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２３. メッセージ表示受信機能[サービス提供終了] 
 

 
２３.１ 定 義 

メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]は、センタにユーザあてのメッセージが保持されている旨をユー

ザに通知する機能です。 
 

 
２３.２ 解 説 

２３.２.１  概 要 

ユーザは、あらかじめ端末操作（カスタマコントロール）によりセンタ番号を網に登録します。 

網は、センタからユーザあてのメッセージを保持している旨のメッセージ表示登録要求を受け付けるとユー 

ザにメッセージ表示登録通知を行います。また、メッセージを消去した旨のメッセージ表示消去要求を受け 

付けるとユーザにメッセージ表示消去通知を行います。 

メッセージ表示登録通知を受信したユーザは、センタに接続することによりメッセージの確認が可能です。 
 

 
２３.２.２ 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 

メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]は、回線交換ベアラサービス（音声、３．１kHzオーディオ、６４

kbit/s 非制限）あるいは非回線交換サービスに適用されます。 

（注） センタ番号登録確認要求手順およびメッセージ表示登録通知手順については、６４kbit/s 非制限は 

提供しません。 
 

 
２３.２.３  用語の定義 

ユーザ------------------メッセージ表示登録通知およびメッセージ表示消去通知を受信するユーザを 

示します。 

センタ------------------ユーザあてのメッセージを保持し、ユーザが収容される網に対しメッセージ 

を登録または消去した旨の通知要求を行います。（注） 

センタ番号--------------ユーザがメッセージ表示通知を受け付けるセンタの番号を示します。 

センタ番号登録要求------ユーザがセンタ番号を網に登録するための要求を示します。 

センタ番号削除要求------登録済のセンタ番号を削除するための要求を示します。 

センタ番号登録確認要求---ユーザが登録したセンタ番号を確認するための要求を示します。 

メッセージ表示登録通知---センタから、ユーザあてのメッセージを保持している旨のメッセージ表示登 

録要求を受け付けた網が、ユーザにその旨を通知する動作を示します。 

メッセージ表示消去通知---ユーザあてのメッセージが消去された旨のメッセージ表示消去要求をセンタ 

から受け付けた網が、ユーザにその旨を通知する動作を示します。 

呼び返し接続要求----------メッセージ表示登録通知を受信したユーザが、そのセンタへ接続し、メッ

セージを確認・消去するための動作を示します。 

回線交換サービス----------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）を

示します。 

非回線交換サービス-------- 回線交換サービス以外の、Ｄチャネルのみを用いたサービスをしめします。 
 

 

（注） メッセージ表示送信機能[サービス提供終了]を用います。 
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２３.３ 契 約 

本機能は、契約に基づいて提供されます。 
 

 
２３.４ コーディング条件 

２３.４.１  メッセージ 

メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]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) 「ファシリティ」メッセージ 

(3) 「応答」メッセージ 

(4) 「切断」メッセージ 

(5) 「解放」メッセージ 

(6) 「解放完了」メッセージ 

(7) 「付加情報」メッセージ 
 

 
２３.４.２ オペレーション（抽象構文記法（ＡＳＮ．１）） 

Bearer-Unrelated-UUI-Service-Operations 

--回線非対応ＵＵＩサービスオペレーション 

 
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,remoteUserNotSubscribed 

FROM 

{ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service module(0)error-

list(1)}; 

 
OriginatingBearerUnrelatedUUIType ::=OPERATION 

--発側回線非対応ＵＵＩオペレーション 

--クラス２ 

ARGUMENT SET  {Q931InformationElement} 

--Q931InformationElement (Q931 情報要素)には、発番号情報要素 

--発サブアドレス情報要素、着番号情報要素、着サブアドレス情報要素、 

--ユーザユーザ情報要素を設定します。 

--発番号情報要素、発サブアドレス情報要素、着サブアドレス情報要素は 

--オプションです。 

RESULT 



ERRORS  {notAvailable,insufficientInformation,proceduralError,temporaryFailure, 
addressError,userConditionNotAllowed,switchingEquipmentCongestion, 
remoteUserNotSubscribed} 

 
originatingBearerUnrelatedUUI OriginatingBearerUnrelatedUUIType  ::= 

{ccitt(0)  network-operator(3) ntt(4401) isdn-networkspecific-service(1001) 

operation(1) originating-bearer-unrelated-uui-operation(2)} 
 

 
DestinationBearerUnrelatedUUIType  ::=OPERATION 

--着側回線非対応ＵＵＩオペレーション 

--クラス５ 

ARGUMENT SET  {Q931InformationElement} 

--Q931InformationElement (Q931 情報要素)には、発番号情報要素 

--発サブアドレス情報要素、ユーザユーザ情報要素を設定します。 

--発番号情報要素、発サブアドレス情報要素はオプションです。 

destinationBearerUnrelatedUUI DestinationBearerUnrelatedUUIType  ::= 

{ccitt(0)  network-operator(3) ntt(4401) isdn-networkspecific-service(1001) 

operation(1) destination-bearer-unrelated-uui-operation(3)} 
 

 
END-of Bearer-Unrelated-UUI-Service-Operations 

※ OriginatingBearerUnrelatedUUIType については、使用しません。 
 

２３.５ 手 順 

２３.５.１ カスタマコントロール手順 

２３.５.１.１  正常手順 

２３.５.１.１.１  センタ番号登録要求 

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”情報要素とセンタ番 

号の登録を要求する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、センタ番号登録要求を行うことが可

能です。 

網はユーザに対して、“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、通知識別子、＃８：サービス識別コード、 

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、リスト番号 

入力を促します。また、通話モードの場合、「呼設定受付」メッセージの送信後、“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、 

インチャネルのガイダンスを提供します。ユーザ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。（この一連の動作については、網との契約に 

より行われる動作ですが、以降の記述に関してはリスト番号入力動作契約に関わらず実施される内容となりま 

す。） 

網はユーザに対して、“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に要求します。 
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（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 

センタ番号登録 ＃１接続先番号 最小桁数： 1、最大桁数：12 

 

ユーザは、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。 

網はセンタ番号登録要求が成功した場合、ユーザに“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、同時にガイダンスによりセンタ番号登録が成功した旨を通知します（注４）。 

（注３） 既に登録済のセンタ番号を再度登録した場合、“汎用通知（通知種別＃０：成功報告、通知識別

値＃３：既登録済）”情報要素を含みます。（ただしリスト番号入力時については本情報内容は通

知されません） 

（注４） ６４kbit/s非制限の場合、ガイダンスは提供されません。 

 

２３.５.１.１.２ センタ番号削除要求 

 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”情報要素とセンタ番号の

削除を要求する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、センタ番号削除要求を行うことが可能です。 

網はユーザに対して、“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、インチャネルのガイダンスを

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 

センタ番号削除 ＃１接続先番号 最小桁数： 1、最大桁数：12 

 

ユーザは、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。 

網はセンタ番号削除要求が成功した場合、ユーザに“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＃4：解除／消去）”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、同時にセンタ番号削除が成功した旨のガイダンスを提供します。（注３）。 

（注３） ６４kbit/s非制限の場合、ガイダンスは提供されません。 
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２３.５.１.１.３ センタ番号登録確認要求 

本手順は、通話モードの場合のみ提供されます。 

 

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”情報要素とセンタ番号の

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）を含む「呼設定」メッセージを網に送出することにより、センタ番号登録確認要求を行うことが可能で

す。 

網はセンタ番号登録確認要求が成功した場合、“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、“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「切断」メッセージを送出し、同時にガイダンス

を提供します。 

（注） 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。 

 

２３.５.１.２ 準正常手順 

２３.５.１.２.１ センタ番号登録要求／削除要求 

網は、センタ番号登録要求手順／削除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。 

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／削除失敗時 

・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／削除要求時 

・理由表示値：＃６３（その他のサービス又はオプションの利用不可クラス） 

・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）、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 登録要求時、センタ番号リストが既に満杯で新たなセンタ番号登録ができない場合 

・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＃１２７（その他の失敗報告） 

⑥ センタ番号登録／削除のため入力したセンタ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） 
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⑦ センタ番号削除要求時、入力したセンタ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） 

⑧ 網からの情報要求後、ユーザ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） 

⑨  センタ番号登録要求時、入力したリスト番号に既に登録されている場合 

・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＃１２７（その他の失敗報告） 

⑩  センタ番号登録要求時入力したセンタ番号が既に登録されている場合 

・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＃１２７（その他の失敗報告） 

 

（注） 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。 

 

２３.５.１.２.２ センタ番号登録確認要求 

網は、センタ番号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。 

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：＃６３（その他のサービス又はオプションの利用不可クラス） 

・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 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）  

④ “発番号”情報要素が設定されていない場合（注）、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） 

⑤ “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） 

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） 
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⑦ センタ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） 

⑧ 網からの情報要求後、ユーザ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） 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。 

 

２３.５.２ 起動と停止 

２３.５.２.１ 正常手順 

２３.５.２.１.１ メッセージ表示登録通知 

 

 本手順は、通話モードのみ提供されます。 

 

センタからユーザあてのメッセージ表示登録要求を受信した網は、ユーザへの通知が可能であれば、センタ

番号およびメッセージ表示登録を設定した“ユーザ・ユーザ”情報要素（注）を含めた「呼設定」メッセージ

または「ファシリティ」メッセージをユーザへ送信します。 

（「呼設定」メッセージで通知した場合、応答待ちタイマを開始します）。 

網は、応答待ちタイマ満了までにユーザから「応答」メッセージを受信した場合、応答待ちタイマを停止し、

インチャネルでメッセージが登録されている旨のガイダンスを提供します。 

応答待ちタイマ満了までにユーザから「応答」メッセージを受信しなかった場合、「切断」メッセージを送

信し呼を切断復旧します。その後、網は通知停止タイマ満了まで一定周期ごとに「呼設定」メッセージにセン

タ番号およびメッセージ表示登録を設定した“ユーザ・ユーザ”情報要素（注）を含めユーザへ通知を行いま

す。 

（注） 網に登録されている全センタ分のメッセージ受信状況を含め、“ユーザ・ユーザ”情報要素により通

知します。 

 

２３.５.２.１.２ メッセージ表示消去通知 

センタからユーザあてのメッセージ表示消去要求を受信した網は、回線非対応ＵＵＩサービスインボーグコン

ポーネント（メッセージ表示消去通知）を設定した“ファシリティ”情報要素を含む「ファシリティ」メッセー

ジをユーザへ送信します。 

網に登録されている全センタ分のメッセージ受信状況を含め、回線非対応ＵＵＩサービスインボークコンポー

ネントにより通知します。 

 

２３.５.２.１.３ 呼び返し接続要求 

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、および呼び返

し接続要求を行う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、センタへの呼び返し接続要求を行います。 
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網はユーザに対して、“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、インチャネルのガイダンスを

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 

接続先センタ番号 ＃８サービス識別コード 

（サービス選択番号） 

最小桁数： 1、最大桁数： 1 

 

ユーザは、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、ユーザが要求したセンタ番号へ一般的な呼制御手順を用いて接続します。 

 

２３.５.２.２ 準正常手順 

２３.５.２.２.１ 呼び返し接続要求 

網は、呼び返し接続要求が受け入れられない場合、“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。 

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呼び返し接続要求失敗時 

・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呼び返し接続要求時 

・理由表示値：＃６３（その他のサービス又はオプションの利用不可クラス） 

・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） 
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⑤ ユーザが発番号を非通知として呼び返し要求の接続を行った場合（注２） 

・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＃３（サービス対象外） 

⑥ 接続先として入力されたセンタ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＃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。 

（注２） 発番号を非通知とした手順には以下の場合があります。 

(1) 通知拒否用特番と呼び返し用特番を設定した“着番号”情報要素を含めた「呼設定」メッ 

セージを送信した場合 

(2) 呼び返し特番を設定した“着番号”情報要素、および‘表示識別子’に表示不可を設 

定した“発番号”情報要素を含めた「呼設定」メッセージを送信した場合 

(3) 発信者番号通知機能の契約が呼毎指定モードのデフォルト通知拒否で、呼び返し特番を設定 

した“着番号”情報要素、および“発番号”情報要素を省略（‘表示識別子’を省 

略した“発番号”情報要素を設定した場合を含みます。）した「呼設定」メッセージを送 

信した場合 

(4) 発信者番号通知機能の契約が常時拒否モードの場合 
 

 
２３.６ 他の付加サービスとの競合条件 

メッセージ表示消去通知とＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１を適用した付加サービスおよびＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９ 

３２のキーパッドプロトコル、フィーチャキーマネジメントプロトコルを適用した付加サービスとの競合は基 

本的にはありません。 
 

 
２３.６.１ 通信中機器移動機能 

(1) 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時、通信中機器移動は提供されません。 
 

 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 
 

 

(3) カスタマコントロール センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求

時は提供されません。 呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 
 

 
２３.６.２ 通信中着信通知機能 

(1) 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の着呼を行います。 
 

 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 
 

 
 

- 178  - 



  (3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.３ コールウェイティング機能 

(1)  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時、コールウェイティング機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.４ 通信中転送機能 

(1)  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時、通信中転送機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.５ 三者通話機能 

(1)  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時、三者通話機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.６ 着信転送機能 

  (1)  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時、着信転送機能は提供されません。 
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  (2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

  (3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.７ ＩＮＳボイスワープ機能 

(1)  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時、ＩＮＳボイスワープ機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

提供されません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

提供されません。 

 

２３.６.８ 代表機能 

  (1)  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時、代表機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.９ 発信者番号通知機能 

(1)  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時、発信者番号通知機能が提供されます。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は提供されます。 

 

２３.６.１０ 料金情報通知機能 

  (1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

競合条件はありません。 
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(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は提供されます。 

 

２３.６.１１ ダイヤルイン機能 

(1)  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時、ダイヤルイン機能が提供されます。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.１２ Ｂチャネルの発着信専用機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

発信専用状態の場合、メッセージ表示登録通知は行われません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

発信専用状態の場合、メッセージ表示消去通知は行われません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

発信専用状態の場合、提供されません。 

 

２３.６.１３ 発信専用制御機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

全Ｂチャネルが発信専用状態である場合については、メッセージ表示登録通知は行われません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

全Ｂチャネルが発信専用状態である場合については、提供されません。 

 

２３.６.１４ 通信中機器移動通知機能 

(1)  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時、通信中機器移動通知は提供されます。 
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(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は競合条件はありません。 

 

２３.６.１５ でんわばん登録解除機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

でんわばん登録解除機能活性状態の場合メッセージ表示登録通知は行われません。 

 

  (2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

でんわばん登録解除機能活性状態の場合もメッセージ表示登録通知は提供されます。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.１６ 通信中着信通知一時停止機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.１７ ユーザ間情報通知機能［サービス１（暗黙のサービス要求）］ 

(1)  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時、網からユーザへ送出される「呼設定」メッセージでのみユーザ間情報

通知が行われます。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

メッセージ表示消去通知時、網からユーザへ送出される「ファシリティ」メッセージでのみユーザ

間情報通知が行われます。 

 

(3)  カスタマコントロール 

センタ番号登録要求・センタ番号削除要求・センタ番号登録確認要求時は提供されません。 

呼び返し接続要求時は提供されます。 

 

 

- 182 -



- 183  -  

２３.６.１８ 迷惑電話おことわり機能 
(1) 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時、迷惑電話おことわり機能は提供されません。 
 
 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(3) カスタマコントロール 競
合条件はありません。 

 
 
２３.６.１９ メッセージ表示送信機能[サービス提供終了] 

(1) メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(3) カスタマコントロール 競
合条件はありません。 

 
 
２３.６.２０ 転送元電話番号受信機能 

(1) メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(3) カスタマコントロール 競
合条件はありません。 

 
 
２３.６.２１ 発信電話番号通知要請機能 

(1) 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時、発信電話番号通知要請機能は提供されません。 

 
 

(2) メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 
競合条件はありません。 

 
 

(3) カスタマコントロール 競
合条件はありません。 



２３.６.２２ なりわけ機能 

(1)  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時、なりわけ機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

メッセージ表示消去通知時、なりわけ機能は提供されません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.２３ パスワード接続機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール  

競合条件はありません。 

 

２３.６.２４ 料金事前通知機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.２５ マルチ接続機能 

(1)  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時、マルチ接続契約者でもマルチ接続機能は提供できません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

メッセージ表示消去通知時、マルチ接続契約者でもマルチ接続機能は提供できません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 
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２３.６.２６ 非優先呼着信機能 

(1)  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時、非優先呼機能は提供されません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

メッセージ表示消去通知時、非優先呼機能は提供されません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.２７ 着信鳴り分け機能 

(1)  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時、着信鳴り分け機能が提供されます。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

メッセージ表示消去通知時、着信鳴り分け機能が提供されます。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 

 

２３.６.２８ 回線非対応ＵＵＩ機能 

(1)  メッセージ表示登録通知（回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(2)  メッセージ表示消去通知／メッセージ表示登録通知（非回線交換サービス） 

競合条件はありません。 

 

(3)  カスタマコントロール 

競合条件はありません。 
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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 

FACILITY  ：「ファシリティ」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 

CR  ：“呼番号”情報要素  FAC  ：“ファシリティ”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  CNG  ：“発番号”情報要素 

DBU-UUI-INV  ： 着側回線非対応 UUI要求 

 

２３.７ 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、以降にメッセージ表示受信機能[サービス提供終了]の信号フロー例を示します。 
 

 

表１ 略号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３.７.１ カスタマコントロールフロー例 

２３.７.１.１ センタ番号登録要求フロー例／削除要求フロー例 

 

 

ガイダンス*5 ←～～～～～～～～～～～～～～～～ 

INFO(KP[追加情報1]) *5 

INFO(IRQ,LOS[#6],GN) *4 *5 

ユーザ 

SETUP（CED/KP［特番］，CNG*2） 

REL COMP 

REL 

INFO(IRQ,LOS[#6],GN) *4

ガイダンス*1 

←～～～～～～～～～～～～～～～～ 

INFO(KP[追加情報2]) 

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

LOS[#6],GN) 

ガイダンス*1 
←～～～～～～～～～～～～～～～～ 

PROG（PI[#8]）*3 *4 

CALL PROC 

 網 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：64kbit/s非制限の場合、ガイダンスは提供されません。 

*2：ダイヤルイン契約をしていない場合、必須ではありません。 

*3：64kbit/s非制限の場合、送出されません。よって端末がＴ３１０タイマをインプリメントしている場

合には、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。 

*4：送出順序はこの限りではありません。 

*5：本手順契約者のみリスト番号入力時の手順で使用します。 
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２３.７.１.２ センタ番号登録確認要求フロー例 

 

     

SETUP（CED/KP［特番］，CNG*1）

網
ユーザ 

REL 

REL COMP 

CALL PROC 

ガイダンス ←～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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

LOS[#6],GN) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：ダイヤルイン契約をしていない場合、必須ではありません。 
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２３.７.２ メッセージ表示登録通知フロー例 

 

  

SETUP（UUI）*1 

SETUP（UUI）*1 

CALL PROC 

ALERT 

DISC 

CALL PROC 

ALERT 

CONN ACK 

ガイダンス 
←～～～～～～～～～～～～～～～～ 

DISC 

REL 

ユーザ 

REL 

REL COMP 

CONN 

REL COMP 

FACILITY(CR[ﾀﾞﾐｰ]， 

FAC[DBU-UUI-INV]*2]） 

 網 

 

 

 
ユーザ未応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1：ユーザから「応答」メッセージを受信しなかった場合に一定周期で繰り返し送出されます。 

*2：付録コーディング例を参照して下さい。 

 

２３.７.３ メッセージ表示消去通知フロー例 

 
FACILITY(CR[ﾀﾞﾐｰ]， 

FAC[DBU-UUI-INV]*1]） 

ユーザ 網 
 

 

 

 

*1：付録 コーディング例を参照して下さい。 
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２３.７.４ 呼び返し要求フロー例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETUP（CED/KP［特番］*3，CNG*2*4）

 網 ユーザ 

CONN 

ALERT 

CALL PROC 

PROG（PI[#8]）*5 *6 

INFO(KP[追加情報1]) 

ガイダンス*1 
←～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

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

センタ

CALL PROC 

CONN ACK 

CONN 

ALERT 

SETUP (CNG) 

通信中 

 

 

*1：64kbit/s非制限の場合、ガイダンスは提供されません。 

*2：ダイヤルイン契約をしていない場合、必須ではありません。 

*3：発番号表示拒否用特番を含む呼び返し要求用特番を設定した場合には、要求は受け入れられません。 

*4：‘表示識別子’を表示不可に設定した場合、また、発信者番号通知の契約がデフォルト非通知で、省

略した場合（‘表示識別子’を省略した場合も含みます）には、要求は受け入れられません。 

*5：64kbit/s非制限の場合、送出されません。よって端末がＴ３１０タイマをインプリメントしている場 

合には、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。 

*6：送出順序はこの限りではありません。 
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タイマ名 サービス要 

求ベアラ 

 

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 

求タイマ 

 

非制限ディ 

ジタル 

 

 
６０秒 

情報要求のための 

「付加情報」メッセ 

ージの送信 

「付加情報」メ 

ッセージの受 

信 

 

呼を切断解 

放する 

 

タイマ再 

設定なし 

 

音声、3.1 

ｋHz ｵｰﾃﾞｨｵ 

 

 
２０秒 

 

インチャネルでの 

ガイダンス終了 

「付加情報」メ 

ッセージの受 

信 

 

呼を切断解 

放する 

 

タイマ再 

設定なし 

 

応答待ち 

タイマ 

 

 
音声 

 

 
３０秒 

メッセージ表示通 

知のための「呼設 

定」メッセージ送信 

 

「応答」メッセ 

ージ受信 

 

呼を切断解 

放する 

 

タイマ再 

設定なし 

 

２３.８ タイマ値 

メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]で規定する網側のタイマ条件を表２に示します。 

 
表２ 網側のタイマ条件 



付録 コーディング例 

メッセージ表示消去通知の着側回線非対応ＵＵＩサービスインボークコンポーネントおよび“ユーザ・ユー

ザ”情報要素の設定値を記述します。 

(注)このコンポーネントの正式な記述は、技術参考資料、第４分冊、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。 

着側回線非対応ＵＵＩサービスインボークコンポーネントの設定値 

 

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  xxxxxxxx  
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（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  

    
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型) 
オペレーションバリュー長  00000111 ７ 
オペレーションバリュー内容   

オペレーションを示すオブジェク
ト識別子 00000011 ccitt(0) network-operator(3) 
 10100010 
 00110001 ｝ ntt(4401) 
 10000111 
 01101001 ｝isdn-networkspecific-service(1001) 

 00000001 operation(1) 

 00000011 destination-bearer-unrelated-uui-opera
tion(3) 

 

 

 

  
 セットタグ  00110001 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ,ｺﾝｽﾄﾗｸﾀ,１７(集合型) 

セット長  xxxxxxxx  
セット内容     
 Ｑ．９３１情報要素タグ 01000000  

  Ｑ．９３１情報要素長 xxxxxxxx  
発番号情報要素（注１）（注２）

：  
発サブアドレス情報要素（注 1）（注 2）

 
： 

  

ユーザ・ユーザ情報要素（注 1）  

 ：     
  

 

 
（注1）当該情報要素が複数設定されるケースはありません。 

（注2）当該情報要素はオプションです。 
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通知種別パラメータ 

“ユーザ・ユーザ”情報要素設定値 

ユーザ・ユーザ情報要素識別子 

ユーザ・ユーザ情報要素識別子内容

長 プロトコル識別子 

ユーザ情報 

予備 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ識別

子長 アプリケーション識別子 

1 

拡張 

 

格調

拡張 

不整合動作 

指示表示 

不整合動作指示

値 

（注１） 

ユーザデータ識別子 

アプリケーション汎用データ内容長 

1 

拡

張 

通知種別パラメータ内容長 

通知種別（注２） 

 

センタ情報 

 

１番目のセンタ情報 

センタ情報パラメータ 1 

拡

張 

センタ情報パラメータ内容長 

 

01111110 

******** 

01000011 

00000001 

00011000 

1000000

0 01111110 

******** 

10000001 

00000001 

00000001 

10110010 

******** 

TTC 標準 JT-931 国内用特定ｱﾌﾟ

ﾘｹｰｼｮﾝ識別の共通ﾌｫｰﾏｯﾄ 

1byte 

「ﾒｯｾｰｼﾞ表示受信ｻｰﾋﾞｽ[ｻｰﾋﾞｽ提供終了]」 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ汎用ﾃﾞｰﾀ 

通知種別（info．Type:1） 

1byte 

ｾﾝﾀ情報（Center Info.:2）(IA5) 

（注３） 

継続（０）/10000001 切断（１）（注１） 

登録通知（１）/ 

00000010 消去通知（２） 

1 

拡張 

 

格調

拡張 

１ 

拡張 

～ 

メッセージ登録状況：センタ１ 

******** A.2 を参照願います。 

      （注４） 

５番目のセンタ情報 

センタ情報パラメータ 

センタ情報パラメータ内容長 

１ 

拡張 

メッセージ登録状況：センタ５ 

メッセージ蓄積情報：センタ１ 

メッセージ蓄積情報：センタ５ ******** A.2 を参照願います。 

      （注４） 

10110010 

******** 

ｾﾝﾀ情報（Center Info.:2）(IA5) 

（注３） 

A.1 を参照願います。 

A.1 を参照願います。 

******** 

******** 

５番目のセンタ情報 

 

格調拡張 

1 

拡張 

 

格調

拡張 

1 

拡張 

 

格調

拡張 
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（注１）不整合動作指示値は、以下の通りに設定する。 

・継続「０」：接続処理を継続し、音声カイダンスを受信可能とする。 

・切断「１」：ディスプレイ表示の登録・削除、またはランプ等の点灯・消灯のみのため切断 

処理を行う。 

（注２）登録通知の場合、「１」に設定し、消去通知の場合、「２」に設定する。 

（注３）「センタ情報パラメータ」は、ＩＡ５キャラクタコードで設定される。 

（注４）以下の事項についてご注意願います。 

・メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]の契約のみの場合には、メッセージ蓄積情報の 

フィールドは網から送出されません。 

・メッセージ表示受信機能[サービス提供終了]を契約し、かつメッセージ蓄積情報を受信する 

契約をしている場合には、メッセージ蓄積情報を受信することができます。 

メッセージ蓄積情報を通知する機能が開始された後、センタからメッセージ蓄積情報が通 

知されない（本フィールドに相当する情報がない）場合は、本フィールドにはＳＰが設定 

され、網から送出されます。 
 

 
Ａ．１ メッセージ登録状況 

００１１００００ ： メッセージ登録なし 

００１１０００１ ： メッセージ登録あり 
 

 
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＞ 

 




