
                ２５. パスワード接続機能 

  

２５.１ 定  義 

 パスワード接続機能は、発信者がパスワードを投入することにより特定のサービスへの接続を可能とする機

能です。 

  

２５.２ 解  説 

２５.２.１ 概  要 

 パスワード接続機能は、特定のサービスとの組み合わせで用いるサービスで、利用者の申込みに対し網がパ

スワードの投入を要求し、そのパスワードの正誤によって特定サービスへの接続の可否を判定する機能です。

（各種リモートコントロール・カスタマコントロールにおけるパスワード登録等については、この章では含み

ません。） 

 なお、パスワードの登録、変更は申込者が行い、網での管理は行いません。 

  

２５.２.２ 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。 

  

２５.２.３ 用語の定義 

  パスワード ……………………… 契約者がパスワード接続対象サービスに接続する際に使用する０～９の 

                                  数字４桁です。１インタフェースグループで１つとします。     

                     ただし、以下の数字は許容しません。 

                  ①１１１１、２２２２、・・・等の４桁とも同一の数字。 

                  ②契約者回線番号の下４桁と同一の数字。 

                  ③設定用コードと同一の数字。 

  パスワード登録／変更要求 …… 利用者が網にパスワードの登録／変更を要求する手順です。 

  指示コード ……………………… パスワード登録／変更の指示を行うためのコードです。 

  サービス識別コード …………… 本機能と組み合わせるサービスを選択するためのコードです。 

  設定用コード …………………… ＮＴＴ西日本が登録し、パスワード登録／変更時に使用する０～９の４

桁の数字です。１インタフェースグループで１つとします。 

  パスワードロックアウト ……… パスワードを４回連続して誤って入力した場合、その特定のサービスに 

                                  接続できなくなることです。 

  設定用コードロックアウト …… パスワード登録／変更要求時、設定用コードを４回連続して誤って入力 

                                  した場合、パスワード登録／変更要求ができなくなることです。 

  ＳＤＴ …………………………… 第二ダイヤルトーン 

  

２５.２.４ 契  約 

 本機能は、契約に基づいて提供されます。 
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２５.３ 運用上の要求条件 

２５.３.１ 発側網での要求条件 

 発側網は、パスワード接続機能と組み合わせが可能であるサービスの場合、利用者がパスワード契約をして

いるか否か、パスワード登録がされているか否かを確認します。 

 パスワードの契約、登録が確認された場合、網は利用者に対してパスワードを要求します。さらに利用者が

投入したパスワードの照合を行い、正しければ利用者の要求するサービスへ接続します。 

 ただし、パスワード契約のない場合の動作条件は、パスワード接続を要求するサービスの提供条件に従いま

す。 

  

２５.３.２ 着側網での要求条件 

 通常の呼と同様の処理を行います。 

  

２５.４ コーディング条件 

２５.４.１ メッセージ 

 パスワード接続機能の起動、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１）（注２） 

  

 （注１） パスワード接続／パスワード登録／変更要求において、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） パスワード接続／パスワード登録／変更要求において、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。 

  

２５.５ 手  順 

２５.５.１ 正常手順 

２５.５.１.１ パスワード接続 

 網は、発信ユーザから受信した「呼設定」メッセージ内の“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）を翻訳し、結果がパスワード接続機能と組み合わせが可能であるサービスの場合、網は発

信ユーザの該当サービスパスワード契約を照会します。 

 発信ユーザがパスワード契約を行っている場合には、網は以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザに“経過識別子（経過内容＃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」メッセージを送信します。（注１） 

 さらに“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＃１０：パスワード、補助通知情報（最小桁数：

４、最大桁数：４））”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信し、発信ユーザにパスワードの入力を

要求すると同時にインチャネルにアナウンスを送出します（注２）。 
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 網は、発信ユーザから“キーパッドファシリティ”情報要素にパスワードを設定した「付加情報」メッセー

ジを受信すると、以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザのインチャネルに送出しているアナウンスを停止します（注２）。 

 網は、“キーパッドファシリティ”情報要素に設定されたパスワードと網で保持しているパスワードを照合

し、正しい場合には、該当サービスへの接続を開始するとともに、発信ユーザに“汎用通知（通知種別＃２：

経過報告、通知識別値＃１：接続開始）”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信します。 

  

 以降の手順は、通常の回線交換呼制御手順の接続手順と同様です。 

  

 （注１） 非制限ディジタルモードの場合、「経過表示」メッセージは送出しません。 

 （注２） 非制限ディジタルモードの場合、アナウンスは提供しません。 

  

２５.５.１.２ パスワード登録／変更要求 

 網は、発信ユーザから受信した「呼設定」メッセージ内の“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）を翻訳し、結果がパスワード登録／変更要求となった場合、網は発信ユーザのパスワード

契約の有無を照会します。発信ユーザがパスワード契約を行っている場合には、網は以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザに“経過識別子（経過内容＃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」メッセージを送信します（注１）。 

 さらに“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＃７：指示コード、補助通知情報（最小桁数：１、

最大桁数：１））”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信し、発信ユーザに指示コードの入力を要求

すると同時にインチャネルにＳＤＴを送出します（注２）。 

  

 網は、発信ユーザから“キーパッドファシリティ”情報要素に指示コードを設定した「付加情報」メッセー

ジを受信すると、以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザのインチャネルのＳＤＴを停止します（注２）。 

 網は、“キーパッドファシリティ”情報要素に設定された指示コードがその条件を満たしている場合には、

発信ユーザに“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＃８：サービス識別コード、補助通知情報

（最小桁数：２、最大桁数：２））”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信し、発信ユーザにサービ

ス識別コードの入力を要求すると同時にインチャネルにアナウンスを送出します（注２）。 

  

 網は、発信ユーザから“キーパッドファシリティ”情報要素にサービス識別コードを設定した「付加情報」

メッセージを受信すると、以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザのインチャネルのアナウンスを停止します（注２）。 

 網は、“キーパッドファシリティ”情報要素に設定されたサービス識別コードがその条件を満たしている場

合には、発信ユーザに“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）”
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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＃９：設定用コード、補助通知情報（最

小桁数：４、最大桁数：４））”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信し、発信ユーザに設定用コー

ドの入力を要求すると同時にインチャネルにアナウンスを送出します（注２）。 

  

 網は、発信ユーザから“キーパッドファシリティ”情報要素に設定用コードを設定した「付加情報」メッセ

ージを受信すると、以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザのインチャネルのアナウンスを停止します（注２）。 

 網は、“キーパッドファシリティ”情報要素に設定された設定用コードがその条件を満たしている場合には、

発信ユーザに“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＃１０：パスワード、補助通知情報（最小

桁数：４、最大桁数：４））”情報要素を含む「付加情報」メッセージを送信し、発信ユーザにパスワードの

入力を要求すると同時にインチャネルにアナウンスを送出します（注２）。 

  

 網は、発信ユーザから“キーパッドファシリティ”情報要素にパスワードを設定した「付加情報」メッセー

ジを受信すると、以下の動作をとります。 

  

 発信ユーザのインチャネルのアナウンスを停止します（注２）。 

 網は、“キーパッドファシリティ”情報要素に設定されたパスワードがその条件を満たしている場合には、

発信ユーザに“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（注３）を含む

「切断」メッセージを送信すると同時にインチャネルにアナウンスを送出し、登録が正常に終了した旨を知ら

せます（注２）。 

  

 以降の手順は、通常の回線交換呼制御手順の解放手順と同様です。 

  

 （注１） 非制限ディジタルモードの場合、「経過表示」メッセージは送出しません。 

（注２） 非制限ディジタルモードの場合、ＳＤＴ及びアナウンスは提供しません。 

（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。 

   

２５.５.２ 準正常手順 

 網は、パスワード接続、登録／変更要求手順が失敗した場合、発信ユーザに“理由表示”情報要素及び“汎

用通知”情報要素を含む「切断」メッセージを送信すると同時にインチャネルにアナウンスを送出します。 

 以降の手順は、通常の回線交換呼制御手順の切断復旧手順により解放します。 

 以下に、「切断」メッセージに含まれる“理由表示”情報要素、及び“汎用通知”情報要素の設定を示しま

す。 

  

２５.５.２.１ パスワード接続準正常手順 

  (1) パスワード非契約者からの接続要求 

   ・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） 
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  (2) パスワード未登録 

   ・理由表示値：＃３１（その他の正常・準正常クラス） 

   ・汎用通知 ：通知種別＃１（失敗報告）、通知識別値＃１（未登録） 

  (3) パスワード入力待ちタイムアウト 

   ・理由表示値：＃３１（その他の正常・準正常クラス） 

   ・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） 

  (4) パスワード桁数ＮＧ、パスワード照合ＮＧ、パスワードロックアウト 

   ・理由表示値：＃３１（その他の正常・準正常クラス） 

   ・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） 

  

２５.５.２.２ パスワード登録／変更要求準正常手順 

  (1) パスワード非契約者からの登録／変更要求 

   ・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） 

  (2) 指示コード誤り 

   ・理由表示値：＃１（欠番） 

   ・汎用通知 ：なし 

  (3) 入力待ちタイムアウト（指示コード、サービス識別コード、設定用コード、パスワード） 

   ・理由表示値：＃３１（その他の正常・準正常クラス） 

   ・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） 

  (4) サービス識別コード誤り、設定用コード照合ＮＧ、設定用コードロックアウト、パスワード条件チ  

       ェックＮＧ、桁数ＮＧ（指示コード、サービス識別コード、設定用コード、パスワード） 

   ・理由表示値：＃３１（その他の正常・準正常クラス） 

   ・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） 

  

２５.６ 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      CED    ：“着番号”情報要素 

   CALL PROC ：「呼設定受付」メッセージ    PI    ：“経過識別子”情報要素 

   ALERT   ：「呼出」メッセージ       IRQ    ：“情報要求" 情報要素        

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

   DISC   ：「切断」メッセージ       GN    ：“汎用通知" 情報要素 

   PROG   ：「経過表示」メッセージ     KP    ：“ｷｰﾊ゚ ｯﾄ゙ ﾌｧｼﾘﾃｨ ”情報要素 

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

   REL COMP ：「解放完了」メッセージ     SDT    ：第２ダイヤルトーン 

   INFO   ：「付加情報」メッセージ  
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２５.６.１ パスワード接続手順 

  発信ユーザ                                     着信ユーザ 

      SETUP(CED/KP)      

     

       CALL PROC    

     

    PROG(PI[#8])（注１）    

     

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

     

     アナウンス（注２）    

   ～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(KP[パスワード])    

     

     INFO(LOS[#6],GN)         SETUP  

     

網 

     以下は従来の接続シーケンス 

  

 （注１） 非制限ディジタルモードの場合、「経過表示」は送出されません。 

 （注２） 非制限ディジタルモードの場合、アナウンスは提供されません。 

                図１ パスワード接続手順例 
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２５.６.２ パスワード登録／変更手順 

  発信ユーザ                                     着信ユーザ 

     SETUP(CED/KP[特番])      

     

       CALL PROC    

     

    PROG(PI[#8])（注１）    

     

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

     

      ＳＤＴ（注２）    

    ～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(KP[指示コード])    

     

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

     

     アナウンス（注２）    

  ～～～～～～～～～～～～～～～    

  INFO(KP[サービス識別コード])    

     

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

     

     アナウンス（注２）    

  ～～～～～～～～～～～～～～～    

   INFO(KP[設定用コード])    

     

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

     

     アナウンス（注２）    

   ～～～～～～～～～～～～～～～    

    INFO(KP[パスワード])    

     

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

      LOS[#6],GN)    

     

     アナウンス（注２）    

    ～～～～～～～～～～～～～～～    

        REL    

     

       REL COMP    

     

網 

  

 （注１） 非制限ディジタルモードの場合、「経過表示」は送出されません。 

 （注２） 非制限ディジタルモードの場合、ＳＤＴ及びアナウンスは提供されません。 

              図２ パスワード登録／変更手順例 
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