
                ２１. ＩＮＳボイスワープ機能 

  

２１.１ 定  義 

 ＩＮＳボイスワープ機能は、話中時／無応答時／無条件の各転送条件により、予め網に登録した相手先に着

信呼を転送する機能です。 

  

２１.２ 解  説 

２１.２.１ 概  要 

 ユーザＡは予め端末操作（カスタマコントロール、リモートコントロール）により、転送制御情報（注１）

を網に登録します。 

 ユーザＡは端末操作により、転送制御情報の設定／変更を行い、本機能の活性化を行います。 

 活性化状態において、ユーザＡに着信があると、網は転送モード（注２）条件に従い本機能を起動します。

なお、本機能で提供しているベアラを以下に示します。 

  

  (1) カスタマコントロール 

    ① 通話モード（音声、３．１ｋＨｚオーディオ） 

    ② ディジタル通信モード（６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限） 

  （注） 但し、登録確認手順は通話モードのみ提供します。 

  

  (2) リモートコントロール 

    ① 通話モード（音声、３．１ｋＨｚオーディオ） 

  

  (3) 転送呼 

    ① 通話モード（音声、３．１ｋＨｚオーディオ） 

    ② ディジタル通信モード（６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限） 

     なお、これら以外のベアラの場合、転送されません。 

  

 ユーザに通知する、トーキ／アナウンス種別を以下に示します。なお、６４kbit/s非制限の場合、ト－キ／

アナウンス通知は行いません。また、発信ユーザへのアウトチャネルでの転送を行う旨の通知（転送呼表示）

は提供されません。               

  (1) 転送通知用トーキ 

     転送を行う時、発信ユーザに対し、転送する旨を通知します。 

  

  (2) 転送元案内用トーキ 

     転送先ユーザが応答時に、転送呼であることを、転送先ユーザに通知します。 

  

 （注） トーキの組合せは、以下のパターンがあります。 

    ① 転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキなし 

    ② 転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキあり 

    ③ 転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキなし 

    ④ 転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキあり 
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    ４パターンすべてに音声、３．１ｋＨｚオーディオ、６４ｋｂｉｔ／ｓ非制限で利用できます。ただ 

        し、トーキの提供は、音声、３．１ｋＨｚオーディオに限られます。 

    なお、トーキパターン②，④の場合、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。 

  

  (3) 操作指示アナウンス 

     カスタマコントロール・リモートコントロール時、転送制御情報の設定／変更を行うための操作指示 

       アナウンスを通知します。 

  

 （注１） 転送制御情報を以下に示します。 

     (1) 転送モードパターン 

        転送モードを、パターン番号で設定します。以下に転送モードパターン表を記述します。   

                   転送モードパターン表 

 パターン番号  話中時着信転送 無応答時着信転送  無条件着信転送  

   ０   非活性   非活性   非活性  

   １   非活性   非活性    活性  

   ２   非活性    活性   非活性  

   ３    活性   非活性   非活性  

   ４    活性    活性   非活性  

  

     (2) 転送先番号リスト 

        着信転送先の電話番号を登録するリストであり、以下に制約を示します。 

       ① 転送先番号リストに転送先番号登録時は、上書き方式とする。               

       ② 転送先番号リストに転送先番号登録時、同一番号の複数登録チェックは行わない。 

       ③ 他サービスとの契約に変更が生じ、転送先番号リストの内容では転送できない条件となって 

               も、転送先番号リストの内容の変更は行わない。 

  

     (3) 転送先リスト番号 

        ＩＮＳボイスワープ機能では、転送先を転送先番号リストに登録することができます。実際に 

 転送する転送先は、転送先リストに登録したリスト番号を指定することにより選択できます。但 

し、転送先指定は、着ベアラ・転送モードに関係なく１か所とします。 

   

     (4) 無応答時着信転送タイマパターン番号 

        無応答時着信転送において使用する無応答時着信転送タイマであり、登録時に指定する番号で 

             す。 

                     タイマパタ－ン表 

 ﾊ゚ ﾀ-ﾝ番号    ０   １   ２   ３   ４   ５   ６   ７   ８   ９ １０ １１  

 秒数  ５ １０ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ ４０ ４５ ５０ ５５ ６０  

  

     (5)  転送通知用トーキパターン番号 

        転送を行う時、発信ユーザＢに対して、転送を行う旨を通知するアナウンスの有無の設定を行 

             います。アナウンスが有りの場合は、アナウンス種別が数種類準備されているので、番号を指定 

       することによりアナウンスを選択できます。 
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       なお、無応答時着信転送モードで転送する場合、転送元ユーザＡの設定に関わらず一律転送通 

            知トーキ有りとします。また、転送通知用トーキが故障している場合には、ユーザＡの設定に関 

            わらず、一律転送通知トーキなしとします。 

  

     (6) 転送元案内用トーキ表示 

        転送先ユーザＣが応答時、転送呼である旨を転送先ユーザＣに通知するアナウンスおよび、ア 

             ウトチャネルで転送先ユーザＣに転送したことを通知するかの有無を設定します。    

 

     (7) 暗証番号 

        暗証番号は、リモートコントロール機能により転送制御情報を変更するための権利を取得する 

             番号です。また、暗証番号（４桁固定の整数）はカスタマコントロールで設定します。暗証番号 

             の制約を以下に示します。 

       ① １１１１、２２２２等の４桁連続の同一数字は設定不可。 

       ② 暗証番号を要求した電話番号の下４桁は設定不可。 

       ③ ＃、＊を含む暗証番号は設定不可。 

  

     (8) リモートコントロール機能表示 

        転送元ユーザＡの端末以外からサービスの提供状態（転送の開始／停止、転送先リスト番号） 

             を変更できるリモートコントロール機能の開始／停止を設定します。リモートコントロール機能 

             を開始する時は、セキュリティ対策として暗証番号の設定が必要です。 

  

 （注） (1)～(8)はカスタマコントロールで設定／変更が可能であり、(1)（注３），(3)はリモートコント 

        ロールで設定／変更が可能です。 

   

 （注２） 転送モードを以下に示します。 

     (1) 話中時着信転送 

        転送元ユーザＡに着呼があった場合、転送元ユーザＡがビジー（網決定ユーザビジー又は、ユ 

             ーザ決定ユーザビジー：２１.５.３.１.１.１参照）の時、網が着信呼を転送します。 

  

     (2) 無応答時着信転送 

        転送元ユーザＡが、着信呼に対して登録した秒数以上応答しない場合、網はその着信呼を転送 

             します。 

  

     (3) 無条件着信転送 

        転送元ユーザＡへの着呼の場合、転送元ユーザＡに対し着呼を行わず、網が無条件に着信呼を 

             転送します。 

  

 

 （注３） リモートコントロールにて設定可能な転送モードは、パターン番号：０、２に限定されます。 
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２１.２.２ 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 

 本機能は、回線交換ベアラサービス（音声、３．１ｋＨｚオーディオ、６４kbit/s非制限）に適用されます。 

  

２１.２.３ 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 

  活性化要求   網へ転送可能状態にするための手順 

  非活性化要求   網へ転送不可状態にするための手順 

  登録要求   網へ転送制御情報を登録する手順 

  登録確認要求   網へ状態を確認する手順 

  

２１.３ 契  約 

 本機能は、契約に基づいて提供されます。 

   

２１.４ コーディング条件 

２１.４.１ メッセージ 

 ＩＮＳボイスワープ機能の起動、制御に用いられるメッセージを以下に示します。 

  (1) 「呼設定」メッセージ 

  (2) 「切断」メッセージ（注１） 

  (3) 「解放」メッセージ 

  (4) 「解放完了」メッセージ 

  (5) 「付加情報」メッセージ（注２）（注３） 

  

 （注１） 活性化要求／非活性化要求／登録要求／登録確認要求の結果を通知する場合に“汎用通知" 情報 

          要素が含まれます。 

 （注２） 登録要求／登録確認要求の手順において、網から付加情報要求を行う場合、“情報要求"情報要  

          素と補助的な通知をするための“汎用通知" 情報要素が含まれます。 

 （注３） 登録確認要求の結果を通知する場合、“汎用通知" 情報要素が含まれます。 

  

２１.５ 手  順 

２１.５.１ カスタマコントロール手順 

２１.５.１.１ 活性化要求／非活性化要求／登録要求／登録確認要求 

 活性化要求、非活性化要求、登録要求、登録確認要求の結果の通知のため“汎用通知”情報要素を用います。 

  

２１.５.１.２ 正常手順 

２１.５.１.２.１ 活性化要求 

 ユーザＡは、特番を設定した“着番号”情報要素、または“キーパッドファシリティ”情報要素およびＩＮ

Ｓボイスワープ機能の活性化を要求するＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン追加番号）を設定

した“発番号”情報要素（注１）を含む「呼設定」メッセージを網に送出することにより、活性化要求を行う

ことが可能です。 

 網は、活性化要求が成功した場合、ユーザＡに“理由表示（＃１６：正常切断）”情報要素、および“汎用
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通知（通知種別＃０：成功報告、通知識別値＃５：開始／起動）”情報要素を最初の呼切断復旧用メッセージ

に含み呼を切断復旧し、同時にアナウンスにより活性化が成功した旨を通知します（注２）。 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

 （注２） ６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供しません。 

  

２１.５.１.２.２ 非活性化要求 

 ユーザＡは、特番を設定した“着番号”情報要素、または“キーパッドファシリティ”情報要素およびＩＮ

Ｓボイスワープ機能の非活性化を要求するＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン追加番号）を設

定した“発番号”情報要素（注１）を含む「呼設定」メッセージを網に送出することにより、非活性化要求を

行うことが可能です。 

  網は非活性化要求が成功した場合、ユーザＡに“理由表示（＃１６：正常切断）”情報要素、および“汎用

通知（通知種別＃０：成功報告、通知識別値＃６：停止／終了）”情報要素を最初の呼切断復旧用メッセージ

に含み呼を切断復旧し、同時にアナウンスにより非活性化が成功した旨を通知します（注２）。 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

 （注２） ６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供しません。 
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２１.５.１.２.３ 登録要求 

 ユーザＡは、特番を設定した“着番号”情報要素、または“キーパッドファシリティ”情報要素および転送

制御情報の登録を要求するＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン追加番号）を設定した“発番号”

情報要素（注１）を含む「呼設定」メッセージを網に送出することにより、登録要求を行うことが可能です。 

 網はユーザＡに対して、“情報要求（情報要求指示＃１：追加情報のためのプロンプト、情報種別＃０：未

定義）”情報要素および“汎用通知（通知種別＃３：付加情報要求、通知識別値：（注２）、補助通知情報：

（注２））”情報要素を「付加情報」メッセージに含めて送出し、追加情報の入力をユーザＡに要求します。

また、通話モードの場合、「呼設定」メッセージの受信後、“経過識別子（＃８：インバンド信号ないし、適

当なパターンが利用可能）”情報要素を含む「経過表示」メッセージの返送とともに、インチャネルのアナウ

ンスを提供します。 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

 （注２） 設定される“汎用通知”情報要素の内容を以下に示します。 

    登録要求内容   通知識別値    補助通知情報  

 転送先設定 ＃１接続先番号 最小桁数： 1、最大桁数：11  

 呼出し秒数パターンの設定 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 2  

 初期設定 ＃８サービス識別ｺｰﾄ゙  最小桁数： 1、最大桁数： 1  

   （ｻｰﾋ゙ ｽ選択番号）   

  転送先リストに転送先 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 1  

  番号設定    

   転送先設定 ＃１接続先番号 最小桁数： 1、最大桁数：11  

  転送先の選択 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 1  

  転送通知用トーキ有無 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 1  

  の設定    

  リモコンの有無の設定 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 1  

   暗証番号設定 ＃10パスワード 最小桁数： 4、最大桁数： 4  

       （暗証番号）   

  転送元案内用トーキ有 ＃３登録番号 最小桁数： 1、最大桁数： 1  

  無の設定    

 ユーザＡは、網から要求された内容を設定した“キーパッドファシリティ”情報要素を含む「付加情報」メ

ッセージを網に返送します。 

 網は更なる情報要求が必要か判断し、必要な場合は同様な手順により、ユーザＡに追加情報の入力を要求し

ます。 

 網は登録要求が成功した場合、ユーザＡに“理由表示（＃１６：正常切断）”情報要素、および“汎用通知

（通知種別＃０：成功報告、通知識別値＃１：新規登録）”情報要素（注３）を最初の「切断」メッセージに

含み呼を切断復旧し、同時にアナウンスにより登録が成功した旨を通知します（注４）。 

  

 （注３） 既に登録済の登録内容に対し、再度登録を行った場合は、“汎用通知（通知種別＃０：成功報告、 

         通知識別値＃２：登録更新）”情報要素を含みます。 

 （注４） ６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供されません。 
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２１.５.１.２.４ 登録確認要求 

  

 （注） 本手順は、通話モードの場合のみ提供されます。 

  

 ユーザＡは、特番を設定した“着番号”情報要素、または“キーパッドファシリティ”情報要素および転送

制御情報の確認を要求するＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン追加番号）を設定した“発番号”

情報要素（注１）を含む「呼設定」メッセージを網に送出することにより、登録確認要求を行うことが可能で

す。 

 網は、「呼設定」メッセージの受信後、“経過識別子（＃８：インバンド信号ないし、適当なパターンが利

用可能）”情報要素を含む「経過表示」メッセージを返送します。 

 網は登録確認要求が成功した場合、ユーザＡに“理由表示（＃１６：正常切断）”情報要素、および“汎用

通知（通知種別＃０：成功報告、通知識別値＃７：確認／照会）”情報要素を含む「付加情報」メッセージを

送出し、同時にアナウンスにより登録内容を通知します。 

 更にアナウンスの終了後、網は“情報要求（情報要求指示＃１：追加情報のためのプロンプト、情報種別＃

０：未定義）”情報要素および“汎用通知（通知種別＃３：付加情報要求、通知識別値＃８：サービス識別コ

－ド（サービス選択番号）、補助通知情報：（最小桁数：１、最大桁数：１））”情報要素を「付加情報」メ

ッセージに含めて送出し、サービス選択番号の入力をユーザＡに要求します。 

 ユーザＡは、必要であれば、サービス識別コ－ド（サービス選択番号）を設定した“キーパッドファシリテ

ィ”情報要素を含む「付加情報」メッセージを網に返送します。 

 網は、ユーザＡから「付加情報」メッセージが返送された場合、ユーザＡに“理由表示（＃１６：正常切断）”

情報要素、および“汎用通知（通知種別＃０：成功報告、通知識別値＃７：確認／照会）”情報要素を最初の

「切断」メッセージに含み呼を切断復旧し、同時にアナウンスにより登録内容を通知します。 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

  

２１.５.１.３ 準正常手順 

２１.５.１.３.１ 活性化要求／非活性化要求                           

 網は、活性化要求／非活性化要求が失敗した場合、“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素を

最初の呼切断復旧用メッセージに含み呼を切断復旧します（注）。 

  

 （注） 呼切断復旧用メッセージに含める“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素の設定を以 

        下に示します。 

    ① 本機能に起因しない活性化要求／非活性化要求失敗時 

     ・理由表示値：基本呼制御の理由表示値に従う 

     ・汎用通知 ：なし 

    ② 非契約ユーザからの活性化要求／非活性化要求時 

     ・理由表示値：＃１（欠番） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃６（サービス未契約） 

    ③ “発番号”情報要素が設定されていない場合（注１）、および“発番号”情報要素に番号ディジ 

            ットを設定していない場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 
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     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃５（入力情報不足） 

    ④ “発番号”情報要素に設定した番号が網検証ＮＧの場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃４（入力情報誤り） 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

  

２１.５.１.３.２ 登録要求 

 網は、登録要求手順が失敗した場合、“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素を最初の呼切断

復旧用メッセージに含み呼を切断復旧します（注）。 

  

 （注） 呼切断復旧用メッセージに含める“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素の設定を以 

        下に示します。 

    ① 本機能に起因しない登録失敗時 

     ・理由表示値：基本呼制御の理由表示値に従う 

     ・汎用通知 ：なし 

    ② 非契約ユーザからの登録要求時 

     ・理由表示値：＃１（欠番） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃６（サービス未契約） 

    ③ 登録のため入力した転送先番号又は暗証番号が規制されている番号の場合、および、その他入力 

          した情報が誤っている場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃４（入力情報誤り） 

  

    ④ 転送先リスト番号指定時、指定された転送先リストに転送先番号が登録されていない場合   

      ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス）                       

      ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃１（未登録） 

    ⑤ “発番号”情報要素が設定されていない場合（注１）、および“発番号”情報要素に番号ディジ 

           ットを設定していない場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃５（入力情報不足） 

    ⑥ “発番号”情報要素に設定した番号が網検証ＮＧの場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃４（入力情報誤り） 

    ⑦ 網からの情報要求後、ユーザＡからの情報返送がないために情報要求のアプリケーションタイマ 

          がタイムアウトした場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃１１（タイムオーバ） 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 
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２１.５.１.３.３ 登録確認要求 

 網は、登録確認要求手順が失敗した場合、“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素を最初の呼

切断復旧用メッセージに含み切断復旧します（注）。 

  

 （注） 呼切断復旧用メッセージに含める“理由表示”情報要素、および“汎用通知”情報要素の設定を以 

        下に示します。 

    ① 本機能に起因しない登録確認失敗時 

     ・理由表示値：基本呼制御の理由表示値に従う 

     ・汎用通知 ：なし 

    ② 非契約ユーザからの登録確認要求時 

     ・理由表示値：＃１（欠番） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃６（サービス未契約） 

    ③ “発番号”情報要素が設定されていない場合（注１）、および“発番号”情報要素に番号ディジ 

           ットを設定していない場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃５（入力情報不足） 

    ④ “発番号”情報要素に設定した番号が網検証ＮＧの場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃４（入力情報誤り） 

    ⑤ 網からの情報要求後、ユーザＡからの情報返送がないために情報要求のアプリケーションタイマ

がタイムアウトした場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃１１（タイムオーバ） 

    ⑥ 入力されたサービス選択番号が未提供のコード値である場合 

     ・理由表示値：＃３１（その他の正常クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃４（入力情報誤り） 

    ⑦ ディジタル通信モードでの登録確認要求の場合 

     ・理由表示値：＃７９（その他のサービスまたはオプションの未提供クラス） 

     ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃１０（サービス未提供ベアラ） 

  

 （注１） 単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、“発番号”情報要素は必須ではありません。 

  

２１.５.２ リモートコントロール手順 

 ユーザは、特番を設定した“着番号”情報要素または“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します。 

 網は「呼設定」メッセージ受信後、“経過識別子（＃８インバンド信号ないし、適当なパターンが利用可能）”

情報要素を含む「経過表示」メッセージをユーザに返送します。 

 ユーザは情報チャネルを接続後、網から提供されるアナウンスに従い、インチャネルのＰＢ信号を追加情報

として入力することにより、活性化／非活性化／登録要求を行うことが可能です。 

 なお、その他の手順は、基本呼制御と同様です。 

  

- 145 -



２１.５.３ 起動と動作 

２１.５.３.１ 転送元の動作 

２１.５.３.１.１ 正常手順 

２１.５.３.１.１.１ 話中時着信転送 

 ユーザＡが話中時着信転送活性化時、ユーザＡの話中時（網決定ユーザビジー、ユーザ決定ユーザビジー）

に着信があった場合、話中時着信転送が起動されます。 

  

 (1) 網決定ユーザビジー 

    網決定ユーザビジーと判定するのは、以下の場合です。 

   ① Ｂチャネルビジー 

   ② 閉塞中（故障閉塞、網による閉塞等） 

   ③ 発信専用（着信規制）状態（着信端末が発信専用制御を設定しているとき） 

   ④ レイヤ１起動失敗 

  

  (2) ユーザ決定ユーザビジー 

     ユーザＡが着信してきた呼に対し、“理由表示（＃１７：着ユーザビジー）”を含む「切断」「解放」 

      「解放完了」メッセージを網に返送した場合。 

     なお、ユーザＡには、通常の「呼設定」メッセージが送出されます。 

   

２１.５.３.１.１.２ 無応答時着信転送 

  

 （注） 本機能は、カスタマコントロールでの設定内容に関わらず、転送通知用トーキありの条件で起動さ 

        れます。 

  

 ユーザＡが無応答時着信転送活性化時、網はユーザＡに着信があった場合、通常の「呼設定」メッセージを

送出します。そして網はユーザＡからの最初の「呼出」メッセージの受信を契機として、無応答時着信転送タ

イマを開始します。無応答時着信転送タイマが満了した場合、網は予め設定された転送先に呼を転送します（注

１）。 

 なおユーザＡは、タイマ満了以前に「応答」メッセージを網に返送することにより、ユーザＢとの通信が可

能です。 

  

 （注１） 無応答時着信転送は、以下の場合にも起動されます。 

     ① 下位レイヤ故障（Ｔ点故障等）を検出した場合 

     ② Ｔ３０３タイマが連続２回満了した場合 

     ③ Ｔ３１０タイマが満了した場合 

      これらにより、転送が起動された場合、無応答時着信転送タイマは無視されます。 

  

２１.５.３.１.１.３ 無条件着信転送 

 ユーザＡが無条件着信転送活性化時、ユーザＡへの着呼の場合、ユーザＡに対して「呼設定」メッセージの

送出を行わず、網が無条件に呼を転送します。ユーザＡに対し、着呼が行われないため、発番号等の発信者か

らの情報は、ユーザＡに通知されません。 
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２１.５.３.１.２ 準正常手順 

 次のような場合、要求が受入れられません。 

  (1) ユーザＡにおける最大限度数を超えて着信転送を起動することはできません。この場合、“理由表示 

       （＃４７：その他のリソース使用不可クラス）”情報要素を含む「切断」メッセージがユーザＢに返送 

       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非制限のいずれでもない場合  

       には、活性化、非活性化にかかわらず、ユーザＡに着信されます。 

  

  (3) 網リソースがビジーの場合、基本的に“理由表示（＃３４：利用可回線／チャネルなし）”情報要  

       素を含む「切断」メッセージがユーザＢに返送されます（注）。 

  

  (4) 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）”情報要素  

       を含む「切断」メッセージがユーザＢに返送されます。 

  

 （注） ユーザＡが転送通知トーキなしに設定していた場合、“理由表示（＃３１：その他の正常クラス）” 

        情報要素を含みます。 

  

２１.５.３.２ 転送先の動作 

 ユーザＣへは、通常の着呼手順がとられます。なお、ユーザＣへは以下の情報が通知されます。 

  (1) ユーザＢの番号が設定された“発番号”情報要素（ユーザＢにより発信者番号通知が許容されている

場合） 

  (2) 最終転送元の転送元番号・転送理由が設定された“転送元番号”情報要素（注１） 

  (3) ユーザＢのサブアドレスが設定された“発サブアドレス”情報要素（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） 

  (4) ユーザＣの番号が設定された“着番号”情報要素（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１） ユーザＡが転送元案内トーキありに設定しており、かつユーザＣが転送元電話番号受信を契約し 

          ている場合、本情報要素が通知されます。 

  

 （注）  ユーザＣへの転送元サブアドレス通知は当面提供されません。 

  

２１.６ 他の付加サービスとの競合条件 

２１.６.１ 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（注）が、当面ユー

ザＣには通知されません。 

  

 （注） 無条件着信転送活性化時には、ユーザ間情報は通知されません。 
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２１.６.２ 通信中着信通知機能 

 無条件着信転送活性化時には、通信中着信通知は行われません。 

  

２１.６.３ コールウェイティング機能 

 (1) 無条件着信転送活性化時 

   ユーザＡに対して着信動作が行われませんので、コールウェイティング要求を起動できません。   

 (2) 無応答時着信転送または話中時転送活性化時 

   着信呼に対してコールウェイティング要求を起動した場合、コールウェイティングが優先して起動され

ます。 

  

２１.６.４ 着信転送機能 

 (1) 無条件着信転送活性化時 

   無条件着信転送が優先して起動されます。 

  

 (2) 無応答時着信転送または話中時転送活性化時 

   着信呼に対して着信転送機能を要求した場合、着信転送機能が優先して起動されます。 

  

 

  

２１.６.５ 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、ユーザＡへの料金情報通知は当面行われません。   

  

２１.６.６ 発信者番号通知機能 

 ユーザＢが発信者番号通知を許容している場合、ユーザＣにはユーザＢの発信者番号（発サブアドレスがあ

る場合、これを含む）が通知されます。 

  

２１.６.７ サブアドレス機能 

 転送先番号にユーザＣのサブアドレスを含めて登録することはできません。 

  

２１.６.８ 迷惑電話おことわり機能 

 (1) ユーザＣからの登録要求 

   着信転送された呼であっても登録できます。なお、登録されるユーザはユーザＢとなります。    

 (2) 着信拒否 

   着信転送の呼であっても着信拒否されます。この場合、着信拒否されたユーザＢにはユーザＡの番号が

着番号として通知されます（複数回の着信転送が行われた呼では、最初にＩＮＳボイスワープ機能による

着信転送を起動したユーザの番号になります）。 
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２１.６.９ 代表機能 

 (1) 代表親番号に本機能の契約がある場合 

   代表子番号（契約なし）への着信時には、着信転送は行われません。 

  ① 無条件着信転送活性化時 

     代表親番号への着信時に、着信転送が起動されます。 

  ② 無応答時着信転送活性化時 

    代表親番号への着信時、空きインタフェースグループを選択し着信します。そして無応答時着信転送

タイマの満了までにユーザＡからの応答がない場合に着信転送が起動されます。 

    なお、空きインタフェースグループがない場合には、着信転送は行われません。 

  ③ 話中時着信転送活性化時 

    代表親番号への着信時、捕捉できる空きインタフェースグループがない場合に着信転送が起動されま

す。また、空きインタフェースグループがある場合には、その空きインタフェースグループを選択し着

信します。そしてその着信呼に対して、ユーザＡから“理由表示（＃１７：着ユーザビジー）” を含む

「切断」「解放」「解放完了」メッセージが返送された場合には、同様に着信転送が起動され         

ます。 

 (2) 代表子番号に本機能の契約がある場合 

    代表親番号（契約なし）への着信時には、着信転送は行われず、通常の代表選択が行われます。   

    ① 無条件着信転送活性化時 

     代表子番号への着信時に、着信転送が起動されます。 

   ② 無応答時着信転送活性化時 

     代表子番号への着信時、空きＢチャネルを選択し着信します。そして無応答時着信転送タイマの満了

までにユーザＡからの応答がない場合に着信転送が起動されます。 

     なお、空きＢチャネルがない場合には、着信転送は行われません。               

    ③ 話中時着信転送活性化時 

     代表子番号への着信時、補足できるＢチャネルがない場合に着信転送が起動されます。また、空きＢ

チャネルがある場合には、その空きＢチャネルを選択し着信します。そしてその着信呼に対して、ユー

ザＡから“理由表示（＃１７：着ユーザビジー）”を含む「切断」「解放」「解放完了」メッセージが

返送された場合には、同様に着信転送が起動されます。 

  

 （注） 既存電話網の回線とＩＮＳネットのインタフェースグループを混在で代表を構成している場合には、 

      当面ＩＮＳボイスワープ機能は提供しません。 
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２１.７ 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。 

                    表１ 略号 

   ALERT  ：「呼出」メッセージ        CALL PROC ：「呼設定受付」メッセージ 

   CONN  ：「応答」メッセージ        DISC   ：「切断」メッセージ 

   INFO  ：「付加情報」メッセージ      PROG   ：「経過表示」メッセージ 

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

   SETUP  ：「呼設定」メッセージ       CAUSE   ：“理由表示”情報要素 

   CED   ：“着番号”情報要素        GN    ：“汎用通知" 情報要素 

   IRQ   ：“情報要求" 情報要素       KP    ：“ｷｰﾊ゚ ｯﾄ゙ ﾌｧｼﾘﾃｨ ”情報要素 

   LOS[#6] ：“固定ｼﾌﾄ [〓ｺｰﾄ゙ 〓群6]" 情報要素  PI    ：“経過識別子”情報要素 

   SDT    ：第２ダイヤルトーン         CNG      ：“発番号”情報要素         

     RN   ：“転送元番号”情報要素 

２１.７.１ カスタマコントロール手順 

２１.７.１.１ 活性化要求手順 

   ユーザＡ                                      ユーザＢ 

  SETUP (CED/KP[特番],CNG ＊３)      

     

       CALL PROC    

     

   DISC(CAUSE[#16],PI[#8]＊１,    

      LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ ＊１    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

        REL    

     

       REL COMP    

     

  ＊１：６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供されません。                  

   ＊３：単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、本情報要素は必須ではありません。      

                 図１ 活性化要求例 

２１.７.１.２ 非活性化要求手順 

   ユーザＡ                                      ユーザＢ 

  SETUP (CED/KP[特番],CNG ＊３)      

     

       CALL PROC    

     

   DISC(CAUSE[#16],PI[#8]＊１,    

      LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ ＊１    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

        REL    

     

       REL COMP    

     

網 

網 

  ＊１：６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供されません。                   

    ＊３：単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、本情報要素は必須ではありません。      

                図２ 非活性化要求例 
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２１.７.１.３ 登録要求手順 

   ユーザＡ                                      ユーザＢ 

  SETUP (CED/KP[特番],CNG ＊３)      

     

       CALL PROC    

     

      PROG(PI[#8]) ＊４    

     

    INFO(IRQ,LOS[#6],GN) ＊２    

     

        ｱﾅｳﾝｽ ＊１ ＊２    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(KP[追加情報１]) ＊２    

     

    INFO(IRQ,LOS[#6],GN) ＊２    

     

        ｱﾅｳﾝｽ ＊１ ＊２    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(KP[追加情報２]) ＊２    

     

   DISC(CAUSE[#16],PI[#8]＊１,    

      LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ ＊１    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

        REL    

     

       REL COMP    

     

網 

  ＊１：６４kbit/s非制限の場合、アナウンスは提供されません。 

  ＊２：登録を要求する内容により、追加情報の要求／入力回数は異なります。 

  ＊３：単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、本情報要素は必須ではありません。 

  ＊４：６４kbit/s非制限の場合、本メッセージは送出されません。よって、端末にてＴ３１０タイマをイ 

          ンプリメントしている場合は、Ｔ３１０タイマ満了までに図中の追加情報の返送を完了させる必要 

           があります。 

  

                  図３ 登録要求例 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

- 151 -



２１.７.１.４ 登録確認要求手順 

   ユーザＡ                                      ユーザＢ 

  SETUP (CED/KP[特番],CNG ＊３)      

     

       CALL PROC    

     

      PROG(PI[#8])    

     

   INFO(CAUSE[#16],LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(IRQ,LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

   INFO(KP[ｻｰﾋ゙ ｽ選択番号])    

     

   DISC(CAUSE[#16],PI[#8],    

      LOS[#6],GN)    

     

        ｱﾅｳﾝｽ    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

        REL    

     

       REL COMP    

     

網 

  ＊３：単独回線でダイヤルイン契約をしていない場合、本情報要素は必須ではありません。 

  

                 図４ 登録確認要求例 
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２１.７.２ リモートコントロール手順 

２１.７.２.１ 活性化／非活性化／登録要求手順 

   ユーザ ＊１                                      ユーザＡ 

    SETUP (CED/KP[特番])      

     

       CALL PROC    

     

      PROG(PI[#8])    

     

        ｱﾅｳﾝｽ    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

       PB信号 ＊２    

 ～～～～～～～～～～～～～～～    

        ｱﾅｳﾝｽ    

   ～～～～～～～～～～～～～～～～    

        DISC    

     

        REL    

     

       REL COMP    

     

網 

  ＊１：ユーザとは、ＩＮＳネットの任意のユーザです。 

  ＊２：インチャネルのＰＢ信号により情報を入力します。 

  

              図５ 活性化／非活性化／登録要求例 
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２１.７.３ 着信転送手順 

２１.７.３.１ 話中時着信転送手順 

   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

       SETUP ＊１         SETUP   

      

       CALL PROC   

      

     

   REL COMP(CAUSE[#17]) ＊１         SETUP  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  ＊１：ユーザ決定ユーザビジーの場合、本メッセージが送出されます。 

  

     図６ 話中時着信転送（転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキなし） 
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   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

       SETUP ＊１         SETUP   

      

       CALL PROC   

      

     

   REL COMP(CAUSE[#17]) ＊１        SETUP(RN)  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

       転送元案内用トーキ  

   ～～～～～～～～～～～～～～～～  

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  ＊１：ユーザ決定ユーザビジーの場合、本メッセージが送出されます。 

  

     図７ 話中時着信転送（転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキあり） 
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   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

       SETUP ＊１         SETUP   

            

       CALL PROC   

      

   REL COMP(CAUSE[#17]) ＊１       PROG   

      

     転送通知用トーキ   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          SETUP  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  ＊１：ユーザ決定ユーザビジーの場合、本メッセージが送出されます。 

  

     図８ 話中時着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキなし） 
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   ユーザＡ                                  ユーザＢ ユーザＣ 

       SETUP ＊１         SETUP   

      

       CALL PROC   

      

   REL COMP(CAUSE[#17]) ＊１       PROG   

      

     転送通知用トーキ   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

         SETUP(RN)  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

       転送元案内用トーキ  

   ～～～～～～～～～～～～～～～～  

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  ＊１：ユーザ決定ユーザビジーの場合、本メッセージが送出されます。 

  

     図９ 話中時着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキあり） 
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２１.７.３.２ 無応答時着信転送手順 

   ユーザＡ                                  ユ－ザＢ ユ－ザＣ 

        SETUP         SETUP   

      

       CALL PROC      CALL PROC   

      

        ALERT       ALERT   

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

        DISC       PROG   

      

        REL    転送通知用トーキ   

   ～～～～～～～～～～～～   

       REL COMP         SETUP  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  

    図１０ 無応答時着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキなし） 
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   ユーザＡ                                  ユ－ザＢ ユ－ザＣ 

        SETUP         SETUP   

      

       CALL PROC      CALL PROC   

      

        ALERT       ALERT   

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

        DISC       PROG   

      

        REL    転送通知用トーキ   

   ～～～～～～～～～～～～   

       REL COMP    

         SETUP(RN)  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

       転送元案内用トーキ  

   ～～～～～～～～～～～～～～～～  

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  

    図１１ 無応答時着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキあり） 
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２１.７.３.３ 無条件着信転送手順 

   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

          SETUP   

      

       CALL PROC   

      

     

          SETUP  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  

    図１２ 無条件着信転送（転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキなし） 
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   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

          SETUP   

      

       CALL PROC   

      

     

         SETUP(RN)  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

     

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

       転送元案内用トーキ  

   ～～～～～～～～～～～～～～～～  

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  

     図１３ 無条件着信転送（転送通知用トーキなし、転送元案内用トーキあり） 
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   ユーザＡ                                 ユーザＢ ユーザＣ 

          SETUP   

      

       CALL PROC   

      

        PROG   

      

     転送通知用トーキ   

   ～～～～～～～～～～～～   

          SETUP  

     

         CALL PROC  

     

          ALERT  

     

        ALERT  

      

        RBT   

   ～～～～～～～～～～～～   

          CONN  

     

         CONN ACK  

     

        CONN  

      

       

          通信中  

        

     

       

網 

  

     図１４ 無条件着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキなし） 
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ユーザＡ 網 
SETUP 

ユーザＢ ユーザＣ 

 

 
CALL PROC 

PROG 

 転送通知用トーキ 
～～～～～～～～～～～～ 

SETUP(RN ) 
 

CALL PROC 

ALERT 

ALERT 

 
RBT 

～～～～～～～～～～～～ 
CONN 

CONN  ACK 

RBT 

～～～～～～～～～～～～ 
転送元案内用トーキ 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 
CONN 

 

 
 

通信中 
 
 
 
 
 

 
 

図１５ 無条件着信転送（転送通知用トーキあり、転送元案内用トーキあり） 
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２１.８ タイマ値 

 高度着信転送機能で規定するタイマ条件を表２に示します。 

  

                 表２ 網側のタイマ条件 

  タイマ名 タイマ値  開始条件 正常停止条件 １回目ﾀｲﾑｱｳﾄ ２回目ﾀｲﾑｱｳﾄ  

 付加情報要求  ６０秒 情報要求のた 「付加情報」 呼を切断復旧 タイマ再設定  

    タイマ  めの「付加情 メッセージの する なし  

   報」メッセー 受信    

   ジの送信     

 無応答時着信  ５秒 最初の「呼出 「応答」メッ 着信呼を転送 タイマ再設定  

  転送タイマ   ～ 」メッセージ セージの返送 する。 なし  

   ６０秒 の受信     

  （注１）      

  

 （注１）カスタマコントロールにて指定されます。 
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