
                  ２４. なりわけ機能 

  

２４.１ 定  義 

 なりわけ機能は、特定ユーザからの着信時に網がその旨の情報（識別情報）を通知する機能です。    

２４.２ 解  説 

２４.２.１ 概  要 

 なりわけ機能は、契約ユーザが特定ユーザの情報（識別着信呼情報）を網に登録することにより、それ以降

の特定ユーザからの着信時に、網が特定ユーザからの着信である旨の情報（識別情報）を通知する機能です。

また、なりわけ機能の契約ユーザは端末操作により、識別着信呼情報の登録／登録解除／登録照会を行うこと

が可能です。 

 なりわけ機能は、網からユーザに識別情報を通知するだけで、それに対するユーザからの特別な応答を期待

するものではありません。 

  

２４.２.２ 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、 384kbit/s非制限、1536kbit/s

非制限）に適用されます。 

  

２４.２.３ 用語の定義 

  識別着信 ……………………… 特定ユーザからの呼であることが通知されている着信 

  識別情報 ……………………… 特定ユーザからの呼であることを通知する情報 

  ユーザＡ ……………………… なりわけ機能を利用するユーザ（契約ユーザ） 

  ユーザＢ ……………………… 識別着信呼の発信ユーザ 

  識別着信呼 …………………… 網（識別登録リスト）に登録されている特定ユーザからの着信 

  識別着信呼情報 ……………… 網（識別登録リスト）に登録する特定ユーザの情報 

  識別登録リスト ……………… 識別着信呼情報を登録するリスト（個別識別登録リストまたは共通識別登 

                                録リスト） 

  個別識別登録リスト ………… ＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン番号）に対して個別に 

                                提供される識別登録リスト 

  共用識別登録リスト ………… インタフェースグループ内、または代表群内の任意のＩＳＤＮ番号   

                （契約者回線番号またはダイヤルイン番号）に対して、契約者回線番号ま  

                                たは代表親と共用に提供される識別登録リスト 

  登録要求 ……………………… 網（識別登録リスト）へ識別着信呼情報を登録する手順 

  登録解除要求 ………………… 網（識別登録リスト）へ登録済の識別着信呼情報を解除する手順 

  登録照会要求 ………………… 網（識別登録リスト）へ登録済の識別着信呼情報を照会する手順 

  指示コード …………………… 登録／登録解除／登録照会要求を指示するコード 

  

２４.２.４ 契  約 

 本機能は、契約に基づいて提供されます。 

  

  

 

- 195 -



２４.３ 運用上の要求条件 

２４.３.１ 発側網での要求条件 

 通常の呼と同様の処理を行います。 

  

２４.３.２ 着側網での要求条件 

 着側網は、着信毎に着ユーザがなりわけ機能に契約しているか否かを確認します。さらに、着ユーザがなり

わけ機能に契約している場合、着側網は識別登録リストの情報により着信呼が識別着信呼であるかどうかを照

会し、識別着信呼であれば識別着信を行います。また、識別着信呼でなければ、通常の呼と同様の処理を行い

ます。 

  

２４.４ コーディング条件 

２４.４.１ メッセージ 

 なりわけ機能の起動、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（注１） 

  (2) 「切断」メッセージ 

  (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） なりわけ機能が起動される場合に“ファシリティ”情報要素が含まれます。 

 （注２） 登録／登録解除／登録照会要求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３） 登録／登録解除／登録照会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。 

  

２４.４.２ オペレーション（抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）） 

  

 Distinctive-Incoming-Call-Service-Operation  

       --識別着信サービスオペレーション 

  

 DEFIINITION  ::= 

 BEGIN  

 IMPORT OPERATION 

     FROM  

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

  

 DistinctiveIncomingCallType ::= OPERATION --着側網から着信ユーザにインボークされます。 

 DistinctiveIncomingCallType ::=                                 

   ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service operation(1) 

     SpecificCallIndication(1)｝ 

  

 END --識別着信サービスオペレーションの終了 

- 196 -



２４.５ 手  順 

２４.５.１ 活性化／非活性化／登録／登録解除／登録照会 

 活性化／非活性化の信号手順は、特に必要としません。 

 識別着信呼情報の登録／登録解除／登録照会要求は、「呼設定」メッセージを用いたキーパッドプロトコル

と、網から追加情報をプロンプトするための情報要求手順を使用します。 

  

２４.５.１.１ 登録／登録解除／登録照会要求 

 ユーザＡは、あらかじめ網に対して識別着信呼情報を識別登録リストに登録する必要があります。登録要求

が成功した場合、識別登録リストに識別着信呼情報が登録され、その結果が通知されます。また、ユーザＡは、

識別登録リストに登録済の識別着信呼情報の解除及び照会が可能です。解除要求が成功した場合、識別登録リ

ストから該当の識別着信呼情報を解除し、その結果が通知されます。照会要求が成功した場合は、識別登録リ

ストに登録されている識別着信呼情報をインチャネルのアナウンスでのみ通知します。 

  

２４.５.１.１.１ 正常手順 

 ユーザＡは、‘空’状態において特番を設定した“着番号”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（注１）を送出することにより、識別着信呼情報の登録／登録解除／登録照会要求

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、及び“汎用通知（通知種別＃３：付加情報要求、通知識別値＃７：指示コード、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、指示コード

の入力をユーザＡに要求します（注２）。 

 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によるア

ナウンスを送出します。 

  

 (1) 登録要求 

   ユーザＡは、登録要求用の指示コードを設定した“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。 

   登録要求用の指示コードの受信により、網は指示コードの要求時と同様に“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）”情報要素及び“汎用通知（通知種別＃３：

付加情報要求、通知識別値＃３：登録番号、補助通知情報（注３）：（最小桁数：１、最大桁数：１１））”

情報要素を「付加情報」メッセージに含めて送出するとともに、通話モードの場合、インチャネルによる

アナウンスを送出し、登録する識別着信呼情報の入力を要求します（注２）。 

   ユーザＡは、識別着信呼情報として、ユーザＢの電話番号（注４）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。 

   網は登録要求が成功した場合、ユーザＡに“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、および“汎用通知（＃３：付加情報要求、通知情報識別値＃７：指示コード）”情報 

要素を「付加情報」メッセージに含めて送出するとともに、通話モードの場合、インチャネルによるアナ 

ウンスを送出し、連続して登録する場合の指示コード入力を要求します（注２）。 
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 (2) 登録解除要求 

    ユーザＡは、登録解除用の指示コードを設定した“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。 

    登録解除要求用の指示コードの受信により、網は指示コードの要求時と同様に“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）”情報要素及び“汎用通知（通知種別＃

３：付加情報要求、通知識別値＃３：登録番号、補助通知情報（注３）：（最小桁数：１、最大桁数：１

１））”情報要素を「付加情報」メッセージに含めて送出するとともに、通話モードの場合、インチャネ

ルによるアナウンスを送出し、登録を解除する識別着信呼情報の入力を要求します（注２）。 

    ユーザＡは、識別着信呼情報として、ユーザＢの電話番号（注４）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。 

   網は登録解除が成功した場合、ユーザＡに“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、および“汎用通知（＃３：付加情報要求、通知情報識別値＃７：指示コード）”

情報要素を「付加情報」メッセージに含めて送出するとともに、通話モードの場合、インチャネルによ

るアナウンスを送出し、連続して登録解除する場合の指示コード入力を要求します（注２）。 

  

 (3) 登録照会要求（注６） 

    ユーザＡは、登録照会要求用の指示コードを設定した“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。 

   登録照会要求が成功した場合、網はインチャネルのアナウンスにより全ての識別着信呼情報をユーザ  

     Ａに通知すると同時に“汎用通知（通知種別＃３：付加情報要求、通知識別値＃７：指示コード）”情報要素を  

     「付加情報」メッセージに含めて送出するとともに、インチャネルによるアナウンスを送出し、照会する識別着信  

      呼情報の通知および継続して操作する場合の指示コード入力を要求します（注２）。 

  

 （注１） ダイヤルイン機能を利用しているユーザが、識別登録リストに登録要求を行う場合、識別登録リ 

          ストに対応するＩＳＤＮ番号（契約者回線番号またはダイヤルイン追加番号）を“発番号”情報要 

          素に含めなければいけません。 

 （注２） 網は追加情報をプロンプトするため「付加情報」メッセージを送出し、アプリケーションタイマ 

          を開始します（タイマの規定については、７節を参照してください）。 

 （注３） 登録番号を要求する際の補助通知情報は、サービス開始当初通知されない場合があります。  

          なお、準備が整いしだい通知されます。 

 （注４） 電話番号は、「０」＋「市外局番」＋「市内局番」＋「加入者番号」とします。 

 （注５） 以下の場合には、“汎用通知”情報要素の内容が異なります。 

      既に登録済の電話番号と同一の電話番号の登録要求があった場合は、“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。 

 （注６） 登録照会要求は、通話モードのみで可能です。 

  

２４.５.１.１.２ 準正常手順 

 網は、登録／登録解除／登録照会要求が失敗した場合、汎用通知の必要があれば「付加情報」メッセージに

含めて送出した後、“理由表示”情報要素を呼切断復旧用メッセージに含み、呼を切断復旧します（注）。さ

らに、通話モードの場合、インチャネルによりアナウンスを送出します。 
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 （注） 「付加情報」メッセージ、呼切断復旧用メッセージに含まれる“理由表示”情報要素及び“汎用通

知”情報要素の設定は以下のとおりです。 

  

    ① 本機能に起因しない失敗時 

     ・理由表示値：基本呼制御の理由表示値に従います。 

     ・汎用通知 ：なし 

    ② 非契約ユーザからの登録／登録解除／登録照会要求時 

     ・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 ダイヤルイン機能契約ユーザが、登録／登録解除／登録照会要求時に“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 ダイヤルイン機能契約ユーザが、登録／登録解除／登録照会要求時に“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 入力された指示コードの桁数が誤っている場合 

     ・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） 

    ⑦ 入力された指示コードが未提供のコード値である場合 

     ・理由表示値：＃１（欠番） 

     ・汎用通知 ：なし 

    ⑧ 登録要求により入力した電話番号が登録対象外の番号である場合（桁数ＮＧ／非許容番号受信） 

     ・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） 

    ⑨ 登録可能な識別着信呼情報の最大数を越えて登録要求が行われた場合（識別登録リスト満杯時） 

     ・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 登録解除のため入力した識別着信呼情報が識別登録リストに存在しない場合及び登録照会要求時 

          に識別登録リストに識別着信呼情報が１つも存在しない場合 

     ・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） 

    ⑪ ディジタル通信モードでの登録照会要求の場合 

     ・理由表示値：＃７９（その他のサービス又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） 
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２４.５.２ 起動と動作 

２４.５.２.１ 識別着信の起動 

 網は、ユーザＡに着信が行われるたびに該当の識別登録リストを検索し、識別着信呼の場合に、識別着信イ

ンボークコンポーネントを設定した“ファシリティ”情報要素を含む「呼設定」メッセージを送出することに

より識別着信を起動します。 

 ユーザＡが識別着信を受け入れる場合、一般の呼制御手順により呼を継続します。また、ユーザＡが識別着

信を受け入れない場合は、一般の呼制御手順及びアプリケーションの範囲でユーザに委ねられます。 
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２４.６ 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 

   SETUP   ：「呼設定」メッセージ      CNG    ：“発番号”情報要素 

   CALL PROC ：「呼設定受付」メッセージ    CED    ：“着番号”情報要素 

   ALERT   ：「呼出」メッセージ       PI    ：“経過識別子”情報要素 

   CONN   ：「応答」メッセージ       IRQ    ：“情報要求" 情報要素        

   DISC   ：「切断」メッセージ       LOS[#6]  ：“固定ｼﾌﾄ [ ｺｰﾄ゙  群6]" 情報要素   

   PROG   ：「経過表示」メッセージ     GN    ：“汎用通知" 情報要素 

   REL    ：「解放」メッセージ       KP    ：“ｷｰﾊ゚ ｯﾄ゙ ﾌｧｼﾘﾃｨ ”情報要素 

   REL COMP ：「解放完了」メッセージ     CAUSE   ：“理由表示”情報要素 

   INFO   ：「付加情報」メッセージ     FAC    ：“ﾌｧｼﾘﾃｨ”情報要素 

                         DIC-INV  ：識別着信起動 

 

２４.６.１ 登録／登録解除要求手順 

SETUP(CNG  (注１)，CED/KP[特番]) 

CALL PROC 

指示コード要求アナウンス (注２) 

PROG(PI[#8])  (注２) 

INFO(IRQ，LOS[#6]，GN) 

INFO(IRQ，LOS[#6]，GN) 

REL 

INFO(KP[指示コード]) 

INFO(IRQ，LOS[#6]，GN) 

REL COMP 

ユーザＡ ユーザＢ 
網 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

電話番号要求アナウンス (注２) 
～～～～～～～～～～～～～～～～ 

INFO(KP[電話番号]) 

完了＆指示コード要求アナウンス(注２) 
～～～～～～～～～～～～～～～～ 

DISC(CAUSE[#16]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
繰り返し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(注１)   ダイヤルイン機能を利用しているユーザが、識別登録リストに登録／登録解除要求を行う場合  

に設定する必要があります 

 

 (注２)   ディジタル通信モードの場合、「経過表示」メッセージの送信、およびアナウンスは、提供さ 

れません。 

図１  電話番号の登録／登録解除要求例(通話モード／ディジタル通信モード) 
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２４.６.２ 登録照会要求手順 
ユーザＢ   

SETUP(CNG  (注１)，CED/KP[特番]) 

CALL PROC 

指示コード要求アナウンス

PROG(PI[#8])  

INFO(IRQ，LOS[#6]，GN) 

REL 

INFO(KP[指示コード]) 

REL COMP 

ユーザＡ 

INFO(IRQ，LOS[#6]，GN) 

通知＆指示コード要求アナウンス 
～～～～～～～～～～～～～～～～ 

DISC 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

網 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１)   ダイヤルイン機能を利用しているユーザが、識別登録リストに照会要求を行う場合に設定    

      する必要があります。 

図２  登録済電話番号の登録照会要求例(通話モードのみ) 

 

 

２４.６.３ 識別着信手順 

   ユーザＡ                  網                  ユーザＢ 

    SETUP(FAC[DIC-INV])           SETUP  

     

     CALL PROC（注１）        CALL PROC  

     

      ALERT（注１）         ALERT  

     

      CONN（注１）         CONN  

     

       CONN ACK    

     

       

                  通信中  

       

     

                                                 

（注１） 識別着信呼の着信時にとる動作は、ユーザに委ねられます。 

図３ 識別着信例 
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２４.７ タイマ値 

 なりわけ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 情報要求のための 「付加情報」メッ 呼を切断復旧 タイマ再設定  

    タイマ  「付加情報」メッ セージの受信 する なし  

   セージの受信     
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付録Ａ コーディング例 

 本付録は、なりわけ契約の識別着信時のインボークコンポーネントの詳細なコーディング例を記述します。 

  

（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、この付録が不一致の 

      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あるのみであり、適性な

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   00001100 12（例） 

 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 ﾘﾐｨﾃｨﾌ゙ ､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 ﾘﾐｨﾃｨﾌ゙ ､6（ｵﾌ゙ ｼ゙ ｪｸﾄ識別子） 

  オペレーション長  00000111 7 （例） 

  オペレーション内容  

   ｵﾍ゚ ﾚｰｼｮﾝ 値を示すオブジェクト識別子値 00000011 CCITT(0) NETWORK-OPERATOR(3) 

           〃 10100010 

           NTT(4401) 

           〃 00110001 

           〃 10000111 

           ISDN-NETWORKSPECIFIC-SERVICE(1001) 

           〃 01101001 

           〃 00000001 OPRATION(1) 

           〃 00000001 1 （識別着信） 
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