
                  １０． 着信転送機能 

  

１０.１ 定  義 

 着信転送機能は、着信があった場合、応答せずに、その呼を他のユーザに転送する機能です。 

  

１０.２ 概  要 

 着信転送機能は、着信があった場合、応答せずにその呼を他のユーザに転送する機能です。 

 本機能は、音声、３.１ｋＨｚオーディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限サービスで利用できます。転送呼のサー

ビス（伝達能力）は被転送呼のサービスと同一になります。転送 先番号は、呼毎に指定することができます

（注１）。 

  次の５種類のサービス指定を呼毎に指定することができます（注１）（注２）。 

 (1) 転送トーキなし、転送元トーキなし 、転送元ユーザ情報通知なし  

 (2) 転送トーキあり、転送元トーキなし 、転送元ユーザ情報通知なし  

 (3) 転送トーキなし、転送元トーキあり 、転送元ユーザ情報通知あり  

  (4) 転送トーキあり、転送元トーキあり 、転送元ユーザ情報通知あり  

  (5) 転送トーキなし、転送元トーキなし、転送元ユーザ情報通知あり  

未提供 

 ５種類のサ－ビスすべてに音声、３.１ｋＨｚオ－ディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限で利用できます。ただし、

ト－キの提供は、音声、３.１ｋＨｚオ－ディオに限られます。 

 

 サ－ビス指定(3)、(4)、(5)の場合、着信転送において、転送先ユーザへの転送元番号、転送理由の 
 

通知が可能です。また、１つの呼に対して着信転送が複数回行われた場合、転送先ユーザに通知され  

る情報は、最終転送元ユーザの情報となります（注３）。  

未提供 

 発信ユーザへの転送呼表示、転送先ユーザへの転送元サブアドレス通知は当面提供されません。 

  

 ユーザ（ＣＥＳで識別される端末）が、着信転送機能のために利用できるフィーチャ識別子番号数は次のと

おりです。 

  －ポイント・マルチポイント接続インタフェースの時、（ＣＥＳ毎）サービス毎に最大２まで 

  －ポイント・ポイント接続インタフェースの時、サービス毎に最大２３まで 

 ユーザが、既にいくつかの着信転送機能を起動している状態（注４）で新たに着信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。 

  ・ 着信転送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５）。    

   ・ Ｄチャネル毎の着信転送機能の要求呼数が、 

   －基本インタフェースの時、１ 

   －１次群速度インタフェース（基本インタフェースのＤチャネルを利用したＤチャネル共用も含む）の 

        時、４ 

を越えない（注６）。 
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 （注１） 転送先番号、サービス指定は転送要求をする毎に指定する必要があります。呼毎に指定を変更す

る場合、何を条件とするかはユーザにまかされています（例えば、時刻、着信呼の発信者番号、ユ

ーザ間情報など）。 

(注２) トーキについては１０.２.１節 用語の定義を参照して下さい。 

  

 (注３) (3)、(4)、(5)のサービス指定の場合、実際に転送元ユーザ情報の通知が行われるかは、契約 
 

    時の指定によります。  

未提供 

 （注４） 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、あるいは着信

転送要求が受け入れられ転送中の呼がある状態です。 

 （注５） 着信転送を起動するフィーチャ識別子番号が既に他の呼で起動中で、その機能を起動すると、“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Ｑ．９３１状態は

維持されます。 

 （注６） Ｄチャネル毎に許容される数を越えて着信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。 

  

１０.２.１ 用語の定義 

 ユーザＡ ： 着信ユーザ（転送元ユーザ） 

 ユーザＢ ： 発信ユーザ 

 ユーザＣ ： 転送先ユーザ 

 転送トーキ ： 発信ユーザに呼が転送される旨を通知するトーキ（約１８秒間） 

 転送元トーキ ： 転送先ユーザに転送呼であることを通知するトーキ（約３秒間） 

 

転送元ユーザ情報 ： 転送元ユーザより転送先ユーザに転送元番号、及び転送理由を通知するた 
 

           めのアウトチャネル上の情報  

未提供 

  

１０.３ 契  約 

 本機能は、契約により利用できます。 

                                                                      

 また、契約時に転送先ユーザへの転送元ユーザ情報の通知を行うか指定します。  
未提供 
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１０.４ 手  順 

 フィーチャキーマネジメント手順を利用しています。 

 ユーザＡは着呼があったときに、網に着信転送要求をできます（注１）。具体的には、網が(1)着呼または着

呼受付、または(2)呼出中の状態の時に要求できます。着信転送要求は、着信後３０秒以内にユーザが、“フィ

ーチャアクティベーション情報要素と“キーパッドファシリティ”情報要素を含む「付加情報」メッセージを

送出することにより、要求する必要があります。また、１０.２項に示した５種類のサービス指定を呼毎に選択

できます。サービス指定は、フィーチャ識別子によります。 

 転送先番号は、呼毎に指定することができます。転送先番号は、“キーパッドファシリティ”情報要素に含

めることにより指定します。この要求には転送先番号が含まれていなければなりません（注１）（注２）。転

送先のサブアドレスまで指定して着信転送することについては、当面提供されません。 

  

 （注１） 次のような場合、要求が受け入れられません。 

     ① 転送先番号がない、あるいは、転送先番号が異常の場合 

      “理由表示（＃２８：無効番号フォーマット）”を含む「付加情報」メッセージが返送され、Ｑ． 

            ９３１状態は維持されます。 

     ② 転送先番号が転送先として不適当な場合。例えば、台接続 

      “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」 

            メッセージが返送され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ③ サービス（伝達能力）が音声、３１ｋＨｚオーディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限サービスのい 

            ずれでもない場合 

      “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」 

            メッセージが返送され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ④ 網リソースがビジーの場合 

      “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」 

            メッセージが返送され、Ｑ．９３１状態は維持されます。 

     ⑤ 着信転送を起動するフィーチャ識別子番号が既に別の呼で着信転送を起動している場合   

      “理由表示（＃２９：ファシリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが返送され、Ｑ．９ 

      ３１状態は維持されます。 

     ⑥ 転送制限回数（５回）をオーバーした場合 

      “理由表示（＃２９：ファシリティ拒否）”を含む「付加情報」メッセージが返送され、Ｑ．９ 

            ３１状態は維持されます。 

 （注２） 着信転送要求が網に受け付けられなかった場合、ユーザＡは次のいずれかの動作を選択すること 

          ができます。 

     ① 「解放完了」メッセージあるいは「切断」メッセージを送出し呼を切断する。 

     ② 「呼設定受付」メッセージ、「呼出」メッセージあるいは「応答」メッセージを送出し、着呼 

            手順を継続する。 

 着信転送要求が網によって受け付けられると、ユーザＡは、呼切断復旧され、着信転送が受け付けられた旨

［“理由表示（＃１６：正常切断）”、表示パターン＃１（付属資料Ａ付表Ⅲ．４参照）］が通知されます。

マルチポイント接続インタフェースにおいては、他の応答した端末は、非選択端末解放の手順により解放され

ます。 
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  (1) ユーザＣが呼出中になった場合の、ユーザＢ、ユーザＡへの通知 

     ユーザＣが呼出中になった場合は、ユーザＣが呼出中になった旨（表示パターン＃４ 付属資料Ａ付 

       表Ⅲ．４参照）がユーザＡに通知されます。 

     網が(1)着呼または着呼受付状態のとき、転送要求が行われている場合は、これにあわせて、ユーザ 

       Ｂに「呼出」メッセージが通知されます。(2)呼出中の状態の時、転送要求が行われている場合には、 

       ユーザＢへのアウトチャネルでの通知はありません。 

     本手順はユーザＣから「呼出」メッセージが返送されない一部電話網接続のとき（呼がＩＳＤＮエン 

       ド・エンドでないとき）は、とられません。 

  (2)  着信転送が成功した場合のユーザＡ、ユーザＢへの通知 

     ユーザＣが応答して着信転送が成功した場合は、ユーザＡにその旨（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。ユーザＢには「応答」メッセージが返送されます。 

  (3)  着信転送が失敗した場合のユーザＡへの通知 

     もし、網が着信転送を受け付けてから呼を転送している間に、転送先から「応答」メッセージを受け 

      付ける前に、その呼が切断復旧された場合には、着信転送が失敗した旨（表示パターン＃３または＃５ 

      付属資料Ａ 付表Ⅲ．４参照）が“表示”情報要素でユーザＡに通知されます。このときさらに転送呼 

      が不完了となった際の理由表示が通知されます。 

  (4)  着信転送が失敗した場合のユーザＢへの通知 

     もし、網が着信転送を受け付けてから呼を転送している間に、転送先から「応答」メッセージを受け 

       付ける前に、その転送呼が不完了になった場合には、条件によりユーザＢへの手順が異なります。 

    ① 次の(a)または(b)の条件を満たす時はユーザＢとユーザＡ間の呼は、切断復旧されます。このとき 

         理由表示としては、転送呼が不完了となったときの理由表示が通知されます。 

     (a) 転送元の網が、着呼または着呼受付状態で、着信転送要求を受け付けている時（‘呼出中’状 

            態にユーザＢが遷移していない時） 

     (b) 転送トーキを利用した着信転送である時 

    ② (a)または(b)の条件を満たさない時、ユーザＢは‘呼出中’状態のままとなります。 

  

  図１０.１に着信転送の状態図を示します。ユーザＢが送出した情報とユーザＣへの通知条件は、当面、表

１０.１のとおりとします。 
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     表１０．１ 発信ユーザＢが送出した情報と転送先ユーザＣへ通知される情報 

   ユーザＢが送出した情報  ユーザＣに送出する情報  

 発信者番号 Ｂの番号 Ｂの番号（注１）  

 発サブアドレス Ｂのサブアドレス Ｂのサブアドレス（注１）  

 着番号 Ａの番号 Ｃの番号（注２）  

 着サブアドレス Ａのサブアドレス   

 ユーザ間情報 Ｂ→Ａへのユーザ間情報   

 整合性情報 Ｂ－Ａ間の整合性情報 Ｂ－Ａ間の整合性情報   

 転送元番号    Ａの番号（注３）   
未提供 

  

 （注１） 通知される条件については、発信者番号通知機能を参照してください。 

 （注２） ユーザＣがダイヤルイン契約者の場合のみ通知されます。 

                

（注３） サ－ビス指定(3)、(4)、(5)の場合、ユーザＡの契約時の指定により転送情報通知を許可し、
 

    かつユ－ザＣが転送元電話番号受信契約者の場合、ユーザＣに転送元番号が通知されます。  

未提供 

  

１０.５ 他の付加サービスとの競合条件 

１０.５.１ ユーザ間情報通知機能 

 ユーザＢが「呼設定」メッセージに含めたユーザ間情報は、ユーザＡには、通知されますが、当面、ユーザ

Ｃには通知されません。 

 着信転送が起動されてからユーザＢ－Ｃ間の通話が終了するまで、ユーザＢとユーザＣ間で、ユーザ間情報

通知機能は、当面利用できません。この場合、ユーザ間情報が破棄された旨は、ユーザＢとユーザＣに通知さ

れません。 

  

１０.５.２ 通信中着信通知機能 

 通信中着信通知の競合条件参照。 

  

１０.５.３ コールウェイティング機能 

 コールウェイティングの競合条件参照。 

  

１０.５.４ 通信中転送機能 

 通信中転送の競合条件参照。 

  

１０.５.５ 三者通話機能 

 三者通話の競合条件参照。 

  

１０.５.６ 着信転送機能 

 ユーザＢが着信転送をしている場合でも着信転送を利用できますが、通話品質は保証されません。また、１

つの呼に対する着信転送の回数は、５回に制限されます。 
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１０.５.７ 料金情報通知機能 

 着信転送によるユーザＡ－Ｃ間の通信料については、ユーザＡに当面料金情報通知は行われません。   

 

１０.５.８ 発信者番号通知機能 

 発信者番号は、ユーザＢの設定及び契約条件に従い、ユーザＣへ通知されます（発サブアドレスも同様に通

知されます）。 

  

１０.５.９ サブアドレス 

 ユーザＡがユーザＣのサブアドレスを指定して転送することは当面できません。 

  

１０.５.１０ 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。 

  

１０.６ 電話網との相互接続 

 ユーザＢ、Ｃは電話網のユーザでもかまいません。但し、転送先が台接続であることは許容されません。ユ

ーザＡ－Ｃ間の呼の設定中、電話網との相互接続に遭遇した場合は、適当な経過識別がユーザＢに送出されま

す。ユーザＢが電話網であるときには、適当な経過識別が（ユーザＡ並びに）ユーザＣに通知されます。 

  

１０.７ 課  金 

 課金はユーザＣが応答後、ユーザＡ－Ｂ間及びユーザＡ－Ｃ間に分けて行われます。ユーザＡ－Ｂ間の通信

料はユーザＢが、ユーザＡ－Ｃ間の通信料はユーザＡが負担します。 
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１０.８ 信号シーケンス 

１０.８.１ 着呼状態からのサービス起動手順 

 本節では、ポイント・マルチポイント接続インタフェースの手順を示してありますが、ポイント・ポイント

接続インタフェースの場合は、非選択端末解放手順がなく、また、切断復旧手順が「解放」メッセージでなく

「切断」メッセージで起動されます。 

 

 

       図１０．２ 着信転送機能（転送トーキなし、転送元トーキなし）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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       図１０．３ 着信転送機能（転送トーキあり、転送元トーキなし）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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       図１０．４ 着信転送機能（転送トーキなし、転送元トーキあり）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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       図１０．５ 着信転送機能（転送トーキあり、転送元トーキあり）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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１０.８.２ 呼出状態からの着信転送機能起動手順 

 本節では、ポイント・マルチポイント接続インタフェースの手順を示してありますが、非選択端末がある場

合には、１０.８.１節を参照してください。ポイント・ポイント接続インタフェースの場合は、非選択端末解

放手順がなく、また、切断復旧手順が「解放」メッセージでなく「切断」メッセージで起動されます。 

  

 

 

       図１０．６ 着信転送機能（転送トーキなし、転送元トーキなし）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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       図１０．７ 着信転送機能（転送トーキあり、転送元トーキなし）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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       図１０．８ 着信転送機能（転送トーキなし、転送元トーキあり）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 

  

  

  

- 88 -



 

       図１０．９ 着信転送機能（転送トーキあり、転送元トーキあり）手順 

          （ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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１０.８.３  準正常手順 

 

 
 

図１０．１０ 呼出状態から着信転送機能（転送トーキあり）起動時の準正常手順 

（ポイント・マルチポイント接続インタフェ－スの場合） 
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