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■基盤／エンジン
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図 3 FAX サーバシステムの概要図

2007 Vol.44 No.1

Ｒ

（注 1）CTI とは、電話や FAX をコンピュータ
システムに統合する技術です。
（注 2）IVRとは、音声自動応答装置のことです。
※「VOISTAGE」「ANSER」は、株式会社
NTT データの登録商標です。
※「astima」は、株式会社 NTT データの商標
です。
お問い合わせ先

株式会社 NTT データ
第三公共システム事業本部
e-コミュニティ推進事業部
Tel ： 06-6455-3162
URL: http://www.voistage.com/
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