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ＩＳＤＮ付加サービスのプロトコル、構造及び一般原則 
 

 
１.  定 義 

本標準は、ＩＳＤＮ付加サービスのステージ３記述に関する標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズの概要およびステ 
ージ３記述に関する一般原則の概要を記述しています。 

 

 

２.  解 説 

２.１ 標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズの構造 
標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズは、ＩＳＤＮ付加サービスのステージ１記述に関する標準ＪＴ－Ｉ２５ｘシリ 

ーズおよびステージ２記述に関する勧告Ｑ．８ｘシリーズと同様の構造と番号体系を持ちます。 
標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズは、ディジタル加入者線信号方式№１（ＤＳＳ１）のためのプロトコル記述を 

包含します。共通線信号方式№７プロトコルの記述は、標準ＪＴ－Ｑ７３１～７３７で記述されています。 

ＩＮＳネットでは、現状以下の付加サービスについて本標準を適用しています。 

〔Ⅰ〕グループセキュリティ機能 
〔Ⅱ〕メッセージ表示送信機能[サービス提供終了] 

第一部「ＩＮＳネット特有付加サービス」に記述されている上記の付加サービスは、第３部本文中 
の記述“標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズ" の個々の付加サービスに該当します。 

また、第３部では上記の付加サービスに関連する事項についてのみＪＴ－Ｑ９５０より抜粋して記 
述しています。 

 

 
３.  一般原則 

３.１ 汎用プロトコル手順 

ファンクショナルプロトコルの“ファシリティ" 情報要素を使用する標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズのステー 

ジ３記述は、標準ＪＴ－Ｑ９３２の汎用手順を基本としています。個々の汎用手順（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、ファンクショナルプロトコル）は、付加サービスの制御に使用され 

ます。 

ファンクショナルプロトコル手順の詳細は標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズで提供されます。 
 

 
３.２ 抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）データ形式 

標準ＪＴ－Ｑ９３２のファンクショナル手順を使用する標準ＪＴ－Ｑ９５ｘの付加サービスで要求されるオ 

ペレーションは、標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズの抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）データ形式で定義されます。 

標準ＪＴ－Ｑ９５０は、ディジタル加入者線信号方式№１（ＤＳＳ１）のオペレーション値とエラー値をライ 

ブラリとして定義しています。これらのオペレーション値とエラー値は、個々の付加サービスの要求によりイ 

ンポートされて使用されます。抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）を使用するオペレーション値とエラー値に関す 

る詳細な定義は、標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズの個々の付加サービスで提供されます。 
 

 

３.３ オペレーションの汎用構文  

この節では、個々の付加サービスに対応したデータに関連する定義を提供します。オペレーションは、勧告

Ｘ．２１９／Ｘ．２２９で定義されるリモートオペレーションの概念に由来し、特定のオブジェクトに対して

転送されるデータ構造を、インボーク、リターンリザルト、リターンエラーの用語で定義することができます。 

具体的な構文とこのように実現される特定のプロトコルは、個々の標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズで使用され 



て定義されるプロトコルの定義で提供されます。これらの定義は不定型な文書記述、または勧告Ｘ．２１９で

定義されるＯＰＥＲＡＴＩＯＮ ｍａｃｒｏ（オペレーションマクロ）とＥＲＲＯＲ ｍａｃｒｏ（エラーマ

クロ）を使用する定型の抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）で提供されます。    

  

３.３.１ オペレーション規定 

３.３.１.１ モジュール識別子 

 モジュール識別子は、抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）モジュールを識別するための唯一の識別子です。 

 モジュール識別子は、以下の着信転送の例で示されるように付加サービス関連の識別のための値である個々

の標準の章番号を伴って統一された構造に従わなければなりません。 

  

  ｛ccitt recommendation q 952 call-diversion (2) operations-and-errors (1) ｝ 

  

  オペレーション規定のため以下の項目が定義されなければなりません。 

  － オペレーション名 

  － オペレーション値 

  － オペレーションクラス 

  － サポートするパラメータ（必要であれば） 

  － エラーコードと関連するパラメータ（必要であれば） 

  － 要求される結合オペレーション（必要であれば） 

  

３.３.１.２ オペレーション名 

 同一の標準セット内で他のオペレーションと識別するための唯一の名前。 

  

３.３.１.３ オペレーション値 

 定義されるアプリケーションエンティティ（ＡＥ）に対する唯一の識別子。 

  識別子は、 

  － ローカル、即ちそれが使用されるアプリケーションコンテキストで特定の値、または 

  － グローバル、即ちオブジェクト識別子を使用して規定され、ワールドワイドに唯一な値となりえます。 

 上記の選択は、その値が他のアプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）によってインポートされるのか、ま

たは、他のアプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）にエキスポートされるのかに依存します。 

 オペレーションとデータ要素のどのライブラリ方法を使用するのかも、この選択に影響します。 

  

３.３.１.４ オペレーションクラス 

 オペレーション定義は、勧告Ｘ．２１９で規定されているように（または異なるクラス番号を用いて規定さ

れているように）、要求されるオペレーションのクラスを定義しなければなりません。 

 オペレーション定義は、以下のように識別されます。 

  － オペレーションクラス１ 

    同期、成功または失敗（リザルトまたはエラー）の通知。 

  

 （注） このクラスはＴＣＡＰでは使用されず、ディジタル加入者線信号方式№１（ＤＳＳ１）には適当で

はありません。 
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  － オペレーションクラス２（ＴＣＡＰ クラス１） 

    非同期、成功または失敗（リザルトまたはエラー）の通知。 

  － オペレーションクラス３（ＴＣＡＰ クラス２） 

    非同期、失敗（エラー）のみ通知（必要であれば）。 

  － オペレーションクラス４（ＴＣＡＰ クラス３） 

    非同期、成功（リザルト）のみ通知。 

  － オペレーションクラス５（ＴＣＡＰ クラス４） 

    非同期、結果はサポートされない。 

  

  これらオペレーションクラスのうち最も有効なものは、オペレーションクラス２と５です。 

 （注） あるプロトコルでは全てのオペレーションのクラスをサポートしていないかもしれません。共通の 

サブセットが存在しない場合、クラスをサポートしていないそれらのプロトコルの仕様上で問題の原

因となりえます。 

  

３.３.１.５ サポートするパラメータ 

 オペレーションクラスは、どのコンポーネントが要求されるかを定義します。要求されるコンポーネントは、

インボークコンポーネントとオプションであるリターンリザルトコンポーネントまたはリターンエラーコンポ

ーネントで構成されなければなりません。 

インボークコンポーネントは、（特定のオペレーションで規定されるように）オプションとして、オペレーシ

ョンの実体によって提供され、オペレーション値によって定義される情報を補足するために、更に必須の情報

を含むことができます。許容される情報はＡＲＧＵＭＥＮＴ（アーギュメント）として規定されなければなり

ません。 

 リターンリザルトコンポーネントは、（特定のオペレーションで規定されるように）オプションとして、オ

ペレーションの実体によって提供される情報を補足するために、更に必須の情報を含むことができます。許容

される情報はＲＥＳＵＬＴ（リザルト）として規定されなければなりません。 

 リターンエラーコンポーネントは、（特定のオペレーションで規定されるように）オプションとして、失敗

の応答のための理由を表すパラメータを含む場合があります。有効なエラーリストはＥＲＲＯＲＳ（エラー）

として規定されなければなりません。 

  

３.３.１.６ エラーコードとサポートするパラメータ 

 ＥＲＲＯＲＳ（エラー）内の各エラーは以下の情報を使用して規定されなければなりません。 

  － エラー名 

  － エラー値 

  － サポートするパラメータ（必要であれば） 

  

 エラー名は、同一の標準セット内の他のすべてのエラーからそのエラーを識別するために唯一でなければな

りません。 

 エラー識別子は、定義されるＡＳＥに対して唯一の識別子でなければなりません。 

 識別子は、 

  － ローカル、即ちそれが使用されるアプリケーションコンテキストで特定の値、または 

  － グローバル、即ちオブジェクト識別子を使用して規定され、ワールドワイドに唯一な値 
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 となりえます。 

 上記の選択は、その値が他のアプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）によってインポートされるのか、ま

たは、他のアプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）にエキスポートされるのかに依存します。 

 エラーは、（特定のエラーで規定されるように）オプションとして、付加的な情報を含むことができます。

これは、ＰＡＲＡＭＥＴＥＲ（パラメータ）として規定されなければなりません。 

  

３.３.１.７ リンクオペレーション 

 ある例では、オペレーションを１つの親オペレーションと１つまたはそれ以上の子オペレーションで形成さ

れるリンクオペレーションに分類することが必要となる場合があります。 

  

４. オペレーション値のライブラリ 

４.１ オペレーションとエラーのためのＩＮＴＥＧＥＲ値の割当て 

 この節は、標準ＪＴ－Ｑ９５ｘシリーズの中の付加サービスのオペレーションのために使用されるオペレー

ションとエラーに割付けられたＩＮＴＥＧＥＲ値を記載します。 

 メッセージ表示送信機能で利用するオブジェクト識別子によるオペレーション及びエラーについて  

は、付録Ⅰを参照してください。また、付録ⅡにはＮＴＴ西日本固有エラー値の正式な定義を規定しま

す。 

 

  

４.１.１ オペレーション値の割当 

  

                表４－１ オペレーション値 

      名 称  値       定義モジュール  

 CugCall  2 ｛ccitt recommendation q 955 cug(1) ｝  

 グループセキュリティ(CUG)    

 

４.１.２ エラー値の割当 

  

               表４－２ エラー値の割当 

       このエラー値が適用される付加サービス  

   エラー識別  エラー値   

   グループセキュリティ(CUG)   メッセージ表示送信  

 ユーザ未契約 ERROR::= 0       ○   

 利用不可      3        ○  

 情報内容不十分      5        ○  

 基本サービス失敗      8       ○   

 存在しないＣＵＧ     16       ○   

 要求基本サービスは     17       ○   

 ＣＵＧの制限を侵害     

 ＣＵＧ内発呼禁止     18       ○   

 ＣＵＧ内着呼禁止     19       ○   

 ユーザはＣＵＧメン     20       ○   

 バでない     

 発信呼の情報と加入     21       ○   

 者クラスの不一致     

 手順誤り     43        ○  

- 437 -



４.１.３ 一般エラーリストの定義 

  

 General-Error-List｛ccitt recommendation Q 950 general-error-list (1) ｝ 

 DEFINITIONS   ::=  

 BEGIN  

 EXPORTS     userNotSubcribed,  

         rejectedByNetwork, 

         rejectedByUser,  

         notAvailable,  

         insufficientInfomation,  

         invalidServedUserNumber, 

         invalidCallState,  

         basicServiceNotProvided, 

         notIncomingCall, 

         supplementaryServiceInteractionNotAllowed, 

         resourceUnavailable, 

         callFailure, 

         proceduralError. 

  

 userNotSubscribed                          ERROR::=0 

   --ユーザ未契約 

   --ユーザが本サービスに契約していないことを通知します。 

                                                                                      

RejectedByNetwork                          ERROR::=1    

  --網による拒否  

  --要求サービスは網側により拒否されたことを通知します。  

  

RejectedByUser                           ERROR::=2  

  --ユーザによる拒否  

  --要求サービスは網側にて提供されているが、相手ユーザがこのサービス要求を拒否したことを  

  --通知します。  

未提供 

 notAvailable                            ERROR::=3 

   --利用不可 

   --ユーザは、本サービスに契約しているが、要求サービスは、基本サービスまたは他のサービス   

        --（例えば、オペレーション）と一緒に利用不可能であることを通知します。 

  

 insufficientInformation                       ERROR::=5 

   --情報内容不十分 

   --オペレーションアーギュメントの内容が不完全あるいは全く存在しないことを通知します。 
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InvalidServedUserNumber                       ERROR::=6    

  --無効なサービス対象ユーザの番号  

  --要求サービスは、無効なサービス対象ユーザの番号を使っているためにサービス実行できない  

  --ことを通知します。  

  

InvalidCallState                          ERROR::=7  

  --無効な呼状態  

  --サービス要求と有効な基本呼制御状態が整合しない。  

  --これは補助状態が無効である場合、あるいは基本呼状態と補助状態の組合せが無効である場合  

  --に適用されます。  

未提供

 basicServiceNotProvided                       ERROR::=8 

   --基本サービス失敗 

   --サービス要求は、ある基本サービスを伴って要求したが、その基本サービスが提供できないこ   

      とを通知します。（例えばこのリターンエラー値は付加サービスが「呼設定」(SETUP) メッセ   

      ージでインボークされた時使用されます。） 

                                                                                      

NotIncomingCall                           ERROR::=9    

  --着信呼でない  

  --サービス要求が、このサービスでは許容されていない発信呼でインボークされたことを通知し  

  --ます。  

  

SupplementaryServiceInteractionNotAllowed              ERROR::=10  

  --相互作用の許されない付加サービス  

  --サービス要求は、その他に要求された付加サービスあるいは現在起動中の付加サービスのいず  

  --れかとの組合せが許容されないことを通知します。  

  

ResourceUnavailable                         ERROR::=11  

  --一時的リソース利用不可  

  --サービス提供者が、要求サービスに必要なリソースが一時的にないことを通知します。  

  

未提供

 

                                                                                      

CallFailure    

  --呼失敗  

                ERROR  

                PARAMETER ｛Q.931 Inf. Element｝OPTIONAL  

                   --標準ＪＴ－Ｑ９３１情報要素パラメータ  

                ::=25  

  --要求された付加サービスが基本呼の失敗によって実行できないことを通知します。  

  --標準ＪＴ－Ｑ９３１情報要素パラメータは、エラーが送出される標準ＪＴ－Ｑ９３１インタフ  

  --ェースから離れたところで呼損が生じた場合に含まれます。例えば、  

  --ａ）標準ＪＴ－Ｑ９３１の切断復旧メッセージが、ローカルに規定されていない場合  

  --ｂ）標準ＪＴ－Ｑ９３１の切断復旧メッセージ内に含まれている理由表示情報要素がローカル  

     な基本呼切断復旧用の理由としてのみ表現される場合。  

  --これらの場合には、パラメータ値として相手切断復旧手順に含まれる切断復旧理由が設定され  

  --ます。  

未提供

 proceduralError                           ERROR::=43          

  --手順誤り 
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--有効な内容であるが、使用される転送メッセージでは有効な内容として規定されていない１個 

--あるいはそれ以上のＰＤＵを有した転送メッセージ（例えば、「呼設定」(SETUP)  メッセージ、 

--「登録」(REGISTER)メッセージ）を受信したことを通知します。 
 
 

END  

--一般エラーリストの終了 
 
 
４.１.４ サービス特有エラーのリスト 

 
 

InvalidDivertedNumber ERROR::=12 

--無効な転送先番号 
--サービス要求と共に送られた転送先番号が無効とみなされたことを通知します。 

未提供 

 
OperatorAccess ERROR::=13 

--オペレータアクセス 
--サービス要求と共に送られた転送先番号がオペレータアシスタンス番号であるか、または転送 
--が許容されないオペレータアシスタンス番号を含むことを通知します。 

 

SpecialServiceNumber  ERROR::=14 

--特殊番号 
--サービス要求と共に送られた転送先番号が転送の許容されない特殊サービスに属することを通 
--知します。 

 

DiversionToServedUserNember  ERROR::=15 

--サービス対象ユーザ番号への転送 
--サービス要求と共に送られた転送先番号がサービス対象ユーザ自身の番号であることを通知し 
--ます。 
--自分自身の番号への復帰は許されません。 

invalidOrUnregisteredCugIndex ERROR::=16 

--存在しないＣＵＧ 

--拒否された発呼要求と共に送られ、ＣＵＧインデックスがサービス提供者のデータベースに存 

--在していないことを通知します。 
 

 
requestedBasicServiceViolatesCugConstrains ERROR::=17 

--要求基本サービスはＣＵＧの制限を侵害 

--拒否された発呼要求と共に送られ、ＣＵＧインデックスは存在しているが、要求された基本サ 

--ービスに対しては適当でないことを通知します。 
 

 
outgoingCallsBarredWithinCug  ERROR::=18 

--ＣＵＧ内発呼禁止 

--拒否された発呼要求と共に送られ、そのＣＵＧユーザは同じＣＵＧに加入しているユーザへの 

--発呼を禁じられていることを通知します。 
 

 
incomingCallsBarredWithinCug  ERROR::=19 

--ＣＵＧ内着呼禁止 
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   --拒否された発呼要求と共に送られ、そのＣＵＧユーザは同じＣＵＧに加入しているユーザから   

    --の着呼の受け入れを禁じられていることを通知します。 

 userNotMemberOfCug                         ERROR::=20  

   --ユーザはＣＵＧメンバでない 

   --着呼側でＣＵＧインタロックコードとＣＵＧインデックスとの整合がとれないことを通知しま   

    --す。 

  

 inconsistencyInDesignatedFacilityAndSubscriberClass         ERROR::=21  

   --発信呼の情報と加入者クラスの不一致 

   --拒否された発呼要求と共に送られ、ＣＵＧユーザに割り当てられた属性が発ユーザから受け取   

    --ったＣＵＧ情報に適合しないことを通知します。 

                                                                                      

IncompatibleDestination                       ERROR::=22    

  --整合しない着ユーザ  

  --呼の着側が要求された付加サービス（例えば、話中時再呼び出し（ＣＣＢＳ））を提供できな  

  --いことを通知します。  

  

IncomingCallAcceptedByOtherTerminals                ERROR::=23  

  --他の端末に受け付けられた着信呼  

  --例えば、ビジー時着信転送（ＣＦＢ）ユーザに、同じアクセスの他の端末によって着信呼が受  

  --けられたことを通知します。  

  

NumberOfDicersionCounterExceeded                  ERROR::=24  

  --転送回数超過  

  --サービス要求拒否と共にサービス提供者から送られ、転送コネクション数が許されている最大  

  --数を超過したことを通知します。  

  

NoChargingInfoAcailabler                      ERROR::=26  

  --課金情報利用不可  

  --網における異常状態のため課金情報がサービス対象ユーザに送られないことを通知します。  

  

IllegalConferenceId                         ERROR::=28  

  --不正会議識別子  

  --サービス対象ユーザによって用いられた会議識別子が、会議と対応していないことを通知しま  

  --す。  

  

IllegalPartyId                           ERROR::=29  

  --不正パーティ識別子  

  --サービス対象ユーザによって用いられたパーティ識別子が会議パーティと対応していないこと  

  --を通知します。  

  

  

未提供
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NumberOfPartiesHaveExceeded                     ERROR::=30    

  --通話者数超過  

  --パーティの最大数に達しているため、追加参加しようとするパーティを会議ブリッジが受け入  

  --れられないことを通知します。  

  

NotActive                              ERROR::=31  

  --会議通話失敗  

  --会議が成立していないため、会議ブリッジがサービス要求を受け入れられないことを通知しま  

  --す。  

  

NotAllowed                             ERROR::=32  

  --会議通話者追加不可  

  --追加する呼が会議ブリッジを経由してルーチングされていない、あるいは会議ブリッジを経由  

  --してルーチングできないため、会議ブリッジがサービス要求を受け入れられないことを通知し  

  --ます。  

  

maximumNumberOfReservationsReached                 ERROR::=33  

  --リザーブ数最大  

  --コネクションエンドポイント識別子（ＣＥＩ）に関し、許容されたリザーブ数の最大数に達し  

  --ているため、網が要求されたリザーブを提供できないことを通知します。  

  

noExplicitReservationExistsOrInvalidReservationIndicator      ERROR::=34  

  --明白はリザーブが存在しないまたは不正なリザーブ識別子  

  --使用中の明白なリザーブが存在しないか、あるいは用いられたリザーブ識別子が無効であるた  

  --め、網が要求されたリザーブ機能（例えば、リザーブ生成あるいはリザーブ取消）を提供でき  

  --ないことを通知します。  

  

unwantedReservationCreated                     ERROR::=35  

  --望まれないリザーブの生成  

  --明白はリザーブ管理要求が呼制御用メッセージに含められていない場合に、網が明白なあるい  

  --は暗黙のリザーブを生成したことを通知します。  

  

implicitReservationUsed                       ERROR::=36  

  --暗黙のリザーブを使用  

  --明白はリザーブ要求が呼制御用メッセージに含められていない場合に、網が現存する暗黙のリ  

  --ザーブを使用することを通知します。  

  

未提供
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unauthorizedPrecedenceLevel                     ERROR::=44    

  --非許容優先レベル  

  --発ユーザが、許容されている最大の優先レベルを越えたことを通知します。  

  

userIgnored                             ERROR::=45  

  --ユーザによる無視  

  --相手ユーザが要求サービスを無視した（相手ユーザによる明白な受け付けではなく、拒否でも  

  --ない）ことを通知します。  

  

notActivated                            ERROR::=46  

  --着信転送非活性  

  --付加サービスが活性化されていないことによる呼の転送の失敗を通知します。  

  

uusReqAsEssential                          ERROR::=47  

  --ＵＵＳの必須要求  

  --ユーザ・ユーザ情報転送（ＵＵＳ）付加サービスが提供必須として要求されたことによる呼の  

  --転送の失敗を通知します。  

未提供

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

- 443 -



- 444  -  

項番 オブジェクト識別子 名 称 内 容 

１ message-existing- 

service-request- 

operation(6) 

MessageExistingService- 

Request 

メッセージ表示送信機能[サービ

ス提供終了]の登録要求に利用 

２ message-existing- 

service-cancellation 

-operation(7) 

MessageExistingService- 

Cancellation- 

メッセージ表示送信機能[サービ

ス提供終了]の消去要求に利用 

 

付録Ⅰ ＩＮＳネットにおける網特有のオブジェクト識別子の構造 
 

 
ＩＮＳネットにおける網特有のオブジェクト識別子の構造を付図Ⅰ－１に示します。 

ＣＣＩＴＴ（０） 網運用業者（３）  ｎｔｔ（４４０１）→①へ 

①     ＩＳＤＮ網特有付加サービス（１１０１）→②へ 
 

 

② モジュール（０） 

オペレーション値（１） 

エラー値（２） 

 
オペレーション、エラー等のモジュールに 
付与されます。（注１） 
 
個々のオペレーション値に付与されます。 
（注２） 

 

個々のエラー値に付与されます。（注３） 

 
 

（注１） モジュール一覧を付表Ⅰ－１に示します。 

（注２） オペレーション一覧を付表Ⅰ－２に示します。 

（注３） エラー一覧を付表Ⅰ－３に示します。 

付図Ⅰ－１ ＩＮＳネットにおける網特有のオブジェクト識別子 

付表Ⅰ－１ モジュール一覧 

(ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service module) 
 

項番 オブジェクト識別子 名 称 内 容 

１ error-list(1) ISDN-NetworkSpecific-Error 
-List 

エラー値のモジュールとして使用 

 

 
 
 

付表Ⅰ－２ オペレーション値一覧 

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



               付表Ⅰ－３ エラー値一覧 

        (ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-service error) 

 項番  オブジェクト識別子     名   称      内   容  

  １ temporary-failure(2) TemporaryFailure 網が機能的に正常でなく、一時的  

   （一時的失敗） な理由でサービスが失敗したこと  

    を表示  

  ２ address-error(3) AddressError ルーチングのためのアドレスが不  

   （アドレス誤り） 適当でアドスできないことを表示  

  ３ user-condition-not- UserConditionNotAllowed ユーザの条件（利用停止による発  

  allowed(6) （ユーザ条件によるサービス 信停止等）により、サービスが提  

   提供不可） 供できないことを表示  

  ４ switching-equipment- SwitchingEquipmentCongesti 交換機が輻輳していることを表示  

  congestion(7) on（交換機輻輳）   

  ５ originating-user-not OriginatingUserNotSubscrib サービスを起動したユーザが該当  

  -subscribed(8) ed（サービス起動ユーザ未契 サービスを契約していないことを  

   約） 表示  

  ６ remote-user-not- RemoteUserNotSubscribed サービスを起動されたリモートユ  

  -subscribed(9) （リモートユーザ未契約） ーザが該当サービスを契約してい  

    ないことを表示  

                                                 

- 445 -



- 446  -  

付録Ⅱ ＮＴＴ西日本固有エラー値の定義 
 

 
Ⅱ．１ エラー値の割当 

（削除の記述－復活のために保存 H6.1.11  ） 
 

 

付表Ⅱ－１ ＮＴＴ西日本固有エラー値の割当 
 

 

エラー識別 
 

エラー値 
このエラー値が適用される付加サービス 

グループセキュリティ(CUG) メッセージあり通知 

一時的失敗 ERROR::=N2  ○ 

アドレス誤り N3  ○ 

ユーザ条件によるサ 

ービス提供付加 

N6  ○ 

交換機輻輳 N7  ○ 

サービス起動ユーザ 

未契約 

N8  ○ 

リモートユーザ未契 

約 

N9  ○ 

 
 

（注） エラー値にＮがついているものは、ＮＴＴ西日本固有エラー値であることを示しており、標準との 

区別をするために便宜的に付与しています。 
 

 
Ⅱ．２ ＮＴＴ西日本固有エラー値の定義 

以下にＮＴＴ西日本固有エラー値の定義をＡＳＮ．１で規定します。 
 

 

ISDN-NetworkSpecific-Error-List  ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific-

service module(0) error-list(1)  ｝ 

DEFINITIONS  ::= 

BEGIN 

IMPORTS ERROR FROM 

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

notation(0)｝; EXPORTS  temporaryFailure,  addressError, userConditionNotAllowed, 

switchingEquipmentCongestion,  originatingUserNotSubscribed, 

remoteUserNotSubscribed; 

temporaryFailure ERROR  ::= ｛ccitt network-operator ntt isdn-

networkspecific- service error(2) temporary-

failure(2)  ｝ 

--一時的失敗 

--このエラー値は、網が機能的に正常でなく、その状態が長時間は継続しそうもない理由でサービスが失 

敗した場合に表示されます。 
 

 

addressError ERROR  ::= ｛ccitt network-operator ntt isdn-

networkspecific- service error(2) address-

error(3) ｝ 
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--アドレス誤り 

--このエラー値は、ルーチングのためのアドレスが不適当でアドレスできない場合に表示されます。 

userConditionNotAllowed ERROR ::= ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific- 

service error(2) user-condition-not-allowed(6)｝ 
 

 
--ユーザ条件によるサービス提供不可 

--このエラー値は、ユーザの条件（発／着信停止等）によりサービスが提供できないことを表示します。 
 

 

switchingEquipmentCongestion ERROR::=  ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific- 

service error(2) switching-equipment-congestion(7)｝ 

--交換機輻輳 

--交換装置が高トラヒックで輻輳していることを表示します。 
 

 

originatingUserNotSubscribed ERROR::=  ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific- 

service error(2) originating-user-not- 

subscribed(8) ｝ 

--サービス起動ユーザ未契約 

--サービスを起動したユーザが該当サービスを契約していないことを表示します。 

remoteUserNotSubscribed ERROR ::= ｛ccitt network-operator ntt isdn-networkspecific- 

service error(2) remote-user-not-subscribed(9)｝ 

--リモートユーザ未契約 

--サービスを起動されたリモートユーザがサービスを契約していないことを表示します。 
 

 
END  -- of ISDN-NetworkSpecific-Error-List 

 

 
Ⅱ．３ ＮＴＴ西日本固有エラーのリスト 

 

 
temporaryFailure ERROR::=N2 

--一時的失敗 

--一時的にサービスが提供できなかったことを通知します。 
 

 
addressError ERROR::=N3 

--アドレス誤り 

--ルーチングのためのアドレスが不適当で、アドレスでないことを通知します。 
 

 
userConditionalNotAllowed ERROR::=N6 

--ユーザの条件のよるサービス提供不可 

--ユーザの条件（利用停止による発信停止等）により、サービスが提供できないことを通知します。 



 switchingEquipmentCongestion                   ERROR::=N7 

   --交換機輻輳 

   --交換機が輻輳状態であることを通知します。 

  

 originatingUserNotSubscribed                   ERROR::=N8 

   --サービス起動ユーザ未契約 

   --サービス起動ユーザが該当サービスを契約していないことを通知します。 

  

 remoteUserNotSubscribed                      ERROR::=N9 

   --リモートユーザ未契約 

   --サービスを起動されたリモートユーザがサービスを契約していないことを通知する着信スクリーニン

グで不一致であることを通知します。 
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