
                  ９． 通信中転送機能 

  

９.１ 定  義 

 通信中転送機能は、ユーザが通信中の呼を第３者に転送する機能です。 

  

９.２ 概  要 

 通信中転送機能は、通信中に第３者に発信し（通信中発信）、第３者が応答した後、転送を起動することにより、

はじめの通信の相手ユーザと第３者を通信させる機能です。 

 本機能は音声、３.１ｋＨｚオーディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限サービスに適用されます。通信中転送すると

きの第２呼のサービス（伝達能力）は、第１呼のサービスと同じでなければなりません。ただし、第１呼と第２呼

が音声と３.１ｋＨｚオーディオの組合せは許容されます。 

 転送を起動するユーザは、当面、着信ユーザとします〔但し、他機能（三者通話）から本機能へ移行するときは、

本機能を起動するユーザが他機能における第１呼と第２呼に関し、ともに発信ユーザである場合に許容されませ

ん〕。 

 保留時の相手ユーザへの通知は、音声、３.１ｋＨｚオーディオサービスにおいてインチャネルのみで提供され

ます。アウトチャネルでの提供については未提供です。 

 ユーザ（ＣＥＳで識別される端末）が、通信中転送機能のために利用できるフィーチャ識別子番号の数は次の通

りです（注１）。 

  －ポイント・マルチポイント接続インタフェースの時、（ＣＥＳ毎に） 大２まで 

  －ポイント・ポイント接続インタフェースの時、 大２３まで 

 ユーザが既にいくつかの通信中転送機能を起動している状態で新たに通信中転送機能を起動する場合、次の条件

を満たす必要があります（注２）。 

  ・ 通信中転送機能を起動するフィーチャ識別子番号が既に他の呼に対して起動されていない。（注３） 

  ・ 起動されている通信中転送機能の数がＤチャネル毎に、 

   －ポイント・マルチポイント接続インタフェースの時、２ 

   －ポイント・ポイント接続インタフェースの時、２ 

   を超えていない（注４）。 

 保留できる呼の 大数については、付属資料Ａ Ａ．４節を参照してください。 

  

 （注１） ある呼は、通信中転送機能を同時に１つしか起動できません。既に通信中転送機能を利用しているあ

る呼に対して、別のフィーチャ識別子番号で通信中転送機能を要求すると、“理由表示（＃２９：ファ

シリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

 （注２） 機能が“起動している”のは、フィーチャ状態表示が“非活性状態”以外の状態、あるいは通信中転

送要求が受け入れられ、転送中の呼がある状態です。このとき、更に別の呼で通信中転送を起動すると、

“理由表示（＃２９：ファシリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、その呼のＱ．

９３１状態は維持されます。 

 （注３） 既に他の呼で起動中の機能を新たに要求すると、“理由表示（＃２９：ファシリティ拒否）”を含む

「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

  

 （注４） Ｄチャネル上で許容される数を越えて通信中転送機能が要求された場合、“理由表示（＃２９：ファ

シリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 
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９.２.１ 用語の定義 

 ユーザＡ ： 通信中転送の起動ユーザ（転送元ユーザ） 

 ユーザＢ ： 初にユーザＡと通信していたユーザ 

 ユーザＣ ： 通信中転送先ユーザ 

  

 “ユーザＡ－Ｂ間保留中、ユーザＡ－Ｃ間通信中”とはプロトコル的には、次の状態です。 

 ユーザＡ－Ｂ間の呼のＱ．９３１状態＝通信中、Ｑ．９３２状態＝保留中 

 ユーザＡ－Ｃ間の呼のＱ．９３１状態＝通信中、Ｑ．９３２状態＝空き 

  

９.３ 契  約 

 本機能は、契約により利用できます。 

  

９.４ 手  順 

 フィーチャキーマネジメントを利用した手順です。 

 手順は、通信中発信、切替手順、転送モードに移行する手順（転送手順）に分けて記述します。 

  

９.４.１ 通信中発信 

 ユーザＢと通信中のユーザＡは、通信中発信を開始する旨を網に通知します（ただし、この場合には通信中転送

を起動するユーザＡが、ユーザＡ－Ｂ間の呼において着信ユーザである必要があります）。網は、ユーザＡ－Ｂ間

の呼を保留します（注１）。このとき、ユーザＡまたはＢは、次のいずれかの手順をとれます。 

  (1) ユーザＡは、ユーザＣとの呼の確立手順をとることができます。このとき、ユーザＡ－Ｂ間の呼とユー

ザＡ－Ｃ間の呼は、同じＢチャネルに割りつけられる必要があります（付属資料Ａ Ａ．６ 節参照）。 

     ユーザＣが呼出となると、ユーザＡ－Ｃ間は呼出中の状態（ユーザＡ－Ｂ間は保留中のまま）に移行し

ます。 

     ユーザＣが応答すると、ユーザＡ－Ｃ間は通信中の状態（ユーザＡ－Ｂ間は保留中のまま）に移行しま

す。呼の確立できないとき（注２）には、もとのユーザＡ－Ｂ間の呼が保留されている状態に戻ります。 

  (2) ユーザＡは、要求を取り消すことができます。網は、ユーザＡ－Ｂ間の呼の保留を解除し、通信中にし

ます。 

  (3) ユーザＡまたはＢは、ユーザＡ－Ｂ間の保留中の呼を切断復旧することができます。 

  

 （注１） 通信中転送の要求は、次の場合に受け入れられません。 

     ① ユーザＡがユーザＡ－Ｂ間の呼において発信ユーザである場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス)"を含む「付

加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ② サービス（伝達能力）が音声、３.１ｋＨｚオーディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限ディジタルでな

い場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス）”を含む「付

加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ③ 網リソースビジーの場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃４７：その他のリソース使用不可クラス）”を含む「付加情報」メッ
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セージが送出され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ④ Ｄチャネル毎に利用できる通信中転送の数を越えた場合、ユーザＡには“理由表示（＃２９：ファ

シリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ９３１状態は維持されます。 

 （注２） 呼が確立できない場合には２つあります。 

     ① 本機能特有の競合条件によるもの（例えば、当面、フリーダイヤルへの発信はできません）。 

     ② 一般的な条件によるもの（例えば、相手ユーザビジー等）。 

  

９.４.２ 切替手順 

 ユーザＡが、通信中転送を起動し、ユーザＡ－Ｂ間は保留中、ユーザＡ－Ｃ間は通信中の状態に移行したとしま

す。 

  

  (1) 切替手順（注） 

     このとき、ユーザＡが通信相手の切替を要求した場合には、ユーザＣは保留され、またユーザＢとの間

の保留は解除され、通信中状態になります。 

  

 （注） この切替手順は、コールウェイティング、三者通話における切替手順と同様です。 

  

  (2) 保留中の呼の切断復旧手順 

     保留中の呼の切断復旧については、ユーザＡまたは相手ユーザ（ユーザＢまたはＣ）のいずれからも呼

切断復旧することが可能です。 

  

  (3) 通信中の呼の切断復旧手順 

     通信中の呼の切断復旧については、ユーザＡまたは相手ユーザ（ユーザＣまたはＢ）のいずれからも呼

切断復旧することが可能です。ユーザＡまたは通信中の相手ユーザが呼切断復旧した場合には、まだ保留

中のユーザ（ユーザＢまたはＣ）があることを通知します。 

 

９.４.３ 転送手順 

  (1) ユーザＡ－Ｃ間呼出中状態からの転送要求 

    ユーザＡが、通信中発信ののち、ユーザＡ－Ｂ間は保留中、ユーザＡ－Ｃ間は呼出中の状態に移行したと

します。このとき、ユーザＡが通信中転送の要求を起動すると、網はユーザＢとユーザＣを接続し、ユーザ

Ａとの呼（ユーザＡ－Ｂ、ユーザＡ－Ｃ間の呼）を切断復旧し、“通信中転送実行状態”になります（注１）。 

     この後、ユーザＣが「応答」メッセージで応答すれば、転送元ユーザＡには、転送が成功した旨［表示パ

ターン＃２（付属資料Ａ 付表Ⅲ．４参照）］が通知され、“通信中転送状態”になります。発信ユーザに

は、何も通知されません。 

 転送が失敗した場合には、転送元ユーザＡには、転送が失敗した旨［表示パターン＃３または、５（付属

資料Ａ 付表Ⅲ．４参照）］が通知され、呼は（ユーザＢ－Ｃ間の呼）切断復旧されます。 

  

 （注１） 通信中転送の要求は、次の場合に受け入れられません。 

     ① ユーザＡが、ユーザＡ－Ｂ間、ユーザＡ－Ｃ間の呼において、ともに発信ユーザとなっている場合

（発信ユーザＡ→着信ユーザＢかつ発信ユーザＡ→着信ユーザＣ）、ユーザＡには“理由表示（＃７

９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、
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Ｑ．９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 

     ② ２つの呼のサービス（伝達能力）が同じでない場合（ただし、音声と３.１ｋＨｚオーディオの組

合せの場合、要求は受け入れられます）。 

       ユーザＡには“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス）”を含む「付

加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 

     ③  網リソースビジーの場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃４７：その他のリソース使用不可クラス）”を含む「付加情報」メッ

セージが送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 

     ④ Ｄチャネル毎に利用できる通信中転送機能の数を越えた場合、ユーザＡには“理由表示（＃２９：

ファシリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１及びＱ．９３２状態

は維持されます。 

  

  (2) ユーザＡ－Ｃ間通信中状態からの転送要求 

     ユーザＡが、通信中転送を起動し、通信中発信をして、ユーザＡ－Ｂ間は保留中、ユーザＡ－Ｃ間は通 

信中の状態に移行したとします。または、三者通話（切替モード）、三者通話（ミキシングモード）、コ 

ールウェイティング機能において、ユーザＡ－Ｂ間は保留中、ユーザＡ－Ｃ間は通信中の状態であるとし 

ます。または、三者通話（ミキシングモード）機能においてミキシング状態であるとします（注１）。こ 

のとき、ユーザＡが通信中転送の要求を起動すると、網はユーザＢとユーザＣを接続し、ユーザＡとの呼 

（ユーザＡ－Ｂ間、ユーザＡ－Ｃ間の呼）を切断復旧し、“通信中転送状態”になります（注２）。この 

とき、ユーザＡには、通信中転送の要求が受け入れられた旨［“理由表示（＃１６：正常切断）”、表示 

パターン＃２（付属資料Ａ 付表Ⅲ．４参照）］が通知されます。 

 

 （注１） ユーザＡ－Ｃ間の呼が次の条件の場合転送要求は受け入れられません。 

     ① コールウェイティング機能でユーザＡ－Ｃ間の呼が既存電話網を経由してきた呼であるか、または

ユーザＣによる通信中発信の場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃７９：その他のサービスまたはオプションの未提供クラス）”を含む

「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ９３２状態は維持されます。 

     ② コールウェイティング機能を経由した三者通話（切替、ミキンシングモード）機能でユーザＡ－Ｃ

間の呼が既存電話網を経由してきた呼であるか、または通信中発信による場合ユーザＡには“理由表

示（＃７９：その他のサービスまたはオプションの未提供クラス）”を含む「付加情報」メッセージ

が送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ９３２状態は維持されます。 

 （注２） 通信中転送の要求は、次の場合に受け入れられません。 

     ① ユーザＡが、ユーザＡ－Ｂ間、ユーザＡ－Ｃ間の呼においてともに発信ユーザとなっている場合（発

信ユーザＡ→着信ユーザＢかつ発信ユーザＡ→着信ユーザＣ）ユーザＡには“理由表示（＃７９：そ

の他のサービス又はオプションの未提供クラス）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．

９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 

      ② ２つの呼のサービス（伝達能力）が同じでない場合（ただし、音声と３.１ｋＨｚオーディオの組

合せの場合、要求は受け入れられます）。 

       ユーザＡには“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス）”を含む「付

加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 
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     ③ 網リソースビジーの場合 

       ユーザＡには“理由表示（＃４７：その他のリソース使用不可クラス）”を含む「付加情報」メッ

セージが送出され、Ｑ．９３１状態、Ｑ．９３２状態は維持されます。 

     ④ Ｄチャネル毎に利用できる通信中転送機能の数を越えた場合、ユーザＡには“理由表示（＃２９：

ファシリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが送出され、Ｑ．９３１及びＱ．９３２状態

は維持されます。 
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 通信中転送の状態図を図９．１に示します。 

 

 

            図９．１ 通信中転送の概要 

  

- 68 -



９.５ 他の付加サービスとの競合条件 

９.５.１ ユーザ間情報通知機能 

 ユーザ間情報通知はユーザＡ－Ｂ間、ユーザＡ－Ｃ間にのみ利用できます。通信中転送が行われ、ユーザＢ－Ｃ

間の通信となった後は、ユーザＢ－Ｃ間でユーザ間情報通知は当面利用できません。 

  

９.５.２ 通信中機器移動機能 

 通信中転送を実行中（通信中転送を起動し、“通信中転送状態”となる以前の状態）は、通信中機器移動を利用

できません（注）。“通信中転送状態”では、それまで使用していたＢチャネルは解放されています。このため、

新たな通信については通信中機器移動を利用できます。 

  相手ユーザが通信中転送を利用しても通信中機器移動には影響しません。 

  相手ユーザが通信中機器移動中でも通信中転送機能は影響しません。 

  

 （注） このとき、「中断」メッセージを送出しても、“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプション

の未提供クラス）”を含む「中断拒否」メッセージが網から返送されます。 

  

９.５.３ コールウェイティング機能 

 コールウェイティング機能の競合条件を参照してください。 

  

 ９.５.４ 通信中転送機能 

 ユーザＢまたはユーザＣが通信中転送している、または通信中転送しようとしている場合も通信中転送は利用で

きますが、通話品質は保証されません。 

  

９.５.５ 三者通話機能 

 三者通話機能の競合条件を参照してください。 

  

９.５.６ 着信転送機能 

 ユーザＢまたはユーザＣが着信転送している、または着信転送しようとしている場合も通信中転送は利用できま

すが、通話品質は保証されません。 

  

９.５.７ 料金情報通知機能 

 転送を行うとユーザＡには、ユーザＡ－Ｂ間、ユーザＡ－Ｃ間の呼のいずれについても当面料金情報通知はおこ

なわれません。 

  

９.５.８ 迷惑電話おことわり機能 

 迷惑電話おことわり機能の競合条件を参照してください。 
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９.６ 電話網との相互接続 

 ユーザＢ、ユーザＣは電話網のユーザでもかまいません。ただし、ユーザＡ－Ｂ間の呼のＱ．９３１状態が、通

信中でなければ、通信中発信は起動できません。たとえば、「応答」メッセージが返送されない台接続等の場合は、

通信中発信は起動できません（注１）。 

 また、ユーザＣからの「呼出」メッセージが返送されない一部の電話網接続のとき（呼がＩＳＤＮエンド・エン

ドでないとき）は、呼出状態において転送手順をとることができません。また、ユーザＣが「応答」メッセージが

返送されない台接続等のときは、通信中発信は、不完了となります（注１）。また、ユーザＡ－Ｃ間のＱ．９３１

呼状態が、呼出中、通信中でなければ、転送手順をとることができません（注２）。 

 通信中転送でユーザＡからＣの接続が相互接続の場合、ユーザＢには「経過表示」メッセージは送出されません。 

  

 （注１） このとき、“理由表示（＃７９：その他のサービス又はオプションの未提供クラス）”とともに   

          呼切断復旧されます。 

 （注２） このとき、通信中転送を起動するために「付加情報」メッセージを送出しても、網は応答しませ   

          ん。 

  

９.７ 課  金 

 ユーザＡ－Ｂ間と、ユーザＡ－Ｃ間に分けて課金します（注）。ユーザＡ－Ｂ間は、その呼の発信者（ユーザＡ

またはＢ）が、ユーザＡ－Ｃ間は、その呼の発信者（ユーザＡまたはＣ）が負担します。ユーザＡが双方の呼の発

信者となっている条件では、通信中転送は起動できません。 

  

 （注）“通信中発信状態”（ユーザＡ－Ｂ間が保留中、ユーザＡ－Ｃ間が通信中）、“通信中転送実行状態”（９.

４.３節参照）、“通信中転送状態”（９.４.３節参照）のいずれの状態でも課金方法は同一です。 
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９.８ 信号シーケンス  

 通信中転送機能においては、フィーチャ識別子番号を２つ用いて機能を実現します（図中のCTとCHCT）。 

  

９.８.１ 通信中転送機能起動手順 

 

 

 

 （注） ＳＥＴＵＰに含めるチャネル識別子については付属資料Ａ Ａ．６節を参照してください。    

  

      図９．２ 通信中転送機能手順（通信中／保留中状態での通信中転送手順） 
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 （注） ＳＥＴＵＰに含めるチャネル識別子については付属資料Ａ Ａ．６節を参照してください。    

  

  

     図９．３ 通信中転送機能手順（呼出中／保留中状態での通信中転送手順） 
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９.８.２ 通信中転送機能起動（他サービスからの移行）手順 

９.８.２.１ 三者通話（切替モード）機能からの本機能起動手順 

 

 

 （注） 三者通話（切替モード）の前の状態が、コールウェイティングの場合には、本手順は適用さ    

    れません。 

  

  

         図９．４ 三者通話（切替モード）機能からの本機能起動手順 
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９.８.２.２ 三者通話（ミキシングモード）機能からの本機能起動手順 

 

 （注） 三者通話（ミキシングモード）の前の状態が、コールウェイティングの場合には、本手順は    

    適用されません。 

  

        図９．５三者通話（ミキシングモード）機能からの本機能起動手順 
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９.８.３ ミキシング状態からの通信中転送機能起動手順 

 

 

         図９．６ ミキシング状態からの通信中転送機能起動手順 

   

９.８.４ 切替手順 

 ＡＯ、ＣＨＡＯをそれぞれＣＴ、ＣＨＣＴと読みかえて図８.８を参照して下さい。 

  

９.８.５ 通信中／保留中状態からの切断手順 

 〔CW〕＝〔○〕、〔＊〕、〔●〕をそれぞれ〔CT、CHCT〕＝〔＊、○〕、〔＊、●〕、〔●、●〕      

に、また、“ＦＩ”を“ＦＩｓ" に置き換えて図７.５～図７.８を参照して下さい。 

  

９.８.６ 保留解除手順 

 ＣＷをＣＴに読みかえて図７９を参照して下さい。 

  

９.８.７ 準正常手順 

 ３ＰをＣＴに読みかえて図８.３を参照して下さい。 
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