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１９. メッセージ表示送信機能 [サービス提供終了] 
 

 
１９.１ 定 義 

メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]は、発信ユーザが着信ユーザあてのメッセージを保持している

旨を通知する機能です。 
 

 
１９.２ 解 説 

１９.２.１  概 要 

メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]は、着信ユーザの収容される交換機に対してメッセージがある

旨の通知を登録要求または消去要求できる機能をいいます。 
 

 
１９.２.２ テレコミュニケーションサービスに適用する場合の条件 

特に規定しません。 
 

 

１９.２.３  用語の定義 

発信ユーザ ……………… 発信ユーザとは、メッセージ表示登録要求または消去要求を行うユーザ 

をいいます。 

着信ユーザ ……………… 着信ユーザとは、着信ユーザの収容される交換機において、発信ユーザ 

からのメッセージ表示登録要求または消去要求を受け付けるユーザをい 

います。 

登録要求 ………………… 
 

発信ユーザが着信ユーザあてのメッセージを保持している旨の通知を着 

信ユーザの収容される交換機に登録するための要求をいいます。 

消去要求 ………………… 発信ユーザが着信ユーザの収容される交換機に登録された着信ユーザあ 

てのメッセージを保持している旨の通知を消去するための要求をいいま 

す。 
 

 
 
 

１９.２.４  契 約 

本機能は、契約に基づいて提供されます。 
 

 
１９.３ コーディング条件 

１９.３.１  メッセージ 

メッセージ表示の登録要求／消去要求に用いられるメッセージを以下に示します。 

(1) 「登録」メッセージ 

(2) 「解放完了」メッセージ 



１９.３.２ オペレーション（抽象構文記法：ＡＳＮ１） 
  
 Message-Exisiting-Service-Operations 
  
 DEFINITIONS ::=  
 BEGIN  
 IMPORTS OPERATION,ERROR  
     FROM                                          
     Remote-Operation-Notation ｛joint-iso-ccitt remote-operations(4) notation(0)｝     
     notAvailable,insufficientInformation,proceduralError 
     FROM 
     General-Error-List｛ccitt recommendation q950 general-error-list(1) ｝ 
     Q931InformationElement 
     FROM 
     Embedded-Q931-Types ｛ccitt recommendation q932 embedded-q931-types(5)｝ 
     temporaryFailure,addressError,userConditionNotAllowed, 
     switchingEquipmentCongestion,originatingUserNotSubscribed, 
     remoteUserNotSubscribed  
     FROM 
     ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service module(0) error-list(1)    
     ｝;                                           
 MessageExisitingServiceRequestType ::=OPERATION  
     ARGUMENT SET｛calledPartyNumber Q931InformationElement｝ 
     noringingindicator BOOLEAN DEFAULT FALSE, 
     messagestorageinformation[2]IMPLICIT Messagestorageinformation  OPTIONAL} 
            --calledPartyNumber(着番号) には、着信ユーザのアドレスディジットを    
            --含む着番号情報要素を設定します。 

--noringingindicatorには、無鳴動呼出しを行う場合にTRUEを設定する。 
            --messagestorageinformationには、メディア対応のメッセージ蓄積情報を設定する。 
 
     RESULT 
     ERRORS｛notAvailable,insufficientInformation,  
         proceduralError,temporaryFailure,addressError, 
         userConditionNotAllowed,switchingEquipmentCongestion,  
         originatingUserNotSubscribed,remoteUserNotSubscribed｝             
 

Messagestorageinformation::=IA5String(SIZE(1)) 
                                                 
 MessageExisitingServiceRequest                                 
 MessageExisitingServiceRequestType ::=                             
        ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service operation(1)      
         message-exisiting-service-request-operation(6)｝                
                                                 
 MessageExisitingServiceCancellationType ::=OPERATION 
     ARGUMENT SET｛calledPartyNumber Q931InformationElement｝ 
            --calledPartyNumber(着番号) には、着信ユーザのアドレスディジットを    
            --含む着番号情報要素を設定します。 
     RESULT 
     ERRORS｛notAvailable,insufficientInformation,  
         proceduralError,temporaryFailure,addressError, 
         userConditionNotAllowed,switchingEquipmentCongestion,  
         originatingUserNotSubscribed,remoteUserNotSubscribed｝             
                                                 
 MessageExisitingServiceCancellation                               
 MessageExisitingServiceCancellationType ::=                           
        ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service operation(1)      
         message-exisiting-service-Cancellation-operation(7) ｝             
 END -- of Message-Existing-Service-Operations  
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１９.４ 手 順 

１９.４.１ 活性化／非活性化／登録 

信号手順は、特に必要としません。 
 

 
１９.４.２  起動と動作 

メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]は、発信ユーザからの「登録」メッセージの送出により起動さ

れます。 
 

 
１９.４.２.１  正常手順 

１９.４.２.１.１  発側網の動作 

１９.４.２.１.１.１ メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]契約ユーザからの登録要求／消去要求 

発信ユーザは、「登録」メッセージにメッセージあり通知登録要求（MessageExisitingServiceRequest）ま 

たはメッセージあり通知消去要求（MessageExisitingServiceCancellation ）オペレーションインボークコン 

ポーネントを含む“ファシリティ”情報要素を設定することにより、登録要求または消去要求を起動できます。 

発側網は、インボークコンポーネントの内容及び発信ユーザの契約状況をもとに、適切な内部チェックを実 

行します。 

着側網がそのメッセージを受け付ける場合は、リターンリザルトコンポーネントを含む“ファシリティ”

情報要素が設定された「解放完了」メッセージが発信ユーザに返送されます。 
 

 
１９.４.２.１.２ 着側網の動作 

 

 
「メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]の機能拡充」を参照願います。 

 

 
１９.４.２.２  準正常手順 

汎用的な準正常手順は第２部６３６節に記述されます。サービス固有の準正常手順を以下に規定します。 
 

 
１９.４.２.２.１  発側網の動作 

１９.４.２.２.１.１ メッセージ表示送信[サービス提供終了]機能契約ユーザからの登録要求／消去要求 

網のチェックの結果として、メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]関連の理由のため網がその後の接

続処理の継続を許容しない場合、網は、第３部４節にて規定されている適切なエラー値を持つリターンエラー

コンポーネントおよびリジェクトコンポーネントを含む“ファシリティ”情報要素が設定された「解放完

了」メッセージを、発信ユーザに返送します。 

この場合のリターンエラーコンポーネントおよびリジェクトコンポーネントを含む「解放完了」メッセージ 

の理由表示内容は、“理由表示（＃２９：ファシリティ拒否）”です。 

発信ユーザに返送される「解放完了」メッセージに、登録要求／消去要求に対するリターンエラーコンポー 

ネントが含まれていない場合、発側網はメッセージ表示送信機能[サービス提供終了]以外の理由による登録

要求／消去要求の失敗とみなします。 

この場合の「解放完了」メッセージには適切な理由表示値が含まれます。 
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１９.４.２.２.１.２ メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]未契約ユーザからの登録要求／消去要求 

メッセージ表示送信機能 [サービス提供終了]の未契約ユーザからの登録要求／消去要求については、発側

網でファシリティ拒否を行い、サービス起動ユーザ未契約（Ｎ８）のリターンエラー値を含む“ファシリテ

ィ”情報要素が設定された「解放完了」メッセージが発信ユーザに返送されます。 
 

 
１９.４.２.２.２  着側網の動作 

「メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]の機能拡充」を参照願います。 
 

 
１９.５ 他の付加サービスとの競合条件 

１９.５.１ 通信中機器移動機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.２ 通信中着信通知機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.３ コールウェイティング機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.４ 通信中転送機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.５ 三者通話機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.６ 着信転送機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.７ ＩＮＳボイスワープ機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.８  代表機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.９ 発信者番号通知機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１０ 料金情報通知機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１１  ダイヤルイン機能 

提供されません。 
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１９.５.１２ Ｂチャネルの発着信専用機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１３ 発信専用制御機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１４ 通信中機器移動通知機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１５ でんわばん／でんわばんＷ登録解除機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１６ 通信中着信通知一時停止機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１７ ユーザ間情報通知機能［サービス１（暗黙のサービス要求）］ 

提供されません。 
 

 
１９.５.１８ 迷惑電話おことわり機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.１９ メッセージ表示送信機能[サービス提供終了] 

提供されません。 
 

 
１９.５.２０ 転送元電話番号受信機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.２１ 発信電話番号通知要請機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.２２ なりわけ機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.２３ パスワード接続機能 

提供されません。 
 

 
１９.５.２４ 料金事前通知機能 

提供されません。 

 

１９.５.２５ マルチ接続機能 

提供されません。 

 



１９.５.２６ 非優先呼着信機能 

提供されません。 

 

１９.５.２７ 着信鳴り分け機能 

提供されません。 

 

１９.５.２８ 回線非対応ＵＵＩ機能 

提供されません。 

   

１９.６ 信号フロー 

 以下に登録要求／消去要求の信号フロー例を示します。 

  

                  表１９．１ 略 号 

  ＲＥＧ  ：「登録」メッセージ        ＲＥＬ ＣＯＭＰ：「解放完了」メッセージ 

  ＦＡＣ  ：“ファシリティ”情報要素          ＣＥＤ      ：“着番号”情報要素       

    MES-RQ-INV：メッセージあり通知（登録要求）   MES-CL-INV：メッセージあり通知（消去要求）     

  ＲＲ   ：リターンリザルト         ＲＥ   ：リターンエラー            

  

        発信ユーザ                   網                

  REG(FAC[MES-RQ-INV/MES-CL-INV;CED])   

    

       REL COMP(FAC[RR])   

    

  

                  図１９．１ 登録成功 

   

        発信ユーザ                   網                

  REG(FAC[MES-RQ-INV/MES-CL-INV;CED])   

    

       REL COMP(FAC[RE])   

    

  

              図１９．２ 登録失敗（着網チェック） 

   

        発信ユーザ                   〓網                

  REG(FAC[MES-RQ-INV/MES-CL-INV;CED])   

    

       REL COMP(FAC[RE] ＊)   

    

 ＊ ＦＡＣは設定されないケースもあります。 

              図１９．３ 登録失敗（発網チェック） 
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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                                 

     －リターンエラーコンポーネント                               

   

 （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。      

 

 Ａ．１ インボークコンポーネント 

  

  コンポーネントタグ    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    ******** 

  コンポーネント内容  

   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 

   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 

   

   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   00000111 7 （例） 

   オペレーションバリュー内容  

   ｵﾍ゚ ﾚｰｼｮﾝ 値を示すｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子値   00000011 CCITT(0)、NETWORK-OPERATOR(3) 

          〃  10100010 

             NTT(4401) 

          〃  00110001  

          〃  10000111 

             ISDN-NETWORKSPECIFIC-SERVICE(1001) 

          〃  01101001 

          〃  00000001 OPERATION(1) 

          〃  00000110 登録要求(6) 

      00000111 消去要求(7) 

     

   セットタグ   00110001 ﾕﾆﾊ゙ ｰｻﾙ、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、17（セットタグ） 

   セット長   ******** 

   セット内容  

    Q.931情報要素タグ  01000000  Q.931情報要素タグ 

    Q.931情報要素長  00001100 

    着番号情報要素  01110000 着番号情報要素 

                                         

   ～       ：         ～    

          

    無鳴動着信表示タグ   00000001 

    無鳴動着信表示長   00000001 

    無鳴動着信表示内容   XXXXXXXX 

    メッセージ蓄積情報タグ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）   10000001 

 

    メッセージ蓄積情報長   00000001 

    メッセージ蓄積情報内容   0XXXXXXX  (A.2を参照願います) 
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Ａ．２ メッセージ蓄積情報 

 

パターン メディア１ メディア２ メディア３ テキストコード ＜ＩＡ５＞ 

０ 無し 無し 無し ＳＰ ＜０１０００００＞ 

１ 無し 無し 有り １  ＜０１１０００１＞ 

２ 無し 有り 無し ２  ＜０１１００１０＞ 

３ 無し 有り 有り ３  ＜０１１００１１＞ 

４ 有り 無し 無し ４  ＜０１１０１００＞ 

５ 有り 無し 有り ５  ＜０１１０１０１＞ 

６ 有り 有り 無し ６  ＜０１１０１１０＞ 

７ 有り 有り 有り ７  ＜０１１０１１１＞ 
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Ａ．３ リターンエラーコンポーネント 

  

 ３．１ リターンエラー（Ｑ．９５０） 

  

 コンポーネントタグ    10100011 ｺﾝﾃｸｽﾄ特有、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、３ 

 コンポーネント長    00000110 ６（例） 

 コンポーネント内容  

   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 

   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 

   

   エラーバリュータグ   00000010 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ、ﾌ゚ ﾘﾐﾃｨﾌ゙ 、２ 

   エラーバリュー長   00000001 １（例） 

   エラーバリュー内容   00000011 提供不可（３） 

      00000101 情報内容不十分（５） 

     00101011 手順誤り（４３） 

                        上記以外予約済                  

                                                  

 ３．２ リターンエラー（ＮＴＴ網固有） 

  

 コンポーネントタグ    10100011 ｺﾝﾃｸｽﾄ特有、ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ 、３ 

 コンポーネント長    00001100 12（例） 

 コンポーネント内容  

   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 

   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 

   

   エラーバリュータグ   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）

  

   エラーバリュー長   00000111 ７（例） 

   エラーバリュー内容  

   エラー値を示すｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子値  00000011 CCITT(0)、NETWORK-OPERATOR(3) 

          〃  10100010 

           NTT(4401) 

          〃  00110001 

          〃  10000111 

           ISDN-NETWORKSPECIFIC-SERVICE(1001) 

          〃  01101001 

          〃  00000010 ERROR(2) 

          〃  00000010 一時的失敗(2) 

      00000011 アドレス誤り(3) 

     00000110 ユーザ条件によるｻｰﾋ゙ ｽ提供不可(6) 

     00000111 交換機輻輳(7) 

                        00001000 サービス起動ユーザ未契約(8)       

                          00001001 リモートユーザ未契約(9)         

                            上記以外予約済 
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