
  

  

  

  

  

  

  

  

  

     第１部 ＩＮＳネット特有の付加サービス 

  

                                                 

                                                 

                                               



１． 発信者番号通知機能 

 

１.１ 定  義 

 発信者番号通知機能は、発信ユーザの番号（発サブアドレスがある場合はこれを含む）を着信ユーザに通知

する機能です。 

 

１.２ 概  要 

 発信者番号通知機能は、発信ユーザの番号（発サブアドレスがある場合はこれを含む）を着信ユーザに通知

する機能です。 

 発信ユーザは契約条件に従い、発信者番号通知の可否を選択できます。また、発信ユーザがアドレスを呼毎

に発信時に送出することを基本としますが、発信ユーザから送出がない場合は、予め契約した番号が着信ユー

ザに通知されます。 

 

１.３ 契  約 

 本機能は、契約により利用できます。 

 契約内容を表１.１に示します。 

 

表１.１ 発信に関する契約 

        契  約           値  

 通知モード 常時拒否（全ての呼に適用されます）  

  呼毎指定（呼毎にユーザにより指定されます）  

 デフォルト（呼毎指定のときのみ） デフォルト通知拒否  

                （注） デフォルト通知許可  

 

 （注） ユーザが通知モードで呼毎指定を契約し、発信時に“通知許可／拒否”の指定を行なわなかった場 

         合、このデフォルト契約により“通知許可／拒否”を行います。 

 

  契約のデフォルト値は、“呼毎指定”、“デフォルト通知許可”です。 

  着信に関する契約は特になく、通常発信ユーザが通知を許可した場合に着信ユーザに発信ユーザの番号（発 

    サブアドレスがある場合はこれを含む）が通知されます。 
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１.４ 手  順 

１.４.１ 正常手順 

 もし発信ユーザの通知モードが常時拒否ならば発信ユーザの番号（発サブアドレスを含む）は着信ユーザに

通知されません。 

 もし通知モードが呼毎指定ならば、発信ユーザの呼毎の指定により、着信ユーザに通知されるか否かが決定

されます。発信ユーザの指定法（注）として、通知許可と通知拒否があります。もし通知許可または通知拒否

の指定がない場合は、契約のデフォルト値により、着信ユーザに通知されるか否かが決定されます。 

 

 （注） 発信ユーザの指定方法として、以下の２通りがあります。 

    ・表示識別子を設定した“発番号”情報要素を含む「呼設定」メッセージを網に送出する。 

    ・発番号通知許可用／通知拒否用特番と接続先番号を設定した“着番号”情報要素もしくは“キーパ

ッドファシリティ”情報要素を含む「呼設定」メッセージを網に送出する。 

 発信者番号を含めて発信する場合の発信者番号の詳細な表現方法については、レイヤ３仕様の「番号設定の

原則」を参照してください。 

 網はこの番号が発信者番号が送られたインタフェースに付与されている番号であるかを検証し、誤りがなけ

れば、その番号をそのまま発信者番号とするか、または適宜番号を編集して（例えば、市外局番を付与するな

ど）発信者番号とします。 

 発信ユーザのサブアドレスを着信ユーザに通知したい場合は、発信ユーザは発信時に発サブアドレス情報を

“発サブアドレス”情報要素に設定し送出する必要があります。 

 

 着信ユーザに通知される発信ユーザの番号は次のいずれかです。 

 

  (1) 完全に網によって提供される（発信ユーザが発信者番号を含めず発信する場合または網が番号の検 

証を行い誤りがあった場合（１.４.２節参照）） 

(2) 完全に発信ユーザによって提供される（発信ユーザが発信者番号を含めて発信し、番号に誤りがなか 

 った場合、着信ユーザに通知される発信ユーザの番号は、国内番号、国際番号、ＣＥＳ内線番号等とな  
 

 ります。 

 （例）  

「０」＋「市外局番」＋「市内局番」＋「加入者番号」 

 ・論理番号（０１２０～） 

 ・ユーザナンバ（ＵＮ）（ＩＮＳメンバーズ機能） 

 ・１６１（Ｆネット発信） 

 ・ＣＥＳ内線番号（ＣＥＳ機能） 

- 5 -



１.４.２ 準正常手順 

 もし網が発信ユーザから提供された番号の検証を行い誤りがあった場合、“理由表示（＃１００：情報要素

内容無効）”を含む「状態表示」メッセージが通知されるとともに、網は発信者番号としてデフォルト番号を

用います。このとき発信ユーザによってサブアドレスが提供されていれば、これについては正しいものとしま

す。 

 着信ユーザに発信者アドレスが通知されない場合があります。 

  (1) 発信ユーザがアドレス通知を許可しないとき 

  (2) 例えばサービス提供不可のため発信者番号が利用できないとき 

 

 これらの場合には着信ユーザに対して上記のため通知されない旨が通知されます。 

 （付属資料Ｂコーディング例 付図Ⅱ．１参照） 

 

また、着信ユーザの契約時の指定により『発信者番号が通知されない詳細理由』が着信ユーザに通知されま

す。（付属資料１－Ａ 発信者番号が通知されない詳細理由参照） 

着信ユーザの契約時の指定により『発信者関連情報』が着信ユーザに通知されます。（付属資料１－Ｂ 発信

者関連情報参照）  

 

１.５ 他の付加サービスとの競合条件 

１.５.１ ダイヤルイン機能 

 発信者番号をユーザが設定して発呼した場合、そのインタフェースグループに付与されている番号であれば

番号検証を成功とします。 

 発信者番号を網で設定する場合の番号（デフォルト番号）は、以下のとおりです。 

  (1) １つのインタフェースグループでのダイヤルイン 

    インタフェースグループに付与された契約者回線番号（契約時に網から付与される番号） 

  (2) 複数のインタフェースグループでのダイヤルイン 

    パイロット番号 

 

１.６ 電話網との相互接続 

 電話網のユーザからの着信時には、着信ユーザの契約時の指定により着信ユーザに発信者番号を通知します。

ただし、電話網のユーザがアドレス通知を許可している場合に限り発信者番号が通知されます。 
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  付録Ａ コーディング例 

  

 本付属資料は、以下のコンポーネントの詳細なコーディング例を与えます。 

  

   －インボークコンポーネント 

  

 （注） このコンポーネントの正式な記述は、第２部８２３節で定義されており、この付属資料が不一致の 

         場合は、その節の記述を優先します。本構造とコーディングは一例を示しているのみであり、適正な 

         コーディングの全範囲は第２部８.２.３節の正式な定義の中で与えられます。      

 Ａ．１ インボークコンポーネント 

  

  インボークコンポーネント種別    10100001 ｺﾝﾃｸｽﾄ特有、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、１ 

  インボークコンポーネント長  

  インボークコンポーネント内容  

   インボーク識別子種別   00000010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、２（整数型） 

   インボーク識別子長   00000001 １ 

   インボーク識別子内容   XXXXXXXX インボーク識別子値 

   

   オペレーション種別   00000110 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、６（ｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子）

  

   オペレーション長   00000110 ６ 

   オペレーション内容  

   ｵﾍ゚ ﾚｰｼｮﾝ 値を示すｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子値 

  

 00000010 CCITT(0)、ADMINISTRATION(2) 

           〃  10000011 

           JAPAN(440) 

           〃  00111000 

           〃  01100110 ISDN(102) 

           〃  00000001 OPERATION(1) 

           〃  00000001 Cause Of No Id Information(1) 

    

     

   セット種別   00001010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、10(ENUMERATED) 

   セット長   00000001 1 

   セット内容    00000000 unavailable(0) 

      00000001 rejectedByUser(1) 

    00000010 interactionWithOtherServices(2) 

      00000011 coinLine(3) 
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付属資料１－Ａ  発信者番号が通知されない詳細理由 

 

１－Ａ．１  定義 

 発信者番号を通知できない詳細理由を着信ユーザへ提供します。 

 

１－Ａ．２  概要 

電話網およびＩＮＳネットからの着信により、発信者番号が通知されない場合、発信者番号非通知理由を契

約者へ通知します。 

発信者番号非通知理由には４つの種別があります。各種別の定義を以下に示します。 

 

発信者番号非通知理由 定義 

サービス提供不可のため通知不可 設備的理由、制度的理由の条件で通知する番号がない 

ユーザ拒否のため通知不可 発側ユーザが発信者番号通知を拒否した 

サービス競合のため通知不可 サービス競合により通知する番号がない 

公衆電話発信のため通知不可 公衆電話端末からの発信である 

（注）発信者番号非通知理由が複数設定されることはありません。 

 

１－Ａ．３  契約 

 本機能は契約に基づいて提供されます。 

 

１－Ａ．４  手順 

 発信者番号が着信ユーザへ通知できない場合、発信者番号非通知理由明示（CauseOfNoIDInformation） 

  インボークコンポーネントに発信者番号非通知理由を設定したファシリティ情報要素を含む「呼設定」

（SETUP）メッセージを着信ユーザへ送信します。 

 発信者番号非通知理由の設定条件は以下の通りです。（TTCQ951付属資料Ｂより引用） 

・発信者番号も通知制限の表示も受信しなかった場合、網は発信者番号非通知理由「サービス提供不可のた

め通知不可」を設定する。 

・発信者番号も通知制限の表示も受信しなかった場合、網は発信者番号非通知理由「サービス競合のため通

知不可」を設定する場合もある。 

・受信した表示識別子が「インタワーキングのため利用できない番号」に設定された場合、網は発信者番号

非通知理由「サービス提供不可のため通知不可」を設定する。 

・受信した表示識別子が「表示制限」に設定され、網が発信者番号非通知理由を受信しない場合、網は発信

者番号非通知理由「サービス提供不可のため通知不可」を設定する。 

・受信した表示識別子が「表示制限」に設定され、網が発信者番号非通知理由を受信する場合は、網は受信

した発信者番号非通知理由を透過的に設定する。 

 

- 8 -



１－Ａ．５ オペレーション（抽象構文記法：ＡＳＮ．１） 

  Cause-of-No-ID-Information-Service-Operation 

  DEFINITIONS::= 

  BEGIN  

  IMPORTS OPERATION  

    FROM  

    Remote-Operation-Notation｛joint-iso-ccitt-operation(4)notation(0) ｝;           

     CauseOfNoIdInformationType::=OPERATION  

    ARGUMENT causeOfNoId CauseOfId  

  CauseOfNoId::=ENUMERATED｛unavailable(0),rejectedByUser(1),                  

              interactionWithOtherServices(2),coinLine(3) ｝ 

  --CauseOfNoIDInformation 発信者番号非通知理由明示オペレーション 

  --CauseOfNoId          発信者番号非通知 

  --unavailable          サービス提供不可のため通知不可 

  --rejectedByUser        ユーザ拒否のため通知不可                    

    --interactionWithOtherServices サービス競合のため通知不可 

  --coinLine           公衆電話発信のため通知不可                  

   causeOfNoIdInformation CauseOfNoIdInformationType::=｛ccitt(0)administration(2)  

  japan(440)isdn(102)operationValue(1)causeOfNoIdInformation(1) ｝                

    End--ofCause-of-No-ID-Information-Service-Operation  

 

１－Ａ．６ 他の付加サービスとの競合条件 

発信者番号通知機能と同一条件となります。 
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１－Ａ．７ 信号フロー 

本節において使用する略号とその内容を表１に示します。なお、ＳＥＴＵＰ以外のシーケンスについては技

術参考資料第３分冊の基本呼制御手順に従います。 

 

表１  略号 

ＡＬＥＲＴ 「呼出」メッセージ ＣＡＬＬＰＲＯＣ 「呼設定受付」メッセージ 

ＣＯＮＮ 「応答」メッセージ ＣＯＮＮＡＣＫ 「応答確認」メッセージ 

ＣＮＧ “発番号”情報要素 ＳＥＴＵＰ 「呼設定」メッセージ 

ＣＥＤ “着番号”情報要素 ＣＯＮ－ＩＮＶ 発信者番号非通知理由明示オペレーション 

ＦＡＣ 「ファシリティ」情報要素 ＫＰ “キーパッドファシリテイ”情報要素 

 

 

ユーザ ユーザ 

SETUP(CED/KP,CNG) SETUP(FAC[CON-INV]) 

CALLPROC CALLPROC 

ALERT ALERT 
CONN 

CONN CONNACK 

網 

通信中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－Ａ  発側非通知による着信手順例 
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付録Ａ  コーディング例 

 本付属資料は、以下のコンポーネントの詳細なコーディング例を与えます。 

 

  －インボークコンポーネント 

 

 （注） このコンポーネントの正式な記述は、第２部８.２.３節で定義されており、この付属資料が不一致

の場合は、その節の記述を優先します。本構造とコーディングは一例を示しているのみであり、適

正なコーディングの全範囲は第２部８.２.３節の正式な定義の中で与えられます。 

 

インボークコンポーネント 

  

  コンポーネント種別タグ    10100001 ｺﾝﾃｸｽﾄ特有、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、１ 

  コンポーネント長       XXXXXXXX コンポーネント長            

   インボーク識別子タグ   00000010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、２（整数型） 

   インボーク識別子長   00000001 １ 

   インボーク識別子   XXXXXXXX インボーク識別子値 

   

   オペレーションバリュータグ   00000110 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、６（ｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子）

  

   オペレーションバリュー長   00000110 ６ 

   オペレーションバリュー  

   ｵﾍ゚ ﾚｰｼｮﾝ 値を示すｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子値 

  

 00000010 CCITT(0)、ADMINISTRATION(2) 

           〃  10000011 

           JAPAN(440) 

           〃  00111000 

           〃  01100110 ISDN(102) 

           〃  00000001 OPERATION(1) 

           〃  00000001 Cause Of No Id Information(1) 

    

     

   タグ   00001010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、10(ENUMERATED) 

   長さ   00000001 1 

   内容    00000000 unavailable(0) 

      00000001 rejectedByUser(1) 

    00000010 interactionWithOtherServices(2) 

      00000011 coinLine(3) 
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付属資料１－Ｂ  発信者関連情報 

 

１－Ｂ．１  定義 

発信者番号を通知する場合、発信者番号とともに発信者関連情報を着信ユーザに通知する機能です。 

［用語の定義］ 

  発信者関連情報・・・発信回線を特定するための捕足情報を示します。 

 

１－Ｂ．２  概要 

着信ユーザに対して発信者番号通知を行うとともに発信者関連情報を通知します。ただし、ＮＴＴ西日本地域

網に収容されるユーザを対象とし、国内番号および論理番号が通知された場合に限り、提供する機能であり、回

線交換ベアラサービス（音声、3.1KHzオーディオ）のみに適用されます。 

通知する発信者関連情報は以下の通りです。 

  文字種別 ·· ＪＩＳ漢字用７ビット符号（ＪＩＳ Ｘ ０２０８-１９８３年版）のうち１区から８４区。 

       各区の内容を以下に示します。 

区 内容 

１区～２区 各種記号 

３区 算用数字、大小ローマ字 

４区 ひらがな 

５区 カタカナ 

６区 大小ギリシャ文字 

７区 大小キリル文字 

８区 罫線素片 

９区～１５区 未定義 

１６区～４７区 第１水準漢字 

４８区～８４区 第２水準漢字 

  文字数 ····· １０文字以内かつ２４バイト以内 

 

１－Ｂ．３  契約 

 本機能は、契約により利用できます。 

 

１－Ｂ．４  手順 

 発信者番号を着信ユーザへ通知できる場合、発信者関連情報（Caller-Related-Information） 

インボークコンポーネントに発信者関連情報を設定したファシリティ情報要素を含む「呼設定」（SETUP）メッ

セージを着信ユーザへ送信します。 

発信者関連情報の設定条件は以下の通りです。 

  契約ユーザ収容網において受信した発信者番号の表示識別子が「表示可」の場合、発信者番号に対応する発

信者関連情報を通知します。ただし発信者関連情報についての通知拒否も可能であるため、発信者番号の表示

識別子が「表示可」であっても、発信者関連情報インボークコンポーネントが送信されない場合もあります。 
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１－Ｂ．５ オペレーション（抽象構文記法：ＡＳＮ．１） 

 
Caller-Related-Information-Operation 

 
DEFINITIONS ::= 

BEGIN 

IMPORTS OPERATION,Code 

FROM 
Remote-Operations-Information-Objects   {joint-iso-itu-t   remote-operations(4)   
informationObjects(5) 
version1(0
)} 

 
telecommunicationsServiceSubscribersName 

FROM 
TTC-IN-CS2-TelecommunicationsServiceSubscribersInformationFramework{itu-t(0) 
administration(2) japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-c(4) module(0) 
telecommunicationsServiceSubscribersInformationFramework(0) version1(0)} 

 
ATTRIBUTE 
FROM 
InformationFramework{joint-iso-itu-t ds(5) module(1) 
informationFramework(1) 3}; 

 
callerRelatedInformation OPERATION ::={ 

--発信者関連情報 
--オペレーションクラス５ 
ARGUMENT SET{ 

name [1] IMPLICIT ATTRIBUTE.&Type{telecommunicationsServiceSubscribersName}} 

--電気通信サービス加入者名。標準ＪＴ－Ｑ１２２８－ｃで規定される。 
 

RETURN RESULT FALSE ALWAYS 

RESPONDS FALSE 

CODE opcode-callerRelatedInformation } 

 
opcode-callerRelatedInformation Code ::= global : 

{itu-

t(0)administration(2)japan(440)isdn(102)operationValue(1)callerRelatedInform

ation(2) } End --of Caller-Related-Information-Operation 

注：コード値及び標準名等はＴＴＣにて審議中であり、その結論に依存する。 
（平成１２年度制定予定） 

１－Ｂ．６ 他の付加サービスとの競合条件 

以下の機能を除き、発信者番号通知機能の競合条件と同一条件となります。 
 

 
１－Ｂ．６．１ メッセージ表示受信機能[サービス提供終了] 

メッセージ表示登録通知（回線交換サービス）、メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス）およびメ 

ッセージ表示消去通知（非回線交換サービス）時、発信者番号通知機能によりセンタ番号のみが通知されます。 
 

 
１－Ｂ．６．２ 空いたらお知らせ１５９（話中時再ダイヤル） 

話中終了通知時、発信者番号が通知されない詳細理由を契約により通知できるユーザに限り発信者番号非通 

知理由として「サービス競合のため通知不可」を通知するため、発信者関連情報は提供されません。 

再発信機能は、発信者番号通知機能が提供されます。 
 

 
１－Ｂ．６．３ マルチ接続機能 

発信者関連情報は提供されません。 
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１－Ｂ．６．４  非優先呼着信 

発信者関連情報は提供されません。 

 

１－Ｂ．６．５  回線非対応ＵＵＩ機能 

発信者関連情報は提供されません。 
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１－Ｂ．７  信号フロー 

本節において使用する略号とその内容を表１に示します。なお、ＳＥＴＵＰ以外のシーケンスについては技

術参考資料第３分冊の基本呼制御手順に従います。 

 

表１  略号 

ＡＬＥＲＴ 「呼出」メッセージ ＣＡＬＬＰＲＯＣ 「呼設定受付」メッセージ 

ＣＯＮＮ 「応答」メッセージ ＣＯＮＮＡＣＫ 「応答確認」メッセージ 

ＳＥＴＵＰ 「呼設定」メッセージ ＦＡＣ “ファシリティ”情報要素 

ＣＮＧ “発番号”情報要素 ＫＰ “キーパットファシリティ”情報要素 

ＣＥＤ “着番号”情報要素 ＣＲＩ－ＩＮＶ 発信者関連情報オペレーション 

 

 

SETUP(CNG,FAC[CRI-INV]*1) 

ユーザ ユーザ 

SETUP(CED/KP,CNG)

CALLPROC CALLPROC 

ALERT ALERT 
CONN 

CONN CONNACK 

網 

通信中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  *1：FAC[CRI-INV]は設定されない場合もあります。 

 

図１－Ｂ  発信者番号通知による着信手順例 
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付録Ｂ  コーディング例 

 本付属資料は、以下のコンポーネントの詳細なコーディング例を与えます。 

 

  －インボークコンポーネント 

 

 （注） このコンポーネントの正式な記述は、第２部８.２.３節で定義されており、この付属資料が不一致

の場合は、その節の記述を優先します。本構造とコーディングは一例を示しているのみであり、適

正なコーディングの全範囲は第２部８.２.３節の正式な定義の中で与えられます。 

 

インボークコンポーネント 

  

  コンポーネント種別タグ    10100001 ｺﾝﾃｸｽﾄ特有、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、１ 

  コンポーネント長     XXXXXXXX コンポーネント長 

   インボーク識別子タグ   00000010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、２（整数型） 

   インボーク識別子長   00000001 １ 

   インボーク識別子   XXXXXXXX インボーク識別子値 

   

   オペレーションバリュータグ   00000110 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、６（ｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子）

  

   オペレーションバリュー長   00000110 ６ 

   オペレーションバリュー  

   ｵﾍ゚ ﾚｰｼｮﾝ 値を示すｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子値 

  

 00000010 CCITT(0)、ADMINISTRATION(2) 

           〃  10000011 

           JAPAN(440) 

           〃  00111000 

           〃  01100110 ISDN(102) 

           〃  00000001 OPERATION(1) 

           〃  00000010 CallerRelatedInformation(2)(注1) 

    

     

   タグ   00110001 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ｺﾝｽﾄﾗｽﾄ、ｾｯﾄﾀｸﾞ(17) 

   長さ   XXXXXXXX 

   タグ    10000001  発信者関連情報ﾀｸﾞ(1) 

   長さ    XXXXXXXX   

  内容 

 

   XXXXXXXX   
 
   XXXXXXXX 

    

   

～ 

  （注1）オペレーション値については決定次第、別途周知する。 
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