセージに

より、相手のプレゼンス

状態を電話機ディスプ

レイから確認可能。

③他システムのパーク

保留に対しての応答

など、システム間での

機能共有が可能。

④拠点間でのPHSローミ

ングが可能。

拠点間を内線化する5つの方法3

Point！

ネットワーキング（開番号）

他拠点の内線を呼び出す際は拠点番号＋内線番号をダイヤルし、他拠点の内線を呼び出す事ができます。大き

なひとつのシステムのように、拠点間で様々な機能を共有できます。

IP Network

内線100

内線110

内線200

内線210

「71210」とダイヤル。受話器を上げる。

局番号：70のシステム
局番号：71のシステム

同一システムで動作しているかのように、

発信側の内線名称を表示。
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拠点間を内線化する5つの方法4

サテライト接続

IPネットワークを介し、システムの内線を延長する事ができます。サテライト側には主装置を設置する必要がなく、ルータにIP電話機を接続する

構成の為、設備コストを削減する事ができます。

IP Network

IP多機能電話機

NEC IXルータ

サテライト側には主装置レス！

メインオフィス側の内線として動作！

サテライト側の電話機も、同一システムの内線電話機

なので、呼び出し方も内線番号をダイヤルするだけ。

・サテライト側はメインオフィスの内線として動作。

・主装置を設置しない為、サテライト側へ外線を収容できない。

・設備コストを最小限に抑えられる為、店舗や小規模オフィスに最適。

Point！

メインオフィス側

サテライト側
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拠点間を内線化する5つの方法5

CCIS接続

CCIS （Common Channel Interoffice Signaling－共通線信号方式） 接続で、UNIVERGE Aspire XとUNIVERGE SV8300/8500を

IP接続し、内線相互呼び出しが可能となります。内線番号をダイヤルするだけで内線電話機を呼び出せ、内線名称も表示します。

IP Network

・既設PBXユーザの小規模拠点や既設KTSユーザの本社などターゲットの幅が広がります。

Point！

SV8500

本社

拠点

拠点 SV8300

UNIVERGE 

Aspire X

※CCIS（Common Channel Interoffice Signaling）は、ITU-T勧告のNo.7信号方式を採用した局間信号方式を使用し、局間の通話を制御する機能です。
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機能名 概要

空外線自動選

択

他システムの空外線を自動補足して発信できます。

ネットワークID指

定外線捕捉

指定したシステムの空外線を捕捉して発信できます。

再ダイヤル 他のシステムお外線を捕捉して発信した相手に再ダイヤルする際に、そのシステムの外線を

捕捉して再ダイヤルします。

内線相互後接

続

他システムの内線電話機を内線番号をダイヤルするだけで呼び出しできます。他システムから

の内線着信時には、電話機ディスプレイ上に内線名称を表示します。

信号/音声呼出

切替

他システムの相手が呼び出しに応答しないとき、信号/音声呼出切替ができます。

伝言（メッセージ

ウェイティング）

他システムの相手が呼び出しに応答しないとき、相手の電話機の大型ランプを転倒させて、

メッセージがあることを伝えます。

伝言を受けた側の電話機では、伝言を設定した相手の確認、及び相手の電話機の呼び出し

ができます。

内線代表呼出 他システムの内線グループ代表番号を、自システムの内線グループ代表番号と同じように呼

び出すことができます。ただし、以下の通り制限があります。

①内線グループ全台を同時に呼び出すことはできません。

②内線ハンティングモードは最後のメンバーを呼び出してとまります。

③内線代表キュー設定はできません。

ステップコール 他システムの相手が呼び出しに応答しないとき、ステップコールを行うことができます。

内線ホットライ

ン

他システムの内線をホットラインの発信先として設定できます。

外線ホットライ

ン

他システムの内線を捕捉して、外線ホットラインが利用できます。

保留転送 通話を保留して、他システムの内線に転送できます。また、他システムの内線が通話中の場

合でも、転送（話中転送）ができます。

パーク保留 パーク保留で保留にした通話は、接続された全システム間で共通して保留され、接続された

どのシステムからでもパーク保留応答ができます。

内線予約/内線

コールバック

他システムの相手が通話中のとき、内線予約/内線コールバックが設定できます。

着信転送 他システムの内線及び外線経由の電話番号を、着信転送・不応答転送・和衷転送の転送先

に設定できます。

フォローミー 他システムの電話機でフォローミーの設定、及び転送された通話の応答ができます。設定した

場合、自分の電話機の内線番号がディスプレイに表示されます。

バイパスコール 他システムの着信が、着信転送などの転送先に設定されている場合、バイパスコール機能で

電話機を呼び出せます。

通話割り込み 他ネットワークで内線通話に割り込めます。

機能名 概要

テキストメッセー

ジ

他システムの内線にテキストメッセージを表示させることができます。

内線グループ呼

出

特番またソフトキーで他システムの内線グループを呼び出せます。

放送 他システムの外部スピーカを利用して、一斉呼出ができます。

会議 他システムの内線を、会議通話に召集できます。

発信規制 他システムの外線を捕捉して発信した場合、時システムの発信規制クラスを、外線を捕捉し

たシステムの発信規制テーブルに対応させて発信規制を行います。

話中表示 他システムに収容されている内線の通話状況を、DSS/ﾜﾝﾀｯﾁボタンに表示できます。表示

は設定した時間ごとに更新されます。

DIL 他システムの内線を、DILの着信先に設定できます。

DID 他システムの内線を、DIDの着信先に設定できます。

DISA 他システムの内線を、DISAの着信先に設定できます。ただし、着信後に操作できる機能は、

空外線自動捕捉、内線グループ呼出、放送のみです。

NTTダイヤルイ

ン

他システムの内線を、NTTダイヤルインの着信先に設定できます。

発信者番号表

示

他システムの外線への、NTTダイヤルインアンドの個別着信や着信中に応答したとき、発信者

番号を表示します。

（呼出状態転送の着信中や、転送呼に応答したときも同様に発信者番号を表示します。）

・共通短縮ダイヤルに登録されている相手の場合、短縮ダイヤルに登録されている名前が表

示されます。（外線収容されているシステムの登録内容が優先）

・ネームディスプレイを契約している場合、相手の名前が表示されます。

Fルート Fルートの発信先として、他システムを指定できます。専用線など、相手システムの外線を選別

して細くする場合に使用します。

時刻同期 システム間で、時刻同期を行う様に設定できます。

リモート・カンファ

レンス

他システムのネットワークIDに続けてリモート・カンファレンス代表番号をダイヤルすることに

よって、リモート・カンファレンスに参加できます。

・上記の記載に無い機能は、システム間で使用することはできません。

・他システムの外線を利用した通話の料金計算及び料金管理はできません。

通話料金（通話料金プログラム、ダイレクト料金管理）を利用して、料金管理装置（パソコ

ン）やダイレクト通話料金管理用プリンタに

出力される通話料金は、自システムの内線を、外線一般着信の着信先として設定するこ

とはできません。

ネットワーキングで共有できる機能一覧
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リモートオフィスによる業務効率化
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簡単接続！リモートオフィスに多機能電話機を

UNIVERGE Aspire XはIP多機能電話機に「NAT機能」を搭載しております。リモートオフィス側のルータ（ホームゲー

トウェイ）を設定を変更する必要がなく、様々な環境のお客様に内線環境を安価に提案/構築することができます。

IP電話機を持ち運んで・・・

LANにつなげば・・・

メインオフィスの

内線になる！

POINT！

①自宅のLANの設定変更不要

②通話料金無料

③メインオフィスの担当個人宛に直接

呼出し

POINT！

①場所が離れていても着信は均等分

配（ACD）

②集計・状態表示はメインオフィスで

一括管理

③運営費用削減

＜自宅で仕事がしたい社長様・自宅兼事務所をお持ちのお客様＞

＜小型店舗の展開をされているお客様＞

＜コールセンターの運用改善をご検討されているお客様＞

＜災害時の事業継続（BCP）をご検討されているお客様＞

POINT！

①設置時に店舗内のルータ等の見直

し（工事）不要

②通話料金無料

③各店舗へ内線番号で呼び出し

POINT！

①インフルエンザ等事業所閉鎖時の

自宅勤務

②安否確認手段の１つに追加

着信均等分配
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▌接続詳細

本機能を利用することでメインオフィス－リモートオフィス間の接続にVPN接続する必要がありません。

また、リモートオフィス側はインターネット接続環境があれば接続可能となります。

IP網

NAT機能により、インターネット接続環境があれば“メインオフィス－リモートオフィス”間でVPN接続は不要です！

VPN接続

VPN対応ルータ
VPN対応ルータ

IP多機能電話機

リモートオフィス
メインオフィス

インターネット網

ルータ ルータ IP多機能電話機

リモートオフィスA
メインオフィス

ルータ

IP多機能電話機

SRTP機能により、インターネット上を流れる音声パケット（RTP

パケット）を暗号化することも可能です。

リモートオフィスB

※メインオフィス側のルータには、固定IPアドレスが1つ必要です。

また、静的NAPTとパケットフィルタリングの調整が必要です。

簡単接続！リモートオフィスに多機能電話機を
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【参考】NAT機能とは・・・

＜参考＞NAT機能とは・・・

NAT機能とはNetwork Address Translation の略で、端末からインターネットに接

続する際、端末に与えられているプライベート IP アドレスを自動的にルータなどに

与えられているグローバル IPアドレスに変換して、通信可能な状態にする機能の

ことです。（簡単に要約すると、「ルーター越え」の機能です。）

一般のIP電話機はルーター（ホームゲートウェイ）を越えた端末・主装置と通信時は

あらかじめメインオフィスとの接続設定を投入しなければ実現できません。

UNIVERGE Aspire Xはメインオフィスにあらかじめ設定を入れておけばNAT機能を

利用してルーターの設定変更は行わず、またIP電話機も最低限の設定のみでメイ

ンオフィスと接続することが可能です。

拠点間はVPNを構築して接続通常 NAT機能を利用した簡単接続NAT

メインオフィス リモートオフィス
VPN

ルーター

VPN

メインオフィス リモートオフィス
ルーター

家庭向けルーター

ホームゲートウェイ

インター

ネット

拠点間でLAN間接続できるように“契約”及び

両拠点の合わせたVPN等の設定が必要

☆両拠点のルーター設定が必要な為、現調が必要

☆リモートオフィスに拠点間通信できるスペックの

ルータ（VPNルーター）が必要

☆リモートオフィスの変更/追加もメインオフィスまで

合わせて変更（現調）が必要

VPN

ルーター

VPN等の設定・契約は必要ありません。メインオ

フィスルーターにNAT機能用の設定が必要

☆リモートオフィスはインターネットへつながっていれ

ば設定変更の必要なし（現調必要なし）

☆リモートオフィスのルーターにVPN等の機能は必要

ありません

☆メインオフィスの設定後はリモートオフィスの変更/

追加時にルーターの設定変更なし


