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Sonus SBC 5100™ Session Border Controller

世界最大規模のサービス プロバイダや企業はすでに数年にわた
り、Sonus のセッション ボーダー コントローラ (SBC) を活用して SIP 
ベースの通信のセキュリティに対応してきました。そして今、比較的小規模
なサービス プロバイダや企業にとって朗報となるのが、この Sonus SBC 
5100 です。SBC 5100 は、ロバストなセキュリティ、柔軟な SIP セッシ
ョン ルーティングおよびポリシー管理、メディア トランスコーディングな
ど、Sonus SBC 5200 が提供する業界最先端の機能を多数備え、同時に
ティア 2/3 のサービス プロバイダや中・大規模企業 (250～1 万セッショ
ンを同時に実行) にとってより魅力的な価格とパフォーマンス ポイントを
実現しています。SBC 5100 のハイエンド機能はビス プロバイダや中・大
規模企業に特化した世界最高水準の通信サービスを提供します。 

システム処理能力	
• セッション

• セッション (SIP および H.323) 数
10,000

• コール数 10,000
• トランスコード セッション数 (コーデ

ックの種類に基づく) 10,000
• RTCP および RTP のセッション規

模 1:1
• コール設定

• 最大コール設定レート: 150 cps
• 登録

• 最大新規登録数/秒: 400 件
• 最大更新数/秒: 1 秒あたり1,700

件
• 登録エンド ポイント サポート総数:

100,000 (NAT 処理済みのエンド
ポイント 最大 10,000) 個

• 暗号化
• 最大 TLS セッション数: 10,000 件
• TLS 設定レート: 50 cps (相互認

証なし)
• 最大 IPSec トンネル数: 2,048

(IPSec SA 4,096) 個
• IPSec (IKE) 設定レート: 50 cps
• 最大 SRTP セッション数: 10,000

件

メディア	サービス	
• 同時コール最大 10,000 件のトラ

ンスコーディング: G.711、G.726
、G.729A/B、G.723、iLBC、G.722
、AMR-NB、

• AMR-WB、EVRCB0、EVRC0
• 広帯域クリア チャンネル・コーデック パ

ススルー (有線およびワイヤレス)
• T.38 準拠のファックス リレーまたは

G.711 へのフォール バック
• VAD、無音圧縮、動的ジッタ バッファ、フ

ァックス/モデム検出、
• DTMF/トーン リレー/RFC2833/

RFC4733 インターワーク
• メディアの NAT/NAPT
• DTMF トリガー検出および通知
• 標準オーディオ コーデック リレー
• トーンおよびアナウンスメント
• 集中型 PSX Policy Server によるロ

ーカル リング バック トーン (LRBT) サ
ポート

• RTP 非アクティブ状態の監視
• ビデオ コーデック リレー

冗長性	
• 1:1 冗長システムによるサービス可用

性の向上
• 1:1 冗長管理/制御ポート

管理能力	
• グラフィックベースのウィザードによ簡

単な設定
• ウェブベースの安全な組み込み管理

GUI
• Sonus CLI、SSH
• Sonus Insight EMS による集中型サ

ポート
• SNMP V2 ステータスおよび統計
• イベントやアラーム、トラップのローカル

ロギング、コール トレース
• Sonus DSI レベル 0 サポートによる

CDR の保存、RADIUS アカウンティン
グ レコード

• Live Software Update (LSWU)

シグナリング	
• Back to Back User Agent

(B2BUA)SIP、SIP-I/ SIP-
T、SIP/H.323、

• Sonus ゲートウェイ間シグナリング
• SIP プロトコル正規化/プロトコルリペ

ア SIP メッセージ操作
• シグナリングの NAT/NAPT

プロトコル	サポート	
• IPv4、IPv6、IPv4/IPv6 のインターワ

ーク
• SSH、sFTP
• SNMP、NETCONF、NTP
• HTTP/HTTPS
• RTP/RTCP
• UDP、TCP
• DNS、ENUM

ルーティング/ポリシー	
• 組み込みポリシー/ルーティング エン

ジン
• Diameter+ を使用した Sonus

Centralized Policy Server (PSX サ

ーバ) 経由の集中型ポリシー/ルーティ
ング (オプション)

• スクリーニング、ブロッキング、ルーティ
ング、表示、コール種別フィルタ

• ルートの優先
• 先頭桁によるルーティング、国際ルーテ

ィング、URI ベース ルーティング
• 番号編集/パラメータ操作
• E911 サポート、優先コール処理

セキュリティ	
• セッションアウェアなファイアウォール、

トポロジ隠蔽
• ライン レート DoS/DDoS および不正

RTP 保護
• ライン レート不正パケット保護
• TLS、IPSec (IKEV1) によるシグナリン

グ暗号化Secure RTP/RTCP による

Quality	of	Service	(QoS)	
• 帯域幅管理
• トランク グループごと、ゾーンごとのコー

ル許可制御 (CAC)
• コールごとの統計
• TOS/ COS パケット マーキング

パケット	ネットワーク	タイム	ソース
• RFC-1708 に基づくNetwork Time

Protocol (NTP)

ハードウェア仕様		

• ステータス インジケータ フロント パネ
ル LED
• ステータス
• Critical
• Major
• Minor
• ユーザー
• ロケーション

• 単一の USB V2.0 インターフェイス

Media Services
•	 Transcoding up to 10,000 

concurrent calls: G.711, G.726, 
G.729A/B, G.723, iLBC, G.722, 
AMR-NB, AMR-WB, EVRCB0, 
EVRC0

•	 Wireline, wireless, wideband and 
clear channel codec pass through

•	 T.38 compliant fax relay or fall 
back 
to G.711

•	 VAD, Silence Suppression, 
Dynamic Jitter Buffer, Fax/ Modem 
Detection, DTMF/Tone Relay/
RFC2833/ RFC4733 interworking

•	 NAT/NAPT on media
•	 DTMF Trigger Detection and 

Notification
•	 Generic audio codec relay
•	 Tones & Announcements
•	 Local Ring Back Tone (LRBT) 

support with centralized PSX 
Policy Server

•	 RTP inactivity monitoring
•	 Video codec relay

Redundancy	
•	 1:1 Redundant Systems for 

Service Availability
•	 1:1 Redundant Management/

Control Ports

Management Capabilities	
•	 Graphical based wizards for ease 

of configuration
•	 Secure embedded web-based 

management GUI
•	 Sonus CLI, SSH
•	 Centralized support by Sonus 

Insight EMS
•	 SNMP V2 status and statistics
•	 Local logging of events, alarms, 

and traps;  Call trace
•	 Sonus DSI Level 0 support for 

storing CDRs; RADIUS accounting 
records

• メディアの暗号化

フロント パネル






