
               ６. ファンクショナルプロトコル 

  

６.１ 概  要 

６.１.１ まえがき 

 本章は、ユーザ・網インタフェースにおける付加サービス制御のためのファンクショナルな信号手順を規定

します。本汎用プロトコルは、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３０、ＪＴ－Ｑ９３１の基本呼制御手順が提供する機能

とサービス、及びＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９２０、ＪＴ－Ｑ９２１によって定義されるデータリンクレイヤ機能を

利用します。 

 ＴＴＣ標準ＪＴ－９５Ｘシリーズのいくつかの付加サービスは、本節で記述されている手順及び、それに関

連するプロトコルのサポートを必要とします。これらの手順のサポートは、網とユーザの双方の合意に基づく

オプションです。 

  

６.１.２ 手順の範囲 

 ６章で定義する手順は、付加サービスの制御 (例えば、インボケーション, 通知, 取消など) のための基本

的な手段を規定します。本手順は、ユーザ・網インタフェースが基本あるいは一次群速度インタフェースとい

うことには依存しません。 

  

６.１.３ 手順のカテゴリ 

 付加サービスのためのファンクショナルな信号に対して２つのカテゴリの手順が定義されます。第１のカテ

ゴリは、独立メッセージアプローチと呼ばれるもので、希望する機能を表示するために独立なメッセージ種別

を用います。保留及び保留解除系列のメッセージがこれに属します。 

  第２のカテゴリは、共通情報要素手順と呼ばれるもので、“ファシリティ”情報要素を利用します。  

 両カテゴリとも対称性のある規定となっており、網からユーザ及びユーザから網の両方向に送信することが

できます。 

 第１のカテゴリの「保留」及び「保留解除」メッセージの送出は、網からユーザの方向のみとしま  

す。  

  

６.１.４ 付加サービス機能 

 網あるいはユーザによる付加サービスの制御には、以下の場合があります。 

  (1) 呼設定中の付加サービスインボケーション 

  (2) 呼切断復旧中の付加サービスインボケーション 

(3) 通信中の呼と関連する付加サービスインボケーション 

  (4) 生起中の呼と関連しない付加サービスアクティベーション、ディアクティベーション、照会、あるい

は登録 

  (5) 単一メッセージによる複数の相異なる付加サービスインボケーション 

  (6) 相異なる複数の呼と関連する付加サービスインボケーション 

  (7) インボークされた付加サービスの取消及び付加サービス起動側への通知 
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 呼と関連する付加サービスと制御対象となる呼との対応は、制御対象となる呼の呼番号を用いて提供されま

す（上述(1)，(2)，(3)，(5)，(6)，(7)の場合）。 

 呼と関連しない付加サービスのインボケーションとそれに対する応答の対応は、“ファシリティ”情報要素

を伴うメッセージの呼番号と“ファシリティ”情報要素内に存在するインボーク識別子との組み合わせにより

関係づけられます（(4)，(5)，(7)の場合）。 

 単一のメッセージで複数の相異なる付加サービスをインボークする場合、それらの識別は、“ファシリティ”

情報要素内のインボーク識別子によってなされます（(5)，(7)の場合）。 

 相異なる複数の呼と関連する付加サービスをインボークする場合、その識別は、適当な呼の呼番号を含むメ

ッセージによってなされます（⑥の場合）。即ち、各々の呼を識別するために、相異なる呼番号値が使用され

ます。 

  

６.２ 独立メッセージカテゴリ 

 本節で定義するメッセージは、独立したファンクショナルメッセージとして、リソースや補助状態の変更を

要求したり、同位の状態マシン間の同期性を要求する特定の機能をインボークするために規定されます。よっ

て、本機能は、呼設定手順や呼切断復旧手順を伴って実行されることはなく、種々の付加サービスに関連して

用いることができます。これらのメッセージの機能は、“ファシリティ" 情報要素の機能と重複することはあ

りません。 

 以下に示す個別のメッセージが定義されています。 

   「保留」メッセージ 

   「保留確認」メッセージ 

   「保留拒否」メッセージ 

   「保留解除」メッセージ 

   「保留解除確認」メッセージ 

   「保留解除拒否」メッセージ 

  

６.２.１ 保留・保留解除機能 

 保留機能は、呼設定中または通信中である生起中の呼を、保留補助状態にするために使用されます。ユーザ

がオプションとして契約している場合は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９２１ ３.４.１節で定義されているコネクシ

ョンエンドポイントサフィックス（ＣＥＳ）により認識されるユーザに対して、リザーブされているチャネル

がなければＢチャネルをリザーブします。さらに、保留呼の呼番号は、引き続いて手順がとられる保留解除ま

たはチャネル再接続の時に使用されます。 

 この時、ユーザとサービス提供者間の契約により、Ｂチャネルは網により他の呼で再利用するため  

に解放することができます。（第１部 付属資料Ａ Ａ．４，Ａ．５節参照）  

 「保留」メッセージを受信したユーザまたは網が、要求された機能を実現できる場合、「保留確認」メッセ

ージを返送しなければなりません。網は、呼を保留補助状態にするときには、進行中または通信中の呼に割当

てられたＢチャネルを切断しなければなりません。 

 付加サービスに関連するＢチャネルリザーブ手順は、６．４節に記述されています。          

 「保留確認」メッセージは、呼を保留補助状態に移行させ、保留機能が実行されたことを表示します。 

 「保留拒否」メッセージは、保留要求が拒否されたこと、及びその呼を保留要求以前の状態に戻したことを

表示します。「保留拒否」メッセージには、適切な理由表示値を伴う“理由表示”情報要素が含まれます。 
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 保留解除機能は、ユーザが要求するＢチャネルに再接続します。「保留解除」メッセージは、呼の保留解除

を要求します。 

 「保留解除確認」メッセージは、保留解除機能が実行されたことを表示します。 

 「保留解除拒否」メッセージは、保留解除要求を拒否したことを表示します。「保留解除拒否」メッセージ

には、適切な理由表示値を伴う“理由表示" 情報要素が含まれます。 

 保留及び保留解除系列メッセージは、対称的に使用することができます。 

  

６.２.１.１ 保留・保留解除のための補助状態 

 保留機能は、６.２.２.１節で規定される標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態で起動することができます。ここで、状

態空間の２次元化の概念が、ユーザと網との間で、状態の同期性を保証するために導入されています。言い換

えれば、各々の呼に関して２つの状態が存在することになります。１つはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態で

あり、もう１つは保留に関する補助状態です。この状態空間は、２つの座標によって表すことができます。つ

まり、１つはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態座標で、もう一方は保留機能に関する補助状態座標です。ＴＴ

Ｃ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態遷移が発生する場合は、前者の座標を更新します。呼が保留状態に移行する場合

は、後者の座標を更新します。保留された呼を再接続する時、後者の座標はふたたび更新されます。 

 保留および保留解除機能に関連して６つの補助状態が存在します。 

  (1) ‘空き’ 

  (2) ‘保留要求’－保留機能を要求した状態 

  (3) ‘保留’－呼が保留された状態 

  (4) ‘保留解除要求’－保留解除機能を要求した状態                       

                                                                        

 (5) ‘保留表示’－保留機能を受け入れた状態  
未提供 

 (6) ‘保留解除表示’－保留解除機能の要求を受入れた状態  

 

 ＩＮＳネットでは、‘保留要求’と‘保留表示’を起動側エンティティと受信側エンティティで区  

別していないため以降、‘保留表示’状態の記述は‘保留要求’状態と解釈してください。  

６.２.１.２ 次元化状態空間の例 

 呼が‘発呼受付’状態にある場合、次元化状態空間は（発呼受付，空き）です。 

 ユーザが保留機能を要求すると、次元化状態空間は（発呼受付，保留要求）となります。 

 呼が保留されると、網からの「保留確認」メッセージの受信によりユーザは呼が保留されたことを認識しま

す。次元化状態空間は（発呼受付，保留）となります。 

 ユーザは、続いて呼を進行させ次元化状態空間を（通信中，保留）へ変化させるメッセージを受信します。

ここで、ユーザは、保留解除機能を要求すると、次元化状態空間は（通信中，保留解除要求）となります。呼

が再接続されると、次元化状態空間は（通信中、空き）となります。 

  

６.２.２ 保留手順  

 保留機能は、生起中の呼（すなわち、呼設定中、通信中）と関連してインボーグされなければなりません。 

 保留機能のインボケーションは、標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態に影響を与えるのではなく、補助状態に影響を

与えます。呼を保留状態にする要求により、起動側エンティティの補助状態は‘保留要求’状態となります。

被起動側のエンティティは、この動作に成功すると、「保留確認」メッセージによりこの要求を確認し、補助

状態は‘保留’状態となります。この結果、起動側エンティティの補助状態は‘保留’状態となります。要求
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した保留機能が得られない場合は、「保留拒否」メッセージが適切な理由表示値を伴い転送されます。この結

果、起動側と被起動側エンティティの補助状態は保留要求を送出する前の各々の状態に戻ります。 

  

６.２.２.１ 起動側の正常手順 

 保留機能は、ユーザ・網インタフェース上で確立された呼番号を含む「保留」メッセージの送出により起動

されます。「保留」メッセージの転送に続いて、起動側エンティティは、タイマＴ－ｈｌｄ（タイマ値は６.

２.５節で規定）を開始させ補助状態を‘保留要求’状態にし、「保留確認」メッセージの受信を待ち合わせま

す。（補助状態は６.２.１.１節で規定されています。） 

 要求を送出しているコネクションエンドポイント識別子（ＣＥＩ）には、保留の呼が割り当てられなければ

ならず、またＢチャネルは呼またはＣＥＩに対して選択されなければなりません。 

 発呼側では、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の以下の呼状態において保留機能の起動が可能です。 

   －発呼受付 （Ｕ／Ｎ３）； 

   －呼出通知 （Ｕ／Ｎ４）； 

   －通信中 （Ｕ／Ｎ１０） 

 着呼側ではポイントツーポイント構成であればＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の以下の呼状態において保留機能

の起動が可能です。 

   －呼出中  （Ｕ／Ｎ７）； 

   －応答   （Ｕ／Ｎ８）； 

   －着呼受付 （Ｕ／Ｎ９）； 

   －通信中 （Ｕ／Ｎ１０） 

 着呼側では、マルチポイント構成であればＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の‘通信中’状態（Ｕ／Ｎ１０）にお

いてのみ保留機能の起動が可能です。 

 「保留確認」メッセージの受信時、保留要求起動側はタイマＴ－ｈｌｄを停止し、接続されている場合はＢ

チャネルを解放し、補助状態を‘保留’状態とします。 

 「保留拒否」メッセージの受信時、保留要求起動側はタイマＴ－ｈｌｄを停止し、補助状態を「保留」メッ

セージ送出前の状態に戻します。 

 「保留確認」メッセージの受信前にタイマＴ－ｈｌｄが満了した場合は、補助状態は‘空き’状態とします。 

  

６.２.２.２ 受信側の正常手順 

 「保留」メッセージを受信時、受信エンティティは補助状態を‘保留表示’状態とします。 

 保留要求が許容されるＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の呼状態（６.２.２.１節で許容される呼状態）であれば、

受信エンティティは接続されている場合はＢチャネルを解放し、「保留確認」メッセージを起動側エンティテ

ィに返送し、補助状態を‘保留’状態とします。 

 保留要求が許容されないＪＴ－Ｑ９３１の呼状態の場合は、受信エンティティは６.２.４.節で規定された手

順に従います。 

  

６.２.２.３ 保留状態 

 保留機能が正常に完了（起動側エンティティが「保留確認」メッセージを受信）した場合、そのインタフェ

ースの両側で呼の補助状態が‘保留’状態となります。 

 ‘保留’状態の間は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の手順に従ってある事象によりコネクションを確立しよう

としても（例えば、保留呼の呼番号に対する「応答」メッセージの受信）、保留された呼をＢチャネルに接続
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することはできない。呼の補助状態が‘保留’状態でありうるのは、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１の呼状態が６.

２.２.１節で許容された状態の１つ、あるいは‘切断通知’状態（Ｕ／Ｎ１２）の時のみです。 

 ‘切断通知’状態（Ｕ／Ｎ１２）を除いた６.２.２.１節で許容されていない状態に遷移した場合、エンティ

ティは補助状態を空き状態にします。 

 一般的に、保留機能は、他方のインタフェースからの保留呼の解除を禁止するものではありません（保留機

能の起動側エンティティは、解除機能の被起動側エンティティであり、保留機能の被起動側エンティティは、

解除機能の起動側エンティティでありえる）。しかしながら、このような対照的な手順は、これらが適用され

る個々の付加サービス手順で規定されています。 

  

６.２.２.４ 例外手順 

 受信側エンティティで「保留」メッセージが認識されない場合は、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ５.８節のエ

ラー手順が適用されます。 

 ‘切断通知’状態（Ｕ／Ｎ１２）または‘解放要求’状態（Ｕ／Ｎ１９）で「保留」メッセージを受信した

場合、受信側エンティティは保留要求を無視し通常の呼切断復旧手順を継続します。 

保留機能の起動を許容しない上記以外の呼状態（６.２.２.１節参照）で「保留」メッセージを受信した場合、

受信側エンティティは“理由表示（＃１０１：呼状態とメッセージ不一致）”を含む「保留拒否」メッセージ

を返送し、補助状態は「保留」メッセージを受信する以前の状態にします。 

  

６.２.３ 保留解除手順 

 保留解除機能は、「保留解除」メッセージを送信することによって要求されます。本メッセージは、補助状

態が‘保留’状態のときに送信されます。 

 「保留解除」メッセージでのチャネル指定として、変更可、任意、あるいは変更不可を指定するこ  

とができます。  

 “チャネル識別子”情報要素の使用手順は、基本呼制御手順で明確に規定されています。「保留解除」メッ

セージの送出時点で、起動側の補助状態は‘保留解除’要求状態となります。 

 保留解除の要求が成功した場合、「保留解除確認」メッセージが選択されたＢチャネル表示を伴い返送され

ます。起動側は、本メッセージを受信するまで呼の保留解除が行われたと考えるべきではありません。その時

起動側と被起動側のエンティティは補助状態を‘空き’状態に戻ります。 

 保留解除の要求が不成功の場合、「保留解除拒否」メッセージが適切な理由表示を伴い返送されます。その

時起動側と被起動側のエンティティは、それぞれ「保留解除」メッセージを送受信する以前と同じ補助状態と

なります。 

  

６.２.３.１ 起動側の通常動作 

 保留解除機能は、ユーザ・網インタフェースの相手側に保留された呼の呼番号を含む「保留解除」メッセー

ジを送信することにより起動されます。「保留解除」メッセージは、補助状態が‘保留’状態でかつＴＴＣ標

準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態が、Ｕ／Ｎ３，４，７，８，９，１０，１２の場合にのみ送信できます。「保留解除」

メッセージの送信により起動側のエンティティは、タイマＴ－ｒｅｔ（タイマＴ－ｒｅｔの値は６.２.５節に

規定されています）を開始し、補助状態を‘保留解除要求’状態とし、「保留解除確認」メッセージ待ちとな

ります。 

 「保留解除確認」メッセージの受信により、保留解除の起動側はタイマＴ－ｒｅｔを停止し、Ｂチャネルを

接続します。そして、補助状態は‘空き’状態になります。また、「保留解除拒否」メッセージの受信では、
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保留解除の起動側はタイマＴ－ｒｅｔを停止し、補助状態は‘保留’状態になります。「保留解除確認」メッ

セージ受信以前にタイマＴ－ｒｅｔが満了した場合、起動側のエンティティは補助状態を‘保留’状態としま

す。 

  

６.２.３.２ 受信側の通常動作 

 「保留解除」メッセージを受信した時、保留解除要求が、現在の補助状態とＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状

態で許容され（許容される状態は６.２.３.１節参照）、かつ適当なＢチャネルが呼に対して設定可能である場

合、受信側のエンティティは「保留解除確認」メッセージを、起動側のエンティティに返送し、補助状態を‘空

き’状態とします。そして適当なＢチャネルを接続します。 

 「保留解除」メッセージに、Ｂチャネル指定が“変更不可" である“チャネル識別子" 情報要素が含まれ、

それが受諾可能である場合には、受信側エンティティは「保留解除確認」メッセージに“チャネル識別子" 情

報要素を含むべきではありません。 

 「保留解除」メッセージ／「保留解除確認」メッセージでのチャネル識別手順は標準ＪＴ－Ｑ９３１の５.

１.２節の規定通りです。 

 

６.２.３.３ 例外手順 

 補助状態が‘保留’状態／‘保留解除要求’状態以外、並びに６.２.３.１節で許容されたＴＴＣ標準ＪＴ－

Ｑ９３１の呼状態以外で「保留解除」メッセージを受信した場合、受信エンティティは“理由表示（＃１０１：

呼状態とメッセージ不一致）”を含む「保留解除拒否」メッセージを返送し、「保留解除」メッセージ受信以

前と同じ補助状態のままになります。 

 「保留解除」メッセージのＢチャネル指定が“変更不可”で、かつそのチャネルを保留呼の保留解除のため

に利用できない場合、受信側のエンティティは“理由表示（＃４４：要求回線／チャネル利用不可）”を含む

「保留解除拒否」メッセージを返送します。 

 「保留解除」メッセージのＢチャネル指定が、“変更可”又は“任意”もしくは、“チャネル識別子" 情報

要素が含まれず、かつ保留呼の保留解除のために利用できるチャネルがない場合には、受信側のエンティティ

は“理由表示（＃３４：利用可回線／チャネルなし）”を含む「保留解除拒否」メッセージを返送します。 

 「保留解除拒否」メッセージを受信した場合、保留解除要求の起動側は、タイマＴ－ｒｅｔを停止し補助状

態を‘保留’状態とします。                               

                                                                            

６.２.４ メッセージの衝突 
 

 この手順はインタフェースの両側が、対称的に保留解除機能を有していることを前提とします。  

 「保留」メッセージ送信直後に同じ呼番号に対する「保留」メッセージを受信した場合（即ち、補  

助状態が‘保留要求’状態中の「保留」メッセージ受信）、受信側のエンティティは６.２.２.２節に規  

定したとおりに保留要求処理を継続します。  

 ユーザ側が「保留解除」メッセージ送信直後に同じ呼番号に対する「保留解除」メッセージを受信  

した場合（即ち、補助状態が‘保留解除要求’状態中の「保留解除」メッセージ受信）、ユーザ側は  

タイマＴ－ｒｅｔを停止し補助状態を‘保留解除表示’状態とし、そして６.２.３.２節の手順通りとな  

ります。  

 網側が「保留解除」メッセージ送信直後に同じ呼番号に対する「保留解除」メッセージを受信した  

場合（即ち、補助状態が‘保留解除’状態中の「保留解除」メッセージ受信）、網側は受信した「保  

留解除」メッセージを無視し、補助状態を‘保留解除要求’状態のままとします。そして、６.３.１  

節に規定された手順の通り継続します。  

未提供 

- 320 -



  

６.２.５ パラメータ値（タイマ） 

 以下のタイマが使用される。 

 タイマ  ﾀｲﾑｱｳﾄ値     開始条件    正常停止条件  

 T-hld   ４秒 「保留」メッセージ送信 「保留確認」メッセージ受信  

    「保留拒否」メッセージ受信  

 T-ret   ４秒 「保留解除」メッセージ送信 「保留解除確認」メッセージ受信  

    「保留解除拒否」メッセージ受信  

６.２.６ 保留された呼の切断復旧 

 補助状態が保留状態の呼は、保留された呼の呼番号を伴う「切断」メッセージをユーザ・網インタフェース

を介していずれかの方向から送出することにより切断復旧されます。Ｂチャネルを切断しないことを除き、標

準ＪＴ－Ｑ９３１ ５.３節の手順に従う正常な呼切断復旧が適用されます。保留された呼は、「解放完了」メ

ッセージの受信もしくは送信により補助状態が空き状態かつ標準ＪＴ－Ｑ９３１状態が‘空き’状態であると

考えられます。 

  

６．３ 共通情報要素カテゴリ 

                            

  「登録」メッセージ ，「ファシリティ」メッセージ、 あるいは、既存の標準ＪＴ－Ｑ９３１呼 

未提供 

 制御メッセージは、付加サービス要求のための“ファシリティ" 情報要素を転送するのに使用されます。 

 本ファンクショナル手順により、付加サービスプロトコルの提供に対する柔軟で開放的なアプローチが可能

となります。 

  (1) 新サービスを容易に導入可能 

  (2) １メッセージで複数の付加サービスインボケーションが可能 

  (3) 新メッセージを追加することなく、多種多様な付加サービスのサポート 

  (4) 呼と関連しない付加サービスのサポート 

                                                                   

 さらに、「ファシリティ」というメッセージの使用により、付加サービスに関する動作イベントを 
 

未提供 

基本呼制御に関するものとは明確に分離することが可能となり、標準ＪＴ－Ｑ９３１基本呼制御手順  

の安定度を向上させることができます。  
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６.３.１ 呼と関連する付加サービス手順 

 呼設定あるいは呼切断復旧時に開始される呼と関連する付加サービス手順のために、標準ＪＴ－Ｑ９３１の

５章，６章で規定している呼制御手順を利用します。これにより、例えば、発信ユーザは、「呼設定」メッセ

ージで付加サービスインボケーションを送信することが可能となり、リモートユーザからリターンリザルト，

リターンエラーあるいはリジェクトコンポーネント種別を、「呼出」メッセージ、「応答」メッセージあるい

はサービス提供者からの他の適切なメッセージ内の、“ファシリティ”情報要素に含めて受信することが可能

となります。 

                                                                          

 通信中に、呼と関連する付加サービスインボケーションをするために、生起中の信号コネクション 
 

未提供 

上で「ファシリティ」メッセージを用いて、“ファシリティ" 情報要素の交換が行われます。この信  

号コネクションは、該当する通信中の呼の呼番号によって識別されます。  

 呼番号は同一の信号トランザクションに属する「ファシリティ」メッセージを相互に関係づける手  

段を提供します。呼と関連するインボケーションの場合、呼番号はその呼を適当な付加サービストラ  

ンザクションと相互に対応づけられます。１つの付加サービスが複数の呼に作用する場合、複数の呼  

番号が各々の呼を識別するために用いられます。  

 呼と関連する「ファシリティ」メッセージが、呼設定中あるいは通信中の呼の呼番号を用いて送信  

され、その呼が呼に関連する理由で切断復旧される場合、未完了の付加サービスの要求の扱いは、標  

準ＪＴ－Ｑ９５Ｘシリーズで規定される各付加サービスの要求条件によります。  

 その上、以下のガイドラインが適用されます。  

 １ （“ファシリティ" 情報要素を使用する）付加サービスファンクショナルプロトコルは、もし  

  呼番号がベアラと関連していれば、存在するベアラに関連する呼番号あるいは、ベアラに関連し  

  ない呼番号のどちらを使用してもかまいません。  

 ２ ベアラコネクション解放された時、標準ＪＴ－Ｑ９３１の呼番号によって提供される暗黙の関  

  係は常に解放されます。  

 ３ もし、ベアラコネクションとベアラに関連しない呼番号を受信側において関連付ける必要があ  

  るならば、ベアラに関連しないプロトコルは終端点に対して２つの呼番号を関連付けるために要  

  求を含めるべきです。  
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６.３.２ ベアラコネクションと関連しない付加サービス手順 

 この章は、ベアラコネクションに関連しないオペレーションのために使用される転送機能を定義します。こ

の転送機能は、標準ＪＴ－Ｑ９３１と標準ＪＴ－Ｑ９３２に従うメッセージ交換によってユーザ・網インタフ

ェースで提供され、標準ＪＴ－Ｑ９２１で記述されるデータリンクサービスを使用します。転送のために使用

されるメッセージ（例えば、「登録」、「ファシリティ」、「解放完了」メッセージ）はアプリケーションに

適応したオペレーションコンポーネントを含む“ファシリティ" 情報要素を転送します。種々の転送メッセー

ジ間の相互関係は、各メッセージの呼番号値によって規定されます。                  

                        

                                                                      

 一般原則として呼番号のフォーマットとコーティングは標準ＪＴ－Ｑ９３１ ４.３節を参照してく 
 

未提供 

ださい。ベアラコネクションに関連しない転送機能は以下の３つのカテゴリに分けられます。  

 －ポイント・ポイント・コネクションオリエンテッド  

 －ポイント・ポイント・コネクションレス  

 －放送形式、コネクションレス  

  

６.３.２.１ ポイント・ポイント転送  

 これらの手順がインボークされる前に、データリンクコネクションがユーザと網の間に確立されて  

なければなりません。すべてのメッセージはＤＬ－データ要求プリミティブを使用してデータリンク  

レイヤへ送出されます。  

  

６.３.２.１.１ コネクションオリエンテッド転送－コネクション確立  

 起動側は、「登録」メッセージを被起動側に送出することにより、信号コネクションの設定を開始  

し、「呼に関連しないサービス」状態（Ｕ／Ｎ３１）に遷移します。ユーザまたは網のいずれかが起  

動側となることを注記します。  

 信号コネクションは「登録」メッセージに含まれる呼番号によって識別されます。呼番号値は標準  

ＪＴ－Ｑ９３１ ４.３節に従って選択されます。  

  

６.３.２.１.２ データ転送フェーズ  

 確立後、信号コネクションをコネクションに関係するユーザと網との間のデータ交換に使用するこ  

とができます。ユーザと網は全く自由にデータを送出することができます。すなわち、前もって定め  

られた送出機構は存在しません。データは同位エンティティへ「ファシリティ」メッセージを送信す  

ることにより転送されます。「ファシリティ」メッセージの送信は呼状態に影響を与えません。  

 このコネクションで識別される呼番号が「ファシリティ」メッセージに含まれます。  

 データ、例えばコンポーネント構造は、“ファシリティ" 情報要素に含まれます。  

  

  

  

  

 

- 323 -



 

                                                 

                                                                              

６.３.２.１.３ コネクション解放  
未提供 

 信号コネクションは、そのコネクションを確立した「登録」メッセージの起動側、または被起動側  

により解放されることがあります。コネクションの解放は「解放完了」メッセージを送ることにより  

行われます。“理由表示" 情報要素としては、“理由表示（＃１６：正常切断）" が用いられます。  

このコネクションを示す呼番号が、「解放完了」メッセージ内に含まれます。「解放完了」メッセー  

ジを受信した場合、送信側および送信側は使用した呼番号を解放し、‘空き’状態（Ｕ／Ｎ０）に遷  

移します。  

  

６.３.２.２ コネクションレス転送  

 ポイント・ポイントのデータリンクが存在していることがわかっている場合、網、またはユーザは  

コネクションレスプロトコルを使用できます。コネクションレスプロトコルも同様に、「ファシリテ  

ィ」メッセージに基づいています。しかしながら、コネクションレスプロトコルは、ＴＴＣ標準ＪＴ  

－Ｑ９３１ ４.３節内で規定されるダミー呼番号のみ使用します。  

 「ファシリティ」メッセージの内容は、“呼番号" 及び“着サブアドレス" 情報要素により拡張で  

きます。その使用要求は、各付加サービスの標準の課題です。  

  

６.３.２.３ 放送形式転送コネクションレス機構  

 放送形式コネクションレスプロトコルは、網からユーザに送られる「ファシリティ」メッセージに  

基づいています。放送形式コネクションレスプロトコルは、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ４.３節内で  

規定されるダミー呼番号のみ使用します。  

 網は、ＤＬ－ユニットデータ－要求サービスプリミティブとＴＥＩパラメータ値１２７を用い、こ  

の「ファシリティ」メッセージを送ります。  

 「ファシリティ」メッセージの内容は、“着番号" 及び“着サブアドレス" 情報要素により拡張で  

きます。これらの情報要素のうちの１つ以上の情報要素が「ファシリティ」メッセージ内に含まれる  

場合、受信するユーザは、「ファシリティ」メッセージを「呼設定」メッセージと類似のものとみな  

し、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ 付属資料Ｂ Ｂ．３節に従い、それらを識別します。  

 アプリケーションデータは、“ファシリティ" 情報要素内に含まれます。  

  

６.３.３ 複数の付加サービスインボケーションに対する応答  

 複数の付加サービスインボケーションに対する応答は、呼番号とインボーク識別子により対応づけ  

られます。  

  

６.３.４ 呼番号情報要素のコーディング  

 一般原則として、標準ＪＴ－Ｑ９３１ ４.３節の呼番号値のフォーマット、及びコーディングが適  

用されます。  

  

６.３.５ データ種別の正式な定義  

 オペレーションで使用されるデータ種別の“ファシリティ" 情報要素内でのコード化の正式な定義は、ＩＴ

Ｕ－Ｔ勧告Ｘ．２９９〔１０〕（リモートオペレーション、プロトコル仕様）により与えられます。ＩＴＵ－

Ｔ勧告Ｘ．２９９に関連する部分は、付録Ⅳで引用されています。 

  

６.３.６ エラー手順  

 一般に、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ５.８節で規定されたものに、５.８.３.２節の項目ａ），ｂ）の「呼

設定」メッセージを「呼設定」、「登録」メッセージに変更した、エラー処理手順が適用されます。 

 共通な情報要素手順として特に要求される付加的なエラー処理については、次節で規定します。 
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６.３.６.１ コンポーネントに関連するエラー  

 「登録」メッセージ以外のメッセージで、無効サービスプロトコルプロファイルを有する“ファシリティ" 

情報要素を受信した場合、コネクションレス転送に関し、「状態表示」メッセージが返送されないということ

を除き、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ５.８.６節と５.８.７節で規定されたものが適用されます。 

 ６.３節で示される手順を提供している網およびユーザが、認識されないオペレーションを示したインボーク

コンポーネントを含む“ファシリティ" 情報要素を受信した場合（すなわち、提供されていない特定の付加サ

ービスや機能）、一般プロブレムの“認識されないオペレーション" を表示したリジェクトコンポーネントが

含まれている“ファシリティ" 情報要素が送信側エンティティへ返されます。この拒否は、“ファシリティ" 

情報要素が含まれているメッセージおよびそのメッセージに含まれている他の情報要素の処理に影響を与えま

せん。 

 受信したメッセージの“ファシリティ" 情報要素内のオペレーション値は理解できるが、そのメッセージで

送信することが規定されていない場合、リターンエラー値“手順エラー" を示すリターンエラーコンポーネン

ト（ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５０参照）が返送されます。各々の付加サービス特有の他のエラーはＴＴＣ標準Ｊ

Ｔ－Ｑ９５ｘシリーズで供給される手順に従って取り扱われます。 

 ただし、ＩＮＳネットサービスでは「ファシリティ」メッセージによるコネクションレス転送において、認識

されないオペレーションや手順エラーに関して応答しないことが望ましい。 

  

                                                                    

６.３.６.２ 転送に関連するエラー  
未提供 

 「ファシリティ」メッセージが受信され、“ファシリティ" 情報要素、あるいは“拡張ファシリテ  

ィ" 情報要素がそのメッセージに含まれていない場合、コネクションレス転送に関し、「状態表示」  

メッセージが返されないということを除き、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ５８６節で規定されたもの  

が適用されます。  

  

６.３.６.３ 呼に関連するエラー  

 網またはユーザが「呼設定」メッセージで示された付加サービスを認識できるが、要求オペレーションを処

理することのできない場合、以下のオプションが適用されます。 

  １. 網またはユーザは発呼要求を切断復旧し、“ファシリティ" 情報要素に適切なパラメータを備えたリ

ターンエラーあるいはリターンリジェクトコンポーネント種別および“理由表示" 情報要素を含む「解

放完了」メッセージにより、付加サービスのインボークを拒否する。 

  ２. 網またはユーザは通常のＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼制御手順に従った発呼要求の適切な処理   

                    

   を継続し、 「ファシリティ」メッセージあるいは ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１メッセージ内の 

未提供 

   “ファシリティ" 情報要素に、適当なデータ要素を含めたリターンエラーあるいはリターンリジェクト 

コンポーネント種別によって、付加サービスのインボークを拒否する。 

  ３. 網またはユーザはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼制御手順に従った発呼要求の処理を継続し、付加サー

ビスのインボークを無視する。 

 使用されるオプションはＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズで示される個別付加サービス手順に依存します。 

 ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１での呼制御メッセージの“理由表示" 情報要素は、“ファシリティ" 情報要素の

コンポーネント部を除いた（オクテット１－３）ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１エラーを通知するために使用され
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ます。ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１プロトコルエラーがなければ、“理由表示" 情報要素は“理由表示（＃３１：

その他の正常クラス）" を通知します。“ファシリティ" 情報要素のコンポーネント部( オクテット4 以上) 

のプロトコルエラーは、“ファシリティ" 情報要素で示されるリジェクトコンポーネント内で通知されること

になります。 

 

                                                         

 呼設定、または通信中の呼の呼番号を用いて、呼に関連する「ファシリティ」メッセージが送信さ 
 

未提供 

れ、かつその呼が呼に関連する理由のために切断復旧される場合、インボークされた付加サービスに  

依存し、次のうちのどれかが起こります。  

 － 網またはユーザは、呼に関連するコネクションと呼番号を保ち、通常の呼切断復旧手順を始め  

  るまえに「ファシリティ」メッセージに“ファシリティ" 情報要素を含んで応答を返送する。  

 － 網またはユーザは、最初の切断復旧メッセージ内の“ファシリティ" 情報要素で応答を返送す  

  る。（例えば「切断」、「解放」、または「解放完了」メッセージ）  

 － 網またはユーザは、切断復旧手順を継続する。  

 第３のオプションでは、付加サービスに関する要求中に信号コネクションが切断復旧された場合、  

その要求に対する処理はＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズに従います。  

 データリンクリセットまたは、データリンクエラーが発生した時、付加サービスが要求されている  

場合、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１ ５.８.８節、５.８.９節で規定される手順が各々適用されます。  

 この場合の要求中の付加サービスに対する処理手順は、今後の課題です。  

  

６.３.６.４ 呼に関連しないエラー 

 現在使用中の番号を示す「登録」メッセージを受信すると、「登録」メッセージは無視され“理由表示（＃

１０１：呼状態とメッセージ不一致）" 情報要素と適切なＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ９３１呼状態を示す“呼状態" 

情報要素を含む「状態表示」メッセージが返されます。 

                 

 「ファシリティ」メッセージ、 「解放完了」メッセージ、「状態表示」メッセージ、そして「状 

未提供 

 態問合」メッセージのみが、「登録」メッセージによって割り当てられた呼番号を用いて送信されます。他

のどのメッセージが受信されても、そのメッセージは無視され、“理由表示（＃１０１：呼状態とメッセージ

不一致）" 情報要素と“呼に関連しないサービス" 状態を示す“呼状態" 情報要素が返されます。 

 「登録」メッセージで無効なサービスプロトコルプロファイルをもつ“ファシリティ" 情報要素が受信され

た場合、「登録」メッセージの内容は破棄され、“理由表示（＃１００：情報要素の内容が無効）" 情報要素

を含む「解放完了」メッセージが返送されます。 

 どちらかのプロトコルエンティティが、ＤＬ－解放－表示プリミティブ経由でデータリンクの解放表示を受

信したら、呼番号を解放し、‘空き’状態（Ｕ／Ｎ０）に遷移して、信号コネクションは解放されたものとみ

なします。 

 どちらかのプロトコルエンティティが、ＤＬ－設定－表示プリミティブ経由で自発的にリセットしたデータ

リンクの表示を受信したら、適切な呼番号で“理由表示（＃４１：一時的故障）" 情報要素を含む「解放完了」

メッセージを送信するとともに、呼番号を解放し、‘空き’状態（Ｕ／Ｎ０）に遷移して、信号コネクション

は解放されたものとみなします。 

 プロトコルエラーが発生したら、網とユーザのどちらでも「解放完了」メッセージを送信して、信号コネク

ションを解放してもかまいません。このコネクションを識別する呼番号が「解放完了」メッセージに含まれま

す。“理由表示" 情報要素で表示された“理由表示値はエラーに依存します。「解放完了」メッセージ送出後、
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送信側は使用中の呼番号を解放し、‘空き’状態（Ｕ／Ｎ０）に遷移します。「解放完了」メッセージ受信側

は使用中の呼番号を解放し、‘空き’状態（Ｕ／Ｎ０）に遷移します。 

  

   

                                                                             

６.４ 網側チャネルリザーブ機能 
未提供 

 網側チャネルリザーブ機能は、同一アクセスの他のユーザによるチャネルの使用をできないように 

することによって、後続するチャネル選択の成功を向上させます。ユーザは、データリンクコネクシ 

ョンエンドポイント識別子（ＣＥＩ）によって識別されます。リザーブは同じＣＥＩ（つまり同じユ 

ーザ）に対応する呼によってのみ使用されます。 

 リザーブには２つの方法が規定されています：暗黙のリザーブと明白なリザーブ。２つの方法は同 

一ユーザアクセス構成上で共存してもかまいません。 

 

６.４.１ 暗黙のリザーブ 

 暗黙のリザーブでは、そのユーザから他の機能のインボケーションの手段によって、例えば、「保 

留」や「保留解除」機能の使用により、網側チャネルリザーブ機能の制御を認めています。 

 

６.４.１.１ リザーブの生成 

 リザーブの生成において、網は特定されたデータリンクコネクションエンドポイント識別子（ＣＥ 

Ｉ）に対してチャネルをリザーブします。本リザーブは、たとえ全てのチャネルが生起中の呼に割り 

当てられていなくても、別の呼は拒否されるかコールウェイティング状態となるように、チャネルを 

ビジーとします。 

 

（注） 選択されたチャネルを有するＣＥＩに割り当てられた呼は、以下の状態の中の１つのいずれ 

   かです。 

 

 ａ． ‘分割発呼’状態（N2) 、‘発呼受付’状態(N3)、補助状態が‘空き’または‘保留要求’ 

   状態にある‘呼出通知’状態(N4)、補助状態が‘空き’または‘保留要求’状態にある‘通信 

   中’状態(N10) 、‘中断要求’状態(N15) 。 

 

（注） ポイント・ポイントの場合、特有の状態については、今後の課題です。 

 

 ｂ． A に列挙した状態の中の1 つから到達した、‘切断要求’状態(N11) 、‘切断通知’状態(N 

   12) 、‘解放要求’状態(N19) 。 

 

 以下の動作は、リザーブを生成します。 

 

 ａ． まだリザーブが存在せず、かつ、そのＣＥＩに対して存在している他の呼が選択されたチャ 

   ネルを持たない場合、「保留確認」メッセージの受信または送信によってメッセージを受信、 

   または送信したＣＥＩに対してリザーブを生成します。 
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 ｂ． 存在する呼①が選択されたチャネルを有し、かつ、まだリザーブが存在せず、かつ存在して 
 

未提供 

   いる呼(2)の補助状態が‘保留’または‘保留解除要求’状態にあり、そのＣＥＩに対して存在  

   している他の呼が選択されたチャネルを持たない場合、呼(1)に対する「解放完了」メッセージ  

   の受信または送信によって、そのメッセージを受信または送信したＣＥＩに対してリザーブを  

   生成します。  

  

 ｃ． 存在する呼(1)が選択されたチャネルを有し、かつ、まだリザーブが存在せず、かつ存在して  

   いる呼(2)の補助状態が‘保留’または‘保留解除要求’状態にあり、そのＣＥＩについて存在  

   している他の呼が選択されたチャネルを持たない場合、呼(1)に対する「中断確認」メッセージ  

   の送信により、そのメッセージを受信または送信し、ＣＥＩに対してリザーブを生成します。  

  

  

（注） 呼の中断において、呼は呼識別に割り当てられるものであり、ＣＥＩによって識別される特  

   定の端末に対して割り当てられるものではありません。  

  

 ｄ． もし  

    －まだリザーブが存在せず、  

    －かつ、存在している呼の保留状態が‘保留’または‘保留解除要求’状態にあり  

    －かつ、そのＣＥＩに対して存在している他の呼が選択されたチャネルを持っていない場合  

   「初期設定」メッセージに含まれた“初期設定表示" 情報要素が“表示されたチャネル" と設  

   定され、そのチャネルが存在している呼に割り当てられている場合、「初期設定確認」メッセ  

   ージの受信または送信によって、そのメッセージを受信または送信によって、そのメッセージ  

   を受信または送信したＣＥＩに対してリザーブを生成します。  

  

（注） ｂの場合、網またはユーザは既に、「切断」、「解放」、「解放完了」メッセージのシーケ  

   ンスによって、呼の切断復旧を開始しているかもしれません。  

  

６.４.１.２ リザーブの使用  

  本節の記述のうち、分割発呼手順については、ＴＴＣ非標準のため提供しません。   

 リザーブの使用において、網はその関連するイベントに対応したチャネル選択手順を行い、そのＣ  

ＥＩに対するリザーブを解除します。動作が行われるＣＥＩに対してリザーブがある場合には、以下  

の動作でリザーブが使用されます。  

  

 ａ． 受信した「呼設定」メッセージに対するユーザへの応答としての、「呼設定確認」、「呼設  

   定受付」、「呼出」または「応答」メッセージの送信。  
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 ｂ． 受信した「応答」メッセージに対するユーザへの応答としての、「応答確認」メッセージの 
 

未提供 

   送信。  

  

（注） もしユーザが今後の発呼のために本ケースのリザーブを維持したい場合、「応答」メッセー  

   ジを遅延するか、あるいは明白なリザーブを使用する必要があります。  

  

 ｃ． 受信した「保留解除」メッセージに対する応答としての、「保留解除確認」メッセージの送  

   信。  

  

 ｄ． 送信した「保留解除」メッセージに対する応答としての、「保留解除確認」メッセージの受  

   信。  

  

６.４.１.３ リザーブの取消  

 リザーブの取消において、網はそのＣＥＩに対するリザーブを解除します。動作が行われるＣＥＩ  

に対してリザーブがある場合には、以下の動作でリザーブは解除されます。  

  

 ａ． ある特定のＣＥＩに関連する呼のうち、１つの呼だけが‘保留’または‘保留解除要求’状  

   態の呼に対する「解放完了」メッセージの送信または受信。  

  

 ｂ． 「再開確認」メッセージの送信。  

  

（注） 中断呼には固定的にチャネルが割り当てられるので、リザーブは呼の再開には用いられません。  

  

 ｃ． 「初期設定」メッセージに含まれる“初期設定表示" 情報要素が、“1 つのインタフェース  

   " または“全てのインタフェース" を指定している場合の、「初期設定確認」メッセージの送  

   信または受信。  

  

 ｄ． ＤＬ－解放－表示プリミティブの受信  

  

６.４.２ 明白なリザーブ  

 明白なチャネルリザーブは網により生成され、送られ、管理されるリザーブ識別子を使用するかも  

しれない明白なオペレーションによって網側のチャネルリザーブ機能の制御をユーザに提供します。  

これよりいくつかの保留呼がＢチャネルリソースを使用するため、これらＢチャネルをリザーブする  

ことをユーザに認めています。  

  

（注） この節は６.４.１節に記述された手順でユーザが並行して使用できるリザーブの生成、管理、  

   取消のオペレーションを規定しています。  
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６.４.２.１ 明白なリザーブの制御 
 

未提供 

 チャネルリザーブを明白に制御するためには、ユーザは呼に関連した適切な転送メッセージの“フ  

ァシリティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ生成制御インボークコンポーネントを含めなくては  

なりません。  

 インボークコンポーネントは以下の３つのオプションの内１つを示すアーギュメントを含んでいる  

ことがあります。  

 （ⅰ）リザーブ要求なし  

 （ⅱ）リザーブ識別子なしで要求されるリザーブ  

 （ⅲ）リザーブ識別子ありで要求されるリザーブ  

 インボークコンポーネントにパラメータが含まれない場合、“リザーブ識別子なしで要求されるリ  

ザーブ" と網によりみなされます。  

 網が要求された機能を提供できる場合、網は同一呼に関連した適切な転送メッセージの“ファシリ  

ティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ生成制御リターンリザルトコンポーネントを含めなくては  

なりません。適切にユーザが要求する場合（契約パラメータによって、またはインボークコンポーネ  

ントで要求することによって）、網はリザーブ識別子パラメータを含めるべきであり、このパラメー  

タを提供する場合、網はこのリザーブに対してこれらのパラメータを保持しなくてはなりません。そ  

してこのリザーブ識別子の値が明白なリザーブ管理インボークコンポーネントに含まれるとき、網は  

リザーブの使用を許可するだけです。  

 網が要求されたリザーブを提供でき、かつ明白なリザーブ生成制御インボークコンポーネントがチ  

ャネルリソースを解放するメッセージか、チャネルリソースを解放しつつある確認メッセージ( 例え  

ば「解放」、「解放完了」、「保留」、「保留確認」メッセージ )に含まれていた場合で、そのチャ  

ネルリソースがリザーブの処理を要求されている場合、そのチャネルリソースは他の呼に割り当てる  

べきではありません。  

 網が要求された機能を提供できない場合、網は同一呼に関連した適切な転送メッセージの“ファシ  

リティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ生成制御リターンエラーコンポーネントを含めなくては  

なりません。適切なエラーは以下のとおりです。  

 － リザーブが最大数を越えた。リザーブの最大数（デフォルト＝１）はすでにこのＣＥＩに存在  

  する。  

 － 利用できない機能  

 － 契約されていない機能  

 － 適切でないリザーブ要求  

 明白なリザーブ生成制御リターンリザルトコンポーネントでリザーブ識別子を受信したならば、ユ  

ーザはその情報を保持しなくてはなりません。  
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６.４.２.２ 明白なリザーブの管理 
 

未提供 

 チャネルリザーブの使用を管理するためには、ユーザはチャネル選択を行う、呼に関連した適切な  

転送メッセージ（例えば「呼設定」、「呼設定確認」、「呼設定受付」、「呼出」、「応答」、「応  

答確認」、「保留解除」、「保留解除確認」メッセージ）の“ファシリティ" 情報要素で運ばれる明  

白なリザーブ管理インボークコンポーネントを含めなくてはなりません。網より要求される場合（契  

約パラメータに指示された、またはリザーブを生成した明白なリザーブ生成制御インボークコンポー  

ネントで要求されたすべてのリザーブにおいて）、要求されたリザーブ識別子の値が明白なリザーブ  

管理インボークコンポーネントに含まれる時、網はリザーブの使用を許可するだけであるので、ユー  

ザはリザーブ識別子パラメータを含めなくてはなりません。  

 明白なリザーブ管理インボークコンポーネントがチャネルを選択している呼制御メッセージに含ま  

れない場合、存在する暗黙のリザーブが網によって使用されなくてはなりません。暗黙のリザーブが  

存在しない場合、存在している明白なリザーブが有効のままであるべきです。  

 存在する暗黙のリザーブを使用しないことをユーザがチャネル選択している呼制御メッセージで要  

求する場合、ユーザは明白なリザーブ管理インボークコンポーネントに識別子を含めるべきです。  

 網が要求される管理機能を提供できる場合、網は、同一呼に関連した適切な転送メッセージの“フ  

ァシリティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ管理リターンエラーコンポーネントを含めるべきで  

す。  

 網が要求される機能を提供できない場合、網は同一呼に関連した適切な転送メッセージの“ファシ  

リティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ管理リターンエラーコンポーネントを含めなくてはなり  

ません。適切なエラーは以下のとおりです。  

 － 明白なリザーブが存在しないまたは無効なリザーブ識別子  

 － 利用できない機能  

 － 契約されていない機能  

 － 暗黙のリザーブが使用された  

  

（注） 明白なリザーブ管理制御の失敗は必ずしもチャネル選択失敗になるわけではなく、単にリザ  

   ーブ管理の失敗です。  

  

 明白なリザーブ管理リターンリザルトコンポーネントの受信により、ユーザはリザーブ識別子を使  

用していた場合、その情報を解除すべきです。  
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６.４.２.３ 明白なリザーブの取消 
 

未提供 

 明白なチャネルリザーブの取消しのためには、ユーザは呼に関連した適切な転送メッセージの“フ  

ァシリティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ取消インボークコンポーネントを含めなくてはなり  

ません。網がリザーブを取消しできる場合、網は同一呼に関連した適切な転送メッセージの“ファシ  

リティ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ取消リターンリザルトコンポーネントを含めなくてはな  

りません。網から要求された場合（契約パラメータによって、またはインボークコンポーネントで要  

求されることによって）、ユーザはリザーブ識別子パラメータを含むべきであり、かつこのリザーブ  

識別子の値が明白なリザーブ取消インボークコンポーネントに含まれているなら、リザーブは取消さ  

れるだけであるべきです。  

 リザーブ取消は１つのリザーブを取り消すのみです。複数のリザーブが存在する場合、複数のリザ  

ーブ取消しが起動されなければなりません。  

 網がリザーブを取消しできない場合、網は同一呼に関連した適切な転送メッセージの“ファシリテ  

ィ" 情報要素で運ばれる明白なリザーブ取消リターンエラーコンポーネントを含めるべきです。適切  

なエラーは以下のとおりです。  

 － 明白なリザーブが存在しないまたは無効なリザーブ識別子  

 － 利用できない機能  

 － 契約されていない機能  

 明白なリザーブ取消リターンリザルトコンポーネントの受信により、ユーザはリザーブ識別子を使  

用していた場合、その情報を解除するべきです。  

 網は以下の場合にすべてのリザーブを取り消すべきです。  

 － そのＣＥＩでの最終呼に対する「解放完了」メッセージの送信または受信  

 － 「初期設定」メッセージに含まれる“初期設定表示" 情報要素が“1 つのインタフェース" ま  

  たは“全てのインタフェース" を指定している場合の「初期設定確認」メッセージの送信または  

  受信  

 － ＤＬ－解放－表示プリミティブの受信  

 この動作に関係するリザーブ機能に特有の信号プロトコルはありません。  

 なお、ユーザはリザーブ識別子の全ての情報を解除すべきです。  

  

６.４.２.４ 定義  

 明白な網の制御によるチャネルリザーブの定義を表６－１に示します。  

  

６.４.２.５ 新しい呼に対するチャネル選択のリザーブの影響  

 このアクセス形態への新たな着呼にチャネルを選択する際、端末の利用可能なチャネル数から、も  

しあれば、リザーブされたチャネル数を引いた値が０の時、“Ｂチャネル利用不可”条件が使われま  

す。暗黙にリザーブされたチャネルは、呼が引き続きそのＣＥＩに割り当てられるのでなければ、使  

われるべきではありません。明白にリザーブされたチャネルは、そのチャネルに対し、適切なリザー  

ブ識別子を含む明白な要求がそのＣＥＩから行われた時を除き、使われるべきではありません。  
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６.４.２.６ 網側での同じＣＥＩにおける暗黙のチャネルリザーブ機能と明白なチャネルリザーブ機 
 

未提供 

      能の相互作用  

 暗黙のリザーブと明白なリザーブが同時に存在するとき、チャネル選択に影響を与え、明白なリザ  

ーブインボーグコンポーネントを含まない全ての呼制御メッセージは、標準ＪＴ－Ｑ９３２ ６.４.１  

節の暗黙のリザーブ手順に従います。  

  

６.４.３ 新しい呼に対するチャネル選択のリザーブの影響  

 このアクセス形態への新たな着呼にチャネルを選択する際、端末の利用可能なチャネル数から、リ  

ザーブされたチャネル数を引いた値が０の時、”Ｂチャネル利用不可”条件が使われます。呼が引き  

続きそのＣＥＩに割り当てられるのでなければ、リザーブされたチャネルは使用してはいけません。  

                                                                

              表６－１ ／ ＪＴ－Ｑ９３２ 
 

未提供 

                  (CCITT Q.932)  

  

            明白な網の制御によるチャネルリザーブ  

  

Explicit-Network-Controlled-Cannel-Reservation  

｛ccitt recommendation q 932 explicit-network-controlled-channel-reservation(4) ｝  

  

DEFINITION  ::=  

BEGIN  

   IMPORTS  

   OPERATION,ERROR  

   FROM Remote-Operation-Notation ｛joint-iso-ccitt remote-operation(4)  

                    notation(0) ｝  

   userNotSubscribed,  

   notAvailable,  

   FROM General-Errors ｛ccitt recommendation q 950 general-error-list(1)｝  

  

ExplicitReservationCreationControl ::= OPERATION  

    ARGUMENT controlOption ENUMERATED ｛  

        noReservationRequired(0),  

        reservationRequiredWithReservationIndicator(1),  

        reservationRequiredWithoutReservationIndicator(2) ｝  

  

    RESULT ReservationIndicator --ｵﾌ゚ ｼｮﾝ  

    ERRORS｛    maximumNumberOfReservationsReached,  

            userNotSubscribed,notAvailable,  

            unwantedReservationCreated ｝  

  

ExplicitReservationManagement ::= OPERATION  

    ARGUMENT ReservationIndicator --ｵﾌ゚ ｼｮﾝ  

    RESULT  

    ERRORS｛  noExplicitReservationExistsOrInvalidReservationIndicator,  

          userNotSubscribed,  

          notAvailable,  

          implicitReservationUsed ｝  
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ExplicitReservationCancel ::= OPERATION 
 

未提供 

    ARGUMENT ReservationIndicator --ｵﾌ゚ ｼｮﾝ  

    RESULT  

    ERRORS｛  noExplicitReservationExistsOrInvalidReservationIndicator,  

          userNotSubscribed,  

          notAvailable｝  

  

MaximumNumberOfReservationReached ::=ERROR  

NotExplicitReservationExistsOrInvalidReservationIndicator ::=ERROR  

UnwantedReservationCreated ::=ERROR  

ImplicitReservationUsed ::=ERROR  

explicitReservationCreationControl   ::=20  

     -- リザーブ生成制御  

explicitReservationManagement      ::=21  

     -- リザーブ管理  

explicitReservationCancel        ::=22  

     -- リザーブ取消  

maximumNumberOfReservationReached    ::=33  

     -- リザーブが最大数を越えた  

noExplicitReservationExistsOrInvalidReservationIndicator ::=34  

     -- 明白なリザーブが存在しないまたは無効なリザーブ識別子  

unwantedReservationCreated       ::=35  

     -- 適切でないリザーブ要求  

implicitReservationUsed         ::=36  

     -- 暗黙なリザーブが使用された  

ReservationIndicator          ::=INTEGER(-128,127)  

     -- リザーブ識別子  

  

END -- 標準JT-Q932 明白な網の制御によるチャネルリザーブ定義の終了  
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