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＜参考＞

１．国際勧告との関係
本標準は、
1997 年 9 月に開催されたＩＴＵ−Ｔ ＳＧ１１会合において承認されたＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1224、
Q.1225、Q.1228 および 1998 年 5 月に開催されたＩＴＵ−Ｔ ＳＧ１１会合において承認されたＩＴＵ−Ｔ
勧告 Q.1290 をベースとし、
地域網−サービス提供網間のＩＮ
（インテリジェントネットワーク）
インタフェー
スを定めたものである。
ただし、「リダイレクトサービス処理表示」、「着ＩＮ番号書換制御」パラメータについては、2000 年 6
月のＩＴＵ−Ｔ ＳＧ１１全体会合にて承認された Q.1238.2 勧告に準拠している。

２．上記国際勧告等に対する追加項目等
2.1

オプション選択項目
無し

2.2

ナショナルマター項目
無し

2.3

その他

(1)

本標準は、上記ＩＴＵ−Ｔ勧告に対して、以下の原則により、削除を表している。
ＩＴＵ−Ｔで規定しているが、本標準では規定しない章節については、目次及び本文中に章節番号

(a)

及び章節のタイトルのみを示し、＃で表示している。
ＩＴＵ−Ｔで規定しているが、本標準では規定しない章節内の記述については、特に削除を示す表

(b)

示をつけることなく、削除している。
(2)
(a)

本標準は、上記ＩＴＵ−Ｔ勧告に対して、以下の項目を削除している。
Q.1224 に対する削除項目

2.4 節

ＩＮサービス管理機能

2.7 節

セキュリティ

2.8 節

アウトチャネル呼関連ユーザ相互動作
(Out-Channel Call Related User Interaction:OCCRUI)

2.9 節

アウトチャネル非呼関連ユーザ相互動作
(Out-Channel Call Unrelated User Interaction:OCCUUI)

2.10 節 無線アクセス
2.11 節 フィーチャ相互動作
3.3.6.1 節

ＳＲＦ自動音声認識（ＡＳＲ）

3.3.6.2 節

ＳＲＦテキスト音声変換

3.3.7 節

インテリジェントアクセス機能（ＩＡＦ）

3.3.8 節

非呼関連機能（ＣＵＳＦ）

3.3.9 節

サービス制御ユーザエージェント機能

3.3.10 節

サービス管理機能（ＳＭＦ）

3.4 節

ＩＮサービス実行に関する機能エンティティ間別の相互関係の使われ方

4.2.2.1.2 節 発呼分析 (Authorize_Origination_Attempt)
4.2.2.1.6 節 呼設定認証 (Authorize_Call_Setup)
4.2.2.1.7 節

呼送出 （Send_Call）

4.2.2.1.8 節

発側−呼出中 (O_Alerting)
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4.2.2.1.10 節 発側−中断 (O_Suspended)
4.2.2.2 節 ＩＮ能力セット２の着側ＢＣＳＭ
4.2.4.2 節

着側ＢＣＳＭ・ユーザ加入者線信号通知

4.2.4.3 節 加入者線交換機内ＢＣＳＭ通知
4.2.7 節 トリガ種別とトリガ優先性
4.2.9 節

アウトチャネル呼関連ユーザ相互動作 (OCCRUI)

4.3.3.4 節

ＳＤＬ図に対するコネクションビュー状態の関係

4.3.3.6 節

ＢＣＳＭ間での優先に対する規則

4.3.3.7.4 節

着側呼設定 (Terminating Setup)

4.3.3.7.5 節

多者呼設定 (M-Party Setup)

4.3.3.7.6 節

呼保留 (Call

4.3.3.7.7 節

コールウェイティング (Call

4.3.3.7.8 節

安定多者 (Stable M-Party)

4.3.3.7.9 節

転送完了 (Transfer)

4.3.3.7.10 節

転送中 (Forward)

4.3.3.7.11 節

発側呼設定多者 (Originating Setup

4.3.3.7.12 節

通信中多者 (Active M-Party)

4.3.3.7.13 節

一者呼設定 (1-Party Setup)

4.3.3.7.14 節

安定一者 (Stable 1-Party)

on

Hold)
Waiting)

M-Party)

4.3.4 節

ハイブリッドアプローチ

4.4.2 節

サービス論理インスタンス相互動作の考慮事項

5.2.2 節

リソース制御部

5.2.2.2 節

トランザクションモジュール

5.2.2.3 節

ユーザ相互動作スクリプト (UI-Script)

5.2.2.4 節

リソース論理ライブラリ

5.2.2.5 節

リソース論理インスタンス

5.2.3 節

リソース機能部 (RFP)

5.2.4 節

データ部 (DP)

6.2.2.5 節 網間接続管理
6.2.7 節

セキュリティ管理

7章

サービスデータ機能（ＳＤＦ）モデル

8章

非呼関連サービス機能（ＣＵＳＦ）モデル

9章

サービス管理機能（ＳＭＦ）モデル

10章

分散機能プレーンへのグローバル機能プレーンのマッピング

12.4.2 節

ＤＰ特有共通要素

12.4.3.1 節

サービスフィルタ活性化（Activate Service Filtering）

12.4.3.2 節

トリガデータ活性化 (Activate Trigger Data)

12.4.3.3 節

トリガデータ活性化確認 (Activate Trigger Data Confirmation)

12.4.3.6 節

情報分析（Analyse Information）

12.4.3.7 節

情報分析完了（Analysed Information）

12.4.3.8 節

課金適用（Apply Charging）

12.4.3.9 節

課金適用報告（Apply Charging Report）

12.4.3.10 節

アシスト指示要求（Assist Request Instructions）
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12.4.3.11 節

着呼分析要求 (Authorize Termination)

12.4.3.12 節 呼ギャップ（Call Gap）
12.4.3.13 節 呼情報報告（Call Information Report）
12.4.3.14 節 呼情報要求（Call Information Request）
12.4.3.15 節 全要求取消（Cancel All Requests）
12.4.3.16 節

状態報告要求取消（Cancel Status Report Request）

12.4.3.17 節 情報収集（Collect Information）
12.4.3.18 節 情報収集完了（Collected Information）
12.4.3.20 節
12.4.3.22 節

リソース接続 (Connect to Resource)
呼セグメントアソシエーション生成 (Create Call Segment Association)

12.4.3.23 節

呼セグメントアソシエーション生成結果 (Create Call Segment Association Result)

12.4.3.24 節

トリガデータ非活性化 (Deactivate Trigger Data)

12.4.3.25 節

トリガデータ非活性化確認 (Deactivate Trigger Data Confirmation)

12.4.3.27 節 レグ切断 (Disconnect

Leg)

12.4.3.32 節

ファシリティイベント報告 (Event Report Facility)

12.4.3.33 節

ファシリティ選択完了および利用可 (Facility Selected And Available)

12.4.3.34 節

課金情報供給（Furnish Charging Information）

12.4.3.35 節

網内呼保留 (Hold Call In Network)

12.4.3.37 節 網起動呼生成 (Initiate Call Attempt)
12.4.3.39 節 呼セグメント移動 (Move Call Segments)
12.4.3.41 節

発側−途中放棄 (O_Abandon)

12.4.3.42 節 発側−応答（O_Answer）
12.4.3.43 節 発側−着信者話中（O_Called_Party_Busy）
12.4.3.44 節 発側−切断（O_Disconnect）
12.4.3.45 節 発側−通信中信号（O_MidCall）
12.4.3.46 節

発側−無応答（O_No_Answer）

12.4.3.47 節 発側−中断 (O_Suspended)
12.4.3.48 節 発呼受付 (Origination Attempt)
12.4.3.49 節

発呼分析完了（Origination Attempt Authorized）

12.4.3.50 節

再接続 (Reconnect)

12.4.3.52 節 ＵＴＳＩ報告

(Report UTSI)

12.4.3.55 節

ファシリティイベント報告要求 (Request Report Facility Event)

12.4.3.56 節

ＵＴＳＩ報告要求 (Request Report UTSI)

12.4.3.57 節 状態報告要求（Request Status Report）
12.4.3.58 節 タイマ再設定（Reset Timer）
12.4.3.59 節 ルート選択失敗（Route Select Failure）
12.4.3.60 節 ファシリティ選択（Select Facility）
12.4.3.61 節 ルート選択（Select Route）
12.4.3.63 節

ファシリティ情報送出 (Send Facility Information)

12.4.3.64 節

ＳＴＵＩ送出 (Send STUI)

12.4.3.65 節 サービスフィルタ応答（Service Filtering Response）
12.4.3.66 節 レグ分割 (Split Leg)
12.4.3.67 節 状態報告（Status Report）
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12.4.3.68 節 着側−応答（T_Answer）
12.4.3.69 節 着側−話中（T_Busy）
12.4.3.70 節 着側−切断（T_Disconnect）
12.4.3.71 節 着側−通信中信号（T_MidCall）
12.4.3.72 節 着側−無応答（T_No_Answer）
12.4.3.73 節

着側−中断 (T_Suspended)

12.4.3.74 節

着呼受付 (Termination Attempt)

12.4.3.75 節 着呼分析完了（Termination Attempt Authorized）
12.4.3.76 節 トリガデータ状態報告 (Trigger Data Status Report)
12.4.3.77 節 トリガデータ状態要求 (Trigger Data Status Request)
12.4.4.1 節

アクセスコード (Access Code)

12.4.4.3 節 呼出パターン (Alerting Pattern)
12.4.4.7 節 逆方向ＧＶＮＳ (Backwards GVNS)
12.4.4.8 節 ＢＣＳＭイベント相関ＩＤ (BCSM Event Correlation ID)
12.4.4.10 節 ＢＣＳＭ失敗 (BCSM Failure)
12.4.4.13 節 ビジー原因 (Busy Cause)
12.4.4.14 節 呼ギャップ遭遇 (Call Gapping Encountered)
12.4.4.16 節 呼処理相関ＩＤ (Call Processing Correlation ID)
12.4.4.17 節 呼結果 (Call Result)
12.4.4.19 節 着ファシリティグループ (Called Facility Group)
12.4.4.20 節 着ファシリティグループメンバ (Called Facility Group Member)
12.4.4.21 節 着ビジネスグループＩＤ (Called Party Business Group ID)
12.4.4.22 節 着番号 (Called Party Number)
12.4.4.23 節 着サブアドレス (Called Party Sub-address)
12.4.4.24 節 発ファシリティグループ (Calling Facility Group)
12.4.4.25 節 発ファシリティグループメンバ (Calling Facility Group Member)
12.4.4.26 節 発ビジネスグループＩＤ (Calling Party Business Group ID)
12.4.4.30 節 事業者 (Carrier)
12.4.4.32 節 課金先番号 (Charge Number)
12.4.4.33 節 コンポーネント (Component)
12.4.4.34 節 コンポーネント相関ＩＤ (Component Correlation ID)
12.4.4.35 節 コンポーネント種別 (Component Type)
12.4.4.37 節 制御種別 (Control Type)
12.4.4.39 節 相関子 (Correlator)
12.4.4.40 節 カウンタ値 (Counters Value)
12.4.4.41 節 生成呼セグメントアソシエーションＩＤ (Created Call Segment Association ID)
12.4.4.43 節 カットアンドペースト (Cut and Paste)
12.4.4.46 節 表示情報 (Display Information)
12.4.4.51 節 失敗理由表示 (Failure Cause)
12.4.4.52 節 フィーチャコード (Feature Code)
12.4.4.53 節 フィーチャ要求表示 (Feature Request Indicator)
12.4.4.54 節 フィルタ呼処理 (Filtered Call Treatment)
12.4.4.55 節 フィルタ種別 (Filtering Characteristics)
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12.4.4.56 節 フィルタ判断基準 (Filtering Criteria)
12.4.4.57 節 フィルタタイムアウト (Filtering Timeout)
12.4.4.59 節 順方向ＧＶＮＳ (Forward GVNS)
12.4.4.60 節 転送条件 (Forwarding Condition)
12.4.4.61 節 ギャップ判断基準 (Gap Criteria)
12.4.4.62 節 ギャップ表示 (Gap Indicators)
12.4.4.63 節 ギャップ処理 (Gap Treatment)
12.4.4.64 節 汎用名 (Generic Name)
12.4.4.66 節 高位レイヤ整合性 (Higher Layer Compatibility)
12.4.4.67 節 保留理由表示 (Hold Cause)
12.4.4.68 節 ＩＮサービス整合性表示 (IN Service Compatibility Indication)
12.4.4.69 節 ＩＮサービス整合性応答 (IN Service Compatibility Response)
12.4.4.71 節 ＩＰルーチングアドレス (IP Routing Address)
12.4.4.73 節 最終イベント表示 (Last Event Indicator)
12.4.4.75 節 生成対象レグＩＤ (Leg ID To Be Created)
12.4.4.76 節 レグ (Legs)
12.4.4.77 節 位置番号 (Location Number)
12.4.4.79 節 監視持続時間 (Monitor Duration)
12.4.4.81 節 監視種別 (Monitor Type)
12.4.4.83 節 新規呼セグメントアソシエーション (New Call Segment Association)
12.4.4.84 節 通知持続時間 (Notification Duration)
12.4.4.85 節 番号計画 (Numbering Plan)
12.4.4.86 節 オペレーション識別子 (Operation Identifier)
12.4.4.87 節 第一着信者ＩＤ (Original Called Party ID)
12.4.4.89 節 プレフィックス (Prefix)
12.4.4.90 節 転送元ＩＤ (Redirecting Party ID)
12.4.4.91 節 転送情報 (Redirection Information)
12.4.4.92 節 登録者識別子 (Registrator Identifier)
12.4.4.94 節 通知条件 (Report Condition)
12.4.4.95 節 要求フィールド (Requested Field)
12.4.4.96 節 要求フィールド値 (Requested Field Value)
12.4.4.97 節 要求情報表 (Requested Information List)
12.4.4.98 節 要求情報種別 (Requested Information Type)
12.4.4.99 節 リソースＩＤ (Resource ID)
12.4.4.100 節 リソース状態 (Resource Status)
12.4.4.101 節 応答条件 (Response Condition)
12.4.4.102 節 ルート表 (Route List)
12.4.4.105 節 サービスアドレス情報 (Service Address Information)
12.4.4.108 節 サービスプロファイル識別子 (Service Profile Identifier)
12.4.4.109 節 サービス区域ＩＤ (Serving Area ID)
12.4.4.111 節 ソース呼セグメントアソシエーション (Source Call Segment Association)
12.4.4.112 節 ＳＲＦ利用可能性 (SRF Available)
12.4.4.113 節 ＳＲＦ／ＳＳＦ能力 (SRF/SSF Capabilities)
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12.4.4.114 節 開始時刻 (Start Time)
12.4.4.116 節 ターゲット呼セグメントアソシエーション (Target Call Segment Association)
12.4.4.118 節 タイマＩＤ (Timer ID)
12.4.4.119 節 タイマ値 (Timer Value)
12.4.4.120 節 トラベリングクラスマーク (Travelling Class Mark)
12.4.4.121 節 トリガデータ識別子 (Trigger Data Identifier)
12.4.4.122 節 トリガ種別 (Trigger Type)
12.4.4.123 節 ＵＳＩ情報 (USI Information)
12.4.4.124 節 ＵＳＩ監視モード (USI Monitor Mode)
12.4.4.125 節 ＵＳＩサービス表示 (USI Service Indicator)
12.5 節 ＳＣＦ−ＳＲＦ相互関係
12.6 節 ＳＣＦ−ＳＣＦ相互関係
12.7 節 ＳＣＦ−ＣＵＳＦ相互関係
12.8 節 ＳＣＦ−ＳＤＦ相互関係
12.9 節 ＳＤＦ−ＳＤＦ相互関係
12.10.1.1 節 情報分析完了（Analysed Information）
12.10.1.2 節 情報収集完了（Collected Information）
12.10.1.3 節 発側―応答（O_Answer）
12.10.1.4 節 発側―着信者話中（O_Called Party Busy）
12.10.1.5 節 発側―切断（O_Disconnect）
12.10.1.6 節 発側―無応答（O_No Answer）
12.10.1.7 節 発呼分析完了（Origination Attempt Authorized）
12.10.1.8 節 ルート選択失敗（Route Select Failure）
12.10.1.9 節 着側―応答（T_Answer）
12.10.1.10 節 着側―話中（T_Busy）
12.10.1.11 節 着側―切断（T_Disconnect）
12.10.1.12 節 着呼分析完了（Term Attempt Authorized）
12.10.1.13 節 着側―無応答（T_No Answer）
12.11 節 フローと関連するＳＩＢのまとめ
付属資料Ａ Mobility Aspects
付属資料Ｂ

Telecommunication Management Network(TMN)concepts

付属資料Ｃ

IN SSF Q3 Management Information Model

付属資料Ｄ

IN Testing and Fault Management

付録Ⅰ Example/Application of IN SSF Q3 Management Information Model
付録Ⅱ Information flows and call models for terminal mobility
(b) Q.1225 に対する削除項目
5.3.2 節 ＡＤ−ＳＳＰインタフェース
5.3.3 節 ＩＰ−ＳＳＰインタフェース
5.3.4 節 ＳＮ−ＳＳＰインタフェース
5.3.5 節 ＳＣＰ−ＩＰインタフェース
5.3.6 節 ＡＤ−ＩＰインタフェース
5.3.7 節

ＳＣＰ−ＳＤＰインタフェース

5.3.9 節 高度化ＩＳＤＮ ＣＰＥ−ＣＵＳＰインタフェース
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5.3.10 節 ＡＤ−ＣＵＳＰインタフェース
(c) Q.1228 に対する削除項目
3.1.2.1 節 「ＳＣＦ−外部ＳＲＦ」通信の中継例
6章

SCF/SRF インタフェース

7章

SCF/SDF インタフェース

8章

SDF/SDF インタフェース

9章

SCF/SCF インタフェース

10章

SCF/CUSF インタフェース

11.5.2.3 節 状態 d：「ユーザ相互動作終了待ち (Waiting for End of User Interaction)」
11.5.2.6 節 状態 g：「ファシリティイベント待ち (Waiting for Facility Event)」
11.6 節

アシストＳＳＦ ＦＳＭ

11.7 節

ハンドオフＳＳＦ ＦＳＭ

11.8 節

ユーザサービス相互動作ＵＳＩ ＦＳＭ

12.4.1 節 状態Ｍ１：「状態報告空き（Status report idle）」
12.4.2 節 状態Ｍ２：「ＳＳＦリソース状態報告待ち（Wating for SSF resource status report）」
12.4.3 節 状態Ｍ３：「サービスフィルタ空き（Service filtering idle）」
12.4.4 節 状態Ｍ４：「ＳＳＦサービスフィルタ応答待ち（Wating for SSF service filtering response）」
12.4.7 節 状態Ｍ７：「トリガデータ管理空き（ManageTriggerData idle）」
12.4.8 節 状態Ｍ８：「トリガデータ管理応答待ち（Wating for ManageTriggerData response）」
12.4.9 節 リソース制御オブジェクト
12.5.1.3.2.3 節

状態 C2.3： 「待ち合わせ (Queuing)」

12.5.1.3.2.4 節

状態 C2.4： 「ファシリティ待ち (Waiting for Facility)」

12.5.1.3.3.2 節

状態 C3.2： 「ユーザ相互動作 (User Interaction)」

12.5.1.4 節

特殊リソース対向ＦＳＭ

12.5.1.5 節

アシストＳＳＦ対向ＦＳＭ

12.5.1.6 節

ハンドオフＳＳＦ対向ＦＳＭ

12.5.2 節

ＳＤＦ関連状態

12.5.3 節

ＳＣＦ関連状態

12.5.4 節

ＣＵＳＦ関連状態

12.5.5 節

ＵＳＩ＿ＳＣＦ ＦＳＭ

13章

ＳＲＦ応用エンティティ手順

14章

ＳＤＦ応用エンティティ手順

15章

ＣＵＳＦ応用エンティティ手順

16.1.1 節 ＡｔｔｒｉｂｕｔｅEｒｒｏｒ
16.1.2 節 Ｃａｎｃｅｌｅｄ
16.1.3 節 ＣａｎｃｅｌＦａｉｌｅｄ
16.1.4 節

ＤＳＡＲｅｆｅｒｒａｌ

16.1.6 節 ＥｘｅｃｕｔｉｏｎＥｒｒｏｒ
16.1.7 節 ＩｍｐｒｏｐｅｒＣａｌｌｅｒＲｅｓｐｏｎｓｅ
16.1.8.3 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.8.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.8.5 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.9.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
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16.1.9.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.9.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.9.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.9.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.10 節

ＮａｍｅEｒｒｏｒ

16.1.11.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
16.1.11.5 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦのオペレーション
16.1.11.6 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.11.7 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.12 節

Ｒｅｆｅｒｒａｌ

16.1.13 節

ＲｅｑｕｅｓｔｅｄＩｎfｏＥｒｒｏｒ

16.1.14 節 Ｓcf Ｒｅｆｅｒｒａｌ
16.1.15 節

Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

16.1.16 節

Ｓｅｒｖｉｃｅ

16.1.17 節

Ｓｈａｄｏｗ

16.1.18.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
16.1.18.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.18.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.18.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.18.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.19.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
16.1.19.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.19.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.19.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.19.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.20 節 ＵｎａｖａｉｌａｂｌｅＲｅｓｏｕｃｅ
16.1.21.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション（直接 SCF-SRF の場合に適合されるのみ）
16.1.21.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.21.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.21.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.21.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.22.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
16.1.22.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.22.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.22.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.22.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.23.4 節 ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション
16.1.23.5 節 ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.23.6 節 ＳＣＦ-＞ＳＣＦのオペレーション
16.1.23.7 節 ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション
16.1.23.8 節 ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション
16.1.25 節 ＵｎｋｎｏｗｎＲｅｓｏｕｒｃｅ
16.1.26 節 Ｕｐｄａｔｅ
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16.1.27 節 ＣｈａｉｎｉｎｇＲｅｆｕｓｅｄ
16.1.28 節

ＤｉｒｅｃｔｏｒｙＢｉｎｄＥｒｒｏｒ

16.1.29 節 ＳｃｆＢｉｎｄＦａｉｌｕｒｅ
16.1.30 節

ＳｃｆＴａｓｋＲｅｆｕｓｅｄ

16.2.2 節 ＴSRF（タイマ）の満了
16.2.3 節 ＴCUSF（タイマ）の満了
17.1 節 ActivateServiceFiltering 手順
17.2 節 ActivationReceivedAndAuthorized 手順
17.3.4 節 応答側エンティティ（CUSF）
17.3.5 節 応答側エンティティ（制御側 SCF またはサポート側 SCF）
17.4 節 AddEntry 手順
17.5 節 AnalysedInformation 手順
17.6 節 AnalyseInformation 手順
17.7 節 ApplyCharging 手順
17.8 節 ApplyChargingReport 手順
17.9 節 AssistRequestInstructions 手順
17.10 節 AssociationReleaseRequested 手順
17.11 節 AuthorizeTermination 手順
17.12 節 CallGap 手順
17.13 節 CallInformationReport 手順
17.14 節 CallInformationRequest 手順
17.15 節 Cancel 手順
17.16 節 CancelStatusReportRequest 手順
17.17 節 chainedAddEntry 手順
17.18 節 ChainedConfirmedNotificationProvided 手順
17.19 節 ChainedConfIrmedReportChargingInformation 手順
17.20 節 ChainedEstablishChargingRecord 手順
17.21 節 chainedExecute 手順
17.22 節 ChainedHandlingInformationRequest 手順
17.23 節 ChainedHandlingInformationResult 手順
17.24 節 chainedModifyEntry 手順
17.25 節 ChainedNetworkCapability 手順
17.26 節 ChainedNotificationProvided 手順
17.27 節 ChainedReportChargingInformation 手順
17.28 節 ChainedProvideUserInformation 手順
17.29 節 chainedRemoveEntry 手順
17.30 節 ChainedRequestNotification 手順
17.31 節 chainedSearch 手順
17.32 節 CollectedInformation 手順
17.33 節 CollectInformation 手順
17.34 節 ComponentReceived 手順
17.35 節 ConfirmedNotificationProvided 手順
17.36 節 ConfirmedReportChargingInformation 手順
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17.38 節 ConnectToResource 手順
17.40 節 ContinueWithArgument 手順
17.41 節 CoordinateShadowUpdate 手順
17.42 節 CreateCallSegmentAssociation 手順
17.43 節 in-directoryBind 手順
17.44 節 in-directoryUnbind 手順
17.47 節 DisconnectLeg 手順
17.48 節 dSABind 手順
17.49 節 DSAShadowBind 手順
17.50 節 in-DSAShadowUnbind 手順
17.52 節 EstablishChargingRecord 手順
17.56 節 EventReportFacility 手順
17.57 節 Execute 手順
17.58 節 FacilitySelectedAndAvailable 手順
17.59 節 FurnishChargingInformation 手順
17.60 節 HandlingInformationRequest 手順
17.61 節 HandlingInformationResult 手順
17.62 節 HoldCallInNetwork 手順
17.63 節 in-DSAUnbind 手順
17.65 節 InitiateAssociation 手順
17.66 節 InitiateCallAttempt 手順
17.67 節 ManageTriggerData 手順
17.69 節 ModifyEntry 手順
17.70 節 MoveCallSegments 手順
17.72 節 NetworkCapability 手順
17.73 節 NotificationProvided 手順
17.74 節 OAbandon 手順
17.75 節 OAnswer 手順
17.76 節 OCalledPartyBusy 手順
17.77 節 ODisconnect 手順
17.78 節 OMidCall 手順
17.79 節 ONoAnswer 手順
17.80 節 OriginationAttempt 手順
17.81 節 OriginationAttemptAuthorized 手順
17.82 節 OSuspended 手順
17.83 節 PlayAnnouncement 手順
17.84 節 PromptAndCollectUserInformation 手順
17.85 節 PromptAndReceiveMessage 手順
17.86 節 ProvideUserInformation 手順
17.87 節 Reconnect 手順
17.88 節 ReleaseAssociation 手順
17.90 節 RemoveEntry 手順
17.91 節 ReportChargingInformation 手順
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17.92 節 ReportUTSI 手順
17.93 節 RequestCurrentStatusReport 手順
17.94 節 RequestEveryStatusChangeReport 手順
17.95 節 RequestFirstStatusMatchReport 手順
17.96 節 RequestNotification 手順
17.99 節 RequestReportBCUSMEvent 手順
17.100 節 RequestReportFacilityEvent 手順
17.101 節 RequestReportUTSI 手順
17.102 節 RequestShadowUpdate 手順
17.103 節 ResetTimer 手順
17.104 節 RouteSelectFailure 手順
17.105 節 SCFBind 手順
17.106 節 scfBind 手順（in the chaining case)
17.107 節 SCFUnBind 手順
17.108 節 scfUnBind 手順（in the chaining case)
17.109 節 ScriptClose 手順
17.110 節 ScriptEvent 手順
17.111 節 ScriptInformation 手順
17.112 節 ScriptRun 手順
17.113 節 Search 手順
17.114 節 SelectFacility 手順
17.115 節 SelectRoute 手順
17.117 節 SendComponent 手順
17.118 節 SendFacilityInformation 手順
17.119 節 SendSTUI 手順
17.120 節 ServiceFilteringResponse 手順
17.121 節 SpecializedResourceReport 手順
17.122 節 SplitLeg 手順
17.123 節 StatusReport 手順
17.124 節 TAnswer 手順
17.125 節 TBusy 手順
17.126 節 TDisconnect 手順
17.127 節 TerminationAttempt 手順
17.128 節 TermAttemptAuthorized 手順
17.129 節 TMidCall 手順
17.130 節 TNoAnswer 手順
17.131 節 TSuspended 手順
17.132 節 UpdateShadow 手順
18.1.3 節 ＳＣＦ−ＳＲＦインタフェース
18.1.4 節 ＳＣＦ−ＣＵＳＦインタフェース
18.1.5 節 ＳＣＦ−ＳＣＦインタフェース
18.1.6 節 ＳＣＦ−ＳＤＦインタフェース
18.1.7 節 ＳＤＦ−ＳＤＦインタフェース
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18.2.2.1.5 節 輻輳制御
18.2.2.3 節 ＳＣＣＰ管理
19 章 ＩＮ汎用セキュリティインタフェース
付属資料Ａ ＩＮＡＰのＳＤＬ図
付録Ⅰ 拡張ＡＳＮ．１
付録Ⅱ データモデリング
付録Ⅲ ＳＰＫＭアルゴリズムの例

本標準は、地域網−サービス提供網間のＩＮ（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ）インタフェースを標準化するために必
要な部分のみに関する規定であり、上記項目に関しては、不必要であるため、本標準の範囲外とした。
本標準は、上記ＩＴＵ−Ｔ勧告に対して、地域網−サービス提供網間のＩＮ（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ）イン

(3)

タフェースを標準化するために必要な部分（ＩＮの一般的概念を含むＩＴＵ−Ｔ勧告能力セット２から
のダウンストリーム)及びＴＴＣ特有追加部分の記述から構成される。
ＴＴＣ特有追加部分については、本文中において、＊で表示する。但し、ＩＴＵ−Ｔ能力セット２勧告
の明確な誤り部分や能力セット３以降で修正されている部分については、特に＊を付記することなく修
正を行っている。
本標準は、地域網−サービス提供網間のＩＮ（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾈｯﾄﾜｰｸ）インタフェースおよび網間における

(4)

再開通知処理アプリケーションを規定している。この再開通知処理アプリケーションは、ＴＣ対話を有
するノード間に一般的に適用され得るが、現時点でのユーザが本標準のＩＮインタフェースのみである
ため、再開通知処理アプリケーションを本標準の付属資料として規定した。
本標準は、上記ＩＴＵ−Ｔ勧告からダウンストリームした部分の図表番号付与方法について、ＩＴＵ−

(5)

Ｔ勧告にて付与されている図番号、表番号をそのままは流用せず、原則として本標準各編の編番号−章
番号の下に章内通番を付与することとしている。

ＩＴＵ−Ｔ 図表番号

付与例

勧告

付与方法

Q.1224

章番号−

FIGURE 4-3/

章内通番

Q.1224

通番

TABLE 2/

Q.1225

ＴＴＣ標準 図表番号
付与方法
第２編

通番

FIGURE3-10/

第３編

第４編

図表無し

2.4

(ITU-T Q.1225)

編番号−章番号− 図 4-3-3/JT-Q1228-b
章内通番

第５編

(ITU-T Q.1224)

編番号−章番号− 表 3-5-2/JT-Q1228-b*
章内通番

Q.1228
Q.1290

編番号−章番号− 図 2-4-3/JT Q1228-b*
章内通番

Q.1225
Q.1228

付与例

(ITU-T Q.1228)

図表無し

原勧告と章立ての構成比較表

上記国際勧告との章立ての構成の相違を下表に示す。

第１編 総論
ＴＴＣ標準

ＩＴＵ−Ｔ勧告

備考

１章 概説

――――

追加

２章 サービス記述

――――

追加

３章 基本的考え方

――――

追加

４章 信号網接続機能の定義

――――

追加
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第２編 分散機能プレーン （Q.1224

対応）

ＴＴＣ標準

ＩＴＵ−Ｔ勧告

備考

１章 概要

１章 概要

２章 能力セット２でのＩＮ分散

２章 能力セット２でのＩＮ分散 部分削除／部分変更

機能プレーンの範囲
３章 ＩＮ能力セット２の網間

部分削除／部分変更

機能プレーンの範囲
３章 ＩＮ能力セット２の分散

分散機能モデル

部分削除／部分変更

機能モデル

４章 ＳＳＦ／ＣＣＦモデル

４章 ＳＳＦ／ＣＣＦモデル

部分削除／部分変更

５章 特殊リソース機能

5章

部分削除／部分変更

（ＳＲＦ）モデル

６章 サービス制御機能

特殊リソース機能
（ＳＲＦ）モデル

6章

サービス制御機能

（ＳＣＦ）モデル

（ＳＣＦ）モデル

７章 サービスデータ機能

７章 サービスデータ機能

（ＳＤＦ）モデル
８章 非呼関連サービス機能
（ＣＵＳＦ）モデル

８章 非呼関連サービス機能

削除

（ＣＵＳＦ）モデル
９章 サービス管理機能

（ＳＭＦ）モデル

（ＳＭＦ）モデル
１０章 分散機能プレーンへの

グローバル機能プレーン

グローバル機能プレーン

のマッピング

のマッピング

――――

削除

（ＳＤＦ）モデル

９章 サービス管理機能

１０章 分散機能プレーンへの

部分削除／部分変更

１１章 情報フローダイアグラム

削除

削除

削除

と分散サービス論理

１１章 各サービス機能の機能

――――

追加

アーキテクチャへの
マッピング
１２章 ＦＥ間の相互関係

１２章 ＦＥ間の相互関係

部分削除／部分変更

付属資料 Ａ

付属資料 Ａ

削除

付属資料 Ｂ

付属資料 Ｂ

削除

付属資料 Ｃ

付属資料 Ｃ

削除

付属資料 Ｄ

付属資料 Ｄ

削除

――――

追加

付属資料 Ｆ ＢＣＳＭ ＳＤＬ
図
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付録 Ⅰ

付録 Ⅰ

削除

付録 Ⅱ

付録 Ⅱ

削除

付録

Ⅲ

信号網接続の基本手順

――――

追加

の補足説明

第３編 物理プレーン （Q.1225

対応）

ＴＴＣ標準

ＩＴＵ−Ｔ勧告
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第１編

総論

１．概説
本標準において、「ＩＮ能力セット１」とは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ１２１８−ｂにて規定する「能力セッ
ト１」を示す。また、本標準において、「ＩＮ能力セット２」とは、3.1.1 節に記述されている「信号網接
続によるサービス提供形態１」の形態により、4 章に記述される機能をサポートするために必要な能力であ
り、その仕様は、
(1)ＩＮの一般的概念を含むＩＴＵ−Ｔ勧告 能力セット２からの必要箇所のダウンストリーム
(2)ＴＴＣ特有追加部分の記述
から構成される。

1.1

標準参考文献

以下のＩＴＵ−Ｔ勧告と他の参考文献は、本標準を通して参照され、本標準および本標準の付録の規定を
構成する規定を含む。本標準が採択された際に、示されている参考文献の版が有効であった。この参考文献
に含められたすべての勧告および他の資料は、将来改訂を受けることを考慮し、本標準のすべてのユーザー
は、ＳＧ１１以外のＳＧまたは団体が、将来決定する参考文書の変更が、本標準の修正規定として自動的に
適用されないことに注意すべきである。

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.680 (1994) | ISO/IEC 8824-1:1994, Information technology - Open Systems
Interconnection - Abstract Syntax Notation One (ASN.1):Specification of basic notation.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.681 (1994) | ISO/IEC 8824-2:1994, Information technology - Open Systems
Interconnection - Abstract Syntax Notation One (ASN.1):Information object specification.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.682 (1994) | ISO/IEC 8824-3:1994, Information technology - Open Systems
Interconnection - Abstract Syntax Notation One (ASN.1):Constraint specification.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.683 (1994) | ISO/IEC 8824-4:1994, Information technology - Open Systems
Interconnection - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Parameterization of ASN.1 specifications.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.690 (1994) | ISO/IEC 8825-1:1994, Information technology - Open Systems
Interconnection - Specification of ASN.1 encoding rules: Basic, Canonical, and Distinguished
Encoding Rules.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.880 (1994) | ISO/IEC 13712-1:1994, Information technology
-RemoteOperations: Concepts, model and notation.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.29 (1988), Causes of noise and ways of reducing noise in telephone exchanges.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.700 (1993) Introduction to CCITT Signalling System No.7.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.710 (1988) Simplified MTP version for small systems.

-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１４ ＳＣＣＰ手順（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.714 (1993)
Signalling connection control part procedures）

-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２

信 号 と 信 号 情 報 の 機 能 概 要 （ Ｉ Ｔ Ｕ − Ｔ 勧 告 Q.762

(1993)Signalling System No. 7 - General Function of Messages and Signals of the ISDN User Part of
Signalling System No. 7.）
-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３

フォーマットおよびコード（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.763 Signalling

System No. 7 - Formats and Codes of the ISDN User Part of Signalling System No. 7.）
-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１

トランザクション機能の機能内容（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.771

(1993)Signalling System No. 7 -

Functional Description of Transaction Capabilities）
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-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７２

トランザクション機能情報要素定義（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.772

(1993) Signalling System No. 7 - .. Transaction capabilities: information elements definitions）
-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３ トランザクション機能のフォーマットと符号化
（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.773 (1993)

Signalling System No. 7 - .. Transaction capabilities : messages

format and codes）
-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７４

ト ラ ン ザ ク シ ョ ン 機 能 手 順 （ Ｉ Ｔ Ｕ − Ｔ 勧 告 Q.774

(1993)Signalling System No. 7 - .. Transaction capabilities: procedures）
-

Ｉ Ｔ Ｕ − Ｔ 勧 告 Q.775 (1993)

Signalling System No.7- Guidelines for using Transaction

Capabilities
-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１ 信号接続制御部（ＳＣＣＰ）の機能（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.711 (1993)
Signalling System No. 7 - .. Functional Description of the Signalling Connection Control Part）

-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３

ＳＣＣＰフォ―マットとコード（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.713 (1993)

Signalling System No. 7 - .. Formats and Codings）
-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.715 (1996) Signalling System No. 7 - SCCP User Guide

-

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ ＩＳＤＮユーザ・網インタフェースレイヤ３仕様
（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.931 (1993) Digital Subscriber Signalling System No. 1 (DSS 1)
-

-

ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call control.）

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２ ＩＳＤＮ付加サービス制御手順の共通原則
（ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.932 (1993) Digital Subscriber Signalling System No. 1 (DSS 1)
-

-

Generic Procedures for the Control of ISDN Supplementary Services.）

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1290: Intelligent Network: Glossary of terms used in the definition of Intelligent
Networks.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1400 (1993) - Architecture framework for the development of signalling and
OA&M protocols using OSI concepts.

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.219 (1988)- Remote operations: Model, notation and service definition

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 X.229 (1988)- Remote operations: Protocol specification

-

ＩＴＵ−Ｔ勧告 E.164 (1991) - Numbering plan for the ISDN era.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 services I.130 (1988) - Method for the characterization of telecommunication
supported by an ISDN and network capabilities.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.71 (1993) - ISDN circuit mode switched bearer services.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1201 (1991) - Principles of Intelligent Network architecture.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1204 (1993) - Intelligent Network Distributed Functional Plane Architecture.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1205 (1993) - Intelligent Network physical plane architecture.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1208 (1997) - General aspects of the Intelligent Network application protocol.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1211 (1993) - Introduction to Intelligent Network Capability Set-1.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1214 (1995) - Distributed Functional Plane for Intellignet Network Capability
Set-1.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1218 (1995) - Intelligent Network interface Recommendations.

‑

ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.1221 (1997) - Introduction to Intelligent Network Capability Set-2.

２．サービス記述
2.1

目的

本編は信号網接続に関するサービス記述について規定する。
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本編は信号網接続によるサービスの網間に関わる内容のみ記述する。
信号網接続によるサービスは、適切な網能力の組合せにより提供される。したがって、サービス提供者に
より、網間で提供する能力が変化する可能性がある。

本標準の範囲

2.2

本標準は、以下の範囲で規定している。
(1)網間における、信号網接続によるサービスを規定する。
(2)網内の動作については、本標準の範囲外である。
(3)課金についての事項は取り扱わない。

2.3

定義及び用語

下記に信号網接続によるサービスに関する用語を示す。

2.3.1

信号網接続

サービス連携の形態として、網間での回線非対応の信号による接続。

2.3.2

サービス機能

網間における信号網接続によるサービスで要求される機能。

2.3.3

網Ａ

信号網接続によるサービスの起動を通知し、信号網接続により網Ｂと連携してサービスを提供する網を示
す。本標準においては、地域網を指す。

2.3.4

網Ｂ

網Ａからの信号網接続によるサービスの起動通知を契機に、信号網接続により網Ａと連携してサービスを
提供する網を示す。本標準においては、サービス提供網を指す。

３．基本的考え方
3.1

信号網接続によるサービスの展開シナリオ

信号網接続によるサービスは、ある程度長期的な展望の基に実現されることが望ましく、マーケットニー
ズの展開や技術の高度化により大きく影響され、段階的な過程を辿ると想定する。
信号網接続によるサービスの発展は、基本的な提供形態から始まり、より高度化したシナリオに進むもの
と想定する。
以下に信号網接続によるサービス提供形態の標準化シナリオを示す。

3.1.1

信号網接続によるサービス提供形態１：単一の網のサービス制御機能（ＳＣＦ）から呼を制御する形
態

このシナリオでは、利用できる網の能力の限界から信号網接続によるサービスを利用して加入者へ提供さ
れるサービスのレベルが制限される。
このシナリオでは、単一の網のサービス交換機能が、必要に応じて他の網のサービス制御機能に対して照
会を行う機能を提供する。

3.1.2

信号網接続によるサービス提供形態２：複数の網のサービス制御機能（ＳＣＦ）から呼を制御する形
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態
提供形態２の範囲については今後の検討課題である。

４．信号網接続機能の定義
4.1

網間に要求されるサービス機能

サービス機能は、信号網接続によるサービスを実現するために要求される機能であり、以下の８つの機能
を定義する。

(1)番号翻訳機能
このサービス機能は、網Ａからの問い合わせに対し、網Ｂがダイヤルされた番号から着信番号を展
開し、網Ａに通知することを可能とする。なお、網Ａが番号翻訳機能を起動するトリガ条件は、事業
者間での協議において決定される。

(2)イベント通知機能
このサービス機能は、網Ｂからのイベントの通知に関する指示に基づき、網Ａが網Ｂから通知を要
求されているイベントを検出したときに、そのイベントを網Ｂに通知することを可能とする。

(3)再接続機能
このサービス機能は、網Ｂの指示によりルーティングされた呼に対し、その呼が着信先の状態によ
り接続できない場合、当該呼を新たな着信先へ接続することを可能とする。
なお、１つの呼に対する本機能の回数、網Ｂから指定される再接続が必要な事象は、事前に事業者
間での協議において決定される。

(a)話中時再接続
網Ａで、着側話中を検出した場合における再接続。
なお、網Ａで着側話中と判断する条件は、事前に事業者間での協議において決定される。

(b)無応答時再接続
網Ａで、着側無応答を検出した場合における再接続。網Ａが無応答と認識するタイマ値は、接続
先毎に網Ｂから指定できる。
なお、タイマの起動条件とタイマ値の範囲は、事前に事業者間での協議において決定される。

(c)網Ｂからのユーザ相互動作終了後再接続
網Ｂでのユーザ相互動作の終了を網Ａで検出した場合における再接続。
なお、網Ａで網Ｂからのユーザ相互動作が終了したことを判断する条件は、事前に事業者間での
協議において決定される。

(4)網Ｂからの応答時発着同時ユーザ相互動作機能
このサービス機能は、網Ｂからの指示に基づく網Ａでの呼設定処理において、着信者からの応答の
検出を網Ｂに通知するとともに、発信者側の通話回線と着信者側の通話回線とを分離し、それぞれの
回線を網Ｂ内の特殊リソースに暫定接続すること、および発着のユーザ相互動作が終了した際に暫定
接続を解除し、網Ａで分離した発信者側の通話回線と着信者側の通話回線とを再接続することを可能
とする。
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(5)網Ｂからのユーザ相互動作のための、網Ｂへの暫定接続機能
本機能は、網Ｂ内の特殊リソースを用いてユーザ相互動作を行うために、網Ｂ（内のサービス制御
機能）が網Ａ（内のサービス交換機能）に対して暫定接続を指示し、その指示に基づき網Ａから網Ｂ
に回線を接続することを可能とする。

(6)網Ａと網Ｂ間の網間ハンドオフ機能
このサービス機能は、網Ｂのサービス制御機能が網Ａのサービス交換機能に対して網Ｂへの中継接
続を指示するのと同時に、その制御関係を解除し、それ以降の呼制御は網Ｂに閉じて実施することを
可能とする。

(7)対話継続の確認機能
網Ｂが、網Ａとの対話が正常に確立されていることを確認するため、また、長時間保留呼を検出し
た場合、その対話に対応する呼が確かに網Ａに存在するのか否かを確認する機能。網Ｂは網Ａへ対話
が継続して存在しているかを問い合わせる機能を持ち、網Ａはその問い合わせに対して応答する機能
を持つ。
なお、問い合わせの起動契機は事業者間個別協議とする。

(8)網Ａ、網Ｂのサービス交換機能の同時制御機能
このサービス機能は、網Ｂのサービス制御機能が網Ａのサービス交換機能に対して網Ｂへの中継接
続を指示するのと同時に、その制御関係を維持したまま、それ以降の呼制御を網Ｂ内において実施す
ることも可能とする。

(9)網Ｂからの課金関連指示機能
このサービス機能は、網Ｂが網Ａ内の課金処理を指示することを可能とする。

(10)課金イベント通知機能
このサービス機能は、網Ｂが網Ａに対して、あらかじめ必要な課金イベントの通知を要求し、網Ａ
は当該イベント検出時に網Ｂに通知することを可能とする。
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第 2 編 分散機能プレーン（Distributed Functional Plane）

１．概要
ＤＦＰの一般的概念は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０４第 1 章に記述されている。

1.1

標準参考文献

参考文献は本標準第 1 編を参照のこと。

1.2

＊

略語

略語は本標準第 5 編を参照のこと。

＊

２．能力セット２でのＩＮ分散機能プレーンの範囲
ＩＮ網間能力セット２（ＣＳ−２）でのＩＮ分散機能プレーン（ＤＦＰ）アーキテクチャの範囲は、要求
されるＩＮ能力セット２サービスのサービス要求によってもたらされ、かつ発展可能なネットワーク技術の
基礎能力に制約される。要求されたＩＮ能力セット２サービスをサポートするために要求される機能の範囲
は、以下を提供する機能を含む。
− 呼／サービス処理へのエンドユーザアクセス
− サービスの起動と制御
− サービス制御に伴うエンドユーザ相互動作のための接続制御
− コールパーティハンドリング
− 網間接続

これらの機能の適用範囲は、以下のように示されている。

2.1

エンドユーザアクセス

能力セット２の呼／サービス処理へのエンドユーザアクセスは、以下のようなアクセス形態を経由して提
供される。（注：このことは、私設網あるいは移動体網からのアクセスをサポートするための、これらのイ
ンタフェースの利用を妨げない）
− アナログ加入者線インタフェース
− ＩＳＤＮ ＢＲＩとＰＲＩ
− 従来のトランクとＮｏ．７信号方式インタフェース

2.2

サービスの起動と制御

ＩＮ能力セット２の呼／サービスの処理は、現在の呼処理基盤である既設のデジタル交換機の上に形成さ
れる。よって、ＩＮ能力セット２の呼／サービスの処理は基本的な二者間の呼を処理する既存の呼制御機能
の一般的なモデルを使ってなされ、これにＩＮサービス論理の起動と管理のためにサービス交換機能が追加
される。ＩＮサービス論理はいったん起動されると、サービスデータ機能と結合した、サービス制御機能の
制御下で実行される。分散した呼／サービス処理の手段により、既存の呼制御機能は呼処理リソースの制御
に加えて、呼の整合性の最終的な責任を保持する。以下の呼／サービス処理の制約が、ＩＮ能力セット２に
適用される。

a)

呼制御とサービス交換機能は密接に結びついているので、ＳＳＦとＣＣＦ間の相互関係はＩＮ能力
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＊

セット２では標準化されていない。
b)

呼は、ディレクトリ番号や、ディレクトリ番号と伝達能力の組み合わせによりアドレス可能な網の
外側にいる２人以上のエンドユーザ間、あるいは１人以上のエンドユーザと網の間に存在する。
ＩＮ能力セット２では最大２人までのエンドユーザのみ存在可能である。

c)

＊

呼は、エンドユーザによって生成される。呼を補完するために、ＩＮ交換機能によりサービスを提
供されるエンドユーザによってＩＮサービス論理が起動される。

d)

呼は、複数の交換機にまたがって存在するかも知れない。その場合、各交換機では呼の一部のみ制
御できる。呼処理は交換機間で機能的に分割されている。中継交換機のようなＩＮ交換機上で起動
される呼のＩＮサービス論理は、各ＩＮ交換機毎に独立に管理される。

e)

既存の交換機は、基本的な二者間の呼を生成、保持する呼処理動作を統制する、２つの機能的に分
離した呼処理論理のセットを持つかのように見ることができる。この機能分割は、呼の発側と着側
の間で提供される。この機能分割は、ＩＮ交換機でも持つべきである。これにより、呼の発側（す
なわち発信者）で起動されたＩＮサービス論理は、呼の着側（すなわち着信者）で起動されたＩＮ
サービス論理とは独立に管理されることが可能となる。
ただし、呼の着側（すなわち着信者）でのＩＮサービス論理起動は本標準の対象外である。

f)

＊

あるエンドユーザに対して、ＩＮでサポートされる複数のサービス論理インスタンスの同時動作を
許容することが望まれる。更に、網内における非ＩＮサービス論理が引き続き存在することも認め
ている。ＩＮ能力セット２のサービスフィーチャ論理インスタンスメカニズムを、以下に示す。
− あるサービス要求に対して、どのサービス論理を起動するか決定する。このメカニズムは、Ｉ
Ｎサポートあるいは非ＩＮサポートサービス論理のどちらが適切であるかを選択し、又この特
定のサービス要求に対して、その他のサービス論理の起動を制限する。
− ＩＮサポート、非ＩＮサポートサービス論理インスタンスの同時動作を規制する。
− ＩＮ能力セット２サービス処理で、ＩＮサポートサービス論理インスタンスの同時動作はシン
グルエンド、シングルポイント制御に従うことを保証する。

g)

ＩＮ能力セット２の分散処理方式と複雑さを増した呼／サービス処理では、呼を適切な動作で終了
させたり、エンドユーザに対して適切な処理を可能とする、障害検出と回復のメカニズムが要求さ
れる。

エンドユーザ相互動作のための接続制御

2.3

情報送受信のための網とエンドユーザの相互動作は、ユーザ相互動作のための機能を特殊リソースで補っ
たサービス交換リソースと呼制御リソースによって行われる。これらの特殊リソースは、サービス制御機能
に制御され、呼制御機能とサービス交換機能を通じてエンドユーザと接続される。
本標準では上記機能を実現するための暫定接続制御機能のみを提供する。

2.4

ＩＮサービス管理機能

2.5

コールパーティハンドリング (Call Party Handling)

2.5.1

＊

＃

概要

コールパーティハンドリング (Call Party Handling)網の特徴は、網 B からの応答時発着同時ユーザ相互

＊

動作機能に関与することを可能とすることである。ＩＮ能力セット２のコールパーティハンドリングは以

＊

下の観点を含む。

＊

(1)

コネクションビュー状態 (Connection View States)
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コネクションビュー状態アプローチは、原則ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２２４に記述されているコネクショ

＊

ンビュー (Connection View: CV)に基づく。コネクションビューオブジェクトは、ＳＣＦに呼と接続処理の概
観を提供する。各コネクションビュー状態はＳＳＦ内でのＣＶ状態をモデル化したものである。このように、
ＳＳＦによりサポートされるコールパーティハンドリング機能のセットは、コネクションビュー状態の一覧
として定義することができる。コネクションビュー状態モデルは発展的であり拡張性を持つ。従って、コネ
クションビュー状態の一覧は、将来のサービスと必要となる能力の記述のために拡張されるかもしれない。

2.5.2

背景

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ１２１８−ｂ、ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ第 1 編は、それぞれＩＮ能力セット 1、ＩＮ

＊

能力セット２のベンチマークサービスについて規定している。コールパーティハンドリング は、網 B か

＊

らの応答時発着同時ユーザ相互動作において、ＳＣＦがコネクションに関与できることを要求しているベ

＊

ンチマークサービスの要望を満足する手助けとなる。これらのサービスの例としてフリーホン等がある。

＊

ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２１４付録１、Ｑ．１２１８付録２はコールパーティハンドリングの概念を紹介し、
部分的解決案について提案している。ＩＮ 能力セット２は、コネクションビューアプローチ、コネクショ
ンビューのオブジェクト指向モデル化の詳細を含むことにより、コールパーティハンドリングに対するより
完成度の高い解決案を提供する。

2.5.3

適用範囲

ＩＮ能力セット２でのコールパーティハンドリングは以下に焦点を当てている。

− 狭帯域アクセス
− トリガ種別とトリガ処理
− イベント検出ポイント
− ＤＦＰ モデル化のアプローチ:

コネクションビュー状態

− プロトコルの定義と有効性確認のためのＳＤＬを用いたオブジェクト指向モデル化
− プロトコルの概念 （構文と手順）

コールパーティハンドリングのためのコネクションビュー状態アプローチの適用範囲は、基本的なイベ

＊

ント処理に、特殊リソースへの複数同時接続能力を加えたものである。これは、以下のＳＳＦ／ＣＣＦの

＊

能力を含む。

＊

− 特殊リソースへの複数暫定接続回線を設定し、当該暫定接続回線を留保したまま基本的な呼処理
を継続することの許容

＊
＊

− 上記継続中呼処理においてイベント検出による呼処理の中断とＳＣＦへのイベントの通知

＊

− 呼処理中断中に、ＳＣＦがＳＳＦ／ＣＣＦに話者への特殊リソース接続を行うための処理の通知

＊

の許容

＊

− 呼処理中断中の話者の特殊リソース接続中状態から、二者間の安定状態への呼処理再開方法をＳ
ＣＦがＳＳＦ／ＣＣＦに通知することの許容
− 障害処理手順の実行

2.5.4

前提条件

コールパーティハンドリング能力の範囲は以下の制限及び前提条件が適用される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 8 −

＊
＊

(1) 能力は以下の方針を考慮して定義された。
− 既存のＩＮ能力とメッセージに対する影響が最小となること。
− ＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦ間で送受される情報量が最小となること。
− ＳＲＦとＳＣＦ間で送受される情報量が最小となること。
− 既存の交換システム能力と矛盾が無いこと。

(2) 能力はＩＮ能力セット 1 と後位互換性がとれること。

(3) シングルポイント制御を前提とする。つまり、複数のＳＣＦまたは、ＳＣＦと交換機ベースのフィー
チャは同時に同一のＢＣＳＭを操作出来ない。

(4) ＳＳＦ／ＣＣＦからＳＣＦへのコールパーティハンドリングのための制御の移行は、明確に定義さ
れた状態からのみ発生する。

2.5.5

コア能力

一般的にコールパーティハンドリング をサポートするために、ＳＳＦ／ＣＣＦにコア能力が要求される。
コールパーティハンドリングのためにＳＳＦ／ＣＣＦでの実行が必須となるのは、以下の節に示す 4 つの基
本能力である。

2.5.5.1

コア能力１

＊

コア能力１は、ＳＣＦからの通知により、先行して特殊リソース接続のための複数の暫定接続回線の設定
と、その暫定接続回線の留保を行った後に、話者の呼処理を行う能力である。ＩＮが呼に関与し、発着同時
ユーザ相互動作を効率良く実行するためには、話者の呼処理に先行して、ＳＣＦからの通知により、複数の
暫定接続回線の設定と留保を行う手段がなくてはならない。複数暫定回線の留保を行った後に、ＳＳＦ／Ｃ
ＣＦは、話者の基本的な呼処理を実行する。ＳＳＦ／ＣＣＦは以降の基本的呼処理において、イベントを検
出し、この検出した情報をＳＣＦに提供しなければならない。この検出情報を基にＳＣＦは、ＳＳＦ／ＣＣ
Ｆへ留保回線の接続要求等を通知する。

2.5.5.2

コア能力２

＊

コア能力２は、呼処理中断中に、ＳＣＦからの通知により、先行して留保しておいた複数暫定接続回線を
用い、発信者と着信者を各々特殊リソースへ接続し、発着で異なるアナウンスを送出する等の発着同時ユー
ザ相互動作を実現する能力である。

2.5.5.3

コア能力３

コア能力３は、ハーフコールの概観をＳＣＦへ通知できる能力である。ＳＣＦは発側ハーフコールモデル
に基づいたそのＳＳＦ／ＣＣＦにおける呼の現在の状態を得ることが可能でなければならない。この概観は、
ＳＣＦ内のサービス論理が、制御レグの接続状態を認識できるのに十分でなければならない。また、現在の
状況またはイベント情報と同様に、発側ＢＣＳＭに関連する話者の情報を提供できなければならない。ＳＣ
Ｆで必要となる呼のトポロジ情報の詳細レベルはＩＮ能力セット２では定義しない。

2.5.5.4

コア能力４

＊

コア能力４は、ＳＳＦ／ＣＣＦがＳＳＰ内において、発着同時ユーザ相互動作に関する複数の暫定接続回
線を解放するのと同時に、話者間の通話を開始させる能力である。発着同時ユーザ相互動作の終了後、ＩＮ
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サービス論理からの通知により、ＳＳＦ／ＣＣＦは、複数の暫定接続回線を解放し、制御レグである発信者
と受動レグである着信者を１つのコネクションポイントに結合し、呼処理を再開させることを可能とする。

2.6

網間接続

ＳＣＦ−ＳＳＦ間の網間の相互接続を可能とする。

＊

2.7

セキュリティ

＃

2.8

アウトチャネル呼関連ユーザ相互動作（Out-Channel Call Related User Interaction : OCCRUI）

＃

2.9

アウトチャネル非呼関連ユーザ相互動作（Out-Channel Call Unrelated User Interaction :OCUUI）

＃

2.10

無線アクセス

＃

2.11

フィーチャ相互動作

＃

３．ＩＮ能力セット２の網間分散機能モデル
3.1

図の説明

図 2-3-1/JT-Q1228-b は、ＩＮ能力セット２のＩＮ ＤＦＰモデルを規定している。この図は、ＩＮ能力セッ
ト２に適用可能な機能エンティティとの相互関係を描写している。この図は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０４
２章に記述されている一般的なＩＮ ＤＦＰモデルのサブセットである。機能エンティティ、相互関係、及
び図の全体的な説明は、 ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０４ 2.1 節に含まれている。

ＳＲＦ

ＳＣＦ

ＳＤＦ

ＳＳＦ
ＣＣＦ

ＣＣＡＦ

ＣＣＦ

網Ｂ
網Ａ

ＳＳＦ
ＣＣＡＦ

ＣＣＦ

ＣＣＦ

ＣＣＡＦ

ＣＣＡＦ 呼制御エージェント機能（Call control agent function）
ＣＣＦ

呼制御機能（Call control function）

ＳＣＦ

サービス制御機能（Service control function）

ＳＲＦ

特殊リソース機能（Specialized resource function）

ＳＳＦ

サービス交換機能（Service switching function）

ＳＤＦ

サービスデータ機能 (Service data function)

注

：ＣＣＡＦとＣＣＦの定義は、対応するＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１のＩＳＤＮの定義に基づいているが、
ＩＮでの利用のために変更されるかもしれない。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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図２−３−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
ＩＮ能力セット２のＩＮ分散機能プレーンモデル
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）

ＩＮ機能モデル

3.2

3.1 節で述べているように、ＩＮ能力セット２のＩＮ ＤＦＰは一般的なＩＮ−ＤＦＰのサブセットであ
る。特に、
− ＣＣＡＦ、ＣＣＦ、ＳＳＦ、ＳＣＦ、ＳＤＦ、及びＳＲＦ機能エンティティのみ含まれている。
− 図中に示されている、ＩＮサービスの実行に関連した網間の相互関係のみ述べられている。

ＩＮサービスの実行に関連する機能エンティティの定義

3.3
3.3.1

呼制御エージェント機能（ＣＣＡＦ）

ＣＣＡＦは、ユーザへアクセスを提供する呼制御エージェント（ＣＣＡ）機能である。これはユーザと網
の呼制御機能間のインタフェースで、以下のような特徴を持つ。
a)

呼やサービスのインスタンスを要求に従って確立、保持、変更及び解放するために、ユーザと相互
動作するユーザアクセスを提供する。

b)

呼やサービスのインスタンスを確立、操作及び解放するために、サービス要求（例えば呼設定、転
送、保留等）を使用して、呼制御機能（ＣＣＦ）のサービス提供能力にアクセスする。

c)

ＣＣＦから呼又はサービスに関連する指示を受け取り、要求に従ってユーザにそれを中継する。

d)

この機能エンティティで認識された呼／サービス状態情報を保持する。

3.3.2

呼制御機能（ＣＣＦ）

ＣＣＦは、呼／サービスの処理や制御を提供する網内の呼制御（ＣＣ）機能で、以下のような特徴を持つ。
a)

ＣＣＡＦから 要求された 呼／コネクションを確立、操作及び解放する。

b)

特定の呼、かつ／またはコネクションインスタンス（ＳＳＦの要求による場合がある）に伴うＣＣ
ＡＦ機能エンティティを関連づける能力を提供する。

c)

１つの呼で使用されるＣＣＡＦ機能エンティティ間の相互関係を管理する（例えば、呼かつ／また
はコネクションインスタンスの全体を監視する）。

d)

3.3.3

ＩＮ機能にアクセスするトリガメカニズムを提供する（例えば、ＳＳＦへイベントを受け渡す）。

サービス交換機能（ＳＳＦ）

ＳＳＦは、ＣＣＦに関連してＣＣＦとサービス制御機能（ＳＣＦ）間の相互動作に必要な機能セットを提
供するサービス交換（ＳＳ）機能で、以下のような特徴を持つ。
a)

サービス制御トリガを認識して、 ＳＣＦと相互動作するためにＣＣＦの論理を拡張する。

b)

ＣＣＦとＳＣＦ間の信号管理を行う。

c)

ＳＣＦの制御下で、ＩＮで提供されるサービス使用の要求を処理するため、要求されたように（Ｃ
ＣＦ内の）呼／コネクション処理機能を変更する。

3.3.4

サービス制御機能（ＳＣＦ）

ＳＣＦは、ＩＮ提供サービスやカスタマイズされたサービスの要求を処理するために、呼制御機能に指示
する機能である。ＳＣＦは付加論理にアクセスしたり、呼／サービス論理インスタンスの処理に要求される
情報（サービス又はユーザデータ）を獲得するために、他の機能エンティティと互いに相互動作する事もで
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＊

きる。ＳＣＦは、以下のような特徴を持つ。
a)

サービス交換機能／呼制御機能、特殊リソース機能（ＳＲＦ）、及びサービスデータ機能（ＳＤＦ）
エンティティとインタフェースを持ち、相互動作する。

b) ＩＮで提供するサービス仕様の処理に要求される、論理と処理能力を含む。

サービスデータ機能（ＳＤＦ）

3.3.5

ＳＤＦは、ＩＮが提供するサービスの実行において、ＳＣＦより実時間でアクセスされるカスタマと網の
データを含むものである｡要求により、複数のＳＣＦとインタフェースを持ち、相互動作する。

（注） ＳＤＦは、ＩＮ が提供するサービスの、提供及び運用に直接関連するデータを含む。従って、ク
レジット情報のような第三者が提供するデータへのアクセスは提供しても、包含する必要はない。

特殊リソース機能（ＳＲＦ）

3.3.6

ＳＲＦは、（例えば、数字受信、アナウンス送出等）ＩＮが提供するサービスの実行のために要求された
特殊リソースを提供する。これは、以下のような特徴を持つ。
a)

ＳＣＦやＳＳＦ（及びＣＣＦ）とインタフェースを持ち、相互動作する。

b)

ユーザからの情報を受信／送信したり変換する論理と処理能力を含むかもしれない。

c)

ＣＣＦと同様、特殊リソースへのベアラコネクションを管理するための機能を含む事もできる。

3.3.6.1

ＳＲＦ自動音声認識（ＡＳＲ）

＃

3.3.6.2

ＳＲＦテキスト音声変換

＃

3.3.7

インテリジェントアクセス機能（ＩＡＦ）

＃

3.3.8

非呼関連機能（ＣＵＳＦ）

＃

3.3.9

サービス制御ユーザエージェント機能

＃

3.3.10

サービス管理機能（ＳＭＦ）

＃

3.4

ＩＮサービス実行に関する機能エンティティ間別の相互関係の使われ方

3.5

呼／サービス論理処理モデルの機能エンティティ概要

ＩＮの呼／サービス論理処理は、ＳＳＦ／ＣＣＦにおける呼／コネクションの処理、ＳＣＦにおけるサー
ビス論理の実行、及びＳＲＦでサポートされるリソースの利用をそれぞれ包含する。本節では、呼とサービ
ス論理処理のモデル化によって、このＩＮ呼／サービス論理処理を定義する。
− 呼のモデルは、サービスとベンダ／インプリメントに非依存なＳＳＦとＣＣＦにおける、ＩＮの呼
／コネクション処理の抽象概念とサービス概要を提供する。この抽象概念は、サービス論理の実行
中にＳＣＦがＳＳＦと相互動作できるように、ＳＳＦ／ＣＣＦ動作とＳＣＦへのリソースの外観図
を提供する。
− サービス論理処理のモデルは、ＳＣＦがアクセスできるＳＲＦの動作とリソースの抽象的概念だけ
でなく、このサービス論理の実行をサポートするのに必要なＳＣＦの動作とリソースの抽象概念を
提供する。
このモデルは、ＳＳＦ／ＣＣＦ、ＳＣＦ、及びＳＲＦの動作とリソースの外観図のみを提供するため、ベ
ンダに対して機能エンティティモデルコンポーネントと１対１で対応するような機能エンティティを、製品
に組み込む義務を示唆しているわけではない。
本節でのモデルは、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０４第 3 章で記述されているモデルの目的、仮定、及びアー
キテクチャに基づいており、ＩＮ能力セット２での適用として、その付属資料で示すツールを利用している。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＃

４．ＳＳＦ／ＣＣＦモデル
4.1

概要

ＳＳＦ／ＣＣＦモデルは図 2-4-1/JT-Q1228-b に示されている。この図は、発信者あるいは着信者に関連す
る、シングルエンドサービス論理インスタンスのためのＳＳＦ／ＣＣＦモデルを示している。このモデルの
目的は、 ＳＳＦ／ＣＣＦに関する呼のモデルの枠組みを提供することである。
以下に示すＳＳＦ／ＣＣＦモデルの側面は、基本呼管理（ＢＣＭ）、ＩＮ交換管理（ＩＮ−ＳＭ）、フィー
チャ相互動作管理（ＦＩＭ）／呼管理（ＣＭ）、ＢＣＭのＩＮ−ＳＭへの相互関係、ＢＣＭとＩＮ−ＳＭの
ＦＩＭ／ＣＭへの相互関係、及びＳＳＦ／ＣＣＦの機能分割を含む。更に詳しくは以降の節で提供される。
a)

ＢＣＭ − ＢＣＭは機能エンティティではない。ＢＣＭは、ユーザへの通信路の確立や、それら
の相互接続を行う基本呼／コネクション制御を組み込んだ、交換機の部分的な抽象概念を提供する。
これは、ＩＮサービス論理インスタンスの起動につながる、または動作中のＩＮサービス論理イン
スタンスへ通知すべき基本呼／コネクション制御イベントを検出する。又、ＢＣＭは基本呼／コネ
クション制御をサポートするのに必要なＣＣＦ／ＳＳＦリソースを管理する。
ＢＣＭは、ＢＣＳＭとＤＰ処理も実行する。
ＤＰ処理は、以下で記述されているＦＩＭ／ＣＭと相互動作する、ＢＣＭのエンティティである。

b)

ＩＮ−ＳＭ − ＩＮサービスフィーチャをユーザに提供中に、ＳＣＦと相互動作する、ＳＳＦ内
のエンティティである。これは、ＳＳＦ／ＣＣＦの呼／コネクション処理動作の外観図や、ＳＳＦ
／ＣＣＦの能力とリソースへのアクセスをＳＣＦに提供する。これは又、動作中のＩＮサービス論
理インスタンスへ報告すべきＩＮの呼／コネクション処理イベントを検出する。更にＩＮ−ＳＭは、
ＩＮサービス論理インスタンスをサポートするのに必要なＳＳＦリソースを管理する。ＩＮ−ＳＭ
は、以下に示すＦＩＭ／ＣＭと相互動作する。

c)

ＦＩＭ／ＣＭ − 単一呼において、非ＩＮサービス論理インスタンスとＩＮサービス論理インス
タンスといった、複数の同時インスタンスをサポートするためのメカニズムを提供する、ＳＳＦ内
のエンティティである。特に、ＦＩＭ／ＣＭは複数のＩＮ、非ＩＮサービス論理インスタンスの起
動を防止することもできる。ＦＩＭ／ＣＭは、単一呼に関して、ＳＳＦ内部に対して統一された呼
／サービス処理の外観図を提供するために、ＢＣＭやＩＮ−ＳＭとこれらの相互動作メカニズムを
統合する。

d)

ＢＣＭのＩＮ−ＳＭとの相互関係

−

ＢＣＭとＩＮ−ＳＭ間の相互動作を取り巻くＦＩＭ／Ｃ

Ｍを通した相互関係である。この相互動作に関連した情報フローは、外からは見えず、ＩＮ能力セッ
ト２でも標準化されない。しかしながら、基本呼／コネクション処理とＩＮ呼／コネクション処理
がどのように相互動作するかを示すためには、この事項の理解が必要である。
e)

ＢＣＭとＩＮ−ＳＭのＦＩＭ／ＣＭとの相互関係

−

ＢＣＭとＦＩＭ／ＣＭ間、及びＩＮ−Ｓ

ＭとＦＩＭ／ＣＭ間の相互動作を取り巻く相互関係である。この相互動作に関連した情報フローは、
外からは見えず、ＩＮ能力セット２でも標準化されない。しかしながら、ＢＣＭ、ＩＮ−ＳＭ、及
びＦＩＭ／ＣＭ を統一するためには、この事項の理解が必要である。
f)

ＳＳＦ／ＣＣＦの機能分割

−

ＩＮ能力セット２のサービス論理インスタンスの相互動作の処

理手段を提供する、ＳＳＦ／ＣＣＦ内の処理とリソースの機能分割のことである。この機能分割は、
同じ呼の着信者に関連するシングルエンドサービス論理インスタンスから、発信者に関連するシン
グルエンドサービス論理インスタンスを分離するため機能する。ＩＮ能力セット２の範囲の中では、
分割されたＳＳＦ発側処理とＳＳＦ着側処理間のサービスフィーチャ相互動作を処理する機能は
ＳＳＦにはない。

図 2-4-1/JT-Q1228-b に示すその他の外観は、ＩＮ能力セット２では規定されていないが、存在するものと
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仮定してある。

4.2

基本呼管理（ＢＣＭ）

ＢＣＭの簡潔な説明は、4.2.1 節で与えられている。以下に説明されるＢＣＭの特定の項目には、基本呼状
態モデル（ＢＣＳＭ）、ＩＮサービス論理インスタンスを起動させる基本呼／コネクションイベント、及び
動作中のＩＮサービス論理インスタンスへ報告すべき基本呼／コネクションイベントが含まれる。これらの
項目の詳細は、以下に示される。

4.2.1

ＢＣＳＭ

本標準では、ＢＣＳＭは、ユーザへの通信路の生成及び保守に要求されるＣＣＦ動作の高度なモデルを提
供する。このように、ＢＣＳＭはＣＣＦの基本呼／コネクション動作の１つのセットとみなされ、どのよう
にこれらの動作が基本呼／コネクションの処理（すなわち、ユーザのための通信路の生成や保守）と相互に
結合されるかを示している。
ＢＣＳＭの多くの側面は、ＩＮサービス論理インスタンスに対して対外的には見えない。しかしながら、
ＩＮ−ＳＭとＦＩＭ／ＣＭに反映されるＢＣＳＭの側面は、ＩＮサービス論理インスタンスから見ることが
できる。ＢＣＳＭのこれらの側面だけが、標準化の対象である。このように、ＢＣＳＭは本来、どのＢＣＳ
Ｍの側面がＩＮサービス論理インスタンスに見えるか、又どのレベルの抽象概念と粒度が適当かを判断する
ために分析されうる、ＣＣＦ動作の表現を提供する解釈ツールである。
ＢＣＳＭは、ＩＮサービス論理インスタンスが基本呼／コネクション制御能力と相互動作することを許可
された時、基本呼／コネクション処理のポイントと認識する。特にＢＣＳＭは、ＩＮサービス論理インスタ
ンスを起動させる、又は動作中のＩＮサービス論理インスタンスへ報告すべき、基本呼／コネクションイベ
ントを記述する枠組みを提供する。また、これらのイベントが検出された呼／コネクション処理のポイント、
及び制御の転送が起こりえる基本呼／コネクション処理のポイントを記述するための枠組みも提供する。
図 2-4-2/JT-Q1228-b に、呼のポイント（ＰＩＣ）、検出ポイント（ＤＰ）、遷移、及びイベントを含む、
ＢＣＳＭの記述が定義されているコンポーネントを示す。ＰＩＣは、ＩＮサービス論理インスタンスに意味
のある、１つ又はそれ以上の基本呼／コネクション状態に関連するＣＣＦ動作を示す。ＤＰは、制御の転送
が起こりうる基本呼／コネクション処理のポイントを示す。遷移は、例えばあるＰＩＣから他のＰＩＣへの、
基本呼／コネクション処理の正常フローを示す。イベントは、ＰＩＣへ、又はＰＩＣからの遷移を起こす。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＳＣＦ

ＳＬＰＩ Ａ

＜情報フロー＞

ＳＳＦ

ＳＣＦアクセス管理

ＩＮローカルリソース
データ管理

ＩＮ交換管理
ＩＮ交換状態モデル
インスタンス
＜ＩＮ−ＳＳＭ＞
＜ＩＮ−ＳＳＭイベント＞

ＩＮローカルリソース
データ

非ＩＮフィーチャ管理

＜リソース制御＞

フィーチャ相互動作／呼管理
基本呼管理
＜ＤＰ処理＞
＜基本呼イベント＞
＜基本呼トリガ＞

ＣＣＦ
ＳＲＦ

ＣＣＡＦ

基本呼リソース
データ管理

＜ＢＣＳＭ＞
ＢＣＭ
ベアラ制御

基本呼リソースデータ

機能グループ／

ＣＣＦ

＜ＸＸＸ＞ 認識される項目

エンティティ
ベンダ特有となりうる
管理されるデータ

相互動作

機能グループ
本標準ではモデルのみを規定し、機能内容は規定しない

＊

図２−４−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＳＳＦ／ＳＣＦモデル − 発信者に関するシングルエンドＳＬＰＩ
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ＩＮ能力セット２のＢＣＳＭは、基本的な二者間の呼の既存の交換処理をモデル化すべきであり、図
2-4-1/JT-Q1228-b で反映されている発側と着側間の機能分割を反映すべきである。加えて、ＢＣＳＭの中で
ＣＣＡＦ機能が明確にモデル化されていないが、ＩＮ能力セット２でサポートされる個々のアクセス形態に
は、信号イベントとＢＣＳＭイベント間のマッピングが必要である。
ＢＣＳＭは一般的なものなので、実際のアクセス形態に適用されないイベントを記述するかもしれない。
どのように各アクセス形態をＢＣＳＭに適用するかの記述と理解が重要である。
遷移

イベントｍ
遷移に関連した
イベント
イベントｎ
ＤＰａ
ＰＩＣｉ

ＤＰｂ
ＰＩＣｊ

図２−４−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＢＣＳＭ コンポーネント

4.2.2

ＩＮ能力セット２のＢＣＳＭの説明

本節で記述するＩＮ能力セット２のＢＣＳＭは、ＩＮ能力セット２に適用できるよう見直されたＩＴＵ−
Ｔ勧告Ｑ．１２０４付属資料ＡおよびＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ１２１８−ｂのＢＣＳＭ全体に基づいている。
図 2-4-3/JT-Q1228-b に描かれているように、呼の発側の機能分割が示される。この図は、ＳＳＦ／ＣＣＦ
の中の機能分割されたＢＣＭで管理される、発側ＢＣＳＭを示している。この説明は、ＩＮサービス論理イ
ンスタンスに可視的な、ＢＣＳＭの外観図、及びＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦ間の情報フローの本質を認識する
開始点である。（１２章を参照）
以下の説明では、ＰＩＣはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の概要的な呼状態と密接に関連している。これは、
ＰＩＣとＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態間の関係の詳細で正式な定義は意図せず、ＰＩＣを理解する際
に使用する参照点のみを意図している。そのため、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態が、以下で考慮され
ていない状態を通過する可能性が多分にある。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＰＩＣを何回か通過する場合、１つの呼セッションの間に提供されるサービス間での独立を可能とするた
めに、発（制御側）ユーザが解放するまでその呼に関するデータセットを保持し、呼処理がＰＩＣを通過す
る時にソフトウェアリソースが一貫した状態に戻ると保証することが、それぞれのＰＩＣで必要である。
各ＰＩＣに、もし可能ならば保持されなければならないＢＣＳＭ情報の初期リストが与えられる。全ての
ＰＩＣで利用可能な情報は、発側ＢＣＳＭの記述の最初に与えられている。
トリガ検出ポイントでＳＣＦに送信される情報は、ここで記述される情報のサブセットである。他の情報
はＰＩＣでの処理に使用されないか、下位の呼処理のためのみに使用され、このＰＩＣで利用可能かもしれ
ない。
発側ＢＣＳＭでは、「発側」が発側ＤＰ名の前に必ず付与される。
参照を容易にするため、各ＰＩＣの入出イベントで示される遷移に関連するＤＰをＰＩＣの記述にあわせ
て挙げている。

4.2.2.1

ＩＮ能力セット２の発側ＢＣＳＭ

発側ＢＣＳＭは、発信者と関連するＢＣＳＭに対応する。（図 2-4-3/JT-Q1228-b 参照）
以下の情報が、発側ＢＣＳＭの全てのＰＩＣで利用可能である。
− サービスキー(Service Key)
− その他呼情報(MiscCallInfo)

− 本標準第５編参照。

＊

− ＤＰ種別(要求)とＤＰ割当（加入者回線、または局ごと）のシ

ーケンスである。

＊
＊

− 発ユーザ種別（Calling Party Category） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 発ユーザ種別信号情報参
照。
− 端末種別（Terminal Type） − 本標準第５編参照。ＳＣＦは、使用する最も適切なユーザ相互動
作の形式（例えばインバンドアナウンス）を決定するためにこれを使用する。この情報は、発側の
加入者線交換機でのみ得られる。
− ＩＳＤＮアクセス関連情報（ISDN Access Related Information） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ ア
クセス転送パラメータ参照。
− 付加発番号(Additional Calling Party Number)

−

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２

汎用番号情報参照。

発側ＢＣＳＭの各ＰＩＣの説明は、以下に記述される。

注：ＰＩＣに関するより詳しい情報は 4.2.4 節のＢＣＳＭ通知を参照のこと。

4.2.2.1.1

発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)

＊

入イベント：
以前の呼の切断や解放（ＤＰ９：発側−切断(O_Disconnect)、ＤＰ１０：発側−途中放棄(O_Abandon）、
又は完了したＳＳＦ／ＣＣＦによる例外のデフォルト処理

機能：
− インタフェース（加入者線／トランク）が空きである（呼が存在しない、呼番号が存在しない、等）。
呼は監視状態にある。
− 発呼を望む発信者から通知があった時（例えば、オフフック、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１「呼設定」
（SETUP）メッセージ、ＩＳＤＮユーザ部「アドレス」（IAM）メッセージ）、その話者の持つ機
能（例えば、伝達能力、回線制限）に伴う発呼の権利／能力を検証する。発側リソースが異なれば
（例えば加入者線とトランク）実行される許可種別が変わるかもしれない。
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利用可能な情報：
発呼イベントを検出した後、 ＳＳＦ／ＣＣＦは記載されている制限内で、発側に関連する以下の情報
が利用可能であると想定される。もしＳＳＦ／ＣＣＦが発呼を認めないと判断すれば、許可失敗の理由
も又通知される。
− 伝達能力（Bearer Capability） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ ユーザ・サービス情報と、ＴＴＣ
標準ＪＴ−Ｑ９３１ 伝達能力情報要素を参照。
− 発番号（Calling Party Number） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 発番号信号情報参照。この情報
は、非ＩＳＤＮ加入者線のＳＳＦ／ＣＣＦで利用可能であり、Ｎｏ．７信号方式トランクでも利用
可能であるが、旧式な信号をサポートするトランクからは利用できない。ＤＳＳ１インタフェース
では、「呼設定」（SETUP）メッセージで提供される情報や、発呼者に割り付けられたデフォルト
番号によって決定される。（以下のＩＳＤＮ呼設定情報参照）
− サービスプロファイル識別子（ＳＰＩＤ：Service Profile Identifier） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３
２付属資料Ａ参照。もしこのＳＳＦ／ＣＣＦ上のＢＲＩインタフェースによって発信者が提供され
るなら、この情報はＳＳＦ／ＣＣＦで利用されるかもしれない。
− 着番号（Called Party Number） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 着番号信号情報参照。順方向で、
着信者の識別に使用される。トランクか、ＩＳＤＮ加入者線でのみ利用可能である。
− 契約者番号（Contractor Number） − 本標準第５編参照。この情報は、非ＩＳＤＮ加入者線の

＊

ためのＳＳＦ／ＣＣＦか、又はＳＳＦ／ＣＣＦによって提供されるＩＳＤＮインタフェース、及

＊

びＮｏ．７信号方式をサポートするトランクで利用可能だが、旧式な信号をサポートするトラン

＊

クからは利用できない。

＊

− ＩＳＤＮ呼設定フィーチャ関連情報 − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１参照。ＳＳＦ／ＣＣＦは、Ｄ
ＳＳ１インタフェースからの「呼設定」（SETUP）メッセージを受信し、この「呼設定」（SETUP）
メッセージは以下の情報を含むことができる。
− 伝達能力（Bearer Capability） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ 伝達能力情報要素参照。
− 経過識別子（Progress Indicator） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ 経過識別子情報要素参照。
− キーパッドファシリティ（Keypad

Facility）

−

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１

キーパッド

ファシリティ情報要素参照。この情報要素は、着番号、又は着サブアドレスを含むような「呼
設定」（SETUP）メッセージには期待されない。
− フィーチャアクティベーション（Feature activation） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２ フィー
チャアクティベーション情報要素参照。
− 発番号（Calling Party Number） −
− 着番号（Called Party Number） −

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ 発番号情報要素参照。
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ 着番号情報要素参照。

着番号情報要素は、一括手順送信を使用し、キーパッド情報要素が存在しないときに送信され
る。着番号情報要素の中の、番号種別と番号計画識別子フィールドが 不定（unknown） に
設定されるとき、ＳＳＦ／ＣＣＦは、キーパッド情報要素で受信した数字列情報として扱う。
− 発サブアドレス（Calling party subaddress）と着サブアドレス（Called party subaddress） −

Ｔ

ＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１ 発サブアドレス情報要素と着サブアドレス情報要素参照。
− ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２に定義されているその他の情報。ＩＳＤＮ付加サービスの制御のた
めの一般的手順を持たせることができる。これには、ＳＣＦにとって重要な情報もあるかもし
れない。

− ＩＳＤＮユーザ部ＩＡＭフィーチャ関連情報。ＩＡＭは、以下の情報を含むことができる。（ＴＴ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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Ｃ標準ＪＴ−Ｑ７６２、同Ｑ７６３参照）
− 接続特性表示（Nature of connection indicators） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３ 接続特性表
示パラメータ参照。
− 順方向呼表示（Forward call indicators） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３ 順方向呼表示パラ
メータ参照。発信者のアクセスがＩＳＤＮ又は非ＩＳＤＮのどちらであるかを認識し、エン
ド・エンドのＮｏ．７信号方式をサポートするコネクションが要求されているかどうかの指示
を与える。
− ユーザ・サービス情報（User service information） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ ユーザ・
サービス情報パラメータ参照。このパラメータはＩＮ能力セット２の目的のために、音声、３．
１kHz オーディオ、非制限デジタル情報（６４kbit/s）、あるいは非制限デジタル情報のような
回線モードの呼を定義する。
− 着番号（Called Party Number） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 着番号パラメータ参照。
− 発番号（Calling Party Number） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 発番号パラメータ参照。
− 汎用番号（Generic Number） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 汎用番号パラメータ参照。Ｉ
ＡＭ中に、汎用番号パラメータがあってもよい。
− 契約者番号（Contractor Number） − 本標準第５編参照。

＊

− ＩＡＭに含まれるかもしれないその他のパラメータ。これらのパラメータは、コネクション内
の他の交換機によって提供されるフィーチャ（例えば順方向に進む呼に関連する情報）により
含まれるかもしれない。これには、ＳＣＦにとって重要な情報があるかもしれない。

− 呼で既に起動されている交換機ベースのフィーチャに関連する任意の情報も利用可能である。

出イベント：
− 発呼の生成の要求と（例えば、オフフック、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１「呼設定」（SETUP）メッ
セージ、ＩＳＤＮユーザ部「アドレス」（IAM）メッセージ）、確認された発呼を生成する権利／
能力（ＤＰ１：発呼分析完了）の指示。
− 以下の例外出イベントが、ＰＩＣ１に適用可能である。もし呼がＰＩＣ１処理中にこれらの例外と
遭遇した場合、これらはＤＰと一致しないため、このＰＩＣでは例外イベントを見ることができな
い。
− 発信者が切断すると、発側−途中放棄が起こる。例えば、このイベントは以下の１つからもた
らされる。
− ＳＳＦ／ＣＣＦは、フッキング検出タイマにより、非ＩＳＤＮ加入者線でサービス提供される
発信者からのオンフック指示を受信する。
− ＳＳＦ／ＣＣＦは、ＤＳＳ１インタフェースによってサービス提供される発信者から、呼を解
放するメッセージを受信する。
− ＳＳＦ／ＣＣＦは、旧式なトランクから切断指示を受信する。
− ＳＳＦが、Ｎｏ．７信号方式トランクから「解放」（RELEASE）メッセージを受信する。
− 拒否された発呼生成の権利／能力（例外）

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態：０．空
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4.2.2.1.2

発呼分析（Authorize_Origination_Attempt）

4.2.2.1.3

情報収集(Collect_Information)

＃

入イベント：
発呼を要求（例えば、オフフック、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１「呼設定」（SETUP）メッセージ、

＊

ＩＳＤＮユーザ部「アドレス」（IAM）メッセージ）、及び検証された発呼に対する権利／能力の表

＊

示（ＤＰ１：発呼分析完了(Origination_Attempt_Authorized)）。

＊

機能：
− 最初の情報パッケージ／ダイヤル番号（例えば、サービスコード、プレフィックス、ダイヤルされ
たアドレス番号）は、発側から収集される。情報は、収集完了を決定するため番号計画に従って検
査される。一括手順信号方式が使用される場合（例えば、一括手順信号を使用するＩＳＤＮユーザ、
入側Ｎｏ．７信号方式トランク）なら、これ以上の動作は要求されない。

利用可能な情報：
ＳＳＦ／ＣＣＦが情報収集の完了を決定した後、ＳＳＦ／ＣＣＦは呼の発側部に関連した以下の利用
可能な情報を持つことが想定される。
− 契約者番号（Contractor Number）、発番号（Calling Party Number）、伝達能力（Bearer
Capability）、サービスプロファイル識別子（Service Profile Identifier）、他のフィーチャ関連情
報 − この情報は、ＰＩＣ１で定義された条件に基づき各アクセス種別に利用可能である。
− 収集情報（Collected Information）は、以下に記述されている。

非ＩＳＤＮ加入者線やＤＳＳ１インタフェースからの収集情報は、以下の１つもしくはそれ以上から
なる。
− フィーチャアクティベーション（Feature activation） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２ フィー
チャアクティベーション情報要素参照。あるフィーチャアクティベータを受信した後に有効な
顧客別番号計画（ＣＤＰ：Customized Dialing Plan）が決定するならば、番号計画に従って、引
き続き番号が収集されるべきである。あるフィーチャアクティベータを受信した後で有効なＣ
ＤＰが決定したならば、可変長の数字が収集されるべきであり、引き続き、フィーチャアクティ
ベーション識別子と収集情報が知らされる。
− プレフィックス（Prefix） − 本標準第５編参照。
− 事業者アクセスコード（Carrier Access Code） − 本標準第５編参照。発信者は、事業者アク
セスコード（ＣＡＣ）（例えば、この呼で使用するための１０ＸＸＸや１０１ＸＸＸＸ）をダ
イヤルしてもよい。
− 収集アドレス情報（Collected Address Information） − 本標準第５編参照。番号計画毎に利用
可能。
− 番号計画表示（Numbering Plan Indicator） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 番号計画表示信
号情報参照。
− 収集数字（Collected Digits）

− 本標準第５編参照。決まったフィーチャアクティベーショ

ン、あるいはＣＤＰでアクセスコードがダイヤル化された後、有効な番号計画が決まれば、通
常の桁間タイミングを用いて可変長の番号が収集されるべきである。この場合、これらの収集
数字もこの時に知らされる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

旧式なトランクインタフェースから収集された情報は、以下の１つもしくはそれ以上の情報からなる。
− 契約者番号（Contractor Number） − 本標準第５編参照。これは、発側トランク（網運用

＊

者特有）でＭＦ信号が使用されるとき、旧式トランクからのみ知らされる。この場合、契約

＊

者番号は分割発呼パルス出力の第２段階で提供される。

＊

− 収集アドレス情報（Collected Address Information） − 非ＩＳＤＮ加入者線、又はＤＳＳ１イ
ンタフェースでは、上記のように定義される。
− 番号計画表示（Numbering Plan Indicator） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 番号計画表示信
号情報参照。受信した情報は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｅ．１６４に準拠していることが期待される。
− プレフィックス（Prefix）

−

非ＩＳＤＮ加入者線、又はＤＳＳ１インタフェースでは、上

記のように定義される。

Ｎｏ．７信号方式トランクインタフェースからは、収集情報はＩＳＤＮユーザ部着番号及びＩＳＤＮ
ユーザ部ＩＡＭフィーチャ関連情報の内容として、上記に記述されている他のフィーチャ関連情報から
提供される情報からなる。

出イベント：
− 発信者からの完全な初期情報パッケージ／ダイヤル番号が有効。（このイベントは、一括手順信号
の場合、既に提供されている。この場合は本ＰＩＣでの留保時間はない）
− 以下の例外出イベントが、ＰＩＣ２に適用可能である。
− 収集タイムアウト、情報収集失敗、無効情報、及び発側−途中放棄(O_Abandon)
− 収集タイムアウトイベントは、通常の桁間タイマ満了までに、呼の処理に充分な情報がＳＳＦ
／ＣＣＦによって受信されなかったとき検出される。Ｎｏ．７信号方式トランクでのこのイベ
ントは、呼の処理に必要な情報を含まないＩＡＭに相当する。この場合、これらはタイミング
（タイミングはＩＳＵＰ分割発呼送信に関連するかもしれない）に関係しないかもしれない。
（例外）
− 情報収集失敗イベントは、交換機リソースの不足（例えば、ディジットレシーバが利用可能で
ない）から、ＳＳＦ／ＣＣＦが情報収集を実行できないとき検出される。（例外）
− 例えば、受信した情報が有効な番号計画に反するなど、発信者から受信した情報が利用可能で
ない時、無効情報イベントが生じる。（例外）
− ＰＩＣ１で記述されている発側−途中放棄(O_Abandon)。この場合、相当するＤＰでイベント
を認識することができる。（発側−途中放棄(O_Abandon)ＤＰ）

コメント：ダイヤル終了を決定するため、番号分析が要求される。しかしこの分析は、ＰＩＣ３（情報
分析）で起動する残りの番号分析から分割できるようモデル化されてもよいと想定できる。これらは、
インプリメントを制限することを意図するものではない。しかし、交換機は閉域番号計画のために記述
された分割可能な外観図を、外部に提供すべきである。（注１）

ＩＳＤＮ一括発呼の場合、発呼分析完了(Origination_Attempt_Authorized)検出ポイント（ＤＰ１）で「呼
設定」（SETUP）メッセージを受信することで、ＢＣＳＭはＰＩＣ２の処理をせずにＰＩＣ２を素通り
して、情報収集完了(Collected_Information)検出ポイント（ＤＰ２）に遷移する。発信者から初期情報の
パッケージ／番号を受信したとき、ＢＣＳＭはＤＰ２へ遷移することに注意すること。−これは、呼処
理の継続に充分な情報を受信したときに生じる（例えば、ＩＳＤＮの場合のＭＦパルスの分割発呼送信
の様な時）。具体的には、ＤＰ２がトリガ検出ポイント−要求（ＴＤＰ−Ｒ）として設定されている時
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に各数字を順番に受信する場合において、ＴＤＰ判断基準に遭遇したかどうかを判断するのに充分な情
報が受信された時、ＳＳＦは最初のＤＰ要求（すなわちイニシャルＤＰ(Initial DP)情報フロー）をＳＣ
Ｆへ送出する。ＢＣＳＭ処理は中断されるが、更に数字を収集する。いつ十分な情報が利用可能かを判
断するのは網運用者特有である。（注２）

注１：この分割された外観図は、ＤＰ２（情報収集完了(Collected_Information)）やＤＰ３（情報分析完
了(Analysed_Information)）のような異なるＤＰのサポート、及びＳＣＦへ、ＴＤＰやＥＤＰに対応
する情報フローを分類することで提供される。
注２：ある網では、ＣＣＦ／ＳＳＦがいつ着番号情報が完了したかを判断できないかもしれない。従っ
てそのような網では、着番号情報が完了する前にＤＰ２に対するＴＤＰ判断基準に遭遇するかもし
れない。

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態：１．発呼および２．分割発呼（オプション）

情報分析(Analyse_Information)

4.2.2.1.4

入イベント：
発信者からの完結した初期情報パッケージ／ダイヤル番号が有効である。

＊

機能：
ルーチングアドレスと呼種別（例えば、加入者線交換機の呼、中継交換機の呼、国際交換機の呼）を
決定する番号計画に従って、解析かつ／または翻訳される情報。

このＰＩＣの処理の結果の１つは、ルーチングアドレスの決定である。
1)

着番号のみ（着番号はＳＳＦにより提供される）

利用可能な情報：
ＳＳＦ／ＣＣＦが情報を解析したと判断した後、ＳＳＦ／ＣＣＦは呼の発側に関連する、以下の利用
可能な情報を持つことが想定される。
− 契約者番号（Contractor Number）、発番号（Calling Party Number）、伝達能力（Bearer
Capability）、サービスプロファイル識別子（Service Profile Identifier）、及び他のフィーチャ関
連情報。この情報は、ＰＩＣ１で定義された条件下の各アクセス種別に利用可能である。
− 収集情報の分析結果は以下に記述されている。

非ＩＳＤＮ加入者線やＤＳＳ１インタフェースからの情報は、以下の１つもしくはそれ以上からなる。
− 着番号（Called Party Number） − 番号計画毎による
− 番号計画表示（Numbering Plan Indicator） − ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２ 番号計画表示信
号情報参照
− 収集情報（Collected Information） −

フィーチャアクティベーション（Feature Activation）、

プレフィックス（Prefix）、事業者アクセスコード（Carrier Access Code）、収集アドレス情報
／番号（Collected Address Information / Digits）

旧式又はＮｏ．７信号方式トランクインタフェースからの情報は、以下の１つもしくはそれ以
上からなる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

− 契約者番号（Contractor Number） − ＰＩＣ１（Ｎｏ．７信号方式トランクの時）で定義
されている。

＊
＊

− 着番号（Called Party Number）と番号計画表示（Numbering Plan Indicator）（上記の非ＩＳＤＮ
加入者線やＤＳＳ１インタフェースで定義されている）
− 収集情報（Collected Information） − ＰＩＣ２で記述されている、収集アドレス情報（Collected
Address Information）、プレフィックス（Prefix）。

出イベント：
− ルーチングアドレスとアドレス種別が有効（ＤＰ３：情報分析完了(Analysed_Information)）
− 以下の例外出イベントが、ＰＩＣ３に適用可能である：発側−途中放棄(O_Abandon)と無効情報
− 無効情報イベント（例えば、誤った番号）。（例外）
−

ＰＩＣ１に記述されている発側−途中放棄(O_Abandon)イベント。この場合、相当するＤＰに
よりイベントを認識することができる。（発側−途中放棄(O_Abandon)ＤＰ）

コメント：ルーチングアドレスは、このような場合でも、最終物理ルートが既に決定してしまった事を
意味しているわけではない（例えば、代表回線群がまだ検索されていない、まだディレクトリ番号が物
理ポートアドレスに変換されていない）。

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態：該当なし

4.2.2.1.5

ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)

（次の一般的に考えられるＢＣＳＭ

＊

ＰＩＣ類を全て包含する。ルート選択、呼設定承認、呼の接続、

及び発側−呼出中）

入イベント：
− ルーチングアドレスが有効（ＤＰ３：情報分析完了(Analysed_Information)）

機能：
− ルーチングアドレスが翻訳される。次のルートが選択される。これは、ディレクトリ番号の物理ポー
トアドレスへの変換等を含むかもしれない。リソースグループ（例えば、代表回線群、トランクグ
ループ）の中にある個々の回線リソースは選択されない。単一の（グループでない）リソースが選
択される場合もある（例えば、アナログ加入者線インタフェースの場合）。
− この呼の発呼者に与えられた権利を認証する（例えば、ビジネスグループ制限、課金制限、ルート
規制）。実行される認証の種別は、一般的に発側リソース種別（例えば、加入者線対トランク）に
依存している。
− 呼は、着側で処理される。呼設定の継続処理（例えば、リンギング、可聴音送出）が行われる。 着
信者が呼に応答したという着側からの表示を待つ。

利用可能な情報：
ＳＳＦ／ＣＣＦがルートの選択を決定した後、呼設定が許可され（着側へ）送信される。ＳＳＦ／Ｃ
ＣＦは記載されている制限内で、以下の情報が利用できると想定される。
− 契約者番号（Contractor Number）、発番号（Calling Party Number）、伝達能力（Bearer
Capability）、サービスプロファイル識別子（Service Profile Identifier）、及び他のフィーチャ
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＊

関連情報 − この情報は、ＰＩＣ１で定義された条件下の各アクセス種別に利用可能である。
− 分析結果（Analysis Results） − ＰＩＣ３の記述を参照。
− ルーチング情報（Routing Information）：ある呼に対して指定された１つ以上のルート（ＳＣＦ
か、ＳＳＦ／ＣＣＦに記憶された情報部によって指定される）があるとき、ＳＳＦ／ＣＣＦは
この呼に対してどのルートが試行され、次にどちらのルートを選択するかを記憶している。

出イベント：
− 呼が着信者によって受け付けられ、応答されたことを示す着側からの表示（例えば、着信者のオフ
フック、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１「応答」（CONNECT）メッセージ受信、ＩＳＤＮユーザ部「応
答」（ANM）メッセージ受信）。（ＤＰ７：発側−応答(O_Answer)）
− ルート話中イベントが検出されるのは以下の場合である。
1)

ルート閉塞を示す着側話中イベントの表示

2)

ルート閉塞を示す呼拒否イベント（加入者線交換機以外の交換機で、ルート閉塞を検出した場
合に受信）を、呼の着側部から受信した時。

− 以下の例外出イベントが、ＰＩＣ４で適用可能である：
ルート選択失敗(Route_Select_Failure)、発側−着信者話中(O_Called_Party_Busy)、発側−無応答
(O_No_Answer)、及び発側−途中放棄(O_Abandon)
− ルート選択失敗(Route_Select_Failure)イベントは、全てのルートが塞がっているという通知をＳ
ＳＦ／ＣＣＦが受信したとき生じる。このイベント（例えば、適切な空きルートがない）は、
ルート選択失敗(Route_Select_Failure)ＤＰへ導かれる。
− 発側−着信者話中(O_Called_Party_Busy)イベントは、ユーザ話中（すなわち、網が決定するユー
ザ話中）を規定している着側話中イベントの通知を呼の着側部から受信したとき起動される。
このイベントは、ユーザ話中（すなわち、網が決定するユーザ話中）を規定している呼拒否イ
ベントの通知を呼の着側から受信したときも生じる。このイベントは、発側−着信者話中
(O_Called_Party_Busy)ＤＰへ到達する。
− 発側−無応答(O_No_Answer)イベントは、発信者が着側からの応答通知を規定時間内に受信し
ない場合に生じる。このイベントは、発側−無応答(O_No_Answer)ＤＰへ到達する。このイベ
ントは、ＳＳＦ／ＣＣＦが呼の着側からの無応答表示を受信しなかった時も生じる。
− 発側−無応答(O_No_Answer)イベントは、ＩＮのイベントである。これは、発側−無応答
(O_No_Answer)トリガが割り付けられ、検出される場合、あるいはＢＣＳＭイベント報告要求
(RequestReportBCSMEvent)オペレーションにより要求される場合にのみ生じる。
− 発側−途中放棄(O_Abandon)イベントはＰＩＣ１に記述されている。この場合、相当ＤＰでイ
ベントを認識することができる。（発側−途中放棄(O_Abandon)ＤＰ）

− この呼を生成する発信者の権利が拒否される（例えば、ビジネスグループ制限の不一致や、発側加
入者線が市外発信を規制されている）。（例外）

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態：４．呼出通知

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.2.2.1.6

呼設定認証（Authorize_Call_Setup）

＃

4.2.2.1.7

呼送出（Send_Call）

＃

4.2.2.1.8

発側−呼出中（O_Alerting）

＃

4.2.2.1.9

発側−通信中(O_Active)

入イベント：
着信者が呼を受け付け、応答した旨の着側からの通知（ＤＰ７：発側−応答(O_Answer)）

機能：
発信者と着信者間のコネクションを確立する。課金データのメッセージが収集されているかもしれな
い。呼は監視状態にある。

利用可能な情報：
ＳＳＦ／ＣＣＦが、着側から呼の応答が完了したという通知をいったん受信すると、ＳＳＦ／ＣＣＦ
は、記述してある制限内で以下の情報が利用可能であると想定される。
− ＰＩＣ４と同等の情報
− フィーチャアクティベーション（Feature Activation）

−

発信者からのサービスあるいは

フィーチャ要求（例えば、ＤＴＭＦ信号、フッキング、ＩＳＤＮフィーチャアクティベータ、
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２ 「保留」（HOLD）あるいは「保留解除」（RETRIEVE）メッセー
ジ）

出イベント：
− 発信者から受信されたサービス／サービスフィーチャ要求（例えば、ＤＴＭＦ信号、フッキング、
ＩＳＤＮフィーチャアクティベータ、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２ 「保留」（HOLD）あるいは「保
留解除」（RETRIEVE）メッセージ）。（ＤＰ８：発側−通信中信号(O_Mid_Call)）
− 発信者、あるいは着信者から受信した切断通知（例えば、オンフック、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１
「切断」（DISCONNECT）メッセージ、Ｎｏ．７信号方式「切断」（REL）メッセージ）。（ＤＰ
９：発側−切断(O_Disconnect)）
− コネクション失敗が生じた時（例外）

コメント：
− 着信者が切断したとしても、切断タイミングの満了前であれば再接続する。この場合、呼は発側
−通信中(O_Active)ＰＩＣに留まる。

＊
＊

− 切断タイミングを適用するとき、切断表示と処理が非同期である。切断処理とタイミングは、ＤＳ
Ｓ１インタフェースの発呼とアナログ加入者線インタフェースの発呼の場合とでは異なる。

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の呼状態：１０．通信中

該当するＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１の切断への呼状態：
１１．切断要求、１２．切断通知、１９．解放要求

4.2.2.1.10

発側−中断（O_Suspended）

4.2.2.1.11

発側−例外(O_Exception)

＃

入イベント：
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ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

（上記の各ＰＩＣで記述されている）例外条件と遭遇した。

機能：
例外条件のデフォルト処理が提供される。これは以下に示すように、リソースが不適切に割り付けられ
たままにならないことを保証するのに必要な、一般的な動作を包含する。
− ＳＳＦとＳＣＦ間になんらかの相互関係が存在する場合、相互関係を終了して、全ての留保中
の呼処理指示を完結できないことを通知（注１）するために、ＳＣＦにエラー情報フローを送
信する。（例えば、付属資料Ｆ参照）
− ＳＳＦ／ＣＣＦは、新たな呼に対して加入者線、トランク及び他のリソースが利用できるよう
に、ＳＳＦ／ＣＣＦ内のリソースの解放を確実に行うため、各ベンダが個々に持つ特有手順を
利用すべきである。

注１：これは、相互関係を終了して（すなわちＴＣトランザクションを終了する）、全ての留
保中のオペレーションを完結できないことを通知するために、アボートプロトコル手順を介し
て物理プレーンで処理されるべきである。

利用可能な情報：
例外状態が発生したことをＳＳＦ／ＣＣＦがいったん決定すると、ＳＳＦ／ＣＣＦには、ＰＩＣ内で
例外が発生した時と同様の利用可能な情報を備えていると想定される。

出イベント：
ＳＳＦ／ＣＣＦによる例外状態のデフォルト処理が完了する。（発側−空き＆発呼分析
(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)ＰＩＣに遷移）

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

１．発側−空き＆ 発呼分析
O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt

発側−途中放棄

１０

６．発側−例外
O_Exception

発呼分析完了

O_Abandon
１

Orig . Attempt_Authorized

２．情報収集
Collect_Info.

情報収集完了

２

Collected_Info .

３．情報分析
Analyse_Info.

情報分析完了

３

Analysed_Info .

４
４．ルート選択＆呼出中

ルート選択失敗

Route_Select_Failure

Routing_&_Alerting

５
発側−着信者話中

O_Called_Party_Busy
６
発側−無応答

O_No_Answer
発側−応答
発側−切断

７

O_Answer

O_Disconnect
５．発側−通信中
O_Active

９

８

凡例：
発側−通信中信号

O_Mid_Call

：遷移

：ＴＤＰ−Ｒとして適用

：呼のポイント
（ＰＩＣ）
：非適用ＤＰ

：ＥＤＰ−Ｒとして適用
：ＥＤＰ−Ｎとして適用

図２−４−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＩＮ能力セット２の発側ＢＣＳＭ
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ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

4.2.2.2
4.2.3

ＩＮ能力セット２の着側ＢＣＳＭ

＃

ＩＮ能力セット２呼モデルにおけるＢＣＳＭ再開ポイントとＩＮ遷移

Ａ．ＩＮ能力セット２に対する再開ポイントと基本呼を越えるＩＮ遷移

＊

表 2-4-1/JT-Q1228-b は、ＩＮ能力セット２発側呼モデルに対する再開ポイントへの可能な遷移を列
挙したものである。

＊
＊

表２−４−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
基本呼を越えるＩＮ遷移−発側呼モデル

遷移元検出ポイント

遷移先再開ポイント

発呼分析完了

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

(Origination_Attempt_Authorized) ＤＰ
情報分析完了(Analysed_Information) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

発側−着信者話中(O_Called_Party_Busy) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

発側−無応答(O_No_Answer) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

Ｂ．ＩＮ能力セット２に対する全ての遷移のセット

＊

表 2-4-2/JT-Q1228-b と図 2-4-4/JT-Q1228-b は、ＩＮ能力セット２発側呼モデルに対する可能な遷移の完
全なセットを記述したものである。

＊

表２−４−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ（１／２）＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＩＮ能力セット２発側呼モデルに対する遷移の完全なセット

遷移元

遷移先

発呼分析完了

情報収集(Collect_Information) ＰＩＣ

(Origination_Attempt_Authorized) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

情報分析完了(Analysed_Information) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ
ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting) ＰＩＣ

発側−着信者話中(O_Called_Party_Busy) ＤＰ

発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ
情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

発側−無応答(O_No_Answer) ＤＰ

発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ
情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

発側−応答(O_Answer) ＤＰ

発側−通信中(O_Active) ＰＩＣ

発側−切断(O_Disconnect) ＤＰ

発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_
Authorize_Origination_Attempt) ＰＩＣ

発側−途中放棄(O_Abandon) ＤＰ

発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_
Authorize_Origination_Attempt) ＰＩＣ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

＊

− 28 −

表２−４−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ（２／２）＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＩＮ能力セット２発側呼モデルに対する遷移の完全なセット

遷移元
発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_
Origination_Attempt) ＰＩＣ
情報収集(Collect_Information) ＰＩＣ

遷移先
発呼分析完了(Origination_Attempt_
Authorized) ＤＰ
発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ
発側−途中放棄(O_Abandon) ＤＰ

情報分析(Analyse_Information) ＰＩＣ

発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ
発側−途中放棄(O_Abandon) ＤＰ
情報分析完了(Analysed_Information) ＤＰ

ルート選択＆呼出中
(Routing_&_Alerting) ＰＩＣ

発側−着信者話中(O_Called_Party_Busy) ＤＰ
発側−無応答(O_No_Answer) ＤＰ
発側−応答(O_Answer) ＤＰ
発側−途中放棄(O_Abandon) ＤＰ
発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ

発側−通信中(O_Active) ＰＩＣ

発側−切断(O_Disconnect) ＤＰ
発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ

発側−例外(O_Exception) ＰＩＣ

発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_
Authorize_Origination_Attempt) ＰＩＣ
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発側−途中放棄
(O_Abandon) ＤＰ 発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_
Authorize_Origination_Attempt)

発側−例外(O_Exception)

発呼分析完了(Origination_
Attempt_Authorized) ＤＰ
情報収集(Collect_Information)
収集タイムアウト
(collect_timeout)
情報収集完了(Collected_
Information) ＤＰ
情報分析

(Analyse_Information)

無効情報
(invalid_information)

情報分析完了(Analysed_
Information) ＤＰ

ルート選択失敗(Route_
Select_Failure) ＤＰ
ルート選択＆呼出中
(Routing_&_Alerting)

サービス不許可
(authorization_failure)

発側−着信者話中
(O_Called_Party_Busy) ＤＰ

発側−無応答(O_No_Answer)
ＤＰ
発側−応答(O_Answer) ＤＰ
発側−通信中(O_Active)
発側−切断
(O_Disconnect) ＤＰ

発側−接続失敗
(o_connection_failure)

基本呼遷移
発側−通信中信号(O_Mid_Call) ＤＰ

基本呼を越えるＩＮ遷移
再開ポイント（ＰＩＣ）
呼のポイント（ＰＩＣ）
検出ポイント（本標準で
非適用のものは、網掛け
で示す）

図２−４−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＩＮ能力セット２発側呼モデルに対する遷移の完全なセット

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.2.4

ＩＮ能力セット２呼モデルにおけるＢＣＳＭ通知
ユーザ・発側ＢＣＳＭ加入者線信号通知

4.2.4.1

定義：以下の通知は、発信者のとる可能な動作に対する網の認識とともに、網のとる動作に対する発信者の
認識の表現を含んでいる。これらの通知は、ユーザ（すなわち発信者）と呼を発信している加入者線交換機
の間のものである。これらは、ユーザ（発側呼モデル）の動作が発側呼モデル（ユーザ）にいかにして影響
を与えるのかについての定義を含む。これらの通知は、加入者線信号（例：ＤＳＳ１、アナログ）およびそ
の他の使用可能な情報から導かれる。図 2-4-7/JT-1228-b はこれらの通知を示している。

通知：
(1) 呼設定を開始するという通知が、ユーザから発側ＢＣＳＭに送られる。
（例：「呼設定」(SETUP)）
(2) 網が発呼出来ないことを示す通知が、発側ＢＣＳＭからユーザに送られる。
（例：「解放完了」(RELEASE COMPLETE)）
(3) 発呼通知を確認応答したという通知が、発側ＢＣＳＭからユーザに送られる。
（例：「呼設定確認」(SETUP ACKNOWLEDGE)）
(4) ユーザが呼（ダイヤリング）情報を発側ＢＣＳＭに送る。
（例：「付加情報」(INFORMATION)）
(5) 呼情報の送信を終了させるための通知が、発側ＢＣＳＭからユーザに送られる。
（例：「呼設定受付」(CALL PROCEEDING)）
(6) 呼情報の送信終了時に、通知がユーザから発側ＢＣＳＭに送られる。
(7) ユーザは、呼が他の通信環境もしくは他網にルーチングされたことを通知される。
（例：「経過表示」(PROGRESS)）
(8) 着信者が呼び出されている時に、通知が、発側ＢＣＳＭからユーザに送られる。
（例：「呼出」(ALERTING)）
(9) 呼が受け付けられた時に、通知が、発側ＢＣＳＭからユーザに送られる。
(10) ユーザは呼が受け付けられたことを確認応答する。
(11) 発側ＢＣＳＭは、着信者が話中状態のため呼を受け付けることが出来ないという通知を、ユーザに
送る。
(12) 発側ＢＣＳＭは、着信者が無応答状態のため呼を受け付けることが出来ないという通知を、ユーザ
に送る。
(13) 呼を終了するというユーザからの通知が、発側ＢＣＳＭにより受け取られる。
(14) 発側ＢＣＳＭは、呼が切断されたことをユーザに表示する。
(15) ユーザは、呼が切断されたことを発側ＢＣＳＭに対して確認応答する。
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(1)
(2)
(3)

発側−例外
(O_Exception)

発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_
Authorize_Origination_Attempt)

発側−途中放棄
(O_Abandon) ＤＰ

(4)

発呼分析完了(Origination_
Attempt_Authorized) ＤＰ

情報収集(Collect_Information)
収集タイムアウト
(collect_timeout)
情報収集完了(Collected_
Information) ＤＰ
(5)
(6)

情報分析(Analyse_Information)
無効情報
(invalid_information)
情報分析完了(Analysed_
Information) ＤＰ
ルート選択失敗
(Route_Select_Failure) ＤＰ

(7)
(8)

ルート選択＆呼出中
(Routing_&_Alerting)

サービス不許可
(authorization_failure)
発側−着信者話中
(O_Called_Party_Busy) ＤＰ

発側−無応答(O_No_Answer) ＤＰ

(12)
(11)
(9)
(10)
(15)
(14)

発側−応答(O_Answer) ＤＰ
発側−通信中(O_Active)
発側−接続失敗
(o_connection_failure)

発側−切断
(13) (O_Disconnect) ＤＰ

基本呼遷移
加入者線信号通知
ＰＩＣ

発側−通信中信号
(O_Mid_Call) ＤＰ

検出ポイント（本標準で非適用
のものは、網掛けで示す）
図２−４−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）

ＩＮ能力セット２ ＢＣＳＭに対するユーザ・発側ＢＣＳＭ加入者線信号通知

注−図 2-4-5/JT-Q1228-b において、ＤＰ上で終端するものとして示されている通知は、交換機によって
受け取られるのであり、ＩＮ ＤＰ処理の一部ではない。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.2.4.2

着側ＢＣＳＭ・ユーザ加入者線信号通知

＃

4.2.4.3

加入者線交換機内ＢＣＳＭ通知

＃

4.2.5

ＢＣＳＭ検出ポイント

ある基本呼イベントおよび接続イベントはＩＮサービス論理インスタンスに見えるかもしれない。ＤＰは、
これらのイベントが検出される呼処理中のポイントである。ＢＣＳＭに対するＤＰは 4.2.2 節で規定されて
いる。
ＤＰに遭遇したことをＩＮサービス論理インスタンスに対して通知し、場合によってはそれ以降の呼処理
に対してＩＮサービス論理インスタンスが関与することを許すために、ＤＰは設定されうる。もしＤＰが設
定されていなければ、ＳＳＦ／ＣＣＦはＳＣＦを巻き込むことなしに呼処理を継続する。ＤＰは、以下の４
つの属性で特徴付けられる。
a)

設定／解除メカニズム − ＤＰの設定をするメカニズム。ＤＰは静的にもしくは動的に設定でき
る。ＤＰは、ＳＳＦにより静的に設定される。静的に設定されたＤＰは、ＳＳＦにより明示的に解
除されるまで存続する。ＤＰは、呼対応ＩＮサービス制御相互関係のコンテキストの中で、ＳＣＦ
により動的に設定される。以下のＤＰ解除規則が適用される。
− 設定されたＥＤＰに遭遇した場合は、それは解除される。
− 関連レグの解放を生じるＥＤＰに遭遇した場合は、そのレグに関する全ＥＤＰが解除される。
− 呼が解放された場合は、その呼に関する全ＥＤＰが解除される。

b)

判断基準 − ＤＰを設定する条件に加えて、ＳＣＦに対してＤＰに遭遇したことを通知するため
に満たされるべき条件。（4.2.6 節参照）

c)

相互関係 − 設定されたＤＰに遭遇し、ＤＰ判断基準が満たされた場合、ＳＳＦは相互関係を介
して情報フローを提供してよい。
i)

この相互関係が、呼／サービス論理処理の目的のためにＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦの間にある場
合、これはＩＮサービス相互関係とみなされる。この相互関係には２つの種類がある。
− ＳＣＦが相互関係を介して呼処理に関与できる場合は、制御相互関係
− ＳＣＦが相互関係を介して呼処理に関与できない場合は、監視相互関係
ＩＮサービス相互関係に関しては、ＤＰに遭遇した時にＳＳＦからＳＣＦに対して与
えられる情報フローは、制御関係を開始するか、または既存の制御関係のコンテキス
ト内にいるか、または既存の監視関係のコンテキスト内にいるかのいずれかとなりう
る。

d)

呼処理中断 − 設定されたＤＰに遭遇し、ＩＮサービス制御相互関係に対するＤＰ判断基準が満
たされた場合、ＳＣＦが以降の呼制御に関与することを許すためにＳＳＦは呼処理を中断してよい。
呼が中断された場合、ＳＳＦはＳＣＦに対して指示を要求する情報フローを送り応答を待つ。呼が
中断されない場合、ＳＳＦはＳＣＦに対してＤＰに遭遇したことを通知する情報フローを送り、応
答を待たない。この属性は、ＤＰを設定するのと同じメカニズムで設定される。

以上の属性に基づき、ＩＮ能力セット２に対しては３種類のＤＰが規定される。そのＤＰの種別は
1)

トリガ検出ポイント−要求 (TDP-R)

2)

イベント検出ポイント−要求 (EDP-R)

3)

イベント検出ポイント−通知 (EDP-N)

である。
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＊

上記ＤＰ種別は、表 2-4-3/JT-Q1228-b に示すＤＰ属性値で定義される。
ＢＣＳＭ

ＤＰは、これらのＤＰ種別のどれでもよい。各ＤＰ種別に対するＤＰ処理は、図

2-4-6/JT-Q1228-b に示され、4.2.8 節で記述されている。
表２−４−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＢＣＳＭ ＤＰ種別

ＤＰ種別

設定

判断基準

メカニズム
TDP-R

静的

ＩＮサービス

中断

サービスフィーチャ例

相互関係
ＤＰ特有

制御相互関係を開始す あり

全部

る
EDP-R

EDP-N

動的

動的

なし

なし

既存の制御相互関係の あり

呼分配、呼再ルーチン

コンテキスト内

グ分配

既存の制御もしくは監 なし

あらゆるサービス

視相互関係のコンテキ

フィーチャに対する課

スト内

金、呼のロギング、呼
の待ち合わせ

4.2.6

ＤＰ判断基準

4.2.5 節で述べたように、ＤＰ判断基準とは、ＳＣＦに対してＤＰに遭遇したことを通知するために満たさ
れるべき条件のことである。これらの判断基準は、効果の範囲の観点から以下に規定されるように、ＤＰに
割り当てられる。
− 加入者線毎の判断基準
この種別の判断基準は、各加入者線に適用される。例えば、ユーザＡが発呼する場合、ＳＣＦ処理
が起動される。この判断基準は、ユーザＡに対して特有であるといえる。
− 局毎の判断基準
この種別の判断基準は局全体に適用される。交換システムで生成されたあらゆる呼がこの判断基準
に従う。例えば、登録済みフリーフォン番号にアクセスする呼はどれも検出され、ＳＣＦ処理が起
動される。

以下の判断基準が、ある与えられたＤＰに対して適用可能な、ＩＮ能力セット２に対するＤＰ判断基準で
ある。
− トリガ割当済み（他の判断基準に無条件／条件付き）
− 特定数字列

上に列挙したＤＰ判断基準に関してはＴＤＰにのみ適用されることに注意すべきである。イベント検出ポ
イント（ＥＤＰ）に対するＤＰ判断基準は、ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)情報フ
ローにより提示される。さらに、ある与えられたＤＰに対しては、１つ以上のＤＰ判断基準が適用できるこ
とに注意すべきである。
ある与えられたＴＤＰに対して適用可能な、ＩＮ能力セット２に対するＤＰ判断基準は、以下のように定
義される。
1)

トリガ割当済み（注）（他の判断基準に無条件／条件付き） − 加入者線毎もしくは局毎に割り

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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当てられたＴＤＰの設定／解除状態の表示

注− あるＤＰが常に条件付きになることはありうる。

トリガ割当済み判断基準は、単独に、あるいはＴＤＰに対する他の判断基準と共に用いられる。あ
るＴＤＰにおいて、トリガ割当済み判断基準が無条件の場合は、これは単独で用いられる。（ＴＤ
Ｐに遭遇したことをＳＣＦに通知する前に、そのＴＤＰでは他のＤＰ判断条件は満たされる必要は
ない。）あるＴＤＰにおいて、トリガ割当済み判断基準が条件付きの場合は、これはそのＴＤＰに
おける他の判断基準との組み合わせで用いられる。（ＴＤＰに遭遇したことをＳＣＦに通知する前
に、組み合わせ中の他の全てのＤＰが、満たされる必要がある。）全てのＤＰに適用される。（全
ＤＰがＴＤＰとして提供できる。）

2)

特定数字列 − 可変長の番号が収集されなければならない番号計画において、収集された数字列
に対して一致すべき数字列。これは、０個もしくはそれ以上の桁数の数字列となりうる（例：「オ
フフック遅延」で検出）。
数字列は、番号計画の構造に整合していなければならず、管理可能でなければならない。例えば、
網提供者はＩＴＵ−Ｔ勧告Ｅ．１６４番号計画もしくは他の適切な番号計画の構造に整合する桁数
Ｎに対して、最初のＮ桁を規定する。
収集された数字列は、一括手順送信を用いるＩＳＤＮインタフェースによりサービスを受ける話者
に対しては、ＤＰ１において使用可能である。収集された数字列は（十分な桁数の数字が収集され
たかどうかを決定することを除いては）、ＰＩＣ３まで分析されないため、この判断基準は、ＤＰ
３から１０に対して適用できる。
本標準ではＤＰ３にのみ適用する。

＊

− 収集された数字列は、Ｎｏ．７信号方式トランクに対するＩＳＵＰ信号を通じてＤＰ１で使用
可能である。

ＴＤＰに対するＤＰ判断基準の割り当ては、そのＴＤＰで使用できる情報に依存し、ＴＤＰで使用できる
情報は 4.2.2 節に記述されている。

以下の表は、ＤＰ１と３についてのＤＰ判断基準の適用性を示している。
表の項目は、
・加入者毎
・局毎
のどちらでもよい。

表２−４−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）

ＤＰ
ＤＰ判断基準

１

３

特定数字列（注）

−

○

トリガ割当済み

○

○

○：適用可能

−：適用不可
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注− 特定の桁数の受信数字の分析を必要とするトリガ。分析は、受信数字の全桁もしくは受信情報の
最初の桁から数えてあらかじめ定義された桁数分の数字に基づき行われる。

検出ポイントに対して、判断基準に「○」印がつけられている場合は、同検出ポイントに設定された条件
付きＴＤＰが、ＴＤＰに遭遇したことをＳＣＦに通知する前に表に列挙された判断基準が満たされる必要が
あることを示す。例えば、ＤＰ３における条件付きＴＤＰは、ＴＤＰに遭遇したことをＳＣＦが通知される
前に、特定数字列判断基準を必要とするかもしれない。
トリガ項目は、ＤＰ判断基準の単一のセットおよび、判断基準が満たされたかどうかの決定とトリガをい
かに処理するかの決定のためにＳＳＦ／ＣＣＦが用いる付随情報、として定義される。トリガ項目は、トリ
ガ種別、ＤＰ判断基準、ＳＣＦルーチング情報から成る。トリガ項目は、管理処理によりユーザに割り当て
られる。ＳＳＦは、メッセージを編集して適切なＳＣＦアプリケーションに対して配送するために、ＳＣＦ
ルーチング情報を用いるべきである。ＳＳＦは、ＳＣＦに向けてルーチングするために、既存のＭＴＰ／Ｓ
ＣＣＰ機能を用いてもよい。

4.2.7

トリガ種別とトリガ優先性

4.2.8

ＤＰ処理

＃

ＤＰ処理は、以下を含む。
− ＤＰ判断基準が満たされたかどうかの決定（4.2.6 節および本節参照）
− ＩＮおよび非ＩＮサービス論理の新しいインスタンスを起動するときのサービス論理インスタン
ス相互動作の扱い（本節参照）
− および、１つもしくはそれ以上のＳＣＦに対して送る情報フローの形成（本節および 11 章と 12 章
のイニシャルＤＰ(Initial DP)とＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)情報フロー参照）

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＣＣＦ

ＳＳＦ

ＳＣＦ

ＢＣＭ
基本呼処理機能

ＦＩＭ
−トラヒック管理
−フィーチャ

ＤＰ処理

（ＢＣＳＭ ＰＩＣ）

トリガ
判断基準

再開

論理

相互動作
−メッセージ形成

ＤＰ
ＤＰ

サービス

ＤＰ未設定

トリガ
ＤＰ

ＴＤＰ−Ｒ

指示要求

ＤＰ

ＩＮＩＴ−ＰＩＣ
ＢＣＳＭ ＰＩＣ

ＤＰ

ＤＰ−Ｒ

指示の実行と

指示応答と

ＥＤＰ−Ｒの設定

ＥＤＰ−Ｒ

設定

の要求(注)

ＤＰ−Ｒ

イベント

設定あり

ＥＤＰ−Ｒ

指示要求

ＤＰ
ＩＮＩＴ−ＰＩＣ

ＤＰ−Ｎ

指示の実行と

指示応答と

ＥＤＰ−Ｎの設定

ＥＤＰ−Ｎ
の要求(注)

設定

ＢＣＳＭ ＰＩＣ

ＤＰ−Ｎ
ＤＰ
ＤＰ

設定あり

イベント
ＥＤＰ−Ｎ

通知

再開

注− 本例においては、指示応答とＥＤＰに対する要求は一緒に示されている。これらは独立の情報フ
ローであり、必ずしも全ての場合において一緒に送られるのではない。
ＤＰ

検出ポイント

ＴＤＰ トリガ検出ポイント
ＥＤＰ イベント検出ポイント
Ｒ／Ｎ 要求／通知
ＰＩＣ 呼のポイント

図２−４−６／ＪＴ−Ｑ１２2８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
各ＤＰ種別に対するＤＰ処理
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ＤＰは、同一の呼に対してＴＤＰかつ／またはＥＤＰとして設定されうるので、シングルポイント制御を
保証するために、ＢＣＭは、ＤＰ判断基準処理の間、以下の一連の規則を適用すべきである。

規則１：いかなるＤＰにおいても、特定のトリガ条件は、サービス論理プログラムインスタンス（ＳＬ
ＰＩ）を一度にひとつだけ起動できる。
規則２：いかなるＤＰにおいても、通知（ＥＤＰ−Ｎ）の処理は要求（ＥＤＰ−ＲとＴＤＰ−Ｒ）の処
理よりも優先順位が高い。いくつかの通知が存在する場合は、全ての通知が処理された時にＥ
ＤＰ−ＲとＴＤＰ−Ｒが処理される。

規則は、優先順位の高いものから順に並べてある。以上は、図 2-4-7/JT-Q1228-b に示してある。

制御相互関係は、呼に対して、１つ以上のＥＤＰ−Ｒが設定されている限り存続する。設定されたＥＤＰ
−Ｒがもはやない場合や、呼が切断された場合は、制御相互関係は終了する。制御相互関係がある間は、Ｅ
ＤＰはＳＣＦにより動的に解除されたり、またＥＤＰに遭遇してＳＣＦに報告する際、または呼が解放され
たときに、ＳＳＦによって解除される。
シングルポイント制御は、制御相互関係内には１つのみサービス論理が存在することを保証する。
また、シングルポイント制御は、呼セグメントアソシエーション内で保証されるのみである。

制御相互関係は、設定されたＥＤＰ−Ｒがもはやなく、１つ以上のＥＤＰ−Ｎが設定されている場合に、
監視相互関係に変化する。設定されたＥＤＰ−Ｎがもはやない場合や、呼が解放された場合は、監視相互関
係は終了する。監視相互関係のある間は、ＥＤＰ−Ｎは、ＥＤＰに遭遇してＳＣＦに報告する際、または呼
が解放されたときに、ＳＳＦによって解除される。

上記規則の帰結として、シングルポイント制御を保証するために、ＢＣＭはＴＤＰ／ＥＤＰ処理のいくつ
かの組み合わせをサポートすべきである（「処理」用語については、付属資料Ｅ参照）。これらの組み合わ
せは、生じてはならない４つの誤った組み合わせと共に以下の表に規定される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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空

通知
（中断しない）
ＣＣＦ／
ＢＣＳＭ
より

例えばいくつか
のＳＬＰに通知

Ａ

ＤＰ

要求

有

（中断する）

ＤＰ
無

ＥＤＰ−Ｎ

無

有
ＣＣＦ／
ＢＣＳＭ
へ

無
ＥＤＰ−Ｒ
有

ＦＩＭへ
再開

ＴＤＰ−Ｒ
ＦＩＭへ
ＤＰ要求

無
Ｃ

有

Ａ

否

空

判断基準
応答待ち

合
制御

はい

いいえ
ＦＩＭへ
ＤＰ要求

再開

応答待ち

空

応答待ち

タイムアウト
かエラー

ＳＬＰより

応答

処理

処理

解放

処理

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

ＰＩＣで呼の再設定

再開
Ｃ

有

ＩＮＩＴ−ＰＩＣ
発側−空き

ＴＤＰ−Ｒ

ＩＮＩＴ−ＰＩＣ

ＩＮＩＴ−ＰＩＣ
発側−空き

空
空

無
ＣＣＦ／
ＢＣＳＭへ

状態及びＦＩＭへ
のまたはＦＩＭか
らのメッセージを
含む

再開
空
空

図２−４−７／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
検出ポイント処理
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表２−４−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）

シナリオ ＴＤＰ種別

ＥＤＰ種別

既存の相互関係

処理

1

未設定

未設定

任意

継続

2

ＴＤＰ−Ｒ 未設定

なし

ＤＰ要求起動

3.a

ＴＤＰ−Ｒ 未設定

制御

継続（ＴＤＰを無視）

3.b

ＴＤＰ−Ｒ 未設定

監視

ＤＰ要求起動

5.a

未設定

制御

もし１つ以上の設定済みＥＤＰが残って

ＥＤＰ−Ｒ

いれば引き続きＤＰ要求、もし最後の設
定済みＥＤＰであればＤＰ要求の終了
5.b

未設定

ＥＤＰ−Ｒ

監視

誤りのケース − 継続（ＥＤＰを無視）

6

未設定

ＥＤＰ−Ｎ

制御か監視

もし１つ以上の設定済みＥＤＰが残って
いれば引き続きＤＰ通知、もし最後の設
定済みＥＤＰであればＤＰ通知の終了

7

未設定

ＥＤＰ−Ｒ／Ｎ なし

11.a

ＴＤＰ−Ｒ ＥＤＰ−Ｎ

誤りのケース − 継続（ＥＤＰを無視）

制御

処理ａとｂ：
ａ）ＥＤＰについては、引き続きＤＰ通知
シナリオ６のように処理
ｂ）ＴＤＰを無視

11.b

ＴＤＰ−Ｒ ＥＤＰ−Ｎ

監視

処理ａとｂ
ａ）ＥＤＰは、シナリオ６のように処理
ｂ）ＴＤＰは、ＤＰ要求起動
シナリオ３ｂのように処理
ＳＣＦ

ＳＣＦ

ａ

ｂ

ＥＤＰ

ＴＤＰ
ＳＳＦ

12

ＴＤＰ−Ｒ ＥＤＰ−Ｒ／Ｎ なし

誤りのケース − ＥＤＰを無視し、
ＴＤＰをシナリオ２のように処理

13.a

ＴＤＰ−Ｒ ＥＤＰ−Ｒ

制御

ＥＤＰをシナリオ５ａのように処理。
もし本ＥＤＰが前に確立された制御相互
関係の最後のものであるならば、ＴＤＰ
を後で処理する。
それ以外の場合はＴＤＰを無視する。

13.b

ＴＤＰ−Ｒ ＥＤＰ−Ｒ

監視

誤りのケース − ＥＤＰを無視し、
ＴＤＰをシナリオ３．ｂのように処理

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.2.9
4.3

アウトチャネル呼関連ユーザ相互動作（OCCRUI）

＃

ＩＮ交換管理（ＩＮ−ＳＭ）

ＩＮ−ＳＭの簡単な説明は 4.1 節に書かれている。ＩＮ−ＳＭは、ＩＮ呼／コネクション状態の見地から
ＳＳＦ／ＣＣＦ ＩＮ呼／コネクション処理を説明するＩＮ交換状態モデル（ＩＮ−ＳＳＭ）を中心として
いる。オブジェクト指向技術がＩＮ−ＳＳＭを説明するのに用いられ、付属資料Ｂ／ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１
２０４で概要を示されている概念や原則を基にしている。
ＩＮ能力セット２ ＩＮ−ＳＭは、ＩＮコールパーティハンドリング能力をサポートする。これらの能力
を提供するために、４つのコアＳＳＦ／ＣＣＦ能力が要求される。これら４つのコア能力が実現されれば、
ＳＳＦ／ＣＣＦ内でコールパーティハンドリングを可能とするために、ＳＳＦ／ＣＣＦ処理にさらなる拡張
（例：ＳＳＦ／ＣＣＦコネクションビュー状態アプローチ）が行われうる。
次の節で説明されているＩＮ−ＳＭについては、ＩＮ−ＳＭコアコールパーティハンドリング能力やＩＮ
−ＳＳＭ、起動中のＩＮサービス論理インスタンスへ報告され得るＩＮ−ＳＳＭイベント、およびＳＳＦリ
ソース制御を含む。これらのハイレベルな説明がなされる。

4.3.1

ＩＮ交換状態モデル（ＩＮ−ＳＳＭ）

ＩＮ−ＳＳＭは、ＩＮ呼／コネクション状態の見地からＳＳＦ／ＣＣＦ ＩＮ呼／コネクション処理をオ
ブジェクト指向有限状態機構の説明を行う。ＩＮ−ＳＳＭは、概観の範囲やＳＣＦへ提供するＳＳＦ／ＣＣ
Ｆ動作の制御を説明する枠組みを提供する。ＩＮ−ＳＳＭがどの程度ＳＣＦにとって可視的であるかは、Ｓ
ＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦとの間のＩＮ能力セット２で示される情報フローで定義されている。4.3.3.7 節コネク
ションビュー状態（ＣＶＳ）及び可能な遷移参照。
ＩＮ呼／コネクション状態は、ＳＣＦに対して可視的なＳＳＦ／ＣＣＦオブジェクトのセットを定義して
いるＩＮ−ＳＳＭの観点から説明され得る。ＩＮ−ＳＳＭインスタンスそれぞれは、ＳＣＦに対して制限的
に開放される範囲とＳＳＦ／ＣＣＦ ＩＮ呼／コネクション処理への影響力を提供する。この制限的に開放
される範囲と影響力は、ＩＮ−ＳＳＭを構成するオブジェクトによって定義される。これらのオブジェクト
は、ＳＣＦにとってアクセス可能なＳＳＦ／ＣＣＦリソースを抽象化したものである。
ＩＮ−ＳＳＭの様々なタイプが存在し得、それぞれのタイプはそれを構成するオブジェクトによって定義
される。例えば、ある呼セグメントアソシエーションＩＮ−ＳＳＭは、交換や伝送リソースを抽象化したオ
ブジェクトを含むかもしれない。ＩＮ−ＳＳＭの他のタイプが他のタイプのリソースにアクセスするために
存在するかもしれないが、この節では焦点をそのような呼セグメントアソシエーションＩＮ−ＳＳＭに当て
る。
また、ある特定のＩＮ−ＳＳＭタイプの様々なサブタイプも存在し得、そのサブタイプそれぞれはＩＮ−
ＳＳＭタイプに含まれるオブジェクトのサブセットや、オブジェクトの使用に際しての制限やオブジェクト
全てのセットで定義されている。ＩＮ−ＳＳＭサブタイプが定義されている特定のＩＮ能力セットと連携す
ることが予想される。
ＩＮコネクション制御を要求するＩＮサービス論理インスタンスが呼び出されたとき、ある呼セグメント
アソシエーション（Call Segment Association:ＣＳＡ）インスタンスが生成される。ＤＰ判断基準を満たした
ＢＣＳＭにおけるＴＤＰに遭遇した結果により生成される。ＳＣＦがＳＳＦに対して、ＩＮサービス論理イ
ンスタンスが完了したときか、または、ＣＳＡが終了されるべきときであるという情報を通知したときに、
あるＣＳＡインスタンスは終了される。ＳＳＦもまた、ＣＳＡ終了を開始できる。（例：エラーか、異常条
件の間）
図 2-4-8/JT-Q1228-b に、ＣＳＡインスタンスの例を示す。図示されているのは、区別できるオブジェクト
の二つのクラス：レグとコネクションポイントである。レグは、ＣＳＡから見ることのできる、アドレス可
能な網エンティティ方向の通信パスを表す。コネクションポイントは、ＣＳＡから見られるようにレグ間の
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相互接続を表し、レグ間で情報が流れることを可能にする。通信パスを確立し、レグ間の接続を保持する主
要な処理は、一つあるいは、それ以上のＢＣＳＭによってモデル化された基本呼処理であることに注意する
こと。ＣＳＡオブジェクトが、コネクション情報（例：レグとコネクションポイントの相互関係）と、呼処
理情報（例：ＢＣＳＭイベントと基本呼関連情報）の両方を反映し、これらの情報はコネクションや呼処理
に影響を与えるＩＮサービス論理のインスタンスによって用いられ得る。

IN-SSM インスタンス

コネクションポイント

非接続レグ

制御レグ

受動レグ

接続されたレグ
図２−４−８／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
呼セグメントアソシエーションインスタンス

これらのオブジェクトの属性と互いの関係とが、ＣＳＡによって表現されるコネクション状態およびサ
ポートしている基本呼処理を説明する。ＳＣＦはＳＳＦ機能を起動し得る。ＳＳＦ機能は、これらのオブジェ
クト（例：属性や相互関係の変更、それによるコネクション状態とサポートしている基本呼処理の変更）を
操作する。この状態情報は、情報フローと情報要素（例：ＥＤＰ−Ｒ情報フローとそれに関係する情報要素）
を介してＳＣＦに提供される。ＩＮ能力セット２での許容される状態変化は、基本呼処理（12 章の関係する
情報フローを参照）とレグ操作（4.3.6.2 節参照）に関係するＳＣＦ−ＳＳＦ情報フローの意味的な説明に反
映される。
あるＩＮ−ＳＳＭにおけるオブジェクトは、そのＩＮ−ＳＳＭタイプによって定義されたあるＳＣＦ−Ｓ
ＳＦ相互動作のコンテキストの内部で制御される。そのように、それらオブジェクトは、そのＩＮ−ＳＳＭ
にとって内部的に考慮される。しかしながら、あるオブジェクトの操作は、そのＩＮ−ＳＳＭとそのＳＳＦ
の外部で重要になり得る。特に、レグの操作は、ＩＮ−ＳＳＭのコンテキストの内部のみで制御されるにも
かかわらず、ＩＮ−ＳＳＭの境界を越えて重要である。この理由は、レグがＳＳＦ／ＳＣＦの直接制御を越
えた交換や伝送リソースでサポートしているかもしれないあるアドレス可能エンティティへのパスを表わ
ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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しているからである。このように、レグ操作と交換と伝送リソースに関連するシグナリングとの間の関係は、
レグ操作に関連するＳＣＦ−ＳＳＦ情報フローの意味的記述の一部として認識しなければならない。
呼セグメントアソシエーションＩＮ−ＳＳＭに関連する他のオブジェクトは、トーンやアナウンスのよう
な特殊リソースの抽象である。これらのオブジェクトは、（「リソース管理」ＩＮ−ＳＳＭのような、他の
ＩＮ−ＳＳＭタイプでのコンテキストにおいて現れるかもしれないにも関わらず、）ＩＮ能力セット２での
呼セグメントアソシエーションＩＮ−ＳＳＭでは明示されない。しかしながら、それらは、ＣＳＡオブジェ
クト（例：レグを介して情報をユーザに送信・受信する機能）を操作するＳＳＦ機能を介した呼セグメント
アソシエーションＩＮ−ＳＳＭの内部で暗示的に使われるかもしれない。それに加えて、それらの使用は、
特殊リソース（ＳＲＦでサポートされるかもしれないような）を提供するある外部エンティティへのパスを
表すレグの出現としてのＣＳＡで反映されるかもしれない。他のオブジェクトクラスは、他のＩＮ能力セッ
ト２で定義された情報フロー／情報要素によって暗示されているにも関わらず、ＩＮ能力セット２では明確
にモデル化されていない。
ＩＮ能力セット２でのＣＳＡオブジェクトで表されるＳＳＦ／ＣＣＦ呼処理の特性は以下で説明される。
これらの特性はＣＳＡオブジェクトに関連する属性と機能を意味し、ＩＮ能力セット２で定義される呼処理
情報フロー／情報要素に反映される。
a)

ＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーションはＳＣＦに、ＳＳＦ／ＣＣＦの機能的に分離した
部分により管理される呼の分離した部分の抽象的な概観を提供する。このある呼の分離部分は、
「ハーフコール」または「呼セグメント」と呼ばれる。（図 2-4-9/JT-Q1228-b 参照）
この用語は物理的リソース（例：レグとコネクションポイントで表されたコネクションと伝送リ
ソース）や（図 2-4-1/JT-Q1228-b に対する）呼の分離された部分に含まれる処理（例：ＢＣＳＭで
モデル化された基本呼処理）を示すために使用される。
ＳＣＦは、呼セグメントに直接アクセスを行うのではなく、ＩＮ能力セット２呼セグメントアソ
シエーションにより提供される呼セグメントの抽象的に表現されたものにアクセスを行う。ＩＮ能
力セット２では、ＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーションを介したアクセスは、ある一つ
の二者間あるいは特殊リソースへの暫定接続の呼セグメント、あるいは一組の関連呼セグ

＊

メントに制限される（図 2-4-10/JT-Q1228-b 参照）。一組の関連呼セグメントは、ＳＳＦ／ＣＣＦに
よって関連づけられる複数の呼セグメントであり、組として操作される（例：一つの呼セグメント
にそれらを併合する）。ＩＮ能力セット２では、複数の暫定接続回線を設定する場合にの

＊

み、複数の呼セグメントを関連づけることができる。例は図 2-4-10/JT-Q1228-b に示される。

＊
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ＳＣＦ

ＩＮ−ＳＳＭ（呼セグメントの抽象的概観）

ＳＳＦ／ＣＣＦ

ＳＳＦ／ＣＣＦ

注
呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

注

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

機能的分離

＊

注：本標準では、着側呼セグメントは対象外

図２−４−９／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ

Ｑ．１２２４）

ＳＳＦ／ＣＣＦ間二者通話における呼セグメント

b)

あるＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーションは、あるＳＣＦに単一の二者間または特殊

＊

リソースへの暫定接続の呼セグメント、あるいは一組の関連呼セグメントの抽象的な概観を提供

＊

する。ＣＳＡは、そのＳＣＦに必要な呼セグメントあるいは関連呼セグメントの組のプロパティ
（例：コネクションや呼処理側面）を表し、ＳＣＦによって操作され得るオブジェクト（即ち、仮
想リソース）に関しての見地からこれらのプロパティを記述する。コネクション制御では、これら
のオブジェクトは、レグとコネクションポイントを含む。
4.3.1 節と 4.3.3.1 節でそれぞれ定義されているＩＮ能力セット２におけるコネクションのコンテキ
ストという点では、ＩＮ能力セット１のコネクション制御ＩＮ−ＳＳＭと、ＣＳＡ（呼セグメント
アソシエーション）は同一のものであることに注意すること。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＳＣＦ

ＩＮ−ＳＳＭ（呼セグメントの抽象的概観）

ＳＲＦ
ＳＲＦ
ＳＳＦ／ＣＣＦ

ＳＳＦ／ＣＣＦ

注
呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

A

注

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

B

呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ
呼ｾｸﾞﾒﾝﾄ

関連呼セグメント

ＳＲＦ

＊

注：本標準では、着側呼セグメントは対象外

図２−４−１０／ＪＴ−Ｑ．１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
関連呼セグメント

− レグは、制御レグとして指定されたり、また、受動レグとして指定されたりされ得る。ＩＮ能
力セット２については、制御レグは加入者線交換機におけるローカルアクセスインタフェース
あるいは中継交換機におけるリモートアクセスインタフェース（例：発側呼セグメントにおけ
る加入者線または入トランク）を表すレグである。それは、エンドユーザシグナリングの結果
（例：発呼分析完了イベント）として、またはエンドユーザの代わりに、ＩＮ
サービス論理インスタンスを起動するレグである。ＣＳＡには一つの制御レグしかない。制御
レグによってサポートされたあるエンドユーザから、受動レグによってサポートされたエンド
ユーザに、所有権を移行することはＩＮ能力セット２では実行できない。
− ＩＮ能力セット２では、制御レグが加入者線またはトランクインタフェースを表す。ＩＮ能力
セット２で与えられるコネクションビュー状態遷移の例は、これら２種類の制御レグの操作に
関する制限を示す。
− ＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーションにおいて、レグは、一意に識別される。
− 以下のことが可能である。
・ レグに関連する基本呼処理のフローへ関与すること。（例：シグナリングイベントを生成
し、そのイベントに対し適切な基本呼処理を続けること。）
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＊

・ 発呼により、ＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーションへ受動レグを加えること。
・ 呼の解放により、（一つまたはそれ以上の）レグを削除すること。
・ レグ間の接続の作成または切断すること。（例：結合または分割）
・ 同一ＩＮ能力セット２呼セグメントアソシエーション内で、あるコネクションポイントか
ら他へレグを移動すること。（例：あるコネクションポイントからレグを分割し、それを
他へ接続すること。）
− ＩＮ能力セット２では、あるレグを、同一ＣＳＡ内のある呼セグメントから他の呼セグメント
へ移動することができるが、あるＣＳＡから他のＣＳＡへ移動することは実行できない。
− 「コネクションポイント」は、ある二つのレグ間を結合する機能や複製機能、併合機能である。
ＩＮ能力セット２では、コネクションポイントは、等価ベアラサービスによってサポートされ
たレグを相互接続し、回線モード／音声と回線モード／３．１kHz オーディオベアラサービス
間でのインタワーキングをサポートする。
− ＣＳＡに示される呼セグメントにつき１つのコネクションポイント、１つの呼セグメントア

＊

ソシエーションには複数のコネクションポイントが存在しうる。ＩＮ能力セット２呼セグメ

＊

ントアソシエーションでは、２つのコネクションポイントを１つのコネクションポイントに
併合することができ、それにより、対応する呼セグメントを併合することができる。最後に
コネクションポイントとレグを一度に解放することができ、それにより、対応する呼セグメ
ントを解放できる。
呼セグメントの概念は、「シングルエンドサービスフィーチャ」と「シングルポイント制御」の定義がい
かに分散機能プレーンに適用できるかということを説明するのに用いることができる。
ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２２１の 7.2.1 節で説明されているように「シングルエンドサービスフィーチャ」
は、以下の見地から説明される。
− 呼に関するサービスフィーチャを実現するサービス論理インスタンスの制御の範囲
− 同一呼での、他のシングルエンドサービス論理インスタンスに関するサービス論理インスタンスの
相互動作
シングルエンドサービス論理インスタンスの制御の範囲は、制御相互関係を介してＳＣＦにアクセス可能
なＳＳＦ／ＣＣＦにおける分離された「ハーフコール」（即ち、呼セグメント）に制限される。これを二者
間呼に対して図示したのが、図 2-4-11/JT-Q1228-b であり、互いの呼セグメントが関係するＢＣＳＭを示す。
これらのシナリオ全ては、発側ＢＣＳＭとそれを補完する着側ＢＣＳＭとの間の機能的分離によって、
「ハーフコール」はそれらを補完する「ハーフコール」と切り放すことができるという仮定に基づいている。
シングルエンドサービス論理インスタンスは、ＳＳＦ／ＣＣＦ内で切り放された「ハーフコール」（また
は関連「ハーフコール」）の処理に直接影響するだけである。他の「ハーフコール」は、ある「ハーフコー
ル」からほかの「ハーフコール」への情報伝搬（即ち、発側と着側のＢＣＳＭ間、または異なるＳＳＦ／Ｃ
ＣＦでのＢＣＳＭ間）を介して間接的に影響するだけである。このように、複数のシングルエンドサービス
論理インスタンス（「ハーフコール」に対して一つ）は、「ハーフコール」間の通信によって他の呼からそ
れぞれ切り放され、単一の呼で同時に動作するかもしれない。異なるＳＳＦ／ＣＣＦにおけるＢＣＳＭ間の
通信は、現存の交換機間のシグナリングと同一であると想定している。
分散機能プレーンへ適用する「シングルポイント制御」は、以下の通りである。
a)

ＳＳＦ／ＣＣＦ内の切り放された「ハーフコール」は、任意の時点において一つのＳＣＦのみから
影響され得る。

b)

一つのＳＣＦが、ＳＳＦ／ＣＣＦにおける切り放された「ハーフコール」に影響を与えている間、
以下のことが可能でなければならない。
− ＳＳＦ／ＣＣＦから同一のＳＣＦまたは異なるＳＣＦへＤＰ報告情報フローを送信する。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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− 制御ＳＣＦとＳＳＦ／ＣＣＦ間の制御関係を終了、または制御相互関係から監視相互関係へ変
更させる。そして、ＳＳＦ／ＣＣＦと他のＳＣＦ間の制御相互関係を始める。

ＳＣＦ

制御相互関係
[IN SSM で代表される発側呼セグメントへのアクセスを提供する]
発側呼セグメントでの
ＢＣＳＭ
注
A

注

発側

着側

発側

着側

ＢＣＳＭ

ＢＣＳＭ

ＢＣＳＭ

ＢＣＳＭ

ＳＳＦ／ＣＣＦ

B

ＳＳＦ／ＣＣＦ

＊

注：着側ＢＣＳＭは制御対象としない。

図２−４−１１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２４４）
二者間呼のシングルエンド制御

4.3.2

コールパーティハンドリングのＩＮ−ＳＭコア能力

4.3.2.1

ＩＮ−ＳＭコア能力１

＊

コア能力１は、ＳＣＦからの通知により、先行して特殊リソース接続のための複数の暫定接続回線の設定
と、その暫定接続回線の留保を保った後に、話者の基本呼処理を行うことを可能とする。ＩＮが呼に関与し、
発着同時ユーザ相互動作を効率よく実行するため、話者の基本呼処理に先行して、ＳＣＦからの通知により、
複数の暫定接続回線の設定と留保を行う。複数暫定回線の留保を行った後に、ＳＳＦ／ＣＣＦは、話者の基
本呼処理を実行する。ＳＳＦ／ＣＣＦは以降の基本的呼処理において、イベントを検出し、この検出した情
報をＳＣＦに提供しなければならない。この検出情報からＳＣＦは、ＳＳＦ／ＣＣＦへ留保回線の接続要求
等を通知する。ＳＳＦ／ＣＣＦでの動作は以下を含む。
1)

ＴＤＰ中断中のＳＣＦからの指示による基本呼を中断したままの呼と独立な複数暫定接続の確立

2)

ＳＣＦからの指示による暫定接続へのアプリケーションレベル相関子の付与

3)

ＳＣＦからの指示による暫定接続状態の監視

4)

複数暫定接続回線を留保したままのＳＣＦからの指示による基本呼処理の実行

4.3.2.1.1

ＤＰ中断中のＳＣＦからの指示による基本呼を中断したままの呼と独立な複数暫定接続の確立

ＴＤＰ−ＲあるいはＥＤＰ−Ｒを報告されたＳＣＦが応答時発着同時ユーザ相互動作が必要だと判断し
たときに、ＳＳＦ／ＣＣＦはＳＣＦの指示により、基本呼とは独立に複数暫定接続回線を設定し、暫定接続
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を確立する。
基本呼はそのままＢＣＳＭ状態を維持する。生成された暫定接続に接続された話者は存在しない。
ＳＳＦ／ＣＣＦによって検出される暫定接続回線設定の可能性があるトリガ及びイベント種別を以下に
示す。暫定接続回線を設定するか否かは、以下のＤＰ検出をＳＣＦに報告後、ＳＣＦからの指示による。
・ 発呼分析完了 （Origination_Attempt_Authorized）
・ 情報分析完了 （Analysed_Information）
・ 発側−着信者話中 （O_Called_Party_Busy)
・ 発側−無応答 （O_No_Answer)

4.3.2.1.2

ＳＣＦからの指示による暫定接続へのアプリケーションレベル相関子の付与

ＳＳＦ／ＣＣＦは、ＳＣＦによって生成された別々のアプリケーションレベル相関子を生成される暫定接
続に結びつけられなければならない。ＳＣＦ内のサービス論理は、コールパーティハンドリングの実行中に、
これらの相関子を使用する。相関子は、後続のＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦ間の全ての情報フローに含まれる。

4.3.2.1.3

ＳＣＦからの指示による暫定接続状態の監視

ＳＳＦ／ＣＣＦは、暫定接続の設定に関する状態を監視する。例えば暫定接続に関する切断信号を受信し
た場合、どの暫定接続が解放されたか識別し、ＳＣＦに特定の暫定接続が解放されたことを通知する。暫定
接続の解放条件については、暫定接続起動要求時に予めＳＣＦから通知される。ＳＳＦ／ＣＣＦは、ＳＣＦ
からの指示により、複数暫定接続回線がそれぞれ発信者と着信者に接続されるまで、この監視を継続する。

4.3.2.1.4

複数暫定接続回線を留保したままのＳＣＦからの指示による基本呼処理の実行

複数暫定接続を確立し、これらの暫定接続回線を留保した後に、基本呼の処理を再開しなければならない。
ＳＳＦ／ＣＣＦ動作はＳＣＦからの情報フローにより指示される。ＳＳＦ／ＣＣＦは基本呼にイベント検出
ポイントを設定し、これらイベントの発生を監視しながら、着信者へ呼をルーチングする。設定イベント検
出ポイントには発側−応答(O_Answer) ＥＤＰ−Ｒが含まれなければならない。これは、発側−応答
(O_Answer)ＥＤＰ−Ｒが、発着同時ユーザ相互動作の開始に必須であるからである。

4.3.2.2

ＩＮ−ＳＭコア能力２

＊

コア能力２は、基本呼処理中断中に、ＳＣＦからの通知により、先行して留保しておいた複数暫定接続回
線を用い、発信者と着信者を各々特殊リソースへ接続し、発着で異なるアナウンス送出等を行うための発着
同時ユーザ相互動作を実現する。ＳＳＦ／ＣＣＦでの動作は以下を含む。
1)

着信者の応答による基本呼処理の中断とＳＣＦへのイベント報告

2)

アプリケーションレベル相関子による複数暫定接続回線と話者の関連付け

4.3.2.2.1

着信者の応答による基本呼処理の中断とＳＣＦへのイベント報告

ＳＳＦ／ＣＣＦは、事前に指示された基本呼の発側−応答(O_Answer)ＥＤＰ−Ｒを検出した場合、ＳＣＦ
へ報告しなければならない。このとき、発信者と着信者は１つのコネクションポイントで接続されたままの
状態で基本呼処理を中断している。暫定接続回線は留保したままである。

4.3.2.2.2

アプリケーションレベル相関子よる複数暫定接続回線と話者の関連付け

ＳＣＦからの情報フローを受信することにより、ＳＳＦ／ＣＣＦは情報フロー内の相関子により識別され
る呼を選択する。ＳＳＦ／ＣＣＦは、基本呼の中の発信者と着信者をそれぞれ別の暫定接続と接続する。こ
れにより、発信者と着信者は同時に異なるユーザ相互動作を行うことが可能となる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.3.2.3

ＩＮ−ＳＭ コア能力 3

コア能力 3 は、現在の呼の概観をＳＣＦに示すＳＳＦ／ＣＣＦの能力である。具体的にはＳＣＦに現在の
ハーフコールビューを見せる能力である。ＳＣＦは、発側又は着側のハーフコールモデルに基づいたＳＳＦ
／ＣＣＦにおける呼の現在の状態を監視できなければならない。この概観はＳＣＦ内のサービス論理が、Ｉ
Ｎトランザクションが起動されている話者への現在のコネクションの状態を決定できるのに十分である。こ
の概観は、また基本呼状態モデル（ＢＣＳＭ）の観点からこのユーザに関連した各々の話者に情報を供給で
きる。また、現在の信号の状態、イベント及びトリガ処理情報がＳＣＦに示される。ＳＳＦ／ＣＣＦの動作
は以下を含む。
1)

制御相互関係または監視相互関係が存在しているかの判断

2)

事前にＳＣＦより指示された適当な相関子の関連付け

3)

ハーフコールの概観の生成

4)

ハーフコールの呼処理の停止とＳＣＦへの問い合わせの送出

4.3.2.3.1

制御相互関係または監視相互関係が存在しているかの判断

ＳＳＦ／ＣＣＦは、事前の（ＩＮ）制御相互関係か（ＩＮ）監視相互関係が存在しているかを判断し、Ｉ
Ｎトランザクションの起動は可能か、および何らかの関連する制限を決定するために、優先権と優先規則を
適用しなければならない。

4.3.2.3.2

相関子の関連付け

このトランザクションで使用するためにＳＣＦがアプリケーションレベルの相関子を提供していれば、
相関子はこのトランザクションと関連付けられていなければならない。相関子は、このトランザクション内
の事前のＩＮ相互動作の間に割り当てられているか、あるいは、さらに前のトランザクションの間に割り当
てられていたかもしれないことに注意すること。ＳＣＦ内のサービス論理はこの相関子を適宜使用する。

4.3.2.3.3

ハーフコールのコネクションビューの生成

ＳＳＦ／ＣＣＦ内のハーフコールセグメント（発側又は着側）に関連した情報は、ＳＣＦ内のサービス論
理に理解できる形式にまとめなければならない（例えば、接続コネクションビュー状態又は適用可能な任意
の交換機ベースフィーチャの状態）。このまとめの形式は、使用されているコールパーティハンドリング技
術に依存する。まとめられる情報は以下を含むべきである。
1)

このハーフコールに対し、ＳＳＦ／ＣＣＦと任意のＳＣＦの間に存在するかもしれない先行する任
意の相互関係（例えば、制御、監視）の状態

2)

このハーフコールに関連した任意の話者の状態（例えば、結合、共有、待ち）

3)

このハーフコールに関連するＢＣＳＭの状態

4.3.2.3.4

ハーフコールの呼処理の停止とＳＣＦへの問い合わせの送出

ＩＮ能力セット２で規定されるように処理する。

4.3.2.4

ＩＮ−ＳＭコア能力４

＊

コア能力４は、ＳＳＦ／ＣＣＦがＳＳＰ内において、発着同時ユーザ相互動作に関する複数の暫定接続回
線を解放するのと同時に、話者間の通話を開始させる能力である。発着同時ユーザ相互動作の終了後、ＩＮ
サービス論理からの通知により、ＳＳＦ／ＣＣＦは、全暫定接続回線を解放し、制御レグである発信者と受
動レグである着信者を１つのコネクションポイントに結合し、基本呼処理を再開させることを可能とする。
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ＳＳＦ／ＣＣＦでの動作は以下を含む。
1)

発信者・着信者に接続中の複数暫定接続回線解放

2)

アプリケーションレベル相関子により指定された話者の関連付け

3)

呼の通信中状態への移行

4.3.2.4.1

発信者・着信者に接続中の複数暫定接続回線解放

ＳＣＦからの指示により、発信者・着信者それぞれに接続している暫定接続回線を解放する。これにより、
発信者のみが存在する呼、着信者のみが存在する呼の２つの呼が残る。暫定接続回線の切断にはＩＳＵＰの
解放信号（ＲＥＬ）が使用できる。

4.3.2.4.2

アプリケーションレベル相関子により指定された話者の関連付け

ＳＣＦからの情報フローを受信することにより、ＳＳＦ／ＣＣＦは情報フロー内の相関子により識別され
る複数の呼を選択する。それからＳＳＦ／ＣＣＦは、これらの呼を一つの呼に併合する。この結果、呼が関
連付けられた一時的な状態となる。

4.3.2.4.3

結果生成される呼の通信中状態への移行

ＳＳＦ／ＣＣＦは上記より関連づけられた呼の処理を継続し、呼を通信中状態へ移行する。ＢＣＳＭは併
合前と同じ状態を維持している。呼に含まれる発信者と着信者の間には通信パスが生成される。一つのトラ
ンザクションのみが併合の後に残存する。

4.3.3 コネクションビュー状態（ＣＶＳ）アプローチ
本節では、コネクションビューモデルのコンテキストにおけるコネクションビュー状態アプローチを記述
し、コネクションビュー状態の一覧を定義し、許容されるＣＶＳ間の遷移を示す。

4.3.3.1 コネクションビュー（ＣＶ）モデル
コネクションビュー状態アプローチは、コネクションビュー（ＣＶ）モデルに基づいている。ＣＶ処理は、
既存の呼／コネクション処理能力に関与できる能力をＳＣＦへ提供する。ＣＶ処理は、呼／コネクション処
理リソースの処理能力をサポートする、これらリソースの一般的表現を提供することにより、それを実行す
る。
図 2-4-12/JT-Q1228-b に示すように、ＳＳＦ／ＣＣＦの中のＣＶ処理は、内部呼処理イベントや内部呼処
理リソース状態をＳＣＦが理解できるような情報へ翻訳すること、加えてＳＣＦ指示をＳＳＦ／ＣＣＦ内部
呼処理が理解できるような情報フローへ翻訳することとして見ることができる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＳＣＦ

ＣＶ状態及び
イベント情報

ＣＶ指示

ＳＳＦ

コネクションビュー処理

ＢＣＳＭ状態及び
イベント情報

ＢＣＳＭ制御
オペレーション
接続関連制御
オペレーション

接続関連状態及び
イベント情報

ＢＣＳＭ処理

基礎となる
呼処理
図２−４−１２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
コネクションビュー（ＣＶ）処理モデル

ＳＳＦ／ＣＣＦ呼処理とＣＶ処理リソースは以下に示すＣＶオブジェクトのセットで表される。
・ 呼セグメントアソシエーション（ＣＳＡ）
・ 呼セグメント（ＣＳ）
・ レグ
・ コネクションポイント（ＣＰ）
・ ＢＣＳＭ
これらオブジェクト相互間の関係を示す図は 4.3.3.5 節参照のこと。

ＣＶは、インプリメントに非依存であり、リソースの物理的な詳細や技術的な複雑さを隠蔽することで、
サービス論理に必要とされるこれらリソースの本質的な特性のみを表現している、呼／コネクション処理リ
ソースの抽象概念すなわち概観を提供している。ＣＶは「接続関連」コンテキスト及び「呼処理」コンテキ
ストの視点からこれらの特性を反映している。「呼処理」コンテキストのオブジェクトはある話者の基本的
二者間呼に対する相互関係を管理し、「接続関連」コンテキスト内のオブジェクトは二者間呼を管理する。
「呼処理」コンテキストは、ＣＳの中のレグを設定したり保持するために必要とされる基本呼処理の状態
を反映している。呼処理コンテキストでは、一種類のオブジェクトしか明確に定義されない。そしてそれは
ＢＣＳＭである。ＢＣＳＭは、ＣＳから発信者へとＣＳから着信者への通信パスを確立し、保持するために
必要とされる基本呼処理を表す。
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「接続関連」コンテキストはＣＳの状態あるいは関連する複数のＣＳ状態を反映し、ＣＳの中のレグのセッ
トとコネクションポイント（ＣＰ）に対するそれぞれのレグの相互関係を含んでいる。接続関連コンテキス
トのオブジェクトの種類はレグ、ＣＰ、呼セグメント（ＣＳ）、関連する複数のＣＳ（ＣＳＡ）である。図
2-4-13/JT-Q1228-b は接続関連コンテキストにおけるオブジェクト相互関係を図示した例を示している。

図式表示

レグ

ＣＰ

ＣＳ
ＣＳＡ

オブジェクト相互関係の例

図２−４−１３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
コネクションビューオブジェクト

4.3.3.2

コネクションビュー状態の定義

ＣＶのコネクション形態はコネクションビュー状態（ＣＶＳ）により表現される。各々のＣＶＳはＣＶの
接続関連オブジェクトで表される。ＣＶＳは、ＳＣＦからアクセス可能な特定の状態や遷移を識別するため
に、コネクションビューを最低限必要なだけ抽出したものである。
4.3.3.5 節ではＣＶＳを図示するために使用される表記法について記述している。ＣＶＳは「ハーフコー
ル」ビューを表していることに注意すること（すなわち、一つの二者間ＣＳ、または関連する複数のＣＳ）。

4.3.3.3

ＣＶＳモデル一般原理

ＣＶＳモデルは、最小限の情報だけがＳＣＦへのメッセージの中で送られるように、明確にＣＶＳを定義
している。さらにＣＶＳは、ＳＳＦ／ＣＣＦにおけるＣＶ処理によりサポートされなければならない許容さ
れる状態遷移を定義するためにも使用される。ＣＶ処理は、ＳＣＦへ現在のＣＶ情報を提供するためにＣＶ
Ｓを管理（すなわち、生成、更新、及び破棄）する。ＣＶ処理は、ＳＳＦ／ＣＣＦがあるＣＳで、またはＣ
Ｓが一つ存在する時に関連するＣＳでイベントを検出した場合か、あるいはＣＳにＣＶＳが存在しない場合
にＣＶＳを生成する。ＣＶ処理は、呼処理イベントを検出したため、あるいは新しいＳＣＦメッセージの処
理結果としての現在の概観を表すため、ＣＶＳを更新する。ＳＣＦメッセージはＳＳＦから受信した呼処理
イベントの応答で送出される場合がある。また、ＳＣＦメッセージは、ＳＳＦ／ＣＣＦがメッセージを明確
に期待していないときにも送出される場合がある。ＣＶ処理は、ユーザ動作による呼処理イベント、あるい

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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はＳＣＦメッセージにより、ＣＶＳを破棄する。

4.3.3.4

ＳＤＬ図に対するコネクションビュー状態の関係

4.3.3.5

コネクションビュー状態に対するＢＣＳＭの関係

＃

コネクションビュー状態は、一つあるいは複数の呼セグメントの状態を分類するために使用されるモデル
であり、それぞれの呼セグメントは一つあるいは複数のレグのセットを含んでいる。コネクションビュー状
態を定義する目的は、レグ操作サービスを記述するために使用される例のセットの一覧表を作ることである。
図 2-4-14/JT-Q1228-b は、呼処理オブジェクト（ＢＣＳＭ）に対するコネクションビュー状態を構成する接
続関連オブジェクトの関係をハイレベルな表現で示す。

接続関連

CSA

オブジェクト

CS

CS

CS
レグ

CP

CSA = CS アソシエーション
CP

呼処理

= 呼セグメント

= コネクションポイント

その他

BCSM

オブジェクト

図２−４−１４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
コネクションビュー状態オブジェクト及びそれらのＢＣＳＭとの関係

コネクションビュー状態は制御レグと受動レグ（用語の定義は以下を参照）間の接続性を示す。
ＢＣＳＭは、二者間呼を設定し維持する、発側呼処理をモデル化している。ＣＶＳの受動レグに対して一
つのＢＣＳＭインスタンスが存在する。
ＣＶＳ内のＣＳに受動レグが存在しない場合には、ＢＣＳＭインスタンスはＣＳ内の制御レグに属する。
制御レグのみが存在する呼セグメントには、レグ管理のためにＢＣＳＭインスタンス（呼処理コンテキス
ト）が割り当てられる。制御レグに設定された「ＢＣＳＭ種別」属性は、割り当てられるべきＢＣＳＭ種別
（本標準では発側のみ定義）を反映するのに使用される。

＊

呼処理は発側ＢＣＳＭにおいて、発側−応答(O_Answer)検出ポイントで中断されている。

＊

制御レグが受動レグに再接続され（例えば、呼セグメント併合（Merge Call Segments））、しかもＢＣＳ
Ｍインスタンスが同じ種別である時、制御レグへのＢＣＳＭインスタンスの接続はもはやなくなる。制御レ
グのＢＣＳＭに設定されていたＤＰは、受動レグのＢＣＳＭインスタンスに転送される。ＢＣＳＭ種別が整
合しない場合にはエラーとなる。（本標準ではＢＣＳＭインスタンスの種別は発側のみである。）
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＊

ＣＶＳ ＩＤ：
ＣＶＳ名

レグ ID

CS ID

レグ状態

レグ ID

レグ状態

制御レグ

受動レグ

図２−４−１５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＣＶＳにおいて使われる表現

図 2-4-15/JT-Q1228-b はＣＶＳを記述するのに使われる記法を示す。
1.

各ＣＶＳはそのＣＶＳ中の呼セグメント（ＣＳ）を識別し、コネクションポイント中の呼セグメン
ト識別子（ＣＳ ＩＤ）を列挙する。
呼セグメント識別子の記法については以下のとおりである。
a.

b.

2.

呼セグメント識別子の記法は、ＣＳＡ内でユニークであり、「１」、「２」、「３」・・・

＊

の数字で表すＣＳＩＤで識別される。「１」、「２」等の呼セグメント識別子は、初期付与

＊

においては、「１」、「２」、「３」のように増加順に連続的な値で表現され、ＣＳＡ内の

＊

ＣＳ＃１から始まり、それらの最大ＣＳ＃ｎまでである。

＊

ＣＳＡ内の呼セグメント状態がＣＶＳ遷移の後「空き(NULL)」に戻るとき、ＣＳＡの残りの

＊

呼セグメント識別子は、再割り当てされることはない。これは、ＣＶＳ遷移の過程およびあ

＊

とに残った呼セグメントのインスタンスの特定を容易にするためであり、特に複雑なＣＶＳ

＊

遷移において有効である。

＊

レグはエンドユーザに向かう通信パスを表す。
a.

ＣＳにおいては、１つのレグのみが発信もしくは着信アクセスに向けられ、制御レグと呼ばれ
る。制御レグ上のアクセス信号は呼の経過に影響を与えうる。また、受動レグによって受信さ
れたアクセス信号の指示も呼の経過に影響を与えうる。ＣＶＳを図示するための規定の一部と
して、制御レグは常にコネクションポイントの左側に書かれ、”c”のレグＩＤで識別される。

b.

ＣＶＳを図示するための規定の一部として、コネクションポイントの右側に接続されているレ
グは常に受動レグと呼ばれ、”p1”のレグＩＤで識別される。

c.

ＩＮ能力セット２に対するＣＳＡにおいては１つの制御レグがある。

d.

制御レグに対する「結合(joined)」または「共有(shared)」のレグ状態はレグ”c”に割り当てられ
る。制御レグに対する「空き(null)」のレグ状態はレグ記法上では与えられない。

e.

＊

ＣＶＳ遷移後にＣＳＡ中の制御レグ状態が空きに戻るか、もしくは共有された場合は、ＣＳ内
の制御レグは、制御レグが「結合(joined)」のレグ状態として存在している関連するＣＳに移さ
れる。
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f.

受動レグのレグ記法はＣＳＡ内一意であり、”p1”のレグＩＤで識別される。

g.

受動レグに対する「待ち(pending)」、「結合(joined)」のレグ状態はレグ”p1”に割り当てられる。
受動レグに対する「空き(null)」のレグ状態はレグ記法上では与えられない。「共有(shared)」
の受動レグ状態はＩＮ能力セット２に対してはサポートされない。

3.

呼セグメント中のレグは実線か点線で表される。レグ状態はＣＳ内のレグの状態を反映し、レグの
端に示される。
a.

レグに対する実線はレグ状態が「結合(joined)」であることを示す。ＣＳ内の「結合(joined)」の
レグ状態は、ユーザがＣＳ内の他のユーザと通信することを可能にするコネクションポイント
に通信パスが接続されていることを示す。

b.

点線はレグ状態が「共有(shared)」または「待ち(pending)」のいずれかであることを示す。
− 「共有(shared)」のレグ状態は、制御レグがそのＣＳになくかつ関連するＣＳに存在するこ
とを示す。
− ＣＳ中の「待ち(pending)」のレグ状態は、通話パスが確立中であることを示す。受動レグ
状態は、発側ＢＣＳＭの呼設定のＰＩＣの間のみ待ち(pending)である。

二者ＣＳに対しては、コネクションポイントに接続される制御レグと受動レグがある。二者ＣＳの受動
レグに関連する発側のＢＣＳＭがある。

＊
＊

例
ＣＶＳ:「発側呼設定(Originating Setup)」

結合
(Joined)

c

１

p1

待ち
(Pending)

図２−４−１６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＣＶＳ：「発側呼設定(Originating Setup)」

ＣＶＳ「発側呼設定(Originating Setup)」においては、待ち(Pending)受動レグに関連する発側ＢＣＳＭがあ
る。受動レグはまだ待ち(pending)であるので、このＢＣＳＭは呼設定の段階にある。ＢＣＳＭが安定な段階
に達した場合、このＣＶＳはＣＶＳ：「安定二者(Stable 2-Party)」に遷移する。

4.3.3.6

ＢＣＳＭ間での優先に対する規則

＃

4.3.3.7

コネクションビュー状態（ＣＶＳ）及び可能な遷移

本節では、各ＣＶＳのコネクションビュー（ＣＶ）処理を説明し、新しいＣＶＳの生成、ＣＶＳの破棄、
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そしてある一つのＣＶＳから他のＣＶＳへの遷移を起こすイベントあるいはＳＣＦメッセージの例につい
て述べる。ＣＶＳ間の遷移は、エンドユーザ動作（例えば切断）、交換処理（例えば交換機ベースのフィー
チャ）によって、あるいはＳＣＦメッセージの処理結果として起こる。本節の終わりの図 2-4-18/JT-Q1228-b
と表 2-4-6/JT-Q1228-b にこれら遷移イベントの簡潔なまとめを示す。
本節では、コールパーティハンドリングへのコネクションビュー状態アプローチをサポートするような上
記ＩＮ関連イベントに重点をおいていることに注意すること。ＩＮ起動による遷移はＣＶＳへの影響の仕方
によって以下のように分類されるであろう。

1.

ＢＣＳＭのみ遷移：ＣＶＳの明確な変化を伴わないでＢＣＳＭが状態変化する（あるいは通常の処
理を継続する）ときに生じる。ＢＣＳＭ要求の処理中には、非ＩＮ処理（たとえば、交換機ベース
のスクリーニングフィーチャ）を通してＣＶＳに暗黙の変化が存在するかもしれないことに注意す
ること。ＢＣＳＭ「のみ」の遷移は、本節では説明しない。

2.

ＳＣＦ要求接続関連変化：ＳＣＦが明確に接続性の変化を要求するときに生じる。本要求は、ＣＶ
Ｓ遷移をもたらす場合もあるし、もたらさない場合もある。

上記の２のみを本節で説明する。
本節では、各々のＣＶＳは以下に示す点から記述される。

a.

ＢＣＳＭとの相互関係：このＣＶＳと関連する呼のポイント（ＰＩＣ）のリストである。ＰＩＣは、
制御レグ（すなわち「レグ」ｃ）のみが存在する場合を除いては受動レグ（すなわち「レグ」ｐ１
にのみ関連づけられることに注意すること。
参照を簡潔にするために、ＰＩＣ及びＰＩＣ内の処理段階は以下のように分類される。

＊

・ 発側「呼設定」：
発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)内の発呼要求段階、情報

＊

収集(Collect_Information)、情報分析(Analyse_Information)、ルート選択＆呼出中

＊

(Routing_&_Alerting)内の呼設定段階（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信前）

＊

・ 発側「安定呼」：
ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)内の呼設定認証段階（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受

＊

信後）及び発側−通信中(O_Active)

＊

b.

入イベント：このＣＶＳに関連する呼処理やＣＶ処理が起動される原因となるイベント。

c.

出イベント：このＣＶＳに関連する呼処理やＣＶ処理の正常終了に至るイベント。この項目は、コー
ルパーティハンドリングへのＣＶＳアプローチに関連したＳＳＦイベント（すなわち、ＴＤＰ、Ｅ
ＤＰ及びＢＣＳＭイベント）の要約で始まる。ＣＶＳ遷移をもたらすＳＣＦ応答のリストがこれに
次いで示される。

図 2-4-17/JT-Q1228-b にＣＶ処理によりサポートされるＣＶＳを示す。図中の表記法は、4.3.3.5 節（コネ
クションビュー状態に対するＢＣＳＭの相互関係）で記述している。
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空き(Null)

発側呼設定 (Originating Setup)

結合
(Joined)

c

1

p1

待ち
(Pending)

安定二者 (Stable 2-Party)

結合
(Joined)

c

1

p1

結合
(Joined)

図２−４−１７／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
コネクションビュー状態

以下の節に、ＢＣＳＭとのＣＶＳ相互関係およびＣＶＳ間の遷移イベントを含め、これらＣＶＳの詳細を
記述する。

4.3.3.7.1

4.3.3.7.1

空き (Null)

4.3.3.7.2

発側呼設定 (Originating Setup)

4.3.3.7.3

安定二者 (Stable 2-Party)

4.3.3.7.4

着側呼設定 (Terminating Setup)

＃

4.3.3.7.5

多者呼設定 (M-Party Setup)

＃

4.3.3.7.6

呼保留 (Call on Hold)

＃

4.3.3.7.7

コールウェイティング (Call Waiting)

＃

4.3.3.7.8

安定多者 (Stable M-Party)

＃

4.3.3.7.9

転送完了 (Transfer)

＃

4.3.3.7.10

転送中 (Forward)

＃

4.3.3.7.11

発側呼設定多者 (Originating Setup M-Party)

＃

4.3.3.7.12

通信中多者 (Active M-Party)

＃

4.3.3.7.13

一者呼設定 (1-Party Setup)

＃

4.3.3.7.14

安定一者 (Stable 1-Party)

＃

「空き(Null)」コネクションビュー状態

「空き(Null)」ＣＶＳは呼処理が活性化していない状態を示す。コネクションポイントに接続されている
制御レグあるいは受動レグは存在しない。

a.

b.

ＢＣＳＭとの関係：
「空き(Null)」ＣＶＳは発側−空き及び発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)内の空

＊

き段階における呼処理と関連する。

＊

入りイベント：
既存の呼の切断、例外操作後、あるいはシステム（再）初期設定。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：
− 57 −
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発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)内の発呼要求の検出（例：発呼

＊

を望む発信者からの通知（オフフックの検出、ＤＳＳ１呼設定メッセージの受信）及びＩＳ

＊

ＵＰ ＩＡＭ信号の受信）

＊

「空き(Null)」ＣＶＳからの遷移：
− 「発側呼設定(Originating Setup)」ＣＶＳへの遷移
− 発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)ＰＩＣで記述したよう

4.3.3.7.2

＊

な発呼要求イベントの検出（例：発呼を望む発信者からの通知（オフフックの検出、

＊

ＤＳＳ１呼設定メッセージの受信）及びＩＳＵＰ ＩＡＭ信号の受信）

＊

「発側呼設定(Originating Setup)」コネクションビュー状態

「発側呼設定(Originating Setup)」ＣＶＳは呼設定段階にある発側二者間呼を示す。「発側呼設定(Originating
Setup)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

a.

ＢＣＳＭとの関係：
制御レグ = c :
レグ状態 = 結合
受動レグ = p1 :
レグ状態 = 待ち
ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側呼設定

b.

入りイベント：
「空き(Null)」ＣＶＳの出イベント参照のこと。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：
発呼分析完了(Orig.Attempt_Authorized)、情報分析完了(Analysed_Info.)、ルート選択＆呼出中

＊

(Routing_&_Alerting)内の呼設定認証（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信）

＊

「発側呼設定(Originating Setup)」ＣＶＳからの遷移：
− 「安定二者(Stable 2-Party)」への遷移
− ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)内の呼設定認証（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受
信）の処理

＊

− 「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定(Originating Setup and two SRF Connections
Setup)」ＣＶＳ（4.3.6.2.1 節参照）への遷移
− 発呼分析完了(Orig.Attempt_Authorized)、情報分析完了(Analysed_Info.)の応答として

4.3.3.7.3

＊
＊
＊

処理

＊

「安定二者(Stable 2-Party)」コネクションビュー状態

からは発側の呼である。「安定二者(Stable 2-Party)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

ＢＣＳＭとの関係：
制御レグ = c :
「レグ状態」 = 結合
受動「レグ」 = p1 :
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＊

のＳＣＦからの事前の有効な暫定接続起動(Initiate Temporary Connections)に対する

「安定二者(Stable 2-Party)」ＣＶＳは安定な、あるいは解放中の二者間呼を示しており、制御ユーザの見地

a.

＊
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「レグ状態」 = 結合
「ＢＣＳＭ ＰＩＣ」 = 発側安定呼
b.

c.

入りイベント：
「発側呼設定(Originating Setup)」及び「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections

＊

for two parties)」（4.3.6.2.4 節参照）の出イベント参照のこと。

＊

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：
発側−途中放棄(O_Abandon)、発側−切断(O_Disconnect)
「安定二者(Stable 2-Party)」ＣＶＳからの遷移：
− 「空き(Null)」ＣＶＳへの遷移
− 「レグ」ｃに対する発側−途中放棄(O_Abandon)の処理

＊

− 「レグ」ｃ及び「レグ」ｐ１に対する発側−切断(O_Disconnect)の処理

＊

− （たとえば、ＳＣＦ時間監視あるいはユーザのサービス情報が原因の）ＳＣＦに
より起動された、ＳＣＦから受信した有効な呼解放(Release Call)メッセージの処理

4.3.3.7.4

着側呼設定 (Terminating Setup)

＃

4.3.3.7.5

多者呼設定 (M-Party Setup)

＃

4.3.3.7.6

呼保留 (Call on Hold)

＃

4.3.3.7.7

コールウェイティング (Call Waiting)

＃

4.3.3.7.8

安定多者 (Stable M-Party)

＃

4.3.3.7.9

転送完了 (Transfer)

＃

4.3.3.7.10

転送中 (Forward)

＃

4.3.3.7.11

発側呼設定多者 (Originating Setup M-Party)

＃

4.3.3.7.12

通信中多者 (Active M-Party)

＃

4.3.3.7.13

一者呼設定 (1-Party Setup)

＃

4.3.3.7.14

安定一者 (Stable 1-Party)

＃

4.3.3.8

遷移イベントの要約

図 2-4-18/JT-Q1228-b は、入り及び出イベントを要約している。この図は、「空き(Null)」ＣＶＳへの出イ
ベント、もしくは遷移しない結果となるイベントは含んでいない。より詳細には、個々のＣＶＳ配下の遷移
イベントの詳細な記述を参照のこと。

表 2-4-6/JT-Q1228-b は、入りと出イベント及び「非遷移」イベントを含む、各々のＣＶＳで定義された遷
移イベントを網羅したリストである。

以下の略語が、図 2-4-18/JT-Q1228-b 及び表 2-4-6/JT-Q1228-b の中で使用される。

− ＳＳＦにより受信されるＳＣＦからのメッセージ
ＲＣ＝ 呼解放(Release Call)

− その他の表記法
√ ＝ 交換機ベースの遷移
(c) ＝（制御レグの論理表記）
(p1) ＝（受動レグの論理表記）
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空き(Null)

発側呼設定(Originating Setup)
発呼要求

安定二者(Stable 2-Party)

呼設定認証
c

1

p1

c

1

p1

注 ：この図はハイレベルな概観を提供する。示されたオ
ペレーションがＳＣＦから送出されるかもしれない
状態の詳細は、関連する記述及び表を参照のこと。

図２−４−１８／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
入りおよび出イベントのまとめ

表２−４−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
遷移イベント

遷移先
遷移元

ＳＳＦイベント

空き

「発呼要求」

発側呼設定

「呼設定認証」

安定二者

空き

√
√

発側−切断(c)

√

発側−切断(p1)

√

[ＳＣＦ起動]

ＲＣ

ハイブリッドアプローチ

4.3.5

ＩＮ−ＳＳＭ ＥＤＰ

安定二者

√

発側−途中放棄(c)

4.3.4

発側呼設定

＃

ある特定のＩＮ−ＳＳＭイベントが、既に起動されていた動作中のＩＮサービス論理インスタンスに報告
され得る。これらのイベントは、ＩＮ−ＳＳＭ ＥＤＰとして呼ばれる。例えば、特定のＩＮ−ＳＳＭ機能
の成功完了または失敗のようなイベントは、報告される必要があるかもしれない。ＩＮ−ＳＳＭ ＥＤＰの
検出は、付加的なＩＮサービス論理インスタンスの起動には必ずしも至らない。ＩＮ能力セット２では、確
認要求するＳＣＦからのそれら情報フローに対し、ＩＮ−ＳＳＭ ＥＤＰは、ＳＳＦ／ＣＣＦによって暗黙
に操作される。

4.3.6

ＳＲＦコネクションのためのコネクションビューモデル

ＩＮ呼／サービス処理の実行のために必要なローカル及び遠隔の特殊リソースは、ＳＳＦ／ＣＣＦへアク
セス可能である。呼セグメントアソシエーションに関する特殊リソースの取り扱いは、この節に記述されて
いる。明示的に示される特殊リソースのオブジェクトは、以下の様にモデル化される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

4.3.6.1

ＳＲＦコネクションに関するＣＶＳ記法

図 2-4-19/JT-Q1228-b は、ＣＶＳの記述に使用される記法を説明している。ＳＲＦコネクション記法と識
別子は、本図で明確化されている。

CvsID:

レグ状態

CVS 名

レグ ID

CsID

レグ ID

レグ状態

ＳＲＦ
コネクションＩＤ
制御レグ
受動レグ

ＳＲＦコネクション

図２−４−１９／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ＣＶＳを使用したＳＲＦコネクション表現

１．ＳＲＦコネクションは、特殊リソースへの通信パスを表現する。
ａ．ＣＶＳ図解の部分的な取り決めとして、コネクションポイントの下側への接続線は、常に「Ｓ
ＲＦコネクション」と呼ばれ、「Ｒ１」又は「Ｒ２」のＳＲＦコネクションＩＤにより識別さ
れる。
ｂ．ＳＲＦコネクションの表記は、ＣＳＡ内でユニークであり、「Ｒ１」、「Ｒ２」、「Ｒ３」等
のＳＲＦコネクションＩＤにより識別される。
「Ｒ１」、「Ｒ２」等のＳＲＦコネクション表記は、「Ｒ１」、「Ｒ２」、「Ｒ３」の様に増
加順に連続的な値で表現され、ＣＳＡ内のＣＳ＃１のＳＲＦコネクションから始まり、それら
の最大ＣＳ＃ｎまでである。
従い、ＳＲＦコネクションの数は、ＳＲＦコネクション表記の番号の最大値より示される。
ｃ．ＳＲＦコネクションの「待ち(pending)」あるいは「結合(joined)」状態が「Ｒ１」、「Ｒ２」等
に割り当てられる。
ｄ．ＣＳＡのＳＲＦコネクション状態がＣＶＳ遷移の後「空き(Null)」に戻るとき、ＣＳＡ内の残
りのＳＲＦコネクションは、ＣＳＡ内のＣＳ＃１内のＳＲＦコネクションからＣＳ＃ｎ内のＳ
ＲＦコネクションは、「Ｒ１」、「Ｒ２」等の様に増加順かつ連続的に再割り当てられる。従
い、ＳＲＦコネクションの数は、ＳＲＦコネクション表記の番号の最大値により示される。

２．呼セグメントの中のＳＲＦコネクションは、実線あるいは破線で表される。ＳＲＦコネクション状
態はＣＳの中のＳＲＦコネクションの状態を表し、ＳＲＦコネクションの終端を示す。
ａ．ＳＲＦコネクションが実線である時は、ＳＲＦコネクションが「結合(joined)」状態であること
を示す。
ＣＳ内で「結合(joined)」状態のＳＲＦは、コネクションポイントへ結合されているパスを示し、
ＳＲＦコネクションを介してＣＳ内のユーザとの相互動作できる。
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ｂ．破線は、ＳＲＦコネクション状態が「待ち(pending)」であることを示す。
− ＣＳ内の「待ち(pending)」のＳＲＦコネクション状態とは、パスが設定される処理中で
あることを示す。

コネクションビューモデルの中の、（アシストによる）アナウンス及び数字収集のＳＲＦコネクションは、
常にコネクションポイントから確立される。

ＳＲＦコネクションにおいて、ＣＰに結合されるレグは一つであり、情報は、ＳＲＦコネクションとレグ
間にベアラコネクションを持つ場合に、送出／受信することができる。ＣＳ内では、ベアラコネクションは
対応するＢＣＳＭが発側−応答(O_Answer)ＤＰにあるレグに存在する。

応答時に、二話者それぞれにユーザ相互動作をさせようとする場合で、特殊リソースが遠隔に存在するた
め、ＳＲＦコネクションの留保が必要な時、ＳＣＦは暫定接続起動(Initiate Temporary Connections)ＩＦによ
り２つのＳＲＦコネクションを生成し、留保するよう指示し、接続(Connect)ＩＦにより呼をルーチングする。
着信者が応答すると、ＳＣＦはレグ移動(Move Leg)ＩＦあるいは呼セグメント併合(Merge Call Segments)ＩＦ
により暫定接続を留保していた別々の呼セグメントへレグを移動するよう指示する。ユーザ相互動作が完了
した後、そのリソースは解放され、レグ間の音声コネクションが呼セグメント併合(Merge Call Segments)ＩＦ
により確立されうる。これは、他のレグが存在する同じＣＰへ分割レグを接続する。

ＳＲＦコネクションは呼処理が中断している間にのみ生成される。これは、ＴＤＰ−Ｒ及びＥＤＰ−Ｒで
許容されている。

4.3.6.2

コネクションビュー状態（ＣＶＳ）及び可能な遷移

本節では、発着同時ユーザ相互動作における各ＣＶＳのコネクションビュー（ＣＶ）処理を説明し、新し
いＣＶＳの生成、ＣＶＳの破棄、そしてある一つのＣＶＳから他のＣＶＳへの遷移を起こすイベントあるい
はＳＣＦメッセージの例について述べる。ＣＶＳ間の遷移は、エンドユーザ動作（すなわち切断）、交換処
理（例えば交換機ベースのフィーチャ）によって、あるいはＳＣＦメッセージの処理結果として起こる。本
節の終わりの図 2-4-21/JT-Q1228-b と表 2-4-7/JT-Q1228-b にこれら遷移イベントの簡潔なまとめを示す。
本節では、コールパーティハンドリングへのコネクションビュー状態アプローチをサポートするような上
記ＩＮ関連イベントに重点をおいていることに注意すること。ＩＮ起動による遷移はＣＶＳへの影響の仕方
によって以下のように分類されるであろう。

1.

ＢＣＳＭのみ遷移：ＣＶＳの明確な変化を伴わないでＢＣＳＭが状態変化する（あるいは通常の処
理を継続する）ときに生じる。ＢＣＳＭ要求の処理中には、非ＩＮ処理（たとえば、交換機ベース
のスクリーニングフィーチャ）を通してＣＶＳに暗黙の変化が存在するかもしれないことに注意す
ること。ＢＣＳＭ「のみ」の遷移は、本節では説明しない。

2.

ＳＣＦ要求接続関連変化：ＳＣＦが明確に接続性の変化を要求するときに生じる。本要求は、ＣＶ
Ｓ遷移をもたらす場合もあるし、もたらさない場合もある。

3.

ＳＣＦ要求によるＳＲＦコネクション変化：ＳＣＦの要求により明確にＳＲＦコネクションの変化
を要求する場合に生じる。

上記の２、３のみを本節で説明する。
本節では、各々のＣＶＳは以下に示す点から記述される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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a.

ＢＣＳＭとの相互関係：このＣＶＳと関連する呼のポイント（ＰＩＣ）のリストである。ＰＩＣは
制御レグ（すなわち「レグ」ｃ）のみが存在する場合を除いては受動レグ（すなわち「レグ」ｐ１）
にのみ関連づけられることに注意すること。
参照を簡潔にするために、ＰＩＣ及びＰＩＣ内の処理段階は以下のように分類される。
・ 発側「呼設定」：
発側−空き＆発呼分析(O_Null_&_Authorize_Origination_Attempt)内の発呼要求段階、情報収集
(Collect_Information)、情報分析(Analyse_Information)、ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)
内の呼設定段階（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信前）
・ 発側「安定呼」：
ルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)内の呼設定認証段階（ＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信後）
及び発側−通信中(O_Active)

b.

入イベント：このＣＶＳに関連する呼処理やＣＶ処理が起動される原因となるイベント。

c.

出イベント：このＣＶＳに関連する呼処理やＣＶ処理の正常終了に至るイベント。この項目は、コー
ルパーティハンドリングへのＣＶＳアプローチに関連したＳＳＦイベント（すなわち、ＴＤＰ、Ｅ
ＤＰ及びＢＣＳＭイベント）の要約で始まる。ＣＶＳ遷移をもたらすＳＣＦ応答のリストがこれに
次いで示される。

図 2-4-20/JT-Q1228-b にＣＶ処理によりサポートされるＣＶＳを示す。図中の表記法は、4.3.3.5 節（コネ
クションビュー状態に対するＢＣＳＭの相互関係）及び 4.3.6.1 節（ＳＲＦコネクションに関するＣＶＳ記
法）で記述している。
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発側呼設定及び
２ＳＲＦコネクション設定
(Originating Setup and
two SRF Connection Setup)
結合
(Joined)
共有
(Shared)
共有
(Shared)

c

1

p1

発側呼設定及び
２留保ＳＲＦコネクション
(Originating Setup and
two Reserved SRF Connection)

待ち
(Pending)

結合
(Joined)

R1

p1

待ち
(Pending)

2
R1

共有
(Shared)

3
R2

c

1

共有
(Shared)

2

安定二者及び
２留保ＳＲＦコネクション
(Stable 2-Party and
two Reserved SRF Connection)
結合
(Joined)

c

1

p1

3
R2

発着同時ＳＲＦコネクション
(Respective SRF Connections
for two parties)

結合
(Joined)

結合
(Joined)

c

２

R1
共有
(Shared)
共有
(Shared)

共有
(Shared)

2
R1

３
R2

p1

結合
(Joined)

3
R2

図２−４−２０／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
コネクションビュー状態

以下の節に、ＢＣＳＭとのＣＶＳ相互関係およびＣＶＳ間の遷移イベントを含め、これらＣＶＳの詳細を
記述する。

4.3.6.2.1 発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定
(Originating Setup and two SRF Connections Setup)
4.3.6.2.2 発側呼設定及び２留保ＳＲＦコネクション
(Originating Setup and two Reserved SRF Connections)
4.3.6.2.3 安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション
(Stable 2-Party and two Reserved SRF Connections)
4.3.6.2.4 発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections for two parties)

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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4.3.6.2.1

「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定(Originating Setup and two SRF Connections

Setup)」コネクションビュー状態
「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定(Originating Setup and two SRF Connections Setup)」ＣＶＳは２
つの暫定接続を設定中の呼設定状態にある発側二者間呼を示す。「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設
定(Originating Setup and two SRF Connections Setup)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

a.

ＢＣＳＭとの関係：
CS = 1 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 結合
受動レグ = p1 :
レグ状態 = 待ち
ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側呼設定
CS = 2 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R1 :
ＳＲＦコネクション状態 = 待ち
CS = 3 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R2 :
ＳＲＦコネクション状態 = 待ち

b.

入りイベント：
「発側呼設定(Originating Setup)」ＣＶＳ（4.3.3.7.2 節）の出イベント参照のこと。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：暫定接続設定先からのＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信

「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定(Originating Setup and two SRF Connections
Setup)」ＣＶＳからの遷移：
− 「発側呼設定及び２留保ＳＲＦコネクション(Originating Setup and two Reserved SRF
Connections)」ＣＶＳへの遷移
− 「ＳＲＦコネクション」Ｒ１及びＲ２を設定するためのＩＳＵＰ ＩＡＭ信号の
応答としてのＡＣＭ信号の処理

4.3.6.2.2

「 発 側 呼 設 定 及 び ２ 留 保 Ｓ Ｒ Ｆ コ ネ ク シ ョン(Originating Setup and two Reserved SRF

Connections)」コネクションビュー状態
「発側呼設定及び２留保ＳＲＦコネクション(Originating Setup and two Reserved SRF Connections)」ＣＶＳ
は２つの暫定接続を留保している呼設定段階にある発側二者間呼を示す。「発側呼設定及び２留保ＳＲＦコ
ネクション(Originating Setup and two Reserved SRF Connections)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

a.

ＢＣＳＭとの関係：
CS = 1 :
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制御レグ = c :
レグ状態 = 結合
受動レグ = p1 :
レグ状態 = 待ち
ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側呼設定
CS = 2 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R1 :
ＳＲＦコネクション状態 = 結合
CS = 3 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R2 :
ＳＲＦコネクション状態 = 結合
b.

入りイベント：
「発側呼設定及び２ＳＲＦコネクション設定(Originating Setup and two SRF Connections Setup)」Ｃ
ＶＳの出イベント参照のこと。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：着側からのＩＳＵＰ ＡＣＭ信号受信
「発側呼設定(Originating Setup)」ＣＶＳからの遷移：
− 「安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション(Stable 2-Party and two Reserved SRF
Connections)」ＣＶＳへの遷移
− 「レグ」ｐ１へ呼を設定するためのＩＳＵＰ ＩＡＭ信号の応答としてのＡＣＭ
信号の処理

4.3.6.2.3

「 安 定 二 者 及 び ２ 留 保 Ｓ Ｒ Ｆ コ ネ ク シ ョ ン (Stable 2-Party and two Reserved SRF

Connections)」コネクションビュー状態
安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション(Stable 2-Party and two Reserved SRF Connections)」ＣＶＳは、２つ
の暫定接続を留保している安定な二者間呼を示す。「安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション(Stable 2-Party
and two Reserved SRF Connections)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

a.

ＢＣＳＭとの関係：
CS = 1 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 結合
受動レグ = p1 :
レグ状態 = 結合
ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側安定呼
CS = 2 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R1 :
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ＳＲＦコネクション状態 = 結合
CS = 3 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
ＳＲＦコネクション = R2 :
ＳＲＦコネクション状態 = 結合
b.

入りイベント：
「 発 側 呼 設 定 及 び ２ 留 保 Ｓ Ｒ Ｆ コ ネ ク シ ョ ン (Originating Setup and two Reserved SRF
Connections)」ＣＶＳの出イベント参照のこと。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：発側−途中放棄(O_Abandon)、発側−切断(O_Disconnect)、
発側−応答(O_Answer)「安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション(Stable 2-Party and two Reserved
SRF Connections)」ＣＶＳからの遷移：
− 「空き(Null)」ＣＶＳへの遷移
− 「レグ」ｃに対する発側−途中放棄(O_Abandon)の処理
− 「レグ」ｃ及び「レグ」ｐ１に対する発側−切断(O_Disconnect)の処理
− （たとえば、ＳＣＦ時間監視あるいはユーザのサービス情報が原因の）ＳＣＦにより
起動された、ＳＣＦから受信した有効な呼解放(Release Call)メッセージの処理

− 「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections for two parties)」ＣＶＳへの遷
移
− 発側−応答(O_Answer)の応答としての、ＳＣＦからの有効なレグ移動(Move Leg)及び
呼セグメント併合(Merge Call Segments)による「レグ」ｃ及び「レグ」ｐ１とＳＲＦコ
ネクションの接続処理

4.3.6.2.4

「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections for two parties)」コネクション

ビュー状態
「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections for two parties)」ＣＶＳは、発信者と着信者が
それぞれ異なるユーザ相互動作中である呼を示す。「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF
Connections for two parties)」ＣＶＳの特性を以下に示す。

a.

ＢＣＳＭとの関係：
CS = 2 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 結合
ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側安定呼
ＳＲＦコネクション = R1 :
ＳＲＦコネクション状態 = 結合
CS = 3 :
制御レグ = c :
レグ状態 = 共有
受動レグ = p1 :
レグ状態 = 結合
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ＢＣＳＭ ＰＩＣ = 発側安定呼
ＳＲＦコネクション = R2 :
ＳＲＦコネクション状態 = 結合
b.

入りイベント：
「安定二者及び２留保ＳＲＦコネクション(Stable 2-Party and two Reserved SRF Connections)」ＣＶ
Ｓの出イベント参照のこと。

c.

出イベント：
ＣＶＳに関連するＳＳＦイベントの要約：発側−切断(O_Disconnect)、ＳＲＦコネクション切断
「発着同時ＳＲＦコネクション(Respective SRF Connections for two parties)」ＣＶＳからの遷
移：
− 「空き(Null)」ＣＶＳへの遷移
− （たとえば、ＳＣＦ時間監視あるいはユーザのサービス情報が原因の）ＳＣＦに
より起動された、ＳＣＦから受信した有効な呼解放(Release Call)メッセージの処
理

− 「安定二者(Stable 2-Party)」ＣＶＳ（4.3.3.7.3 節）への遷移
− （ユーザ相互動作の終了を契機とする）ＳＣＦから起動された「レグ」ｐ１及び
「レグ」ｃに対する順方向接続切断(Disconnect

Forward

Connection)メッセージ

による全ＳＲＦコネクションの切断と、続く呼セグメント併合(Merge Call
Segments)メッセージによる１つの呼セグメントへの併合及び「レグ」ｐ１と「レ
グ」ｃの接続と、続く継続(Continue)メッセージによる呼処理再開の処理。

4.3.6.3

発着同時ユーザ相互動作に関わる遷移イベントの要約

図 2-4-21/JT-Q1228-b は、発着同時ユーザ相互動作に関わる入りイベント及び出イベントを要約している。
この図は、「空き(Null)」ＣＶＳへの出イベント、もしくは遷移しない結果となるイベントは含んでいない。
より詳細には、個々のＣＶＳ配下の遷移イベントの詳細な記述を参照のこと。

表 2-4-７/JT-Q1228-b は、入りと出イベント及び「非遷移」イベントを含む、各々のＣＶＳで定義された遷
移イベントを網羅したリストである。

以下の略語が、図 2-4-21/JT-Q1228-b 及び表 2-4-7/JT-Q1228-b の中で使用される。

− ＳＳＦにより受信されるＳＣＦからのメッセージ
ＤＦＣ ＝ 順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)
ＩＴＣ ＝ 暫定接続起動(Initiate Temporary Connections)
ＭＣ ＝ 呼セグメント併合(Merge Call Segments)
ＭＬ ＝ レグ移動(Move Leg)
ＲＣ ＝ 呼解放(Release Call)

− その他の表記法
√ ＝ 交換機ベースの遷移
(c) ＝（制御レグの論理表記）
(p1) ＝（受動レグの論理表記）
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(R1), (R2) ＝（ＳＲＦコネクションの論理表記）

注：この図はハイレベルな概観を提供する。示されたオペ
レーションがＳＣＦから送出されるかもしれない状
態の詳細は、関連する記述及び表を参照のこと
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３
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3
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２
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2
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R1

3
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3
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図２−４−２１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ＳＲＦコネクションに関わる入り及び出イベントのまとめ

− 69 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

表２−４−７／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ＳＲＦコネクションに関わる遷移

遷移先

空き

発側呼設定及 発側呼設定及 安定二者及び 発 着 同 時 Ｓ

安定二者

び２ＳＲＦコ び２留保ＳＲ 2 留保ＳＲＦ Ｒ Ｆ コ ネ ク
遷移元

SSF ｲﾍﾞﾝﾄ

ネクション設 Ｆコネクショ コネクション ション
定

発側呼設定

発呼分析完了

ITC

情報分析完了

ITC

ン

√

発側呼設定及び２Ｓ 「ＳＲＦコネクショ
ＲＦコネクション設 ンに対する呼設定認
定

証」

√

発側呼設定及び２留 「呼設定認証」
保ＳＲＦコネクショ
ン
安定二者及び 2 留保 発側−途中放棄(c)

√

ＳＲＦコネクション

発側−切断(c)

√

発側−切断(p1)

√

発側−応答
[ＳＣＦ起動]

ML+MC
ＲＣ

発着同時ＳＲＦコネ [ ユ ーザ相互動作終

DFC+DFC

クション

+MC

了（ＳＣＦ起動）]

+Continue
[ＳＣＦ起動]

ＲＣ

（注 本表は 4.3.3 節および 4.3.6 節で定義するＣＶＳへの遷移のみを対象とする）

ＦＩＭ／ＣＭ機能

4.4
4.4.1

ＦＩＭ／ＣＭ機能

4.3.1 節で説明したように、ＩＮ能力セット２コネクション制御ＩＮ−ＳＳＭは、あるＳＣＦに、一つの二
者間呼セグメントまたは、関連するペアの呼セグメントの抽象的概観を提供する。ＳＣＦは、複数のＢＣＳ
Ｍによってサポートされる複数の通信パスとコネクションを制御する。これら様々な呼セグメントの要素の
管理全てが、ＣＭ機能によって提供される。ＣＭはＢＣＭとＩＮ−ＳＭと相互動作して、
a)

複数のＢＣＳＭ間のあるＩＮ能力セット２コネクション制御ＩＮ−ＳＳＭに対するイベント報告
の調整（例：フッキングやＤＴＭＦの＃または＊ＸＸのような同一イベントが同時に複数のＢＣＳ
Ｍで検出されたイベント報告、または、一方からはフッキング、他方からは切断のような、異なる
イベントが同時に複数のＢＣＳＭで検出されたイベント報告）

b)

あるＩＮ能力セット２コネクション制御ＩＮ−ＳＳＭに対する複数のＢＣＳＭ間のＢＣＳＭ処理
の中断と再開の調整（例：ＢＣＭが以降にどのように処理を行うかの指示を必要とするあるイベン
トをＢＣＳＭで検出したとき、そのＩＮ能力セット２コネクション制御ＩＮ−ＳＳＭに対する全て
のＢＣＳＭ処理は中断される必要があるかもしれない。）

c)

ＩＮ能力セット２コネクション制御ＩＮ−ＳＳＭに対する規則の適用とその制限（例：いつそして
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いかにＳＣＦがレグを操作できるか、二つの呼セグメントペアを関連づけるか、関連する呼セグメ
ントを結合させるかという規則や制限。）

ＦＩＭ機能を以下に説明する。
d)

ＦＩＭは、あるＤＰにおいてどのサービス論理インスタンスが起動されるべきかを決定するサービ
ス論理インスタンス選択メカニズムを提供する。このメカニズムは、適切なＩＮサービス論理イン
スタンスか、非ＩＮサービス論理インスタンスかを選択すべきであり、そして、ＩＮ能力セット２
に対しては、その特定のＤＰで、他のサービス論理インスタンスを起動しないようにするかもしれ
ない。（4.4.3 節参照）

e) ＦＩＭは、同時にＩＮと非ＩＮサービス論理インスタンスの実行を常には許容しないかもしれない。
この制限を実現する静的と動的との両方のメカニズムがある。静的メカニズムは、サービス管理機
能（例：サービス提供機能を介して）を含むかもしれない。動的メカニズムはより複雑なＦＩＭ能
力を含むかもしれない。ＩＮ能力セット２に対しては、最も簡単なメカニズムが実装されるべきで
ある。
f)

同一呼セグメント内で動作している異なるＳＣＦから起動しているサービス論理インスタンスが
あった場合、そのサービス論理インスタンスの相互動作は、簡単で制限されたそれらサービス論理
インスタンスの相互動作をサポートするメカニズムをＦＩＭは提供すべきである。（4.4.3 節参照）

4.4.2

サービス論理インスタンス相互動作の考慮事項

4.4.3

ＦＩＭメカニズム

＃

ＩＮ能力セット２に対するＦＩＭメカニズムには、優先制御メカニズムと排他制御メカニズムとを含む。
優先制御メカニズムはＩＮと非ＩＮのサービス論理インスタンスの呼び出しを管理する。排他制御メカニズ
ムは、既存のＩＮサービス論理インスタンスがまだ起動中であるとき、新たなＩＮサービス論理インスタン
スを呼び出すことを管理する。これらのメカニズムは、以下に説明する。
a)

優先制御
前提は、ＤＰはＴＤＰとＥＤＰの両方で設定されるかもしれないということと、あるＤＰは複数
の判断基準で設定されるかもしれなく、その複数の判断基準それぞれは、ＩＮサービス論理の異な
るインスタンスの起動に対するものである。これらの前提は、2 章で明らかにしたＩＮ能力セット
２の制約に従うものであり、ＤＰ判断基準を処理する際に用いられるべき優先制御の一連の規則の
基盤を形成する。これらの規則を以下に示す。
i)

設定されたＤＰに対する判断基準を処理する際の、ＤＰ−Ｒ以前のＤＰ−Ｎに対す処理判断基
準

ii)

ＤＰ−ＮまたはＤＰ−Ｒに対する判断基準を処理する際のＴＤＰ以前のＥＤＰに対する処理
判断基準

iii) ＥＤＰまたはＴＤＰに対する判断基準を処理する際のＩＮサービス論理と、非ＩＮサービス論
理に対する規則を処理する判断基準で、その規則はＩＮと非ＩＮサービス論理にサービスの優
先順位に基づいた処理を可能にさせるものである。
iv) ＩＮまたは非ＩＮサービス論理に対する判断基準を処理する際の管理上の手順を通じて設定
された優先順位に基づく処理判断基準

これら規則の適用により、以下の順番の処理順がつけられるかもしれない。そして、それぞれのレ
ベルでの複数のサービス論理インスタンスの優先順位に従う。
− ＩＮサービス論理インスタンスに対するＥＤＰ−Ｎ
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ある制御または監視相互関係が既存のあるＩＮサービス論理インスタンスに対するＳ
ＣＦとともに存在する。ＤＰで検出されたイベントは既存の相互関係のコンテキストでＳ
ＣＦに報告され、そして次のＤＰ判断基準が直ちに処理される。ＳＣＦからは応答はない。
− 非ＩＮサービス論理インスタンスに対するＥＤＰ−Ｎ
ＥＤＰはＳＳＦ／ＣＣＦの中で既存の非ＩＮサービス論理インスタンスに対して存在
する。そのＤＰで検出されたイベントは非ＩＮフィーチャ管理に報告され、そして次のＤ
Ｐ判断基準が直ちに処理される。非ＩＮフィーチャ管理からの応答はない。
− ＩＮサービス論理インスタンスに対するＥＤＰ−Ｒ
既存のＩＮサービス論理インスタンスに対してＳＣＦとの制御相互関係が存在する。Ｄ
Ｐで検出されたイベントは既存の制御相互関係のコンテキストに従ってＳＣＦに報告さ
れる。呼処理は中断され、ＳＣＦからの応答を待つ。
− 非ＩＮサービス論理インスタンスに対するＥＤＰ−Ｒ
ＥＤＰは既存のＳＳＦ／ＣＣＦ内の非ＩＮサービス論理インスタンスに対して存在す
る。ＤＰで検出されたイベントは非ＩＮフィーチャ管理に報告される。呼処理は中断され、
非ＩＮフィーチャ管理からの応答を待つ。
− ＩＮサービス論理インスタンスに対するＴＤＰ−Ｒ
ＳＣＦとの制御相互関係は存在しない。ＤＰで検出されたイベントは新しい制御相互関
係を介してＳＣＦに報告される。呼処理は中断され、ＳＣＦからの応答を待つ。
− 非ＩＮサービス論理インスタンスに対するＴＤＰ−Ｒ
ＴＤＰがＳＳＦ／ＣＣＦ内の非ＩＮサービス論理インスタンスのために存在する。ＤＰ
で検出されたイベントは非ＩＮフィーチャ管理に報告される。呼処理は中断され、非ＩＮ
フィーチャ管理からの応答を待つ。

応答を待ち、そして呼処理が中断されたポイント（即ち、判断基準が遭遇し、そしてイベントが
報告されたＤＰ）から継続されるべきであるということを応答が示すケースに対しては、それから
残っているＤＰ判断基準が処理されるべきである。もし、応答が新しい呼のポイントで呼処理を継
続すべきであることを示す場合には、中断のポイントでいかなるＤＰ判断基準が残っていようとも、
その場合、その残ったＤＰ判断基準は処理されない。

b)

排他制御
既存のＩＮサービス論理インスタンスが既に起動中であるとき、新しいＩＮサービス論理インス
タンスの排他制御を管理する明示的なメカニズムはＩＮ能力セット２には存在しない。しかしなが
ら、ＩＮ能力セット２に対する暗黙的な排他制御メカニズムは存在する。それは同時には、ただ一
つのＩＮサービス論理インスタンスだけが同一呼セグメントを制御する（即ち、ＳＳＦ／ＣＣＦへ
応答を送信する）規則である。これらの規則が同時に複数のＩＮサービス論理インスタンスが同一
の呼セグメントを制御することを排除しているが、他のＩＮサービス論理インスタンスから制御さ
れているある呼セグメント内で検出されたイベントの報告を複数のＩＮサービス論理インスタン
スが受信することを排除してはいない。加えて、上記 4.4.3 節 a)でサービス論理インスタンスに対
するＤＰ判断基準を処理するための優先規則を説明している。これらの規則により、より低い優先
レベルのサービス論理インスタンスは起動されないかもしれず、以前のサービス論理インスタンス
の性質に依存していることを明らかにしている。これは、同一ＤＰでの複数のサービス論理インス
タンスに対するＤＰ判断基準がこの排他制御を実現させるように順位づけられ得ることを意味す
る。
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ＳＳＦ／ＣＣＦモデルコンポーネントの相互関係

4.5

概要

4.5.1

4.1 節に主要なＳＳＦ／ＣＣＦモデルのコンポーネント間の相互関係について記述する。主要な相互関係
とは、（ＳＣＦアクセス機能を介した）ＳＣＦとＩＮ−ＳＭ間、ＩＮ−ＳＭとＦＩＭ／ＣＭ間、及びＦＩＭ
／ＣＭとＢＣＭ間のことである。ＳＣＦとＩＮ−ＳＭ間の相互関係は、ＳＳＦ／ＣＣＦ外部にあり、標準化
の対象である。この相互関係の定義は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０１の 3 章に記述する方法論に従う。他の
相互関係は、ＳＳＦ／ＣＣＦ内部にあり、標準の対象ではない。これら後者の相互関係は、説明の目的のた
めだけにあり、ＳＳＦ／ＣＣＦモデルのより深い理解や記述に役立つと考える。
これら相互関係の全ては、コンポーネント間の情報フローによって記述される。ＳＳＦ／ＣＣＦモデルの
情報フローを図 2-4-22/JT-Q1228-b に記述する。これは、図 2-4-1/JT-Q1228-b の半分の相互関係を示している
にすぎない。これら情報フローを以下に記述する。

ＳＣＦ

ＳＳＦ情報フロー

ＳＣＦ情報フロー

ＳＳＦ／ＣＣＦ
ＩＮ交換管理
（ＩＮ−ＳＭ）
ＩＮｲﾍﾞﾝﾄ指示

ＩＮ制御要求

非 IN ｲﾍﾞﾝﾄ指示

ﾌｨｰﾁｬ相互動作管理 / 呼管理
（ＦＩＭ／ＣＭ）
ＢＣＭｲﾍﾞﾝﾄ指示

ＢＣＭ制御要求

非ＩＮフィーチャ管理

非 IN 制御要求

基本呼管理 （ＢＣＭ）

図２−４−２２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＳＳＦ／ＣＣＦモデル情報フロー

a)

ＳＣＦとＩＮ−ＳＭ間の相互関係
− ＳＳＦ情報フロー
６章に記述されるように、イベントが検出される呼／コネクションインスタンスの現状状態
に加え、呼／コネクション処理イベントを報告する、ＩＮ−ＳＭからＳＣＦへの（ＳＳＦにお
けるＳＣＦアクセス管理を介した）情報
− ＳＣＦ情報フロー
６章に記述される機能種別を起動する、呼／サービスインスタンスの状態の操作を要求する
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（ＳＳＦのＳＣＦアクセス管理を介した）、ＳＣＦからＩＮ−ＳＭへの情報
b)

ＩＮ−ＳＭとＦＩＭ／ＣＭ間の相互関係
− ＩＮイベント指示
呼処理中イベント、イベントが検出された呼の現状状態、及びＩＮサービス論理の新しいイ
ンスタンスまたは存在する起動中のインスタンスにより扱われるべきイベントかどうかを報
告する、ＦＩＭ／ＣＭからＩＮ−ＳＭへの情報
− ＩＮ制御要求
ＳＣＦから要求される呼／サービス処理機能を指示するＩＮ−ＳＭからＦＩＭ／ＣＭへの情
報

c)

ＦＩＭ／ＣＭとＢＣＭ間の相互関係
− ＢＣＭイベント指示
ＢＣＳＭイベント及びイベントが検出されたＢＣＳＭの現状状態を報告する、ＢＣＭからＦ
ＩＭ／ＣＭへの情報
− ＢＣＭ制御要求
呼／サービス処理に影響する一つあるいは複数のＢＣＳＭの操作を要求する、 ＦＩＭ／Ｃ
ＭからＢＣＭへの情報

d)

ＦＩＭ／ＣＭと非ＩＮ フィーチャ管理（非ＩＮ ＦＭ）間の相互関係
− 非ＩＮイベント指示
ＦＩＭ／ＣＭから非ＩＮ ＦＭへの情報
− 非ＩＮ制御要求
非ＩＮ ＦＭからＦＩＭ／ＣＭへの情報

これら情報フローの使用を、以下の節で説明する。

4.5.2

モデル動作の典型的シーケンス

本節では、主要なモデルコンポーネントの役割と相互関係を説明するＳＳＦ／ＣＣＦモデルでの、典型的
な一連の動作について記述する。この記述はなんらかの特定のインプリメントを示したり、あるいは、反映
したりすることを意図しているのではない。このシナリオは、ユーザへＩＮサービスフィーチャを提供する
ために新しいＩＮ−ＳＳＭのインスタンスが起動されるときの例を示す。このシナリオの始めでは、ＩＮ
サービス論理インスタンスは動作していない、あるいは、非ＩＮサービス論理インスタンスが動作しており、
ＳＣＦ及びＳＳＦ／ＣＣＦの相互関係は存在しない。
1.

ユーザは、呼の起動を要求するためにＣＣＡＦを通してＳＳＦ／ＣＣＦと相互動作する。ＢＣＭは、
ユーザのこの呼の確立、保持を要求する基本呼制御機能を示すＢＣＳＭを生成する。

2.

ユーザの呼起動中に、ユーザの呼と対応するＢＣＳＭでイベントが検出される。ＢＣＳＭ処理は、
ＤＰで中断する。

3.

イベントが報告されなければならないかどうかを決めるため、ＢＣＭはＢＣＳＭ内のＤＰでイベン
トを処理する。（例えば、ＤＰが設定されていて、判断基準に合うかどうかを決定する。）そうで
あれば、イベントが検出された時点のＢＣＳＭ状態に従って、 ＦＩＭ／ＣＭへイベントを報告す
るＢＣＳＭイベント指示を送出する。ＢＣＭがどのように処理し続けるのかという指示を必要とす
るならば、ＢＣＳＭ処理は指示を受信するまでＤＰで留まる。そうでなければ、ＢＣＭは通常のＢ
ＣＳＭ処理を継続する。従って、三つのシナリオが有り得る。
− ＢＣＭはイベント報告されるべきではないと判断する。則ち、ＢＣＳＭ処理継続（例えば、Ｔ
ＤＰが設定されていない）である。
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− ＢＣＭはイベントが報告されるべきだが、後続の指示は必要ないと判断する。則ち、ＢＣＳＭ
処理継続（例えば、ＥＤＰ−Ｎが設定される）である。
− ＢＣＭはイベントが報告されるべきであり、また、後続の指示が必要である（例えば、設定さ
れたＴＤＰ−Ｒ）と判断する。つまりＢＣＳＭ処理は中断のまま留まり、ＢＣＭは受信側の指
示の前に次のイベントの検出を継続することができる。（これらの引き続き検出したイベント
の操作は、この例では記述しない。）
4.

ＦＩＭ／ＣＭは、ＩＮサービス論理インスタンスにより処理されるべきイベントであるか、あるい
は、非ＩＮサービス論理インスタンスにより処理されるべきイベントであるかを決定するためのＢ
ＣＭイベント指示を受信、処理する。さらに、イベントが、サービス論理インスタンスの新しいイ
ンスタンスにより処理されるか、あるいは、存在する起動中のインスタンスにより処理されるかを
判断する。

5.a ＢＣＭイベントがＩＮサービス論理の新しいインスタンスにより処理されるべきだと仮定した場
合、ＦＩＭ／ＣＭは、イベントとそれが検出されたＢＣＳＭ状態、およびＩＮサービス論理の新し
いインスタンスが起動されるべきであるということを報告するＩＮイベント指示をＩＮ−ＳＭへ
送出する。ステップ６へ。
5.b ＢＣＭイベントが非ＩＮサービス論理の新しいインスタンスにより処理されるべきだと仮定した
場合、ＦＩＭ／ＣＭは、非ＩＮ ＦＭへのイベント、それが検出されたＢＣＳＭ状態、及び、非Ｉ
Ｎサービス論理の新しいインスタンスが起動されるべきであるという指示を報告する非ＩＮイベ
ント指示を送出する。非ＩＮ ＦＭが非ＩＮイベントを受信し、処理し、適切な非ＩＮサービス論
理インスタンスを起動する。サービスフィーチャを認識するために必要なＦＩＭ／ＣＭへ非ＩＮ制
御要求を送出することで、非ＩＮ ＦＭは、非ＩＮサービス論理インスタンスを実行する。（たと
えあるとしても、このような非ＩＮサービス論理インスタンスの後続する情報フローの操作をこの
例では記述しない）
6.

ＩＮ−ＳＭは、ＩＮイベント指示を受信し、処理する。ＩＮサービス論理インスタンスの新しいイ
ンスタンスを起動すべきであれば、ＩＮ−ＳＭは、ＳＣＦ内のサービス論理プログラム（ＳＬＰ）
にアクセス可能なように、ユーザの呼やコネクションの状態を表すためのＩＮ−ＳＳＭの新しいイ
ンスタンスを生成する（例えば、ＢＣＳＭイベントと関連する情報により、さらに、レグとコネク
ションポイントのようなオブジェクトにより）。そして、ＩＮ−ＳＳＭの現状状態の外観を提供す
るＳＳＦ情報フローを（ＳＣＦアクセス管理を介して）ＳＣＦへ送出する。

7.

ＳＣＦは、ＳＳＦ情報フローを受信、処理する。ＩＮサービス論理の新しいインスタンスを起動す
べきであれば、ＳＣＦは要求されるサービスフィーチャを実現するＳＬＰインスタンス（ＳＬＰ
Ｉ）を起動する。ＳＬＰＩにはＩＮ−ＳＳＭの現状状態が提供される。そして、サービスフィーチャ
を実現するのに適切なようにＩＮ−ＳＳＭの状態を操作するようＩＮ−ＦＭに要求するため、ＳＣ
Ｆ情報フローをＳＳＦへ送出する。ＳＣＦ情報フローは、ＳＬＰＩに報告すべき一連のイベントを
も指示する。（即ち、この特定のサービス論理インスタンスのために設定されるべき一連のＢＣＳ
Ｍ及びＩＮ−ＳＳＭ ＥＤＰを指示する。）

8.

ＩＮ−ＳＭは、（ＳＣＦアクセス管理を介して）ＳＣＦ情報フローを受信し、要求されたＩＮ−Ｓ
ＳＭの状態を操作するような処理を行う。そのためにＩＮ−ＳＳＭはＣＭへのＩＮ制御要求を生成
する。さらに、（もしあるとすれば）この要求で指示されるＩＮ−ＳＳＭイベントのため、ＩＮ−
ＳＳＭが監視される。

9.

ＦＩＭ／ＣＭは、ＩＮ制御要求を受信、処理し、さらに、他の起動中のサービス論理インスタンス
に基づいて有効であるかどうかを判断する。そして、実行すべき機能、及び、監視すべきＢＣＳＭ
を通知するためにＢＣＭ制御要求をＢＣＭへ送出する。
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10. ＢＣＭは、ＢＣＭ制御要求を受信、処理し、さらに、要求を満足するためＢＣＳＭを操作する。Ｂ
ＣＳＭを操作する際に、適切なベアラ制御及びリソース制御機能を実行する。また、ＢＣＭは、（も
しあるとすれば）ＢＣＭ制御要求で指示されるＢＣＳＭイベントのため、ＢＣＳＭを監視する。中
断されていた場合、ＢＣＳＭ処理はここで再開される。
11. ＢＣＭはＢＣＳＭ内のＢＣＳＭイベントを検出したとき、ＦＩＭ／ＣＭへのＢＣＳＭイベント指示
を送出するため、ステップ３を繰り返す。
12. ＦＩＭ／ＣＭは、イベントをどう処理するか決定するためにステップ４を繰り返す。この場合は、
起動中のＩＮサービス論理インスタンスためのイベントである。イベントが既存のＩＮサービス論
理インスタンスに対するものだと示しているＩＮイベント指示をＩＮ−ＳＭへ送出する。
13. ＩＮ−ＳＭは、以下に示す違いがあるが、ステップ６のようにＩＮイベント指示を受信、処理する。
イベントが、現存するＩＮサービス論理のインスタンスに対するものであれば、現存するＩＮ−Ｓ
ＳＭインスタンスによって処理され、ユーザの接続状態を反映するために存在するＩＮ−ＳＳＭの
状態を更新したり、ＳＳＦ情報フローでイベントや現状のＩＮ−ＳＳＭ状態をＳＣＦに報告する。
新しいＩＮ−ＳＳＭインスタンスの生成はない。
14. ＳＣＦは、以下に示す違いがあるが、ステップ７のようにＳＳＦ情報フローを受信、処理する。そ
のイベントが既存のＩＮサービス論理のインスタンスに対するものであれば、既存のＳＬＰＩでサ
ポートされる。ＳＬＰの新しいインスタンスは起動しない。そして、ＳＬＰＩは、ＩＮ−ＳＳＭの
状態の操作をＩＮ−ＳＭに要求するＳＣＦ情報フローをＳＳＦへ送出するため、また、もしあるな
らば、関連する次の一連のＥＤＰを指示するＳＣＦ情報フローを送出するためステップ７の動作を
繰り返す。
15. ステップ８から１４はＩＮサービス論理インスタンスが終了するまで繰り返される。ＩＮサービス
論理インスタンスは、ＳＬＰＩがＥＤＰにもはや必要でないとき、あるいは、ＳＳＦ／ＣＣＦ処理
がどのＥＤＰにも遭遇できないポイントまで進んでしまったとき終了する。

4.6

ＳＣＦに対するＳＳＦ／ＣＣＦの相互関係

この節では、ＩＮ能力セット２のＩＮ−ＳＳＭコネクション制御によりサポートされる呼関連相互関係の
みを記述する。
a)

ＳＳＦ／ＣＣＦは複数のＳＣＦとの呼関連相互関係を保有することができ、また、ＳＣＦは複数の
ＳＳＦ／ＣＣＦとの呼関連相互関係を保有することができる。それぞれの相互関係は、１対１相互
関係として扱われる。

b)

ＳＳＦ／ＣＣＦが相互関係を起動するとき、ＴＤＰが検出されたＩＮ−ＳＳＭ状態を報告する。Ｓ
ＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦとの間の情報フローに含まれる状態情報は、ＩＮ 能力セット２の詳細なＤ
ＦＰモデルの分析に基づいた情報フローに含まれる情報要素によって定義される。

c)

一旦、ＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦとの間で制御相互関係が確立されたならば、ＳＣＦは後続のイベン
トを監視し、報告するようにＳＳＦ／ＣＣＦに要求したり（即ち、ＥＤＰ設定）、報告を要求した
り、また、監視を停止したり（ＥＤＰ解除）することができる。

付属資料ＥにＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦとの間の相互関係について示す。一般的用語と、正常時並びに異常
時での制御及び監視シナリオを記述する。

５．特殊リソース機能（ＳＲＦ）モデル
5.1

概要

ＳＲＦのモデルを図 2-5-1/JT-Q1228-b に示す。このモデルの目的はＳＲＦを考慮した特殊リソース機能に
ついての枠組みを提供することである。
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ＳＲＦは 5.3 節に示すように様々な特殊リソースを提供する。しかし、どんな場合でも、他の機能エンティ
ティからの要求により起動され、自ら起動することはない。
呼／サービス処理のため、ＳＲＦはＳＳＦ／ＣＣＦ及びＳＣＦ間との論理相互関係を保有する。ＳＣＦは、
ＳＳＦ／ＣＣＦとＳＲＦとの間のコネクションを制御し、ＳＲＦへ指示を送出する。
ＳＳＦへの応答を送出する処理の一部として、ＳＣＦは発信者あるいは着信者とのダイアログが必要な場
合がある。これは、例えば、番号収集シーケンスという形を取りうる。

ＩＮ能力セット２でのＳＣＦは、ＳＳＦ／ＣＣＦとＳＲＦとの間のパスを設定したあと、ユーザとのダイ
アログを開始するようＳＲＦに指示する。ＳＲＦ−ユーザ間のダイアログは、ＳＲＦがアナウンスを送出で
きるようにしたり、場合によっては、番号を収集できるようにする。番号の収集が完了したならば、ＳＲＦ
はＳＣＦに収集した番号を受け渡す。
収集した番号をＳＣＦへ報告するために、ＳＲＦから情報の入力を促されているユーザは、例えばＭＦ
トーンなどを入力する。ＳＣＦ内のサービス論理がもうリソースを必要としなくなった場合には、ＳＣＦは
ＳＲＦとの接続を解放するようＳＳＦ／ＣＣＦに要求し、次いで、ＳＲＦのリソースは解放される。

5.2

ＳＲＦコンポーネント

この節ではＳＲＦのコンポーネントについて説明している。

主なＩＮ能力セット２のＳＲＦコンポーネントはＩＮ能力セット１のＳＲＦと同じであり、それらは以下
のものである。
１．機能エンティティアクセス管理（ＦＥＡＭ）
２．ＳＲＦリソース管理（ＲＭ）
３．リソース

図 2-5-1/JT-Q1228-b はＩＮ能力セット２のＳＲＦモデルを示している。
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ＳＲＦリソース管理

リソース

（ＳＲＦ ＲＭ）

（5.3 節参照）

機能エンティティアクセス管理
（ＦＥＡＭ）

ＳＳＦ／ＣＣＦ

ＳＣＦ

ユーザ

図２−５−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＳＲＦモデル

機能エンティティアクセス管理（ＦＥＡＭ）

5.2.1

ＦＥＡＭは、ＳＲＦがメッセージにより他の機能エンティティと情報を交換するために必要な機能を以下
の手段で提供する。
− ＳＳＦに対してアプリケーションプロトコルで。
− ＳＣＦに対して直接的なプロトコルで。
− ＯＳＦに対して直接的なプロトコルで。

リソース制御部

5.2.2
5.2.2.1

＃

＃

ＳＲＦリソース管理（ＳＲＦ ＲＭ）

ＳＲＦ ＲＭは、ＳＲＦ内で保有しているリソースを管理するために必要な機能を提供する。これは、リ
ソース捕捉やビジー／空き／閉塞などのリソース状態管理、及び、リソース動作を制御する能力を含んでい
る。

5.2.2.2

トランザクションモジュール

＃

5.2.2.3

ユーザ相互動作スクリプト（UI-Script）

＃

5.2.2.4

リソース論理ライブラリ

＃

5.2.2.5

リソース論理インスタンス

＃

5.2.3

リソース機能部（RFP）

＃

5.2.4

データ部（DP）

＃

5.3

ＳＲＦ管理オブジェクト

ＳＲＦが管理する特殊リソースを以下に示す。
− ＤＴＭＦレシーバ
− トーンジェネレータ
− アナウンス

以下の二つのオブジェクトがＩＮ能力セット２でサポートされ、以下のように定義される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

1)

ＤＴＭＦレシーバ
本リソースはリンクしたリソースからＤＴＭＦを受信し、標準化された信号入力として認識する。

2)

トーンジェネレータ／アナウンス
本リソースは特定のリソースへインチャネル情報を提供する。

６．サービス制御機能(ＳＣＦ)モデル
6.1

概要

ＳＣＦのモデルを図 2-6-1/JT-Q1228-b に示す。このモデルの目的は、ＳＣＦに関するサービス論理処理に
ついての枠組みを提供することである。
サービス制御機能（ＳＣＦ）の主要な機能は、サービス論理処理プログラム（ＳＬＰ）の形で提供される
サービス論理の実行であり、従って、サービス論理選択／相互動作管理、機能エンティティアクセス管理、
ＳＬＰ供給管理などの、ＳＬＰ実行をサポートする機能も含む。

6.2
6.2.1

ＳＣＦコンポーネント
概要

上記で定義される機能を実現するための、ＳＣＦモデルが図 2-6-1/JT-Q1228-b に示される。これは、ＳＣ
Ｆの概念的モデルを示しているのであって、ＳＣＦの実際のインプリメントを示す意図はないことに注意す
ること。

ＳＣＦプラットホームは、適切なサービス処理を提供するためにサービス論理処理プログラム（ＳＬＰ）
が動作するサービス論理実行環境（ＳＬＥＥ）を提供する。ＳＬＰはＳＬＥＥにより起動されるサービスア
プリケーションプログラムであり、ＳＬＥＥの制御下でサービス処理を実現するために使用される。複数の
ＳＬＰの同時の起動や実行もまた、ＳＬＥＥによって管理される。
図 2-6-1/JT-Q1228-b に示す各々のエンティティは、以下の節で記述する。
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ＳＣＦ
ＳＬＰ

ＳＬＰ管理

ライブラリ

サービス論理実行環境 （ＳＬＥＥ）
機能ﾙｰﾁﾝﾗｲﾌﾞﾗﾘ

サービス論理実行管理 （ＳＬＥＭ）
機能ﾙｰﾁﾝ
管理

サービス
論理選択 /

サービス論
理処理ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑｲﾝｽﾀﾝｽ
(SLPI)

相互動作
管理
(SLSIM)

ＳＣＦ
データ
アクセス
管理

ﾘｿｰｽ管理

機能ﾙｰﾁﾝ

サービスデータ
オブジェクト
ディレクトリ
ＩＮネットワーク
ワイドリソース
データ

機能エンティティアクセス管理 （ＦＥＡＭ）

ＳＳＦ

ＳＲＦ

図２−６−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
ＳＣＦモデル

6.2.2
6.2.2.1

サービス論理実行管理 （ＳＬＥＭ）
概要

ＳＬＥＭは、サービス論理実行動作の全体を操作し、制御する機能である。ＳＬＥＭは、サービス論理処
理プログラムインスタンス（ＳＬＰＩ）、サービス論理選択／相互動作管理、及び、リソース管理を含む。
また、ＳＣＦデータアクセス管理、及び、ＳＬＰＩ実行をサポートする機能エンティティアクセス管理と相
互動作する。これらの側面に加え、ＳＬＥＭには以下の機能が必要である。
− ＳＬＰＩを実行し、ＳＬＰＩと関連する一時データ（則ち、ＳＬＰＩ状態情報のように、ＳＬＰＩ
がある間にだけ存在する情報）を保持する。
− ＳＬＰＩ実行をサポートし、機能的ルーチンを実行する。
− ＳＣＦデータアクセス管理を介してＳＣＦデータへのＳＬＰＩアクセスを管理する。（6.2.3 節参
照）
− 機能エンティティアクセス管理を介してＳＬＰＩと他の機能エンティティ内のエンティティとの
間の情報の交換を管理する。（6.2.5 節参照）
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6.2.2.2

サービス論理選択／相互動作管理（ＳＬＳＩＭ）

ＳＬＳＩＭは、実行すべきＳＬＰを選択し、同じＳＣＦ内の複数ＳＬＰの同時の実行及び／あるいは実行
順序を制御する。
機能の一部として、ＳＬＳＩＭは一つの呼で同時に動作する、同じＳＣＦにおける複数ＳＬＰＩ間の相互
動作を管理することによって、サービス相互動作を管理する手段を提供する。
ＳＬＰ選択は、以下の応答としてＳＬＳＩＭを介して実行される。
− 他の機能エンティティからの外部イベント
− 内部的に認識される状態の発生（例えば、日時、あるいは、他の内部イベント）
− 他のＳＬＰの実行を要求するＳＬＰＩを介した機能ルーチンの実行
さらに、ＳＬＳＩＭは選択されたＳＬＰの実行を起動し、このＳＬＰ選択から起動するまでの間の排他制
御や優先制御を提供する。
− 排他制御は、現在実行中のＳＬＰＩと矛盾するＳＬＰＩを起動することを防ぐ。
− 優先制御は、同じ選択基準に適合した一連のＳＬＰからあるＳＬＰを選択するための仕組みを提供
する。

6.2.2.3

サービス論理処理プログラムインスタンス（ＳＬＰＩ）

サービス論理処理プログラム（ＳＬＰ）は、ＳＬＥＥにより起動され、サービス処理を実現するために使
用されるサービスアプリケーションプログラムである。これは、実行されたとき、サービス実行のフローを
制御する論理構成と、実行されたとき、サービス実行に必要な網リソースとデータにアクセスするためのＳ
ＣＦ内の機能ルーチンを起動するステートメントを含んでいる。ＳＬＰが選択され、起動されると、それは
サービス論理プログラムインスタンス（ＳＬＰＩ）と呼ばれる。ＳＬＰと違い、対応するＳＬＰＩは、サー
ビス実行のフローを実際に制御し、ＳＣＦ機能ルーチンを起動する動的なエンティティである。
機能ルーチンは、サービス実行をサポートするために網内で実行されるべき、一連の機能エンティティ動
作を引き起こすために、ＳＬＰＩにより起動されるＳＣＦ内の機能である。機能ルーチンは、サービス非依
存であるとみなされる。機能ルーチンの潜在的カテゴリは、6.3 節に記述する。

6.2.2.4

リソース管理

リソース管理は、ローカルＳＣＦリソースの割当を制御する機能を提供し、ＳＬＰＩ実行をサポートする
ために網リソースへのアクセスを提供する。このリソース管理は、以下の機能を含む。
− ローカルＳＣＦリソースを識別し、位置を特定する。
− ＳＣＦデータアクセス管理とＩＮネットワークワイドリソースデータとを介した網リソースを識
別し、位置を特定する。（6.2.3.3 節参照）
− 特定のＳＬＰＩに要求された一つあるいは複数のローカルＳＣＦリソースを識別する。
− 特定のＳＬＰＩにもはや必要とされない一つあるいは複数のＳＣＦリソースを解放する。
− ＳＬＰＩが使用する網リソースの予約や解放を行うため、機能エンティティアクセス管理を介して、
他の機能エンティティと相互動作する。
ＳＲＦ選択はいつでもＳＬＥＭリソース管理により実行されるのではないこと、ある場合、例えばアシス
ト手順で使用されている時、選択はＳＳＦにより実行されることに注意すること。

6.2.2.5
6.2.3
6.2.3.1

網間接続管理

＃

ＳＣＦデータアクセス管理
概要

ＳＣＦデータアクセス管理は、ＳＣＦ内で共用する、持続情報（則ち、ＳＬＰＩの存在期間に関係なく持
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続する情報）の蓄積、管理及びアクセスを提供するために必要とされる機能を提供する。ＳＣＦデータアク
セス管理はＳＬＰＩへこの機能を提供するため、ＳＬＥＭと相互動作する。
図 2-6-1/JT-Q1228-b にＳＣＦデータを含む二つの構造を示す。これらは、以下のものである。
− サービスデータオブジェクトディレクトリ
− ＩＮネットワークワイドリソースデータ
これらは、以下の節に記述する

6.2.3.2

サービスデータオブジェクトディレクトリ

図 2-6-1/JT-Q1228-b にサービスデータオブジェクトディレクトリを示す。これは、特定のデータオブジェ
クトにアクセスするための、適切なＳＣＦの位置を示す手段を提供する。
ＳＣＦデータアクセス管理は、ＳＬＥＭ（さらに、そのＳＬＰＩ）に対して透過的な方法で、網内のサー
ビスデータオブジェクトの位置を特定するために、サービスデータオブジェクトディレクトリを使用する。
このように、ＳＬＥＭ（さらに、そのＳＬＰＩ）は、網内のサービスデータオブジェクトを全体的かつ一様
に見ることができる。

6.2.3.3

ＩＮネットワークワイドリソースデータ

このデータは、ＳＬＰＩがアクセスすることのできる網内のリソースの配置や能力についての情報を格納
している構造をとっている。この構造は、適切な能力を持つ特定のリソースへのアクセスのため、適切な機
能エンティティ（例えば、ＳＲＦ）の位置を示すための手段を提供する。
ＳＬＥＭリソース管理は、ネットワークリソースデータにアクセスするため、ＳＣＦデータアクセス管理
と相互動作する。ＳＬＥＭリソース管理は、ＳＬＰＩに対して透過的な方法での網リソースとのアクセスを
ＳＬＰＩに提供する。このように、ＳＬＰＩは、網内のリソースを全体的かつ一様に見ることができる。

6.2.4

機能ルーチン管理

機能ルーチン管理は、機能エンティティアクセス管理を介した機能ルーチンライブラリへの、機能ルーチ
ンの受信及び分配に使用される。また、このエンティティは、特定の機能ルーチンの追加、削除、及び一時
的使用停止を管理する。
機能ルーチンライブラリは、実際の機能ルーチンが存在するエンティティである。

6.2.5

機能エンティティアクセス管理（ＦＥＡＭ）

機能エンティティアクセス管理は、メッセージを介して他の機能エンティティと情報交換するために、Ｓ
ＬＥＭにより必要とされる機能を提供する。このメッセージ処理機能は以下の通りである。
− ＳＬＰＩに対し、透過的である。
− 確実なメッセージ転送を提供する。
− 順序を保ったメッセージ転送を保証する。
− メッセージ要求と対応する応答を関連づける。
− 複数のメッセージを相互に関連づける。
− ＯＳＩ構造及び原則に従う。

6.2.6

ＳＬＰ管理

ＳＬＰ管理は、他のエンティティからのＳＬＰの受信及び分配機能を管理する。従って、ＳＬＰ管理は、
機能エンティティアクセス管理（ＦＥＡＭ）と相互動作する。さらに、このエンティティは、特定のＳＬＰ
の追加、削除、及び一時的使用停止を管理する。
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セキュリティ管理

6.2.7

＃

機能ルーチンカテゴリ

6.3

以下の機能ルーチンのカテゴリは、ＳＬＰＩへアクセス可能なＳＣＦ機能を記述するための枠組みとして
示す。

6.3.1

ＳＬＰＩ管理機能ルーチン

− ＳＬＰＩの初期設定及び終了のための機能ルーチン
− 他のＳＬＰを起動する機能ルーチン

6.3.2

ＳＬＰＩ通信機能ルーチン

− ＳＬＰＩ間の通信をサポートする機能ルーチン

6.3.3

タイマ管理機能ルーチン

− 現在の日時を得る機能ルーチン
− ＳＣＦ内の非同期タイマを管理する機能ルーチン
− ある決められた期間、ＳＬＰの起動を防ぐ機能ルーチン

6.3.4

データ管理インタフェース機能ルーチン

− ＳＣＦデータアクセス管理を介して、ＳＣＦデータ（即ち、サービスデータオブジェクトディレク
トリ、及び、ＩＮネットワークワイドリソースデータ）及びネットワークデータに全体的かつ一様
にアクセスし操作する機能ルーチン

6.3.5

非同期イベント処理機能ルーチン

− 非同期イベント（例えば、他の機能エンティティより報告されるイベント、ＳＬＰＩ実行エラーイ
ベント、また、ＳＣＦ内部イベント）への応答として適切な機能を実行する機能ルーチン
− サービス実行の終了及び関連するリソースの初期設定のための機能ルーチン

6.3.6

接続管理機能ルーチン

− ＳＳＦ内でＩＮフィーチャ管理との相互動作を介して、レグやコネクションポイントを操作する機
能ルーチン

6.3.7

特殊リソース管理機能ルーチン

− （ＳＲＦと相互動作する）ＳＬＥＭリソース管理を介して全体的かつ一様に特殊網リソースにアク
セスし、使用する機能ルーチン

6.3.8

ＯＡＭ機能ルーチン

− ＯＡＭ動作への要求に応答し、また、ＯＡＭ関連情報（例えば、データ収集、トラヒック管理、エ
ラー処理、課金）を収集する機能ルーチン
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７．サービスデータ機能（ＳＤＦ）モデル

＃

８．非呼関連サービス機能（ＣＵＳＦ）モデル

＃

９．サービス管理機能（ＳＭＦ）モデル

＃

１０．分散機能プレーンへのグローバル機能プレーンのマッピング

＃

１１．各サービス機能の機能アーキテクチャへのマッピング

＊

機能モデル

11.1
11.1.1

ＩＮ能力セット２の機能モデル

本標準で対象とする機能モデルを図 2-11-1/JT-Q1228-b に示す。
本節では機能エンティティＦＥ１、ＦＥ４及び相互関係 r3 に対する情報フロー（ＩＦ）を定義する。本節
で記述される手順は、本標準の情報フローを特定のサービスに適用する場合の各情報フローの利用方法を規
定している。

11.1.2

機能エンティティの表記

図 2-11-1/JT-Q1228-b における機能エンティティ（ＦＥ）は以下に示す能力を持つ。

ＦＥ１：網ＡのＳＳＦ（以下ではＳＳＦと記述）
ＦＥ４：網ＢのＳＣＦ（以下ではＳＣＦと記述）

ＳＳＦ−ＳＣＦ間の相互関係を相互関係 r3 で示す。

網Ａ

網Ｂ

ＦＥ１

ｒ ３

ＦＥ４

ＳＳＦ

ＳＣＦ

図２−１１−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ＩＮ能力セット２における機能モデル

ＩＮ能力セット２の情報フロー

11.2
11.2.1

概要

本節では信号網接続の対象となるサービス機能を提供するための情報フローについて記述する。サービス
機能を以下に示す。

− 番号翻訳機能
− イベント報告機能
− 再接続機能
− ユーザ相互動作機能
− 網間ハンドオフ機能
ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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− 網Ａ、網ＢのＳＳＦの同時制御機能
− 発着同時ユーザ相互動作機能
− 課金関連指示機能
− 課金イベント通知機能

また、サービス機能から派生する機能とは別に、以下の機能に相当する情報フローも含んでいる。

− 呼解放機能
− 活性化試験機能

各サービス機能と情報フローとの対応付けを以下に示す。

番号翻訳機能：

イニシャルＤＰ(Initial DP)、接続(Connect)

イベント報告機能：

ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)、
ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)

再接続機能：

ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)、
ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)、接続(Connect)

ユーザ相互動作機能：

暫定接続確立(Establish Temporary Connection)、
順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)

網間ハンドオフ機能：

接続(Connect)

網Ａ、網ＢのＳＳＦの同時制御機能：
ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)、
接続(Connect)、ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)
発着同時ユーザ相互動作機能：
暫定接続起動(Initiate Temporary Connections)、
ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)、接続(Connect)、
ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)、
レグ移動(Move Leg)、レグ移動応答(Move Leg Response)、
呼セグメント併合(Merge Call Segments)、
呼セグメント併合応答(Merge Call Segments Response)、
順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)、継続(Continue)
エンティティ解放完了(Entity Released)
呼解放機能：

呼解放(Release Call)

活性化試験機能：

活性化試験(Activity Test)、
活性化試験応答(Activity Test Response)

課金関連指示機能：

課金情報送出(Send Charging Information)

課金イベント通知機能：

課金イベント通知要求(Request Notification Charging Event)、
課金イベント通知(Event Notification Charging)

11.2.2

信号網接続の基本手順

本節では各サービス機能毎の手順について記述する。
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番号翻訳機能に関わる手順

11.2.2.1

概要

11.2.2.1.1

発呼の後、網Ａが接続情報を網Ｂに問合せる手順は以下の通りである。
ＳＳＦは検出したトリガ条件に応じてＳＣＦに加入者の接続条件を照会する。ＳＣＦは必要な加入者条件
等を参照し、適切な接続情報をＳＳＦに応答として返送する。

11.2.2.1.2 情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

ＳＣＦ

イニシャルＤＰ(InitialDP)

接続(Connect)

図２−１１−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
番号翻訳機能に関わる手順

11.2.2.2

イベント報告機能に関わる手順

11.2.2.2.1

概要

ＳＣＦがサービス論理からイベント報告を必要とする場合、ＳＳＦに対してイベント報告の要求を行う。
ＳＳＦは指定されたイベントを検出した際にそのイベントをただちにＳＣＦへ報告する。

11.2.2.2.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ

ＳＳＦ

ｒ３

ＳＣＦ

ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)

ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)

図２−１１−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
イベント報告機能に関わる手順

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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再接続機能に関わる手順

11.2.2.3
11.2.2.3.1

概要

ＳＣＦはサービス論理から接続先話中時／無応答時の再接続先をＳＳＦに指定することができる。この場
合、ＳＣＦはＳＳＦに対し着側話中／無応答イベントの報告を事前に要求している。ＳＳＦは該当イベント
をＳＣＦに報告し、ＳＣＦはこれを受けて再接続先をＳＳＦに通知する。

11.2.2.3.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ ３

ＳＳＦ

ＳＣＦ

ＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)
ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)
接続(Connect)

図２−１１−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
再接続機能に関わる手順

11.2.2.4
11.2.2.4.1

ユーザ相互動作機能に関わる手順
概要

ＳＣＦは、サービスアシスト手順により網Ｂの特殊リソースを用いてユーザ相互動作するため、ＳＳＦに
対して網Ｂと暫定的に接続するよう要求する。
ユーザ相互動作が終了すると、ＳＣＦはＳＳＦへ網Ｂとの暫定接続を切断するよう要求し、網Ｂのリソー
スは解放される。

11.2.2.4.2

情報フローダイヤグラム
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網Ａ

網Ｂ
ｒ ３

ＳＳＦ

ＳＣＦ
暫定接続確立(Establish Temporary Connection)

ア

シ

ス

ト

中

（注）

順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)

（ 注） アシスト中の網Ｂの動作（ユーザ相互動作）は本標準の対象外

図２−１１−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ユーザ相互動作機能に関わる手順（アシスト）
呼解放機能に関わる手順

11.2.2.5
11.2.2.5.1

概要

ＳＣＦは呼のあらゆる段階で、呼の解放をＳＳＦに指示することがある。ＳＳＦはこれを受けて、その呼
に関わるすべてのベアラ接続及び接続リソースを解放する。

11.2.2.5.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３
ＳＣＦ

ＳＳＦ
呼解放(Release Call)

図２−１１−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
呼解放機能に関わる手順

11.2.2.6
11.2.2.6.1

活性化試験機能に関わる手順
概要

ＳＣＦはＳＳＦとの相互関係が継続して確立しているか否かをＳＳＦへ確認する。相互関係が確立してい
る場合、ＳＳＦはＳＣＦに応答を返送する。応答が無い場合、ＳＣＦはＳＳＦとの相互関係が障害中である
と認識する。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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11.2.2.6.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

Ｓ ＣＦ

活性化試験(Activity Test)
活性化試験応答(Activity Test Response)

図２−１１−７／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
活性化試験に関わる手順

網間ハンドオフ機能に関わる手順

11.2.2.7
11.2.2.7.1

概要

ＳＣＦはＳＳＦに対して、網Ｂへの中継接続を指示するのと同時に、ＳＣＦ−ＳＳＦ間の制御相互関係を
解除することを要求する。ＳＳＦは網Ｂとの接続の確立を要求し、それ以降の呼制御は網Ｂに閉じて実施す
る。

11.2.2.7.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

ＳＣＦ
接続(Connect) （注１）

網

間

ハ

ン

ド

オ フ

中

（注２）

（注１）相関ＩＤとＳＣＦ ＩＤを含む
（注２）網間ハンドオフ中の網Ｂの動作は本標準の対象外

図２−１１−８／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
網間ハンドオフに関わる手順
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網Ａ、網ＢのＳＳＦの同時制御機能に関わる手順

11.2.2.8
11.2.2.8.1

概要

ＳＣＦはＳＳＦに対して、ＤＰ処理を要求する一方で、網Ｂへの接続を指示する。ＳＳＦはＳＣＦとの制
御相互関係を保持しながら網Ｂとの接続を確立し、網ＢのＳＳＦはＳＣＦとの制御相互関係を確立する。網
ＢのＳＣＦは網ＡのＳＳＦと網ＢのＳＳＦを同時に制御する。
網ＡのＳＳＦは当該イベントを検出すると網ＢのＳＣＦへそのイベントを報告する。

11.2.2.8.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３
ＳＣＦ

ＳＳＦ

BCSM イベント報告要求（Request Report BCSM Event）

接続（Connect）（注１）

網Ｂ内ＳＣＦ−ＳＳＦ間制御相互関係確立 （注２）

ＢＣＳＭイベント報告（Event Report BCSM ）

（注１）相関ＩＤとＳＣＦ ＩＤを含む
（注２）網Ｂ内の動作は本標準の対象外

図２−１１−９／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
網Ａ、網ＢのＳＳＦの同時制御機能に関わる手順

11.2.2.9
11.2.2.9.1

発着同時ユーザ相互動作機能に関わる手順
概要

ＳＣＦはＳＳＦに対して、複数暫定接続回線の設定とそれら回線の留保を要求する一方で、着信者への呼
に対する発側−応答(O_Answer)イベントの設定と着信者への呼の接続を指示する。ＳＳＦは網Ｂとの複数暫
定接続回線を留保したまま、着信者への通常の呼処理を実行する。
発側−応答(O_Answer)イベントに遭遇すると、ＳＳＦはＳＣＦへその旨を通知する。ＳＣＦは、発信者と
着信者をそれぞれ別の暫定接続回線に接続するようＳＳＦに指示し、発信者と着信者が同時に異なるユーザ
相互動作を行うことを可能とする。
ＳＣＦは、ユーザ相互動作が終了したと判断すると、発信者と着信者に接続されている暫定接続回線を全
て解放し、発信者と着信者を接続して通話を可能とする。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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情報フローダイヤグラム

11.2.2.9.2

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

ＳＣＦ

暫定接続起動 (Initiate Temporary Connections)
BCSM イベント報告要求(Request Report BCSM Event)
接続(Connect)
ＢＣＳＭイベント報告(Event Report BCSM)
レグ移動(Move Leg)
レグ移動応答(Move Leg Response)
呼セグメント併合(Merge Call Segments)

呼セグメント併合応答(Merge Call Segments Response)

発

着

同

時

ユ

ー

ザ

相

互 動

作

中

（注）

順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)
順方向接続切断(Disconnect Forward Connection)
呼セグメント併合(Merge Call Segments)

呼セグメント併合応答(Merge Call Segments Response)
継続(Continue)

（注）網Ｂ内の動作は本標準の対象外

図２−１１−１０／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
発着同時ユーザ相互動作機能に関わる手順

11.2.2.10
11.2.2.10.1

課金関連指示機能に関わる手順
概要

ＳＳＦが課金情報を取り扱うことができる場合、ＳＣＦはＳＳＦへ課金処理を指示する。ＳＳＦは、課金
情報を内部で処理するか、あるいは、適切な信号方式により課金処理を実施する交換機へ課金情報を送出す
る。
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11.2.2.10.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

Ｓ ＣＦ

課金情報送出(Send Charging Information)

図２−１１−１１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
課金関連指示機能に関わる手順

課金イベント通知機能に関わる手順

11.2.2.11
11.2.2.11.1

概要

ＳＣＦは、課金イベントの通知を必要とする場合、ＳＳＦに対して課金イベントの通知を要求する。ＳＳ
Ｆは指示された課金イベントを検出した場合、そのイベントをただちにＳＣＦへ通知する。

11.2.2.11.2

情報フローダイヤグラム

網Ａ

網Ｂ
ｒ３

ＳＳＦ

Ｓ ＣＦ
課金イベント通知要求(Request Notification Charging Event)
課金イベント通知(Event Notification Charging)

図２−１１−１２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
課金イベント通知機能に関わる手順

１２．ＦＥ間の相互関係
12.1

概要

本章では、本標準第４編に定義された抽象構文と一貫した形式で、ＦＥからＦＥのインタフェース上への
情報フロー（ＩＦ）のマッピングを提供する。
関連するＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０４の 4.1 節は、ＦＥ間の相互関係のアーキテクチャの側面を記述して
いる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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相互関係

12.2

ＩＮ能力セット２では、情報フローは次のような相互関係に対して定義される。

ＳＣＦ−ＳＳＦ（Ｄ）

括弧内の文字はＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２１１に定義された対応する機能インタフェ−スを示す。

＊

情報フローは、ＳＳＦとＳＲＦ間にも発生するが、これらはＩＮベースのサービスフィーチャの実行に

＊

関連しないため、ＩＮ能力セット２では定義しないことに注意。

＊

各相互関係に対しては、以下の情報が与えられる。

i)

相互関係が確立、終了されうる条件

ii） 相互関係に関与する二つのエンティティ間の、アルファベット順の情報フロー

各情報フローに関しては、次のような項目が示されている。

a.

情報フローの名前

b.

関係しているＦＥの相互関係（例、ＳＳＦからＳＣＦ，あるいはＳＣＦからＳＳＦ）

c.

情報フローにおける各情報要素（ＩＥ）の名前。各ＩＥについて、それがＩＦに含めなければなら
ない必須（Ｍ）であるか、あるいはＩＥが省略されうることを示すオプション（Ｏ）であるかを示
す。もしそのＩＥがオプションであれば、オプションとなる詳細な条件とデフォルト値が与えられ
る。

d.

ＩＦと対応するＦＥモデル間のマッピング。これは、該当ＩＦが送信あるいは受信される前（事前
条件）と後（事後条件）の条件の形で記述される。二者間呼セグメントへのマッピングのみが記述
されていることに注意すること。

12.3

ＦＥ間の情報フロー

二つのＦＥ間の情報フローは、要求／応答のペアもしくは要求だけのいずれかからなる。情報フローは、
物理プレーンにある対応する物理エンティティ間の信号メッセージとは１対１にマッピングされないかも
しれないことに注意。
必要があれば、ＳＣＦはＦＥ間の複数の情報フローを協調させる。協調が必要な情報フローの順序につい
てふれている。
二つのＦＥ間のＩＦの完全なセットは、これらのＦＥ間の相互関係を定義する。
必要なところには、他の情報フローの作用を取り消すための特定の情報フローが定められている。
本章と１１章において、エラー条件に関連するＩＦは記述されていないことに注意。

12.4
12.4.1

ＳＣＦ−ＳＳＦ相互関係
概要

ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係は、ＳＳＦが送信したＳＣＦへの指示要求の結果確立されるか、もしくはＳ
ＣＦの呼の開始要求、または非呼関連要求により確立される。
ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係は、通常ＳＣＦの要求で終了する。ＳＳＦもまた、相互関係を終了させるかも
しれない。（例えばエラーの場合）
１つのＳＣＦが複数のＳＳＦと同時に複数の相互関係を持つことができる。１つのＳＳＦは、与えられた
呼に対して、同時に１つのＳＣＦとのみ相互関係を持つことができる。これは監視相互関係ではなく、制御
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相互関係を示すことに注意。
ＳＳＦはＳＣＦから呼関連のＩＥを受信した時、それを対応する呼情報の代わりに用い、他の呼情報は全
て保持する。これは、全ての呼処理関連メッセージに適用される。

12.4.2

ＤＰ特有共通要素

12.4.3

ＳＣＦとＳＳＦ間の情報フロー

＃

12.4.3.1

サービスフィルタ活性化 (Activate Service Filtering)

＃

12.4.3.2

トリガデータ活性化 (Activate Trigger Data)

＃

12.4.3.3

トリガデータ活性化確認 (Activate Trigger Data Confirmation)

＃

12.4.3.4

活性化試験 (Activity Test)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係が継続して存在しているかどうか確認するのに用いる。相互関

係がまだ存在している場合は、ＳＳＦは活性化試験応答 (Activity Test Response)で応答する。応答がない場
合、ＳＣＦはＳＳＦに何らかの障害があったと想定し、適切な動作をとる。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

d.

（Ｍ）

＊

ＦＥモデルへのマッピング
11.2 節ＩＮ能力セット２の情報フローの活性化試験機能に関わる手順を参照のこと。

12.4.3.5

＊

活性化試験応答 (Activity Test Response)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要
このＩＦは、活性化試験 (Activity Test)ＩＦへの応答である。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

d.

（Ｍ）

＊

ＦＥモデルへのマッピング
11.2 節ＩＮ能力セット２の情報フローの活性化試験機能に関わる手順を参照のこと。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

12.4.3.6

情報分析 (Analyse Information)

＃

12.4.3.7

情報分析完了 (Analysed Information)

＃

12.4.3.8

課金適用 (Apply Charging)

＃

12.4.3.9

課金適用報告 (Apply Charging Report)

＃

12.4.3.10

アシスト指示要求 (Assist Request Instructions)

＃

12.4.3.11

着呼分析要求 (Authorize Termination)

＃

12.4.3.12

呼ギャップ (Call Gap)

＃

12.4.3.13

呼情報報告 (Call Information Report)

＃

12.4.3.14

呼情報要求 (Call Information Request)

＃

12.4.3.15

全要求取消 (Cancel All Requests)

＃

12.4.3.16

状態報告要求取消 (Cancel Status Report Request)

＃

12.4.3.17

情報収集 (Collect Information)

＃

12.4.3.18

情報収集完了 (Collected Information)

＃

12.4.3.19

接続 (Connect)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、既存の呼設定フェーズにおいて決定した着信先への呼を生成するため、または呼を他の着信

先へ転送するために使用される。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

ルーチング対地アドレス (Destination Routing Address)

（Ｍ）

相関ＩＤ (Correlation ID)

（Ｏ）

ＩＳＤＮアクセス関連情報(ISDN Access Related Information) （Ｏ）

d.

ＳＣＦ ＩＤ (SCF ID)

（Ｏ）

サービス相互動作表示 (Service Interaction Indicators)

（Ｏ）

汎用番号 (Generic Number)

（Ｏ）

付加発番号 (Additional Calling Party Number)

（Ｏ）

＊

発信者番号非通知理由 (Cause of No ID)

（Ｏ）

＊

事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)

（Ｏ）

＊

ＦＥモデルへのマッピング
この情報フローは、二者間呼セグメント用の発側ＢＣＳＭにおける通信中ＰＩＣの前にのみ適用する。

ＳＣＦ事前条件：

(1)

ＳＣＦとＳＳＦ間に制御相互関係が存在する。

(2)

ＳＬＰＩは、接続 (Connect)ＩＦをＳＣＦが送出するべきと決定済である。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

ＳＬＰＩ実行は続行してもよい。

ＳＳＦ事前条件：

(1)

発呼手順が起動されている。

(2)

基本呼処理がＤＰで中断されている。

(3)

呼は応答前である。

(4)

着信先情報とオプションの呼設定情報はＳＣＦによって提供される。
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ＳＳＦ事後条件：

(1)

ＳＳＦは、呼を特定の着信先へルーチングまたは転送するため、呼処理動
作を実行する。

(2) ＤＰ３、５、６、７、１０または例外に遭遇する。

12.4.3.20

リソース接続 (Connect to Resource)

12.4.3.21

継続 (Continue)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦへ

b.

概要

＃

このＩＦは、ＳＣＦ指示を待ち受けるために呼処理を中断していた時点のＤＰで、呼処理を継続するよう
ＳＳＦに要求する。ＳＳＦはＤＰ処理を完了し、基本呼処理を継続する（例えば、ＢＣＳＭの次のＰＩＣに
進む）。応答時のデータが使用されなければならないか、あるいは既存データで置き換えられなければなら
ない。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

d.

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
事前条件：

(1) 発呼手順が起動されている。
(2) 基本呼処理が発側−応答(O_Answer)ＤＰで中断されている。

事後条件：

＊

(1) 基本呼処理が現在のＤＰで再開され、次のＰＩＣに遷移する。

12.4.3.22

呼セグメントアソシエーション生成 (Create Call Segment Association)

＃

12.4.3.23

呼セグメントアソシエーション生成結果 (Create Call Segment Association Result)

＃

12.4.3.24

トリガデータ非活性化 (Deactivate Trigger Data)

＃

12.4.3.25

トリガデータ非活性化確認 (Deactivate Trigger Data Confirmation)

＃

12.4.3.26

順方向接続切断 (Disconnect Forward Connection)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、アシスト手順が適用されている一対のＳＳＦのうち、アシストを行っていないＳＳＦに送出

される。このＩＦは、起動ＳＳＦとアシストＳＳＦ間、及びアシストＳＳＦとその関連ＳＲＦ間の接続を切
断するのに用いられる。（これらは、「暫定接続確立(Establish Temporary Connection)」及び「暫定接続起動
(Initiate Temporary Connections)」情報フローを用いて適切に起動されたものである。）

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｏ）

ＦＥモデルへのマッピング
「サービスアシスト」を終了させたり、ある呼セグメントに対してあるエンドユーザとの相互動作を終了
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させたりするために、ＳＣＦはこの情報フローをＳＳＦに送る。

12.4.3.27

レグ切断 (Disconnect Leg)

12.4.3.28

エンティティ解放完了 (Entity Released)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要

＃

このＩＦは、例外やエラーによって引き起こされたエンティティ（ＣＳ）の解放についての情報をＳＣＰ
に通知するために用いられる。このエラー／例外によって影響を受けないＣＳＡ内の他の既存エンティティ
（ＣＳ）が存在するために、ＴＣダイアログは保持されなければならず、この情報をＴＣ−アボートあるい
はＴＣ−終了で通知できない場合にＣＳＡ ＦＳＭによって送出される。このＩＦは最後のＣＳが解放され
るときには送出されない。
エンティティ解放完了(Entity Released)は、他の情報フロー、例えば、ＢＣＳＭイベント報告(Event Report
BCSM)を通じてエンティティの解放が報告できる場合には、使用されない。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

ＣＳ失敗 (CS Failure)

（Ｏ）

＊

ｄ．ＦＥモデルへのマッピング
ＳＳＦ事前条件：

(1)

空き(Idle)以外の任意の状態

ＳＳＦ事後条件：

(1)

解放されたエンティティがＣＳの場合、関連するＦＳＭが空き(Idle)になる。

ＳＣＦ事前条件：

(1)

ＳＣＦとＳＳＦ間に、制御相互関係が存在する。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

解放されたエンティティに関連するＳＣＦリソースが解放される。

(2)

ＳＬＰＩの実行は継続する。

12.4.3.29

暫定接続確立 (Establish Temporary Connection)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要

このＩＦは、サービスアシスト手順の一部として、起動ＳＳＦとアシストＳＳＦ間のコネクションを生成す
るために使用される。ＳＲＦがアドレッシング可能な別の物理エンティティに存在する場合には、ＳＳＦと
ＳＲＦ間のコネクションを生成するためにも使用される。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

アシストＳＳＦ／ＳＲＦルーチングアドレス (Assisting SSF/SRF Routing Address)

（Ｍ）

相関ＩＤ (Correlation ID)

（Ｏ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｏ）

ＳＣＦ ＩＤ (SCF ID)

（Ｏ）

事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)

（Ｏ）

− 97 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

＊

d.

ＦＥモデルとのマッピング
ＳＣＦは、二者間呼セグメントにおいて、ＳＳＦがサービスアシストを起動するために、この情報フロー

を送出する。
11.2 節ＩＮ能力セット２の情報フローのアナウンス送出機能に関わる手順を参照のこと。

12.4.3.30

課金イベント通知 (Event Notification Charging)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要
このＩＦは、課金イベント通知要求(Request Notification Charging Event)ＩＦを用いてＳＣＦから要求され

た、ある特定の課金イベントの発生を報告するために使われる。

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

課金イベント種別 (Event Type Charging)

（Ｍ）

課金イベント特有情報 (Event Specific Information Charging)

（Ｏ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｏ）

監視モード (Monitor Mode)

（Ｏ）

ＦＥモデルとのマッピング
ＳＳＦは、二者間呼セグメントにおいて、ある課金イベントを検出したことによって、このＩＦをＳＣＦ

へ送出する。

監視モードが「中断」の時、ＳＳＦは、課金イベント通知(Event Notification Charging)ＩF を用いてＳＣＦ
に報告を送出し、その後の指示を待たねばならない。

12.4.3.31

ＢＣＳＭイベント報告 (Event Report BCSM)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要
このＩＦは、事前にＳＣＦのＢＣＳＭイベント報告要求 (Request Report BCSM Event)ＩＦにより要求され

ていた呼関連イベント（例えば、話中や無応答のようなＢＣＳＭイベント）をＳＣＦに通知するために使用
される。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

ＢＣＳＭイベント種別 (Event Type BCSM)

（Ｍ）

その他呼情報 (Misc Call Info)

（Ｏ）

ＢＣＳＭイベント特有情報 (Event Specific Information BCSM)

（Ｏ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｏ）
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＊

d.

ＦＥモデルへのマッピング
ＳＳＦは、二者間呼セグメント用のＢＣＳＭにおいてＥＤＰを検出すると、ＳＣＦにこの情報フローを送

出する。

ＳＳＦ事前条件：

ＳＳＦ事後条件：

(1)

発呼手順が起動されている。

(2)

ＥＤＰとして設定されたＤＰでイべントを検出した。

(1)

ＥＤＰ−Ｒの検出時には、基本呼処理はＤＰで中断され、制御相互関係が
継続する。

(2)

ＥＤＰ−Ｎの検出により、基本呼処理は進行する。ＥＤＰ−Ｒが設定され
ていない場合で、かつ１つ以上のＥＤＰ−Ｎが設定されている場合、制御
相互関係は継続しない。

ＳＣＦ事前状態：

(1)

ＳＬＰＩが起動されている。

(2)

ＢＣＳＭイベント報告要求 (Request Report BCSM Event)ＩＦが、ＳＬＰＩ
の要求で送信されていて、ＳＬＰＩはＳＳＦからのイベント報告を待って
いる。

ＳＣＦ事後状態：

(1)

報告待ち状態のＳＬＰＩが処理を続行できる。

(2)

ＥＤＰ−Ｒに対して、ＳＳＦ指示が準備中である。

12.4.3.32

ファシリティイベント報告 (Event Report Facility)

＃

12.4.3.33

ファシリティ選択完了および利用可 (Facility Selected And Available)

＃

12.4.3.34

課金情報供給 (Furnish Charging Information)

＃

12.4.3.35

網内呼保留 (Hold Call In Network)

＃

12.4.3.36

イニシャルＤＰ (Initial DP)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要
このＩＦは、ＢＣＳＭ内の任意のＤＰでトリガが検出されたとき、ＳＣＦからの指示を要求するために、

ＳＳＦによって生成される。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

サービスキー (Service Key)

（Ｏ）

ダイヤル番号 (Dialled Digits)

（Ｏ）

着番号 (Called Party Number)

（Ｏ）

発番号 (Calling Party Number)

（Ｏ）

発ユーザ種別 (Calling Partys Category)

（Ｏ）

その他呼情報 (Misc Call Info)

（Ｏ）

端末種別 (Terminal Type)

（Ｏ）

発サブアドレス (Calling Party Sub Address)

（Ｏ）

順方向呼表示 (Forward Call Indicators)

（Ｏ）

伝達能力 (Bearer Capability)

（Ｏ）

ＢＣＳＭイベント種別 (Event Type BCSM)

（Ｏ）
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d.

汎用番号 (Generic Number)

（Ｏ）

契約者番号 (Contractor Number)

（Ｏ）

＊

料金区域情報 (Charge Area Information)

（Ｏ）

＊

着ＩＮ番号 (Called IN Number)

（Ｏ）

＊

事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)

（Ｏ）

＊

付加ユーザ種別 (Additional Partys Category)

（Ｏ）

＊

ＳＳＰ料金区域情報 (SSP Charge Area Information)

（Ｏ）

＊

ＦＥモデルへのマッピング
ＳＳＦは、二者間呼セグメント用のＢＣＳＭにおいてＤＰを検出すると、ＳＣＦにこの情報フローを送出

する。

ＳＳＦ事前条件：

(1)

発呼手順が起動されている。

(2)

ＤＰにてイベントが検出された。

(3)

ＤＰ基準が合致した。

(4)

ＴＤＰ−Ｒの検出時には、呼セグメントに影響を及ぼす既存の制御相互関
係がない。

ＳＳＦ事後条件：

(1)

ＴＤＰ−Ｒの検出により、基本呼処理はＤＰで中断され、制御相互関係が
確立されている。

ＳＣＦ事前条件：

なし。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

ＳＬＰＩが起動された。

(2)

ＴＤＰ−ＲまたはＥＤＰ−Ｒに対して、ＳＳＦ指示が準備中である。

12.4.3.37

網起動呼生成 (Initiate Call Attempt)

12.4.3.38

呼セグメント併合 (Merge Call Segments)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要

＃

このＩＦは、一つの制御レグを伴った二つの関連するＣＳを、制御レグを伴った一つのＣＳに併合するた
めにＳＣＦにより発行される。呼セグメント併合(Merge Call Segments)メッセージの実質的効果は、制御レグ
と受動レグとの間の通信、あるいは制御レグ／受動レグと他のレグと接続されていないＳＲＦコネク

＊

ションとの間の通信を生成することである。

＊

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

ソース呼セグメント (Source Call Segment)

（Ｍ）

ターゲット呼セグメント (Target Call Segment)

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
ＳＣＦは、この情報フローをＳＳＦに送出して、一つの制御レグを持つ二つの関連するＣＳをその制御レ

グを伴った一つのＣＳへ併合する。
ＳＳＦ事前条件：
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(1) ＳＣＦとＳＳＦ間に、制御相互関係が存在する。
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(2) レグ間の通信を生成する場合はソース呼セグメントとターゲット呼セグメ

＊

ントは発側ＢＣＳＭの発側−応答(O_Answer)ＤＰでなければならない。Ｓ

＊

ＲＦコネクションとの間の通信を生成する場合はソース呼セグメントは発

＊

側ＢＣＳＭのルート選択＆呼出中(Routing_&_Alerting)ＰＩＣ以降であり、

＊

ターゲット呼セグメントにはＳＲＦコネクションのみが存在する。

＊

(3) ソースＣＳのＳＳＦ ＦＳＭは、状態「指示待ち(Waiting for instruction)」で
ある。

ＳＳＦ事後条件：

(1) ＳＳＦは、指定された呼セグメントを併合する為に必要な動作を実行する。
そのときにソースＣＳの全てのレグがターゲットＣＳのコネクションポイ
ントに接続される。ある一つのＣＳに対して適用されたとき、それは、ＣＳ
の二つのレグの間にベアラ接続を再確立する。

ＳＣＦ事前条件：

(2) ターゲットＣＳのＳＳＦ ＦＳＭは、同じ状態に留まるか、または「暫定

＊

接続終了待ち(Waiting for End of Temporary Connection)」状態に遷移し、ソ

＊

ースＣＳのＳＳＦは、「空き(Idle)」状態に戻る。

＊

(1) ＳＣＦとＳＳＦ間に、制御相互関係が存在する。
(2) ＳＬＰＩは、二つの呼セグメントが併合されること、即ち、ベアラ接続がＣ
Ｓ内で再確立されることが必要であると決定済みである。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

ＳＬＰＩ実行は継続してもよい。

(2)

ＳＣＳＭは、同じ状態に留まる。

12.4.3.39

呼セグメント移動 (Move Call Segments)

12.4.3.40

レグ移動 (Move Leg)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要

＃

このＩＦは、ＳＣＦによってあるＣＳから他の関連するＣＳへレグを移動させるために発行される。レグ
移動(Move Leg)メッセージの実質的な効果は、通信中の受動レグがあれば、当該受動レグを切断せず

＊

に、制御レグの現在の通信を中断し、その制御レグに対して他の受動レグあるいはＳＲＦコネクションと

＊

の通信を確立することである。受動レグに対するレグ移動の効果は、あるＣＳから関連する他のＣＳにそ

＊

のレグおよび関連ＢＣＳＭインスタンスを移動させることである。

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｍ）

ターゲット呼セグメント (Target Call Segment)

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
ＳＣＦは、この情報フローをＳＳＦに送り、あるＣＳから関連する他のＣＳに制御レグを移動させる。

ＳＳＦ事前条件：

(1)

呼処理は中断している。指定されたレグが出レグ（例えば、発側ＢＣＳＭ
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での受動レグ）であるならば、それに対応するＢＣＳＭは、少なくとも発
側ＢＣＳＭの発側−応答(O_Answer)ＤＰでなければならない。
(2)

適切なコネクションビュー状態が存在する。

ＳＳＦ事後条件：

(1)

適切なコネクションビュー状態が決定された。

ＳＣＦ事前条件：

(1)

ＳＣＦとＳＳＦ間に、制御相互関係が存在する。

(2)

ＳＬＰＩは、レグ移動(Move Leg)ＩＦが送られるべきであると決定済みであ

＊

る。
ＳＣＦ事後条件：

(1)

ＳＬＰＩ実行は継続してもよい。

12.4.3.41

発側−途中放棄 (O_Abandon)

＃

12.4.3.42

発側−応答 (O_Answer)

＃

12.4.3.43

発側−着信者話中 (O_Called_Party_Busy)

＃

12.4.3.44

発側―切断 (O_Disconnect)

＃

12.4.3.45

発側―通信中信号 (O_MidCall)

＃

12.4.3.46

発側―無応答 (O_No_Answer)

＃

12.4.3.47

発側−中断 (O_Suspended)

＃

12.4.3.48

発呼受付 (Origination Attempt)

＃

12.4.3.49

発呼分析完了 (Origination Attempt Authorized)

＃

12.4.3.50

再接続 (Reconnect)

＃

12.4.3.51

呼解放 (Release Call)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、呼の任意の段階で既存の呼を終了させるために使用される。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

全呼セグメント (All Call Segments)

（Ｏ）

関連呼セグメント (Associated Call Segment)

（Ｏ）

イニシャル呼セグメント (Initial Call Segment)

（Ｏ）

注：３つのオプションの情報要素のうちの一つは、含まれなければならない。

d.

ＦＥモデルへのマッピング
この情報フローは、呼セグメントに対する呼処理の任意の段階に適用する。

ＳＣＦ事前条件：

(1)

ＳＬＰＩが起動されている。

(2)

ＳＣＦとＳＳＦとの間に、制御相互関係が存在する。

(3)

ＳＬＰＩは、ＳＣＦが呼解放(Release Call)ＩＦを送出すべきであると決定済
みである。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

ＳＬＰＩ実行は継続してもよい。

ＳＳＦ事前条件：

(1)

発呼設定が起動されている。
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ＳＳＦ事後条件：

(1)

呼セグメント内のＢＣＳＭは、ＰＩＣ１、発側−空きに遷移する。

(2)

呼セグメントは解放されている。

12.4.3.52

ＵＴＳＩ報告 (Report UTSI)

12.4.3.53

課金イベント通知要求 (Request Notification Charging Event）

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要

＃

このＩＦは、ＳＳＦに対して、課金に関連するイベントを監視して、そのイベントを検出した時にはＳＣ
Ｆに対して通知を返すことを要求するために使用される。課金イベントとは、網事業者によって定義される
固有のイベントであり、呼モデル上には定義されることはない。

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

課金イベントリスト (Sequence of Charging Event)

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
ＳＣＦは、ＳＳＦに対し、二者間呼セグメントについて、指定した課金イベントを監視することを要求す

るためにこのＩＦを送出する。

12.4.3.54

ＢＣＳＭイベント報告要求 (Request Report BCSM Event）

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、ＳＳＦに呼関連イベント（例えば、話中や無応答のようなＢＣＳＭイベント）を監視し、イ

ベントが検出された時（ＢＣＳＭイベント報告（Event Report BCSM）ＩＦを参照）、ＳＣＦに通知を送り返
すように要求するために使用される。

c.

d.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

ＢＣＳＭイベント表 (BCSM Event List)

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
このＩＦは、呼セグメント、ＢＣＳＭに適用する。これは、発側ＢＣＳＭについて、呼処理の如何なる状

態でも適用できる。

ＳＣＦ事前条件：

(1)

ＳＬＰＩは起動されている。

(2)

ＳＣＦとＳＳＦの間に制御相互関係が存在する。

(3)

ＳＬＰＩは、ＳＣＦがＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM
Event)ＩＦを送出すべきと決定済みである。

ＳＣＦ事後条件：

(1)

監視モードが中断、または通知し継続である場合は、ＳＬＰＩはＳＳＦか
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らのイベント通知を待っている。
(2)

ＳＬＰＩの実行は続行してもよい。

ＳＳＦ事前条件：

(1)

発呼手順が起動されている。

ＳＳＦ事後条件：

(1)

指定ＥＤＰが指定通りに、設定または解除される。

(2)

全ＥＤＰ−Ｒが解除された場合は、相互関係は非制御相互関係となる。

(3)

基本呼処理がＤＰで中断されると、ＳＳＦはＳＣＦからの指示を待つ。

12.4.3.55

ファシリティイベント報告要求 (Request Report Facility Event)

＃

12.4.3.56

ＵＴＳＩ報告要求 (Request Report UTSI)

＃

12.4.3.57

状態報告要求 (Request Status Report)

＃

12.4.3.58

タイマ再設定 (Reset Timer)

＃

12.4.3.59

ルート選択失敗 (Route Select Failure)

＃

12.4.3.60

ファシリティ選択 (Select Facility)

＃

12.4.3.61

ルート選択 (Select Route)

＃

12.4.3.62

課金情報送出 (Send Charging Information)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、ＳＳＦが網特有のＮｏ．７信号方式の料金に関するメッセージを扱う能力がある（ただし、

呼課金の計算、または、課金記録を生成する能力はないかもしれない）時に使用される。これは、次の２つ
の目的で使用され得る。
− ＳＳＦが加入者線交換機である時、それが複数の課金パルスまたは、いくつかのＮｏ．７信号方式の
料金に関するメッセージを受信したかのように動作することができる。また、ＳＳＦが中継交換機で
ある場合は、それが複数の課金パルスまたは、いくつかのＮｏ．７信号方式の料金に関するメッセー
ジをＡ話者側の加入者交換機に対して送信することができる。
− 課金イベントとみなされるＮｏ．７信号方式の料金に関するメッセージが、ＥＤＰ−Ｒ（中断）とし
て要求される時にもまた使用される。 このＩＦの結果は、以下のいずれかの結果をとりうる。パラ
メータを多少変更する可能性はあるが、通常のＮｏ．７信号方式の料金に関するメッセージ処理を継
続する（つまり、Ｎｏ．７信号方式の料金に関するメッセージを順方向に転送する）。あるいは、Ｎ
ｏ．７信号方式の料金に関するメッセージの受信に対する確認を行う（すなわち、Ｎｏ．７信号方式
のＡＣＫメッセージを返信する）。この呼モデルにおいては、課金関連イベントのＤＰは定義されて
いないことに注意すること。

注： このＩＦは、網特有の課金方式が取られているときに使われる。例えば、このＩＦが、課金を開始し
なければならないことを指示する時、そして、ＳＳＦが関門または中継交換機であるならば、課金の開始を
指示するための応答メッセージを送出することを示唆し得る。

c.

情報要素

料金課金関連特有情報 (Billing Charging Characteristics)

（Ｍ）

呼ＩＤ (Call ID)

（Ｍ）

課金対象者 (Party To Charge)

（Ｍ）

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

d.

ＦＥモデルへのマッピング
このＩＦは、ある二者間の呼セグメントに対するＳＣＦ−ＳＳＦ間の既存の制御相互関係のコンテキスト

に適用される。

12.4.3.63

ファシリティ情報送出 (Send Facility Information)

＃

12.4.3.64

ＳＴＵＩ送出 (Send STUI)

＃

12.4.3.65

サービスフィルタ応答 (Service Filtering Response)

＃

12.4.3.66

レグ分割 (Split Leg)

＃

12.4.3.67

状態報告 (Status Report)

＃

12.4.3.68

着側―応答 (T_Answer)

＃

12.4.3.69

着側―話中 (T_Busy)

＃

12.4.3.70

着側―切断 (T_Disconnect)

＃

12.4.3.71

着側―通信中信号 (T_MidCall)

＃

12.4.3.72

着側―無応答 (T_No_Answer)

＃

12.4.3.73

着側―中断 (T_Suspended)

＃

12.4.3.74

着呼受付 (Termination Attempt)

＃

12.4.3.75

着呼分析完了 (Termination Attempt Authorized)

＃

12.4.3.76

トリガデータ状態報告 (Trigger Data Status Report)

＃

12.4.3.77

トリガデータ状態要求 (Trigger Data Status Request)

＃

12.4.3.78

暫定接続起動 (Initiate Temporary Connections)

＊

a.

ＦＥ相互関係：ＳＣＦからＳＳＦ

b.

概要
このＩＦは、起動ＳＳＦとアシストＳＳＦ間の暫定接続の生成とその接続の留保をＳＳＦに要求するため

に使用される。これは、ＳＲＦが分離してアドレス可能な物理エンティティとして存在する場合、ＳＳＦと
ＳＲＦ間の暫定接続の生成とその接続の留保を行うためにも使用することができる。このＩＦは、新しい呼
セグメントを生成し、そして生成された呼セグメント内に暫定接続を生成する。

c.

情報要素

アシストＳＳＦ／ＳＲＦルーチングアドレス (Assisting SSF/SRF Routing Address)

(M)

呼ＩＤ (Call ID)

(M)

新規呼セグメント (New Call Segment)

(M)

解放条件 (Release Condition)

(M)

事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)

(O)

相関ＩＤ (Correlation ID)

(O)

ＳＣＦ ＩＤ (SCF ID)

(O)

注：
ＳＣＦは、暫定接続起動(Initiate Temporary Connections)情報フローを送出する場合、呼の中で、
留保された暫定接続のみが存在することを防止するため、暫定接続が自主的に解放されるべき条件
を解放条件(Release Condition)ＩＥで指定することが出来る。このＩＥは、呼セグメント内の全ての
レグが解放される時に（レグの切断、呼セグメント内のアプリケーションタイマの満了等）適用さ
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れ、ＳＳＦはこのＩＥで指定された条件を判断し、残存している留保された暫定接続を解放すべき
か決定する。

d.

ＦＥモデルへのマッピング

ＳＣＦはこの情報フローを、ＳＳＦとＳＲＦ間の暫定接続の生成とその留保のためにＳＳＦに送出する。
ＳＲＦ側から「留保中」の暫定接続を解放された場合、この暫定接続を含んでいる呼セグメントは解放され
る。「留保中」の暫定接続を含む呼セグメントが、ＳＣＦ指示（呼解放(Release Call)等）以外の任意の理由
により解放された場合、その旨を通知する目的で、エンティティ解放完了(Entity Released)情報フローをＳＣ
Ｆに送出しなければならない。

注：「留保中」とは、ＣＶＳ内のＳＲＦ接続状態が「結合(joined)」状態で、いかなるレグとまだ接続されて
いないことを意味する。

12.4.3.79

呼セグメント併合応答 (Merge Call Segments Response)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要

＊

このＩＦは、呼セグメント併合 (Merge Call Segments)ＩＦへの応答である。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

d.

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
11.2 節ＩＮ能力セット２の情報フローの発着同時ユーザ相互動作機能に関わる手順を参照のこと。

12.4.3.80

＊

レグ移動応答 (Move Leg Response)

a.

ＦＥ相互関係：ＳＳＦからＳＣＦ

b.

概要
このＩＦは、レグ移動 (Move Leg)ＩＦへの応答である。

c.

情報要素

呼ＩＤ (Call ID)

d.

（Ｍ）

ＦＥモデルへのマッピング
11.2 節ＩＮ能力セット２の情報フローの発着同時ユーザ相互動作機能に関わる手順を参照のこと。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＳＳＦ／ＣＣＦからＳＣＦへの情報フローの情報要素の説明

12.4.4
12.4.4.1

アクセスコード (Access Code)

＃

12.4.4.2

付加発番号 (Additional Calling Party Number)

このＩＥは、発信した回線の契約番号以外の番号（付加サービスなどで網運用者と合意している番号）
を示す。（例えば、ＶＰＮ内線番号）

12.4.4.3

呼出パターン (Alerting Pattern)

12.4.4.4

全呼セグメント (All Call Segments)

＊
＊

＃

このＩＥは、呼セグメントアソシエーション内の全ての呼セグメントを解放させることを示している。こ
れは、解放理由の値を含む。

12.4.4.5

アシストＳＳＦ／ＳＲＦルーチングアドレス (Assisting SSF/SRF Routing Address)

このＩＥは、相関ＩＤ(Correlation ID)とＳＣＦ ＩＤが独立に指定されない限り、相関ＩＤとＳＣＦ ＩＤ
を含むことができる。

12.4.4.6

関連呼セグメント (Associated Call Segment)

このＩＥは、関連する呼セグメントの一つを解放させることを示している。これは、呼セグメント識別子
と解放理由の値を含む。

12.4.4.7

逆方向ＧＶＮＳ (Backwards GVNS)

＃

12.4.4.8

ＢＣＳＭイベント相関ＩＤ (BCSM Event Correlation ID)

＃

12.4.4.9

ＢＣＳＭイベント表 (BCSM Event List)

このＩＥは、以下の情報の１つまたは２つ以上の組み合わせを含む表である。
イベント種別 (Event Type)

（Ｍ）

監視モード (Monitor Mode)

（Ｍ）

レグＩＤ (Leg ID)

（Ｏ）

ＤＰ特有判断基準 (DP Specific Criteria)

（Ｏ）

イベント種別 (Event Type)
特 定 の Ｂ Ｃ Ｓ Ｍ の Ｄ Ｐ （ 例 え ば 、 情 報 収 集 完 了 (Collected_Info.) 、 発 側 − 着 信 者 話 中
(O_Called_Party_Busy)）を示す。

監視モード (Monitor Mode)
このＩＥは、イベントが検出された時、呼処理を中断すべきか、および如何にしてイベントを報告す
るかを指定する。このＩＥの値は、中断、通知し継続、または透過である。中断（即ち、呼処理への割
り込み）は、ＳＳＦがＳＣＦにイベントを通知し、イベントの処理や信号の伝達を行わず、ＳＣＦの指
示を待つことを意味する（例えば、ＢＣＳＭイベントをＥＤＰ−Ｒとして取り扱う場合）。通知し継続
（即ち、イベントの写し通知）は、ＳＳＦがＳＣＦにイベントを通知し、ＳＣＦの指示を待たずにイベ
ントや信号の処理を継続することを意味する（例えば、ＢＣＳＭイベントをＥＤＰ−Ｎとして取り扱う
場合）。透過は、ＳＳＦがＳＣＦにイベントを通知しないことを意味する。この値は前に要求されたイ
ベントの監視を終了するために使用される（例えば、ＥＤＰの解除の場合）。前に要求されたイベント
は透過の監視モードにより終了されるまで、またはＢＣＳＭイベントの場合は、呼の終わりまで監視さ
れる。
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レグＩＤ (Leg ID)
このＩＥは、ある呼において、特定の話者に特有なイベントの監視のために必要とされる（例えば、
ある話者、または他の話者からの切断を監視する場合）。レグＩＤが提供されない場合は、デフォルト
値が想定される。

ＤＰ特有判断基準 (DP Specific Criteria)
設定されるＥＤＰに対する特有情報を示す。これはアプリケーションタイマを指定する。

アプリケーションタイマ (Application Timer)は、イベント種別が「無応答」の時だけ使用される。こ
れは、ＳＳＦが無応答イベントを報告する前に応答信号を監視すべき時間を指定するために使用される。
このタイマの値は、発側加入者線交換機に設定される場合を除いて、網の無応答タイマより短くしなけ
ればならない。このタイマが満了すると、ＳＳＦは、着信者の応答との衝突を回避するために、着信者
への順方向接続を切断しＳＣＦに通知する。

12.4.4.10

ＢＣＳＭ失敗 (BCSM Failure)

12.4.4.11

伝達能力 (Bearer Capability)

＃

このＩＥは、ユーザに対する伝達能力コネクションの種別を定義する。このＩＥは、ＳＳＦが加入者線交
換機にある場合は、ＤＳＳ１伝達能力パラメータの値を含み、ＳＳＦが中継交換機にある場合は、ＩＳＵＰ
ユーザサービス情報パラメータの値を含む。このＩＥは、ＤＳＳ１伝達能力パラメータ、またはＩＳＵＰユー
ザサービス情報パラメータがＳＳＰで利用可能な場合にのみ含まれなければならない。このＩＥが省略され
た場合は、「音声」のデフォルト値がＳＣＦで想定される。

12.4.4.12

料金課金関連特有情報 (Billing Charging Characteristics)

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

＊

12.4.4.13

ビジー原因 (Busy Cause)

＃

12.4.4.14

呼ギャップ遭遇 (Call Gapping Encountered)

＃

12.4.4.15

呼ＩＤ (Call ID)

このＩＥは、ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係の特定インスタンスを示す。ＩＮ能力セット２の物理プレーン
では、これはＴＣトランザクションＩＤにマッピングされる。

12.4.4.16

呼処理相関ＩＤ (Call Processing Correlation ID)

＃

12.4.4.17

呼結果 (Call Result)

＃

12.4.4.18

呼セグメントＩＤ (Call Segment ID)

このＩＥは、呼処理を再開させるべき呼セグメントを示す。

12.4.4.19

着ファシリティグループ (Called Facility Group)

＃

12.4.4.20

着ファシリティグループメンバ (Called Facility Group Member)

＃

12.4.4.21

着ビジネスグループＩＤ (Called Party Business Group ID)

＃

12.4.4.22

着番号 (Called Party Number)

このＩＥは、順方向において着番号を識別するために使用される番号を含む（例えば、ベアラ信号プロト
コルの着番号情報要素を運ぶために使用される）。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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12.4.4.23

着サブアドレス (Called Party Sub-address)

＃

12.4.4.24

発ファシリティグループ (Calling Facility Group)

＃

12.4.4.25

発ファシリティグループメンバ (Calling Facility Group Member)

＃

12.4.4.26

発ビジネスグループＩＤ (Calling Party Business Group ID)

＃

12.4.4.27

発番号 (Calling Party Number)

このＩＥは、発信者または呼の発生元を示す発番号を含む。

12.4.4.28

発サブアドレス (Calling Party Sub-address)

このＩＥは、（利用可能ならば）発信者のサブアドレス情報を含む。

12.4.4.29

発ユーザ種別 (Calling Partys Category)

このＩＥは、発信者の種別（例えば、オペレータ、公衆電話、通常の加入者）を示す。

12.4.4.30

事業者 (Carrier)

12.4.4.31

理由表示 (Cause)

＃

このＩＥは、この特定のエンティティを解放する理由を示す。理由表示は、呼の以後の操作を決定するた
めに、ＳＣＦにより使用されるかもしれない。

12.4.4.32

課金先番号 (Charge Number)

＃

12.4.4.33

コンポーネント (Component)

＃

12.4.4.34

コンポーネント相関ＩＤ (Component Correlation ID)

＃

12.4.4.35

コンポーネント種別 (Component Type)

＃

12.4.4.36

接続時間 (Connect Time)

このＩＥは、着信者側より受信した応答表示からコネクションの解放までの間の時間を示す。

12.4.4.37

制御種別 (Control Type)

12.4.4.38

相関ＩＤ (Correlation ID)

＃

このＩＥは、呼を識別するために使われ、アシストの場合はＩＳＵＰを経由してアシストＳＳＰに渡され
なければならない。これはアシストＳＳＰで翻訳される必要はないので、呼ＩＤであること以上の意味を持
つ必要はない。

12.4.4.39

相関子 (Correlator)

＃

12.4.4.40

カウンタ値 (Counters Value)

＃

12.4.4.41

生成呼セグメントアソシエーションＩＤ (Created Call Segment Association ID)

＃

12.4.4.42

ＣＳ失敗 (CS Failure)

このＩＥは、ＣＳが解放されたことを示す。以下の構造からなる。

呼セグメントＩＤ (Call Segment ID)
解放されたＣＳを示す。

網特有理由 (Reason)
エラーあるいは例外の種別（たとえば、外部あるいは内部エラーあるいは例外）について網事業者特
有情報を示す。
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理由表示 (Cause)
この特定のエンティティの解放理由を示す。理由表示は、呼の以後の操作を決定するために、ＳＣＦ
により使用されるかもしれない。

12.4.4.43

カットアンドペースト (Cut and Paste)

12.4.4.44

ルーチング対地アドレス (Destination Routing Address)

＃

このＩＥは、呼がルーティングされる先の着番号を含む。パラメータのコーディング方法は、ＴＴＣ標準
ＪＴ−Ｑ７６３において定義される。

12.4.4.45

ダイヤル番号 (Dialled Digits)

このＩＥは、発信者（ＳＳＦが発加入者線交換機の場合）、または呼を処理している前段のＳＳＦ（その
他の場合）から、ＳＳＦが受信する実際の番号を含む。

12.4.4.46

表示情報 (Display Information)

＃

12.4.4.47

ＢＣＳＭイベント特有情報 (Event Specific Information BCSM)

このＩＥは、イベントに特有な呼関連情報を含む（例えば、ＥＤＰ特有情報）。

12.4.4.48

課金イベント特有情報 (Event Specific Information Charging)

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.49

＊

ＢＣＳＭイベント種別 (Event Type BCSM)

このＩＥは、特定のＢＣＳＭ ＤＰを示す（例えば、発呼分析完了(Analysed_Info.)）。

12.4.4.50

課金イベント種別 (Event Type Charging)

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

＊

12.4.4.51

失敗理由表示 (Failure Cause)

＃

12.4.4.52

フィーチャコード (Feature Code)

＃

12.4.4.53

フィーチャ要求表示 (Feature Request Indicator)

＃

12.4.4.54

フィルタ呼処理 (Filtered Call Treatment)

＃

12.4.4.55

フィルタ種別 (Filtering Characteristics)

＃

12.4.4.56

フィルタ判断基準 (Filtering Criteria)

＃

12.4.4.57

フィルタタイムアウト (Filtering Timeout)

＃

12.4.4.58

順方向呼表示 (Forward Call Indicators)

このＩＥは、呼が国内呼または国際呼として扱われなければならないかどうかを示す。これは、網アクセ
スの信号能力、前段の網コネクション、および後段の網コネクションの望ましい信号能力も示す。網アクセ
ス能力は、端末種別を表示しない。例えば、ＩＳＰＢＸは、ＩＳＤＮアクセス種別を持つが、ＩＳＰＢＸの
配下にあるエンドユーザ端末は、ＩＳＤＮまたは非ＩＳＤＮであるかもしれない。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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12.4.4.59

順方向ＧＶＮＳ (Forward GVNS)

＃

12.4.4.60

転送条件 (Forwarding Condition)

＃

12.4.4.61

ギャップ判断基準 (Gap Criteria)

＃

12.4.4.62

ギャップ表示 (Gap Indicators)

＃

12.4.4.63

ギャップ処理 (Gap Treatment)

＃

12.4.4.64

汎用名 (Generic Name)

＃

12.4.4.65

汎用番号 (Generic Number)

このＩＥは、ＳＳＦから受信した汎用番号情報をＳＣＦが修正することを許容する。また、このＩＥは、
ＳＣＦがＳＳＦへ汎用番号 情報を示すことも許容する。

12.4.4.66

高位レイヤ整合性 (Higher Layer Compatibility)

＃

12.4.4.67

保留理由表示 (Hold Cause)

＃

12.4.4.68

ＩＮサービス整合性表示 (IN Service Compatibility Indication)

＃

12.4.4.69

ＩＮサービス整合性応答 (IN Service Compatibility Response)

＃

12.4.4.70

イニシャル呼セグメント (Initial Call Segment)

このＩＥは、最初の呼セグメントが解放されなければならないことを示す。これは、解放理由の値を含む。

12.4.4.71

ＩＰルーチングアドレス (IP Routing Address)

12.4.4.72

ＩＳＤＮアクセス関連情報 (ISDN Access Related Information)

＃

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.73

最終イベント表示 (Last Event Indicator)

12.4.4.74

レグＩＤ (Leg ID)

＊

＃

このＩＥは、そのＩＦにおいて指定された動作が実行されるべきレグを示す。

12.4.4.75

生成対象レグＩＤ (Leg ID To Be Created)

＃

12.4.4.76

レグ (Legs)

＃

12.4.4.77

位置番号 (Location Number)

＃

12.4.4.78

その他呼情報 (Miscellaneous Call Info)

このＩＥは、ＤＰ種別（要求）とＤＰ割当（加入者回線または局ごと）のシーケンスである。ＤＰ種別と
ＤＰ割当は、網運用者オプションである。

12.4.4.79

監視持続時間 (Monitor Duration)

12.4.4.80

監視モード (Monitor Mode)

＃

監視モードは、「通知し継続」、「透過」または「中断」のどれかである。

12.4.4.81

監視種別 (Monitor Type)

＃

12.4.4.82

新規呼セグメント (New Call Segment)

このＩＥは、新しく生成されたＣＳに割り当てられる呼セグメントの識別子を示す。
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ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

12.4.4.83

新規呼セグメントアソシエーション (New Call Segment Association)

＃

12.4.4.84

通知持続時間 (Notification Duration)

＃

12.4.4.85

番号計画 (Numbering Plan)

＃

12.4.4.86

オペレーション識別子 (Operation Identifier)

＃

12.4.4.87

第一着信者ＩＤ (Original Called Party ID)

＃

12.4.4.88

課金対象者 (Party To Charge)

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

＊

12.4.4.89

プレフィックス (Prefix)

＃

12.4.4.90

転送元ＩＤ (Redirecting Party ID)

＃

12.4.4.91

転送情報 (Redirection Information)

＃

12.4.4.92

登録者識別子 (Registrator Identifier)

＃

12.4.4.93

解放理由 (Release Cause)

このＩＥは、話者に対して特定のトーンを生成するために、または解放(RELEASE)メッセージの「理由表
示」パラメータを埋めるために、ＳＳＦにより使用されるかもしれない。

12.4.4.94

通知条件 (Report Condition)

＃

12.4.4.95

要求フィールド (Requested Field)

＃

12.4.4.96

要求フィールド値 (Requested Field Value)

＃

12.4.4.97

要求情報表 (Requested Information List)

＃

12.4.4.98

要求情報種別 (Requested Information Type)

＃

12.4.4.99

リソースＩＤ (Resource ID)

＃

12.4.4.100

リソース状態 (Resource Status)

＃

12.4.4.101

応答条件 (Response Condition)

＃

12.4.4.102

ルート表 (Route List)

＃

12.4.4.103

ＳＣＦ ＩＤ (SCF ID)

このＩＥは、呼がハンドオフされる先のＳＳＦが、どのＳＣＦにアシスト指示要求を送るべきかを識別可
能にする。
ハンドオフの場合、アシストＳＳＰが相互関係を確立しなければならないＳＣＰを識別できるようにする
ため、ＳＣＦ ＩＤをアシストＳＳＰに渡すことが必要であり、従ってＳＣＦ ＩＤをＩＳＵＰ上にマッピン
グしなければならない。ＳＣＦ ＩＤは、アシストＳＳＰによりＩＮＡＰアドレスに翻訳されなければなら
ず、従ってアシストＳＳＰに対して意味のある形式になっていなければならない。

12.4.4.104

課金イベントリスト (Sequence of Charging Event)

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.105

サービスアドレス情報 (Service Address Information)

12.4.4.106

サービス相互動作表示 (Service Interaction Indicators)

＊

＃

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

＊

このＩＥは、第４編 第二サービス相互動作表示(serviceInteractionIndicatorsTwo)パラメータにマッピン

＊

グされることに注意。

＊

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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12.4.4.107

サービスキー (Service Key)

このＩＥは、ＳＣＦ内のしかるべきアプリケーション／ＳＬＰを指定するために使用される（ＳＣＰアド
レスではない）。
例えば、ＳＣＦに直接サービスを通知するか、またはサービスを決定するために他のどのパラメータ（例
えば、ダイヤル番号、発信回線識別）を調べるべきかをＳＣＦに通知する。このＩＥは、各ＳＳＰにおいて、
必要なトリガ基準に対し、データがすべて設定されていなければならない。この値は網運用者によって制御
および定義されるべきである。

12.4.4.108

サービスプロファイル識別子 (Service Profile Identifier)

＃

12.4.4.109

サービス区域ＩＤ (Serving Area ID)

＃

12.4.4.110

ソース呼セグメント (Source Call Segment)

このＩＥは、別のＣＳと併合されるべきＣＳを示す。併合後は、このＣＳインスタンスは消去される。

12.4.4.111

ソース呼セグメントアソシエーション (Source Call Segment Association)

＃

12.4.4.112

ＳＲＦ利用可能性 (SRF Available)

＃

12.4.4.113

ＳＲＦ／ＳＳＦ能力 (SRF/SSF Capabilities)

＃

12.4.4.114

開始時刻 (Start Time)

＃

12.4.4.115

ターゲット呼セグメント (Target Call Segment)

このＩＥは、別のＣＳと併合されるべきＣＳを示す。併合後は、このＣＳインスタンスが維持される。

12.4.4.116

ターゲット呼セグメントアソシエーション (Target Call Segment Association)

12.4.4.117

端末種別 (Terminal Type)

＃

このＩＥは、ＳＣＦに端末の種別（例えば、ＤＴＭＦホン、ＩＳＤＮ端末）を示す。ＳＣＦはこの情報を
使用して、最も適当なユーザ相互動作の形式（例えば、インバンドアナウンス）を決定する。この情報がな
い場合は、「不定」が送出されることがある。端末種別 (Terminal Type)の「オプション」は、ＳＳＦがこの
情報を入手できる場合にのみ、このＩＥが適用されることを示す。

12.4.4.118

タイマＩＤ (Timer ID)

＃

12.4.4.119

タイマ値 (Timer Value)

＃

12.4.4.120

トラベリングクラスマーク (Travelling Class Mark)

＃

12.4.4.121

トリガデータ識別子 (Trigger Data Identifier)

＃

12.4.4.122

トリガ種別 (Trigger Type)

＃

12.4.4.123

ＵＳＩ情報 (USI Information)

＃

12.4.4.124

ＵＳＩ監視モード (USI Monitor Mode)

＃

12.4.4.125

ＵＳＩサービス表示 (USI Service Indicator)

＃

12.4.4.126

料金区域情報(Charge Area Information)

＊

このＩＥは、発信者の料金区域を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２「料金区域情報」信号情報と同じ。

12.4.4.127

＊

契約者番号(Contractor Number)

このＩＥは、網が管理する契約者の番号を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２「契約者番号」信号情報と同
じ。

− 113 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

12.4.4.128

＊

解放条件 (Release Condition)

このＩＥは、解放される特定の条件と遭遇した場合、生成又は留保中の暫定接続を解放するために使用さ
れる。この解放条件は、留保が終わるまで（すなわち、留保された暫定接続がレグと接続されるまで）有効
である。この特定の条件と遭遇した場合、生成又は留保中の暫定接続と暫定接続を含む呼セグメントは解放
され、そしてＳＳＦはエンティティ解放完了(Entity Released)情報フローをＳＣＦに送出する。この情報フ
ローは、以下の１つの選択肢を持つ。

特定呼セグメントＩＤ (Specified Call Segment ID)
呼解放(Release Call)等の様な明示的なＳＣＦ指示を除く任意の理由により特定の呼セグメントが解放
される場合に、解放条件を適用することを示す。理由の例を以下に示す。
− 特定呼セグメントのＢＣＳＭ遷移の結果として、遭遇可能ではあるが、呼セグメント内に存在
しないＥＤＰとなった。
− 特定呼セグメント内のアプリケーションタイマが満了し、呼セグメントが解放された。

12.4.4.129

＊

着ＩＮ番号 (Called IN Number)

このＩＥは、着ＩＮ番号情報を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２「着ＩＮ番号」信号情報と同じ。

12.4.4.130

付加ユーザ種別 (Additional Partys Category)

＊

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.131

事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)

＊

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.132

発信者番号非通知理由 (Cause of No ID)

＊

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.4.4.133

ＳＳＰ料金区域情報 (SSP Charge Area Information)

＊

第４編 第１７章「詳細オペレーション手順」参照

12.5

ＳＣＦ−ＳＲＦ相互関係

＃

12.6

ＳＣＦ−ＳＣＦ相互関係

＃

12.7

ＳＣＦ−ＣＵＳＦ相互関係

＃

12.8

ＳＣＦ−ＳＤＦ相互関係

＃

12.9

ＳＤＦ−ＳＤＦ相互関係

＃

12.10
12.10.1

情報要素割当規則
ＳＳＦ／ＣＣＦからＳＣＦへの情報フロー

表 2-12-1/JT-Q1228-b に、各トリガから起動されるイニシャルＤＰ(Initial DP)ＩＦに含まれる情報要
素について示す。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

＊
＊

− 114 −

表２―１２−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２４）
各トリガから起動されるイニシャルＤＰ (Initial DP)ＩＦに含まれる情報要素

トリガ

情報要素

発呼分析完了

サービスキー (Service Key)

ＤＰ１

発番号 (Calling Party Number)
発ユーザ種別 (Calling Party Category)
その他呼情報 (Misc Call Info)
端末種別 (Terminal Type)
発サブアドレス (Calling Party Sub Address)
ＢＣＳＭイベント種別 (Event Type BCSM)
汎用番号 (Generic Number)

情報分析完了

サービスキー (Service Key)

ＤＰ３

ダイヤル番号 (Dialled Digits)
着番号 (Called Party Number)
発番号 (Calling Party Number)
発ユーザ種別 (Calling Partys Category)
その他呼情報 (Misc Call Info)
端末種別 (Terminal Type)
発サブアドレス (Calling Party Sub Address)
順方向呼表示 (Forward Call Indicators)
伝達能力 (Bearer Capability)
ＢＣＳＭイベント種別 (Event Type BCSM)
汎用番号 (Generic Number)
契約者番号 (Contractor Number)＊
料金区域情報 (Charge Area Information)＊
着ＩＮ番号 (Called IN Number)＊
事業者情報転送 (Carrier Information Transfer)＊
付加ユーザ種別 (Additional Partys Category)＊
ＳＳＰ料金区域情報 (SSP Charge Area Information)＊
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12.10.1.1

情報分析完了（Analysed Information）

＃

12.10.1.2

情報収集完了（Collected Information）

＃

12.10.1.3

発側―応答（O_Answer）

＃

12.10.1.4

発側―着信者話中（O_Called Party Busy）

＃

12.10.1.5

発側―切断（O_Disconnect）

＃

12.10.1.6

発側―無応答（O_No Answer）

＃

12.10.1.7

発呼分析完了（Origination Attempt Authorized）

＃

12.10.1.8

ルート選択失敗（Route Select Failure）

＃

12.10.1.9

着側―応答（T_Answer）

＃

12.10.1.10

着側―話中（T_Busy）

＃

12.10.1.11

着側―切断（T_Disconnect）

＃

12.10.1.12

着呼分析完了（Term Attempt Authorized）

＃

12.10.1.13

着側―無応答（T_No Answer）

＃

12.11

フローと関連するＳＩＢのまとめ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

＃
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第２編 付属資料Ａ

Mobility Aspects

＃

第２編 付属資料Ｂ

Telecommunication Management Network(TMN) concepts

＃

第２編 付属資料Ｃ

IN SSF Q3 Management Information Model

＃

第２編 付属資料Ｄ

IN Testing and Fault Management

＃
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第２編 付属資料 Ｅ
ＳＳＦ／ＳＣＦ相互関係シナリオ
（この付属資料は標準の不可欠な一部である）

この付属資料はＳＳＦ／ＣＣＦとＳＣＦとの間のインテリジェントネットワークサービス制御相互関係
の性質を示すものである。ここでは一般的な用語と、正常時ならびに異常時の両方での考えられる制御お
よび監視シナリオを説明している。なお、情報フローに関する用語については理解を助けるためだけに掲
載されていることに注意のこと。相互関係が「制御」状態であるか、「監視」状態であるかは情報フロー
タイプによって決められるのではなく、むしろ、ＳＣＦから返されるＤＰの設定メッセージを検証し、か
つ設定されたＤＰタイプを検証することでＳＳＰが判定する。

a)

用語
起動情報フローとはＳＳＦとＳＣＦの間で「制御ウインドウ」を開くものである。

制御移管情報フローとはＳＳＦとＳＣＦの間で「制御ウインドウ」を閉じ、「監視ウインドウ」を開く
情報フローである。

継続情報フローとはＳＳＦとＳＣＦの間の「制御ウインドウ」もしくは「監視ウインドウ」が開かれて
いる間に送られる情報フローである。

終了情報フローとはＳＳＦとＳＣＦの間の「制御ウインドウ」を閉じるが「監視ウインドウ」は開かな
い情報フロー、もしくは「監視ウインドウ」を閉じる情報フローである。

一方向情報フローとはＳＳＦとＳＣＦの間で送受されて「制御ウインドウ」もしくは「監視ウインド
ウ」を開く情報フロー。この場合、一方向情報フローが送られたらすぐにウインドウは閉じられる。
これらの用語は付図 2-E-1/JT-Q1228-b に示される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

起動情報フロー

継続情報フロー

制御ウインドウ

制御移管情報フロー

継続情報フロー

監視ウインドウ

終了情報フロー
一方向情報フロー
監視もしくは制御ウインドウ
付図２−Ｅ−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
一般的な情報フロー用語

b)

正常なＳＳＦ情報フロー
ＤＰ通知情報フローはＳＳＦからＳＣＦに対してＤＰイベントを「報告」モードで報告する。
− ＴＤＰ−Ｎについては一方向情報フローのみ。（注）ＴＤＰ−Ｎは本標準の対象外である。
− ＥＤＰ−Ｎについては継続情報フローもしくは終了情報フローのみ。

ＤＰ要求情報フローはＳＳＦからＳＣＦに対して「応答要求」モードでＤＰイベントの報告を行い、指
示を要求する。
− ＴＤＰ−Ｒについては起動情報フローのみ。
− ＥＤＰ−Ｒについては継続情報フローのみ。

c)

正常なＳＣＦ情報フロー
即時指示情報フローはＳＣＦからＳＳＦにＤＰ要求情報フローの応答として即時に送られる。
− これは制御移管情報フロー、継続情報フロー、終了情報フローのどれかである。

後続指示情報フローはＳＣＦからＳＳＦに対して即時指示情報フローに引き続いて送られる。
− これは制御移管情報フロー、継続情報フロー、終了情報フローのどれかである。

非同期指示情報フローはＳＣＦからＳＳＦに対してＤＰ要求情報フローとは独立して送られる。
− ＳＣＦが起動し、制御する呼については起動情報フローのみである。
−

以前の指示を取り消すためのものであれば、これは制御移管情報フローか継続情報フローか終了
情報フローである。

−

このほかのＳＣＦ起動による指示については、起動情報フロー、制御移管情報フロー、継続情報
フロー、終了情報フロー、一方向情報フローのどれかである。
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d)

正常シナリオ
以下に正常シナリオを a)項から c)項の用語を用いて図解する。

シナリオ 1)

SSF

SCF

TDP-N
DP通知

一方向情報フロー

監視ウインドウ

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ（１／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ
（注）ＴＤＰ−Ｎは本標準の対象外である。

シナリオ 2)

SSF

SCF

TDP-R
DP要求

起動情報フロー
制御ウインドウ

即時指示
終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （２／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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シナリオ 3)

SSF

SCF

TDP-R
DP要求

起動情報フロー

即時指示
&EDP‑R設定
継続情報フロー

EDP-R

制御ウインドウ

DP要求
即時指示
&EDP‑N設定

制御移管情報フロー
監視ウインドウ

EDP-N
DP通知

終了情報フロー
付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （３／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

シナリオ 4)

SSF

SCF

TDP-R
DP要求
起動情報フロー
即時指示
&EDP A & B設定
EDP--N(A)
DP通知

継続情報フロー

制御ウインドウ

EDP-R(B)
DP要求
即時指示

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （４／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ
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シナリオ 5)

SSF

SCF
（例

ホスト起動呼）

非同期指示
&EDP設定

起動情報フロー

EDP--R
DP要求

継続情報フロー

即時指示

制御ウインドウ

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （５／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

シナリオ 6)

SSF

SCF
（例

ホスト起動呼）

非同期指示

一方向情報フロー

TDP--R
１〜４，７の
ケースのどれに
もあり得る

DP要求

起動情報フロー

即時指示

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （６／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 122 −

制御ウインドウ

シナリオ 7)

SSF

SCF

TDP-R
イベント要求
DP指示

起動情報フロー
継続情報フロー

後続指示
&EDP‑N設定

制御ウインドウ

制御移管情報フロー
監視ウインドウ

EDP-N
DP通知

終了情報フロー
付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （７／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

e)

異常情報フロー
エラー情報フローはＳＳＦとＳＣＦ間でそれ以前に受信した情報フローのエラーや応答タイムアウトを

報告するために送受される。
− これは継続情報フローまたは終了情報フローでありうる。
（注）この情報フローは分散機能プレーンにおいては明確に区別されない。しかし、本標準第４編に
おいて個々のオペレーションについて記述されているように、物理プレーンのプロトコルでは区
別されている（例：ＴＣのリターンエラーまたはアボート）。

f)

異常制御シナリオ
以下に異常制御シナリオを a)項から c)項、ならびに e)項の用語を用いて図解する。

シナリオ 1)

SSF

SCF

TDP-R/EDP-R
DP要求

起動／継続情報フロー
制御ウインドウ

エラー
終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （８／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ
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シナリオ 2)

SSF

SCF

TDP-R/EDP-R
DP要求

起動／継続情報フロー

即時指示

継続情報フロー

エラー

制御ウインドウ

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （９／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

シナリオ 3)

SSF

SCF

TDP-R/EDP-R
DP要求

起動／継続情報フロー

タイムアウト

制御ウインドウ
エラー

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （１０／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

シナリオ 4)

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 124 −

SSF

SCF

TDP-R/EDP-R
DP要求

起動／継続情報フロー

即時指示
継続情報フロー

後続指示
エラー

制御ウインドウ

終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （１１／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ

シナリオ 5)

SSF

SCF
SCF起動呼
非同期指示
エラー

起動情報フロー
制御ウインドウ
終了情報フロー

付図２−Ｅ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （１２／１２）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦ／ＣＣＦ−ＳＣＦ 相互関係シナリオ
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第２編 付属資料 Ｆ
ＢＣＳＭ ＳＤＬ図
（この付属資料は標準の不可欠な一部である）

4.2.2節のＢＣＳＭ記述はハイレベルな概観的な図と文章で構成されている。ＢＣＳＭの理解を助けるた
めに、この付属資料の付図2-F-5/JT-Q1228-bから付図2-F-6/JT-Q1228-b に示したＳＤＬ図は、図と文章によ
る記述情報を１つにまとめた形で図版により表現している。これは図解情報であり、4.2.2.節と併せて解釈
されるべきものである。基本的な機能モデルのＳＤＬ図が付図2-F-1と付図2-F-3に示されているが、これは
図2-3-1/JT-Q1228-bおよび4.2.2節を基にしている。ＳＳＦ ＤＰ処理のＳＤＬ図は図2-4-7/JT-Q1228-bに示さ
れており、この付属資料には含まれていない。

ここでのＳＤＬ図は4.2.2節から次のように作成されている。

−

ＤＰはＳＤＬ状態に直にマッピングしており、ＣＣＦ処理がＳＳＦからの指示を待って中断する

呼／コネクション処理ポイントを表している。

−

ＤＰ状態に続く入力はＳＳＦ処理からの内部入力か、ユーザによる途中放棄または切断入力のど

ちらかである。

−

ＰＩＣはＳＤＬ状態遷移、つまり、一連の動作としてモデル化している。しかしながら、ＰＩＣ

動作の文章記述によれば、ＰＩＣは（例えば）発側ＢＣＳＭからの応答を待ち合わせなければならないと
されており、この状態はＳＤＬ図の中で明示的にモデル化してある。簡易化のために、いくつかのＩＴＵ
−Ｔ勧告Ｑ．７１（１９９３）またはＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．９３１（１９８８）による状態をまとめて一つ
にしているところがあるかもしれないが、基本的には対応するＱ．７１およびＱ．９３１の状態が使われ
ている。 ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１ならびにＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．９３１に基づいた状態はＩＮのサービス論
理が起動されうる呼／コネクション処理ポイントでは無い。

−

ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１またはＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．９３１に基づいた状態に続く入力は、例えば

網からの応答のように、ＩＮの機能であるＳＳＦ論理の範囲外のイベントに限られている。

−

ＰＩＣでは異なった処理結果がある。例えば、成功時のＤＰと不成功時の例外処理など。この要

求条件に対してはＳＤＬにおける判定処理を用いてモデル化している。

− 4.2.3節で許されている再開ポイントとＩＮ状態遷移についての情報も含まれている。

−

4.2.4節に記述されているような、ユーザと網との間での通知の詳しい記述は盛り込んでいない。

ＢＣＳＭ処理のシーケンスに関わる通知については含まれている。

ＳＤＬへの詳細化の第一段階が付図2-F-1/JT-Q1228-bに示されている。これは拡張されたＢＣＳＭの概略
図であり、図2-4-3/JT-Q1228-bに対応するものである。この図では、ＤＰとＰＩＣが別のエンティティであ
ることを示すために、ＤＰとＰＩＣは分離している。ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１ならびにＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．
９３１ベースの状態も含まれているが、ＩＮサービス論理に対しては異なる状態であることを示すために、
ＤＰの状態とは区別して描かれている。ＤＰとＰＩＣを分離したことにより、シーケンスをモデル化して

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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＊

いる図中の線が、ＳＤＬのイベントか（ＤＰもしくはＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１／Ｑ．９３１状態から出て
いる線）、処理動作の結果か（ＰＩＣから出ている線）区別して正確に示されている。

より詳細なＳＤＬ化への途中段階のものが付図2-F-3/JT-Q1228-bのＳＤＬ（一部分）に示されている。こ
の図では、各状態で許容されているＳＤＬイベントを示すための入力シンボルと、ＰＩＣからの処理結果
をモデル化した判定シンボルを追加している。

付図2-F-4/JT-Q1228-bは用いられているＳＤＬシンボルを説明している。付図2-F-5/JT-Q1228-bはＩＮ機
能モデルのＳＤＬ表現が描かれている。付図2-F-6/JT-Q1228-bは発側ＢＣＳＭの処理図である。

本付属資料付図2-F-1〜F-6/JT-Q1228-bに示される網掛け部は本標準では適用されないことを示す。
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空き

DP 10

PIC 1

PIC 6

DP 1

PIC 2

DP 2

PIC 3

DP 3

PIC 4

着信側からの
応答待ち
DP 4

DP 5

DP 7

DP 6
PIC 5
キー
通信中

Q.71 または Q.931
状態

DP 8

検出ポイント
（本標準で非適用のも
のは、網掛けで示す）

DP 9

呼のポイント

付図２−F−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
詳細化された発側ＢＣＳＭ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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プロセス

発側ＢＣＳＭ概略
空き

発呼要求

ＰＩＣ１

結果

発呼者
途中放棄

ＤＰ１０

続行

例外

ＤＰ１

ＰＩＣ６

ＳＳＦより
継続指示

Ａ

空き

ＰＩＣ２

ＳＳＦより
継続指示

結果
例外
続行
Ａ

空き

ＤＰ２

付図２−F−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
発側ＢＣＳＭの概要ＳＤＬの一部
（本標準で非適用のものは網掛けで示す）
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ブロック
テキスト

プロセス

コメント

スタート

状態および次の状態

入力

セーブ

出力

判定

コネクタ

付図２−F−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＤＬシンボルセットの説明

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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システム

ＢＣＳＭ

／＊
ＢＣＳＭとＣＣＦ／ＳＳＦ相互関係について
注目した分散機能プレーンにおけるＩＮ機
能モデル
＊／

IN /* SCF,
SDF, SRF */

C11

C12

FE2B /* SSF */

C9
C1

C5

C3
FE1 /* CCAF,
話者Ａ側 */

C2

C10

FE2A /* CCF */
C4

C7
FE3 /* CCF */

C6

C8

付図２−F−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ１／３）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＢＣＳＭとＣＣＦ／ＳＳＦ相互関係について注目した分散機能プレーンにおけるＩＮ機能モデルのＳＤＬ表現
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Ｃ９
ブロック

ＦＥ２Ａ

／＊ ＣＣＦ

＊／

Ｓ７

Ｃ３

Ｃ１０

Ｓ８

Ｓ１

Ｓ３／５

Ｃ５

発側ＢＣＳＭ
Ｃ４

Ｓ２

Ｓ４／６

／＊
能力セット２においては制御ＢＣＳＭのみがＳ７
／Ｓ８のルートでＳＳＦと相互動作する。
4.2.2 節参照
＊／

付図２−F−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ２／３）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
発側ＢＣＳＭを示すためのＣＣＦブロックの展開図

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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Ｃ６

ブロック ＦＥ２Ｂ ／＊ ＳＳＦ ＊／

／＊
／＊
この処理の詳細については図
この処理の詳細については図2‑4‑11
2-4-7/
/JT‑Q1218‑b 参照
JT-Q1228-b
参照
＊／
／＊

Ｓ９

Ｓ１１

Ｃ９

Ｃ１１
ＳＳＦ ＤＰ処理

Ｃ１０
Ｓ１０

Ｃ１２
Ｓ１２

付図２−F−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ３／３）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
ＳＳＦブロックの展開図
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プロセス

ページ

発側ＢＣＳＭ

１（１１）

／＊
発側ＢＣＳＭについては 4.2.2 節参照
ＩＴＵ−Ｔ勧告 Q.71 の用語を方向指示のために使用している．
Ｂ 逆方向（話者Ａ方向）
Ｆ 順方向（話者Ｂ方向）
＊／

Q.931 状態：空
Q.71 状態：IDLE
ＢＣＳＭ：空き状態はＰＩＣ１の一部

空き

SETUP req.ind
／＊ ＣＣＡＦ
より ＊／

Yes

ページ４

発呼受付（Outgoing call attempt）
ＢＣＳＭ：ＰＩＣ１処理の開始

一括手順
NO

Ａ
Q.71: digit by digit
sending の場合，Originating
Screening を行う

発呼分析

No

Yes

成功

PIC6
例外処理

Q.71 に従って呼
解放

Q.71:理由判定
BCSM:ＰＩＣ６の
開始

ＳＳＦに
DP1̲digit̲
detected

ＣＣＦはＳＳＦに検出
ポイントに遭遇したこ
とを通知
ＳＳＦはＤＰ処理を行う

DP1̲dig̲by̲dig

ＤＰ 発呼分析完了
（Origination
Attempt̲Authorized）
ＳＳＦ応答待ち

空き

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ１／１１）
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２１４）
発側ＢＣＳＭのＳＤＬ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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プロセス

発側ＢＣＳＭ

ページ

ＤＰ：発呼分析完了
（Origination̲Attempt̲Authorized）
この状態はページ９と１０にも現れる

DP1̲dig̲by̲dig

ADDL̲ADDR,
ADDR̲END
／＊ＣＣＡＦ＊／

処理継続
／＊ＳＳＦより＊／

ＣＣＡＦへ確認応答
／＊req.ind.＊／

Wait̲for̲Digits

ＰＩＣ２の開始
次のケースが含まれる
ＤＰが設定されていない
新データで置き換え

ＣＣＡＦへのQ.71信号で
アドレス情報を求める

Q.71の状態

ADDL̲ADDR
／＊ＣＣＡＦから
のreq.ind＊／

アドレス情
報ＯＫ

２（１１）

ADDL̲END
／＊ＣＣＡＦから
のreq.ind＊／

No

アドレス情
報ＯＫ

No

Yes

Yes
ＰＩＣ
６
発呼可能

No

Yes

Wait̲for̲
Digits

ページ１

ＰＩＣ
３Ａ

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ２／１１）
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プロセス

ページ

発側ＢＣＳＭ

ＰＩＣ
３Ａ

ルーチングアドレ
スを決定するため
に情報分析

ＰＩＣ３の開始

No

No

ＰＩＣ
６

成功

Yes

数字不足

ＳＳＦに
ＤＰ３ 検出

Yes
Wait̲for̲
More̲Digits

ＤＰ３
／＊情報分析完了
（Analysed̲Information）
＊／

ADDL̲ADDR,
ADDL̲END
／＊ＣＣＡＦから＊／

数字蓄積

ＰＩＣ
３Ａ

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ３／１１）
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３（１１）

プロセス

ページ

発側ＢＣＳＭ

／＊
一括手順の場合
＊／

４（１１）

Ａ

発呼分析

No

Q.71: Originating
Screening, Process
Attempt

成功

Yes
ページ１

ＰＩＣ
６

ＳＳＦに
ＤＰ１ 検出
／＊ 一括手順 ＊／

ＤＰ１

発呼分析完了
（Origination
̲Attempt̲Authorized）
ＤＰ１状態はページ９と
１０にも現れる

処理継続
／＊ ＳＳＦより ＊／

ＰＩＣ
３

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ４／１１）
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プロセス

ページ

発側ＢＣＳＭ

／＊
一括手順の場合
＊／

ＰＩＣ
３

ルーチングアドレ
スを決定するため
に情報分析

No

ページ１

ＰＩＣ
６

ＰＩＣ３の開始

成功

Yes
ＳＳＦに
ＤＰ３ 検出

ＤＰ３
/* 情報分析完了
（Analysed̲Information）
*/

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ５／１１）
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５（１１）

プロセス 発側ＢＣＳＭ

ページ ６（１１）

ＤＰ３
／＊ 情報分析完了
（Analysed̲Information）
＊／
処理継続
／＊ ＳＳＦより ＊／

ＤＰ３状態は
ページ９と１０
にも現れる
次のケースが含まれる
トリガが設定され
ていない
新データで置き換え

ＰＩＣ
４
ルーチングアドレ
スと呼種別を判定
する

Yes

ＰＩＣ４の
開始

ルートビ
ジー

No
ページ１

ＰＩＣ
６

Ａ話者の呼設
定権限確認

成功

No

ＰＩＣ
６

ページ１

Yes

Wait̲for̲
terminating̲
end̲response

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ６／１１）
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プロセス

発側ＢＣＳＭ

ページ
Wait̲for̲
terminating̲
end̲response

Ｂユーザ応答

Ｂユーザ無応答

ＳＳＦへ
ＤＰ７検出

ＤＰ７
／＊発側−応答
(O̲Answer) ＊／

処理継続

ＰＩＣ４の一部
状態はページ１０にも現
れる

Ｂユーザ呼出中

ＳＳＦへ
ＤＰ６検出

ＣＣＡＦへ
呼出中報告

ＤＰ６
／＊発側−無応答
(O̲No̲Answer)＊／

Wait̲for̲
terminating̲
end̲response

Ｂユーザ話中

ＳＳＦへ
ＤＰ５検出

ＤＰ５
／＊ 発側−着信者話中
(O̲Called̲Party̲Busy)
＊／

処理継続

処理継続

／＊ＳＳＦから＊／

／＊ＳＳＦから＊／

接続完了
／＊ＰＩＣ５開始＊／

ＰＩＣ
６

ページ１

／＊ＳＳＦから＊／

ページ１

ＰＩＣ
６

CCAFにSETUP
resp.conf

課金開始

呼の監視

／＊
ＤＰ５とＤＰ６の状態はページ９と１０にも現れる
ＤＰ７の状態はページ１１にも現れる
＊／

通信中

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ７／１１）
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プロセス

ページ

発側ＢＣＳＭ

８（１１）

通信中状態はページ11に
も現れる

通信中

接続失敗
／＊網から＊／

ＰＩＣ
６

ページ１

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ８／１１）
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プロセス 発側ＢＣＳＭ

ページ

９（１１）

／＊
この処理は次のケースの共通的なものである．
ＤＰ１および DP1̲dig̲by̲dig
− 発呼分析完了
ＤＰ３ − 情報分析完了(Analysed̲Information)
ＤＰ５ − 発側−着信者話中(O̲Called̲Party̲Busy)
ＤＰ６ − 発側−無応答(O̲No̲Answer)
ＤＰ９ − 発側−切断(O̲Disconnect) (着信者切断のみ）
ＳＣＦがＳＳＦへ異なるＰＩＣからの再開処理を指示することで、以下のような制御処理
フローがとられる可能性がある。 4.2.3 節、基本呼を越えるＩＮ遷移を参照。
＊／

ＤＰ１，DP1̲dig̲by̲dig
ＤＰ３，ＤＰ５
ＤＰ６，ＤＰ９Ｂ

これらの状態は他のペー
ジに現れる

ＰＩＣ４
へ遷移

ＰＩＣ３
へ遷移

ページ５

ＰＩＣ
３

ＰＩＣ１
へ遷移

呼解放

ページ６

ＰＩＣ
４

空き

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ９／１１）
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プロセス 発側ＢＣＳＭ

ページ

１０（１１）

／＊
話者Ａが途中放棄した場合の処理動作
＊／

／＊
ＤＰ１，DP1̲dig̲by̲dig
ＤＰ３，Wait̲for̲digits
ＤＰ５，ＤＰ６
Wait̲for̲terminating̲end̲response
これらの状態は他のページに現れる
＊／

ＤＰ１０
／＊発側−途中放棄
(O̲Abandon) ＊／

処理継続
／＊ＳＳＦより＊／

DISCONNECT
／＊CCAF からの
req.ind ＊／

発ユーザ切断によ
る通常解放処理
ＳＳＦに
ＤＰ１０検出
空き

ＤＰ１０
／＊発側−途中放棄
(O̲Abandon) ＊／

付図２−F−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ （ページ１０／１１）
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プロセス

発側ＢＣＳＭ

ページ

／＊
話者Ａと話者Ｂの切断シーケ
ンス．応答後で，非同期のケース
＊／

ＤＰ７
通信中

これらの状態は他の
ページに現れる

DISCONNECT
／＊CCAFからの
req.ind＊／

話者Ｂ切断

ＳＳＦにＤＰ９検出
／＊レグは話者Ａ＊／

ＤＰ９Ａ
／＊発側−切断
(O̲Disconnect)＊／

話者Ｂ切断

ＳＳＦにＤＰ９検出
／＊レグは話者Ｂ＊／
*/

この状態での他の入力は
ページ９を参照

処理継続
／＊ＳＳＦから＊／

ＤＰ９Ｂ
／＊発側−切断
(O̲Disconnect)＊／

DISCONNECT
／＊CCAFからの
req.ind＊／

処理継続
／＊ＳＳＦから＊／

話者Ｂ起動によ
る解放

話者Ａ起動によ
る解放

空き

空き
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第２編 付録 III

＊

信号網接続の基本手順の補足説明
1. 概要
本付録は 11.2.2 節に記述されている各サービス毎の信号網接続の基本手順の内、以下の３つの手順につ
いて理解を助けるために、本標準の範囲外である機能エンティティ間の情報フローを含めた手順の例を記
述したものである。
− ユーザ相互動作機能に関わる手順
− 網Ａと網Ｂ間の網間ハンドオフ機能に関わる手順
− 網Ａ、網Ｂのサービス交換機能の同時制御機能に関わる手順

2. 機能モデル
本付録で対象とする機能モデルを付図 2-III-1/JT-Q1228-b に示す。
本付録では機能エンティティＦＥ１、ＦＥ２、ＦＥ３、ＦＥ４及び相互関係 r3，r6 に対する情報フロー
（ＩＦ）と相互関係 r2 に関するベアラ接続制御信号を用いて手順を記述する。このうちＦＥ２、ＦＥ３及
び相互関係 r6, 網Ｂ内 r3 に対する情報フロー（ＩＦ）と相互関係 r2 に関するベアラ接続制御信号及び相互
関係 r5 に関するベアラ接続制御信号と情報フローは本標準の対象外であることに注意すること。
付図 2-III-1/JT-Q1228-b における機能エンティティ（ＦＥ）は以下に示す能力を持つ。

ＦＥ１：網ＡのＳＳＦ／ＣＣＦ（網ＡのＳＳＦを以下ではＳＳＦと記述）
ＦＥ２：網ＢのＳＳＦ／ＣＣＦ
ＦＥ３：網ＢのＳＲＦ（以下ＳＲＦと記述）
ＦＥ４：網ＢのＳＣＦ（以下ＳＣＦと記述）

ＳＳＦ−ＳＣＦ間の相互関係を相互関係 r3 で、網ＡのＣＣＦ−網ＢのＣＣＦ間の相互関係を相互関係 r2
で、ＳＣＦ−ＳＲＦ間の相互関係を相互関係 r6 で示す。
網Ｂ

網Ａ

FE4
SCF

r6

r3

SRF
r3

FE1

FE2

SSF

SSF

CCF

CCF
r2

付図２−ＩＩＩ−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
信号網接続における機能モデル
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r5

3. 情報フロー
ユーザ相互動作機能に関わる手順の補足説明

3.1
3.1.1

概要

ＳＣＦは、サービスアシスト手順により網Ｂの特殊リソースを用いてユーザ相互動作するため、網Ａの
ＳＳＦに対して、網Ｂと暫定的に接続するよう要求する暫定接続確立(Establish Temporary Connection)ＩＦ
を送出する。このＩＦには、暫定接続要求元のＳＣＦを識別するＳＣＦ

ＩＤ、及び相関ＩＤ

ＩＥが含

まれており、網ＡのＳＳＦ／ＣＣＦはこれらを含めたＩＡＭメッセージにより、網ＢのＳＳＦ／ＣＣＦと
接続を行う。
網ＢのＳＳＦはＳＣＦ

ＩＤにより識別されるＳＣＦと相互関係を確立するために、アシスト指示要求

(Assist Request Instructions)ＩＦを送出し、相関ＩＤ ＩＥを通知する。網ＢのＳＣＦは網ＡのＳＳＦとの相
互関係と網ＢのＳＳＦとの相互関係を関連づけ、網ＢのＳＲＦとの接続を確立してユーザ相互動作する。
ユーザ相互動作が終了すると、ＳＣＦは網ＡのＳＳＦへ網Ｂとの暫定接続を切断するよう要求し、網Ｂの
特殊リソースは解放される。
網Ｂ内での手順は本標準の対象外であり、付図に示している網Ｂ内の処理は一例である。また、相互関
係 r5 に関するベアラ接続制御信号及び情報フローについては、本手順例では省略している。

3.1.2 情報フローダイヤグラム

網Ｂ

網Ａ
r3

ＳＳＦ／
ＣＣＦ

r2
イニシャルＤＰ （ I ni ti al DP）

ＳＳＦ／
ＣＣＦ
（ Ｓ ＲＦ ）

暫定接続確立（ Establ i sh Temporary Connecti on）

Ｓ ＣＦ

r3,r6

[SCF I D， 相関I D]

I AM[SCF I D， 相関I D]
アシスト 指示要求（ Assi st Request I nstructi ons） [相関I D]
リ ソース接続（ Connect To Resource）
アナウンス送出／ユーザ情報収集（ Pl ay
Announcement / Prompt And Col l ect User
I nf ormati on）

ACM
ANM

ユーザ相互動作

特殊リ ソース報告／ 収集ユーザ情報
（ Speci al i zed Resource Report / Col l ected
User I nf ormati on）

順方向接続切断（ Di sconnect Forward Connecti on）
REL

付図 ２−ＩＩＩ−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ユーザ相互動作機能に関わる手順の例
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網Ａと網Ｂの網間ハンドオフ手順に関わる手順の補足説明

3.2
3.2.1

概要

ＳＣＦは、網ＡのＳＳＦに対して、網Ｂの中継接続を指示するのと同時に、網ＡのＳＳＦ−ＳＣＦ間の
制御相互関係を解除することを要求する。この接続(Connect)ＩＦには網間ハンドオフ要求元のＳＣＦを識
別するＳＣＦ

ＩＤ、及び相関ＩＤ

ＩＥが含まれており、網ＡのＳＳＦは網ＢのＳＣＦとの相互関係を

解除し、これらを含めたＩＡＭメッセージにより、網ＢのＳＳＦ／ＣＣＦと接続を行う。
網ＢのＳＳＦはＳＣＦ

ＩＤにより識別されるＳＣＦと相互関係を確立するために、アシスト指示要求

(Assist Request Instructions)ＩＦを送出し、相関ＩＤ ＩＥを通知する。ＳＣＦは相関ＩＤ ＩＥにより解除
した網Ａとの相互関係に関連づけ、これ以降の呼制御は網Ｂに閉じて実施することができる。
網Ｂ内での手順は本標準の対象外であり、付図に示している網Ｂ内の処理は一例である。

3.2.2

情報フローダイアグラム

網Ｂ

網Ａ
r3

ＳＳＦ／
ＣＣＦ

r2

Ｓ ＣＦ

r3

ＳＳＦ／
ＣＣＦ

接続（ Connect） [SCF I D， 相関I D]
IAM[SCF I D， 相関I D]
アシスト 指示要求（ Assi st Request I nstructi ons） [相関I D]

網間ハンド オフ中

付図 ２−ＩＩＩ−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
網Ａと網Ｂ間の網間ハンドオフ機能に関わる手順の例

3.3
3.3.1

網Ａ、網Ｂのサービス交換機能の同時制御機能に関わる手順
概要

ＳＣＦは網ＡのＳＳＦに対して、ＤＰ処理を要求する一方で、網Ｂへの接続を指示する。この接続
(Connect)ＩＦには、要求元のＳＣＦを識別するＳＣＦ

ＩＤ、及び相関ＩＤ

ＩＥが含まれており、網Ａ

のＳＳＦ／ＣＣＦはこれらを含めたＩＡＭメッセージにより、網ＢのＳＳＦ／ＣＣＦと接続を行う。
網ＢのＳＳＦはＳＣＦ

ＩＤにより識別されるＳＣＦと相互関係を確立するために、アシスト指示要求

(Assist Request Instructions)ＩＦを送出し、相関ＩＤ ＩＥを通知する。網ＢのＳＣＦは網ＡのＳＳＦとの相
互関係と網ＢのＳＳＦとの相互関係を関連づける。網ＢのＳＣＦは網ＡのＳＳＦとの相互関係と網ＢのＳ
ＳＦとの相互関係を保持しながら、両者を同時に制御する。
付図に示す例では、網ＡのＳＳＦは当該イベントを検出するとＳＣＦへそのイベントを報告する。
また、ＳＣＦから網ＡのＳＳＦに対してＢＣＳＭイベント報告要求(Request Report BCSM Event)及び接続
(Connect)ＩＦを送出するケースもありうる。
網Ｂ内での手順は本標準の対象外であり、付図に示している網Ｂ内の処理は一例である。
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3.3.2

情報フローダイアグラム

網Ｂ

網Ａ
ＳＳＦ／
ＣＣＦ

r3
r2

ＳＳＦ／
ＣＣＦ

r3

Ｓ ＣＦ

イニシャルＤＰ （ I ni ti al DP）
Ｂ ＣＳ Ｍイベント 報告要求（ Request Report BCSM Event）
接続（ Connect） [ SCF I D, 相関I D]
I AM [ SCF I D， 相関I D]
アシスト 指示要求（ Assi st Request I nstructi ons） [ 相関

同時制御中
Ｂ ＣＳ Ｍイベント 報告（ Event Report BCSM）

付図 ２−ＩＩＩ−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
網Ａ、網Ｂのサービス交換機能の同時制御機能に関わる手順の例
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第3編

物理プレーン (Physical Plane)

これまでの検討経過により、ＴＣとトランザクション機能応用部（ＴＣＡＰ）という用語は同
じ位置付けで使用されている。

＊

１．概要
この標準は、能力セット２でのＩＮアーキテクチャの物理プレーンを記述する。一般的なＩＮ物理
プレーンの情報はＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２０５に含まれている。
ＩＮ概念モデルの物理プレーンは、異なる物理エンティティとこれらのエンティティ間のインタ
フェースを識別する。
物理プレーンアーキテクチャはＩＮ概念モデルと一致すべきである。ＩＮ概念モデルは以下の主要
な目的を満たすＩＮアーキテクチャを設計するために使われうる道具である。
−

サービスインプリメンテーション非依存

−

網インプリメンテーション非依存

−

ベンダ及び技術非依存

物理プレーンアーキテクチャを開発するときに、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｉ．１３０ステージ３のサービス
記述方法（ノードの機能的な仕様とノード間プロトコルの詳細な記述を含む）を使用してもよい。

２．要求条件と仮定
2.1

要求条件
物理プレーンアーキテクチャの鍵となる要求条件は以下の通りである。
−

能力セット２の分散機能プレーンにおける機能エンティティを、能力セット２の物理エン
ティティ上に配置することができる。

−

１つあるいはそれ以上の機能エンティティを、同じ物理エンティティ上に配置してもよい。

−

１つの機能エンティティを２つの物理エンティティ間に分割することはできない。（すなわ
ち、機能エンティティは１つの物理エンティティ内に完全に配置される。）

−

機能エンティティの二重のインスタンスを、同一の物理エンティティではなく、異なる物理
エンティティに配置することができる。

−

物理アーキテクチャを形成するため、物理エンティティをまとめることができる。

−

物理エンティティは標準のインタフェースを提供してもよい。

−

機能エンティティのマッピングと標準のインタフェースにもとづいた物理エンティティを、
ベンダが開発できなければならない。

−

完成された技術と利用できるようになった新技術を、ベンダがサポートできなければならな
い。

2.2

仮定
物理プレーンアーキテクチャの開発のために以下の仮定がなされる。
−

ＩＮ概念モデルがＩＮ物理アーキテクチャを開発する道具として使われる。

−

現存の及び新しい技術を、物理エンティティを開発するために使うことができる。

−

分散機能プレーン上の機能エンティティの仕様と物理プレーン上の標準インタフェースが、
ネットワークベンダ非依存とサービス非依存をサポートする。

− 能力セット２では、サービスのサポートのために、十分な数のインタフェースが認められる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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サービス生成とＯＡＭ機能は含まれない。

３．物理エンティティ（ＰＥ）
この節は、信号網接続による能力セット２をサポートするためのＰＥの選択を記述する。その選択
は、能力セット２をサポートするための他のどんなＩＮ ＰＥのアプリケーションを除外もしくは禁
止するものではない。

a)

サービス交換局（ＳＳＰ）
ユーザに網へのアクセスを提供し（ＳＳＰが加入者線交換機の場合）、必要な交換機能を実
行することに加え、ＳＳＰはＩＮ能力のセットへのアクセスを可能にする。ＳＳＰはＩＮベー
スサービスへの要求を検出するための検出能力を含む。それはまた、サービス制御機能（ＳＣ
Ｆ）を含むサービス制御局（ＳＣＰ）のような他のＰＥと通信する能力や、他のＰＥからの命
令に応答する能力を含む。機能上、ＳＳＰは呼制御機能（ＣＣＦ）、サービス交換機能（ＳＳ
Ｆ）、そして、ＳＳＰが加入者線交換機であれば、呼制御エージェント機能（ＣＣＡＦ）を含
む。それはまた、オプションで特殊リソース機能（ＳＲＦ）を含むかもしれない。

b)

網アクセス局（ＮＡＰ）

c)

サービス制御局（ＳＣＰ）

＃

ＳＣＰは、ＩＮベースサービスを提供するために使用されるサービス論理プログラム（ＳＬ
Ｐ）とデータを含む。ＳＣＰは信号網によってＳＳＰに接続される。サービスの信頼性を改善
し、ＳＣＰ間で分担する負荷を少なくするために、複数のＳＣＰが同一のＳＬＰとデータを含
むかもしれない。機能上、ＳＣＰはＳＣＦとＳＤＦを含む。ＳＣＰはまた、ＳＳＰの中継機能
を経由してＩＰに接続することもできる。

d)

アジャンクト（ＡＤ）

＃

e)

インテリジェントペリフェラル（ＩＰ）
ＩＰはカスタマイズされ結合された音声アナウンスや音声認識、ＤＴＭＦディジット収集の
ようなリソースを提供し、ユーザをこれらのリソースに接続するための交換マトリクスを含む。
ＩＰはユーザと網との間の柔軟な情報相互動作をサポートする。機能上、ＩＰはＳＲＦを含む。
ＩＰは直接１つあるいはそれ以上のＳＳＰに、そして／あるいは信号網に接続されるかもしれ
ない。
ＳＣＰは、サービスの要求が検出されたところから、ＳＳＰに接続されているＩＰ内にある
リソースへユーザを接続するように、ＳＳＰに要求することができる。ＳＣＰはまた、別のＳ
ＳＰに接続されているＩＰ内にあるリソースへユーザを接続するように、ＳＳＰに要求するこ
ともできる。

f)

サービスノード（ＳＮ）

＃

g)

サービス交換制御局（ＳＳＣＰ）

＃
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h)

サービスデータ局（ＳＤＰ）

＃

i)

高度化ＩＳＤＮ構内端末

＃

(Enhanced ISDN Customer Premises Equipment (Enhanced ISDN CPE))

＃

非呼関連サービス局 (Call-Unrelated Service Point (CUSP))

＃

j)

４．マッピングの要求条件
−

2.1に挙げられる物理プレーンアーキテクチャ要求条件が満たされるべきである。

−

機能エンティティは、認められたベンチマーク能力セット２サービスをサポートするように、
物理エンティティに配置されるべきである。

−

機能エンティティの物理エンティティへのマッピングは、現存の物理エンティティでの効率
的なインプリメンテーションを可能にしなければならない。

−

機能エンティティの物理エンティティへのマッピングは、サービスに依存しないインタ
フェース経由での網機能間の標準的な通信を考慮に入れなければならない。

５．分散機能プレーンの物理プレーンへのマッピング
5.1

機能エンティティの物理エンティティへのマッピング
この節は、能力セット２での機能エンティティの物理エンティティへのマッピングを提供し、ＰＥ
間の参照点を記述する。そうすることで、能力セット２での機能の適切な分散が確認され、標準に適
した機能インタフェースが強調される。この節で述べられているＰＥは説明が目的であり、能力セッ
ト２で可能な機能のマッピングのみを意味しているわけではない。
この節はいくつかのＰＥで作成される柔軟な物理アーキテクチャを記述する。それぞれのＰＥは、
それのＩＮ機能を定義する、１つあるいはそれ以上の機能エンティティを含む。図3-5-1/JT-Q1228-b
に示される物理アーキテクチャに含まれるＰＥは、サービス交換局（ＳＳＰ）、サービス制御局（Ｓ
ＣＰ）、インテリジェントペリフェラル（ＩＰ）である。
物理エンティティにマッピングされる機能エンティティの典型的なシナリオは、表3-5-1/JT-Q1228-b
に示される。
表３−５−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ

Ｑ．１２２５）

ＦＥのＰＥへのマッピングの典型的なシナリオ

ＰＥ

ＦＥ
ＳＣＦ

ＳＳＦ−ＣＣＦ

ＳＤＦ

ＳＲＦ

ＳＣＰ

Ｃ

−

Ｃ

−

ＳＳＰ

−

Ｃ

−

Ｏ(注)

ＩＰ

−

−

−

Ｃ

Ｃ 必須
Ｏ オプション
− 不可
注：網Ｂから制御可能なＳＲＦは、網ＢのＳＳＰだけに存在できる。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 152 −

＊

ＰＥとなる機能エンティティの、表に示されていない他の組合せを禁止すべきであるという意図は
ない。
上記のマッピングは図3-5-1/JT-Q1228-b に示される。それぞれのＰＥはそれに配置されるいくつか
の機能エンティティを持つ。図の実線はＰＥ間に存在する通話パスを示し、点線はＩＮベースサービ
スのためのアプリケーションレイヤメッセージを運ぶことができる信号パスを示す。

5.2

ＦＥ−ＦＥ相互関係のＰＥ−ＰＥ相互関係へのマッピング
能力セット２の範囲に入るＦＥ−ＦＥインタフェースは、
1)

ＳＳＦ−ＳＣＦ

である。
ＰＥ−ＰＥインタフェースへのマッピングは表3-5-2/JT-Q1228-b で提供される。
表3-5-2/JT-Q1228-b は本標準によって包含されるかもしれないすべての可能なＰＥ−ＰＥ相互関係
の完全なリストということではない。

表３−５−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ

Ｑ．１２２５）

ＰＥ−ＰＥ関係へのＦＥ−ＦＥ関係

5.3

ＦＥ−ＦＥ

ＰＥ−ＰＥ

ＳＳＦ−ＳＣＦ

ＳＳＰ−ＳＣＰ

下位プロトコルプラットフォームの選択
この節は、能力セット２での物理アーキテクチャの要素間の候補インタフェースを記述する。イン
タフェースは以下のものが確認されている。
−

ＳＣＰ−ＳＳＰ

ＩＮベースサービスによって要求されるアプリケーションレイヤメッセージを運ぶためのこれらの
候補インタフェースのために、現存の下位レイヤプロトコルが提案されている。したがって、能力
セット２での標準化努力の焦点はアプリケーションレイヤプロトコルにある。アプリケーションレイ
ヤでは、アプリケーションレイヤメッセージが異なった符号化あるいはフォーマットがされても、異
なるインタフェースが運ぶメッセージは意味上、同じ内容を表すべきである。例えば、ＳＳＰ内のＳ
ＳＦとＳＣＰ内のＳＣＦとの間のメッセージは、同じ情報を含むべきである。次の節は、これらのイ
ンタフェースでの利用のために提案されたいくつかのプロトコルを示す。

5.3.1

ＳＣＰ−ＳＳＰインタフェース
ＳＣＰとＳＳＰ間のインタフェースのために提案された下位プロトコルプラットフォームは、Ｎｏ．
７信号方式の信号接続制御部（ＳＣＣＰ）／メッセージ転送部（ＭＴＰ）上のトランザクション機能
（ＴＣ）である。

5.3.2

ＡＤ−ＳＳＰインタフェース

＃

5.3.3

ＩＰ−ＳＳＰインタフェース

＃
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5.3.4

ＳＮ−ＳＳＰインタフェース

＃

5.3.5

ＳＣＰ−ＩＰインタフェース

＃

5.3.6

ＡＤ−ＩＰインタフェース

＃

5.3.7

ＳＣＰ−ＳＤＰインタフェース

＃

5.3.8

ユーザインタフェース
ユーザはＩＮ能力を利用する、ＩＮに対する外部のエンティティである。ＩＮユーザは様々なＩＮ
サービス能力を起動するために、以下に記述するアクセスインタフェースを使用する。例えば、ユー
ザは呼のルーチングに影響を与えたり、網からの情報を送受したり、呼を遮ったり、サービスパラ
メータを更新したりできる。ユーザは現存の網インタフェースによってサービスされる。
ＩＮが現存のサービスと能力をサポートし続けるべきであることを確実にするのは重要である。加
えて、以下に記述されるそれぞれのインタフェース技術による現状の制限は、ＩＮベースサービスを
配置するときに考慮されなければならない。例えば、発信者の情報は与えられたインタフェースで利
用可能かもしれないし、そうでないかもしれない。それゆえ、ＳＣＦに提供されるかもしれないし、
されないかもしれない。
エンドユーザはアナログインタフェース信号方式あるいはＩＳＤＮアクセス信号方式の取り決めを
使用する。ＩＮのユーザ−網相互動作は、後のＩＮ動作を決定するオフフックあるいはＤＴＭＦディ
ジット信号方式のような契機の提供を含む。
アウトバンド（すなわち、Ｄチャネル）信号方式は、潜在的なＩＮベースサービスにアクセスする
ための付加的な能力をＩＳＤＮユーザに提供する。発呼するとき、ＩＳＤＮユーザは呼に関連するベ
アラ能力を識別する。ＩＮサービス論理は呼の扱い方法（例えば、ルート方法）を決定するために、
この情報を使うことができる。

5.3.9

5.3.10

高度化ＩＳＤＮ ＣＰＥ−ＣＵＳＰインタフェース

ＡＤ−ＣＵＳＰインタフェース

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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インタフェース：

ＳＣＦ

ＳＣＰ−ＳＳＰ
ＳＤＦ
ＳＣＰ

Ｎｏ．７信号方式網

ＳＲＦ
ＩＰ

ＳＲＦ

ＳＳＰ
ＣＣＦ

ＳＳＦ

ＣＣＡＦ
網Ｂ
網Ａ
Ｎｏ．７信号方式網

ＳＳＰ
ＣＣＦ

ＳＳＦ

ＣＣＡＦ

通話
信号
オプションのＦＥ
物理エンティティ（ＰＥ）
ＩＰ

インテリジェントペリフェラル

ＳＳＰ

サービス交換局

ＳＣＰ

サービス制御局

機能エンティティ（ＦＥ）
ＣＣＦ

呼制御機能

ＣＣＡＦ

呼制御エージェント機能

ＳＣＦ

サービス制御機能

ＳＤＦ

サービスデータ機能

ＳＲＦ

特殊リソース機能

ＳＳＦ

サービス交換機能
図３−５−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ

Ｑ．１２２５）

物理プレーンアーキテクチャ
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第４編

信号網接続用プロトコル

１．概説
これまでの検討経過により、ＴＣとトランザクション機能応用部（ＴＣＡＰ）という用語は同じ位置付け

＊
＊

で使用されている。
本編は、ＩＮ能力セット２をサポートするために必要なＩＮＡＰ（Intelligent Network Application Protocol）
を定義する。ＩＮＡＰは、ＩＮ機能モデルで定義されているように、次の機能エンティティ（ＦＥ）間の相
互作用をサポートする。

–

サービス交換機能 （ＳＳＦ）

–

サービス制御機能 （ＳＣＦ）

–

特殊リソース機能 （ＳＲＦ）

…ＳＲＦは網Ｂ内のＦＥを想定し、

＊

本標準の規定の対象外である。

＊

本編の目的は、サービス総合デジタル網（ＩＳＤＮ）と公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）におけるＩＮＡＰの
更なる発展にある。
異なる製造業者の装置間においてＩＮ能力セット２で定義された全てのインタフェースのインタワーク
を保証すること、および網運用者間において網間インタフェースを保証すること、についてのインプリメン
タと網運用者に対するガイドとなることを意図する。
本編は、既存ＩＳＤＮ／ＰＳＴＮにＩＮを早期導入するためのものなので、ＩＮとＩＳＤＮ／ＰＳＴＮと
のサービス相互動作の問題を解決するのに、単純な解のみを想定している。

２．概要
2.1

標準参考文献
＊

参考文献は、本標準第１編を参照のこと。

2.2

略語
＊

略語は、本標準第５編を参照のこと。

３．通信サービスのためのインタフェース標準
3.1
3.1.1

概要
定義方法

プロトコルの定義を以下の３つの部分に分けることができる。
–

プロトコル用のＳＡＣＦ／ＭＡＣＦ規則の定義

–

エンティティ間で転送されるオペレーションの定義

–

各エンティティでとる動作の定義

ＳＡＣＦ／ＭＡＣＦ規定は、文章記述で定義されている。オペレーション定義は抽象構文記法１（ＡＳＮ．
１、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６８０参照）で示し、動作は状態遷移図で定義される。オペレーションの受信で実
行される動作についてのこれ以上のガイダンスは本標準第２編の関連情報フローの記述から得られる。
ＩＮＡＰは一つのＲＯＳＥユーザプロトコルである（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．２１９及びＸ．２２９参照）。
ＲＯＳＥプロトコルは、ＴＣのコンポーネントサブレイヤ（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１からＪＴ−Ｑ７７４
及びＩＴＵ勧告Ｑ．７７５参照）とＤＳＳ１（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２）に含まれる。ＲＯＳＥ
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ＡＰＤ

Ｕ（アプリケーションプロトコルデータユニット）は、Ｎｏ．７信号方式のトランザクションサブレイヤと
ＤＳＳ１におけるＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３２の「登録」（ＲＥＧＩＳＴＥＲ）メッセージ、「ファシリティ」
（ＦＡＣＩＬＩＴＹ）メッセージ及び呼制御メッセージで運ばれる。
（あるＲＯＳＥユーザとしての）ＩＮＡＰとＲＯＳＥプロトコルは、ＡＳＮ．１（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６
８０参照）を使用することによって明記されている。結果のＰＤＵを符号化する方法は、基本符号化規則
（Basic Encoding Rules）である（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６９０参照）。
符号化に関してさらに以下の条件が適用されなければならない。

＊

・長さの符号化は、固定長形式のみを許容する。

＊

・長さの値が１２８オクテットに満たないものは短形式で符号化しなければならない。

＊

・長さの符号化に長形式を使用する場合、表現しうる最短のオクテット長で表す。

＊

・ＯＣＴＥＴ ＳＴＲＩＮＧは基本型にて符号化されなければならない。

＊

・ＢＩＴ ＳＴＲＩＮＧは基本型にて符号化されなければならない。

＊

3.1.2

物理的シナリオ例

プロトコルは機能エンティティから物理エンティティ（ＰＥ）への任意のマッピングをサポートする。こ
れは、網運用者の間でもまた製造業者の間でも様々なので、どのように適切にＦＥを配備するかは、網運用
者や装置製造業者にまかされている。それ故プロトコルは、最大限の分散を想定して定義される（すなわち
ＦＥ毎に１つのＰＥ）。
この節で描く図は、どのようにＩＮＡＰがＮｏ．７共通線信号網環境でサポートされるかを示す。これは、
ＩＮＡＰをサポートする網間プロトコルとしてＮｏ．７信号方式だけが使用されることを意味しているわけ
ではない。
以降の図の中でＴＣとあるのは、単一の対話およびトランザクションと対応したＴＣの機能（ＴＣエンテ
ィティではない）を示しているものと理解する。
もしＩＮＡＰメッセージの分割／組立てがメッセージ長の理由から要求される場合、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ
７１４に規定するＳＣＣＰコネクションレスメッセージの分割／組立て手順を用いるべきである。
シナリオ例は、物理エンティティとしてのＣＣＦ、ＳＳＦ、ＳＲＦ機能エンティティのサポートを示し、
図 4-3-1/JT-Q1228-b で説明する。
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網A

網B

ＳＳＰ

ISDN/
PSTN
リンク

ＩＰ

ＳＣＰ

ＳＳＦおよびＣＣＦ

ＳＲＦ

ＳＣＦ

ＭＡＣＦ

ＭＡＣＦ

ＭＡＣＦ

TC

Ｓ Ａ Ｃ Ｆ

ASE(s)
(SCFSRF)

Ｓ Ａ Ｃ Ｆ

TC

ISUP
（注１、２
参照）

ISUP
（注１、２
参照）

Ｓ Ａ Ｃ Ｆ

Ｓ Ａ Ｃ Ｆ

ASE(s)
(SCFSSF)

ASE(s)
(SCFSRF)

ASE(s)
(SCFSSF)

TC
ＳＣＣＰ

ＳＣＣＰ

ＭＴＰ

ＳＣＣＰ
ＭＴＰ

ＭＴＰ

Ｎｏ．７
共通線信
号リンク

Ｎｏ．７
共通線信
号リンク

TC

Ｎｏ．７
共通線信
号リンク
Ｎｏ．７
共通線信号網

注）１．相関情報の転送はサポートされる必要がある。これには新規のＩＳＵＰパラメータを
導入しないＩＳＵＰでサポートしてもよい。
２．ＳＳＰ−ＩＰ関係は、Ｎｏ．７信号方式を使用する。
３．網Ｂ内でＳＣＦ−ＳＲＦ関係をサポートするためのアーキテクチャおよび信号方式について
は、本標準の対象外である。
図４−３−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
網Ｂ内でＳＲＦをサポートするアーキテクチャの例、ケース１
（ＳＳＰに接続され、またＮｏ．７共通線信号の直接接続により
ＳＣＰからアクセスされるＩＰ内のＳＲＦ）
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3.1.2.1
3.1.3

「ＳＣＦ−外部ＳＲＦ」通信の中継例

＃

ＩＮＡＰプロトコルアーキテクチャ

この節で使われている用語の多くは、ＩＳＯ ＩＳ−９５４５で定義されているＯＳＩアプリケーション
レイヤ構造に基づいている。
ＩＮＡＰプロトコルアーキテクチャは、図 4-3-2/JT-Q1228-b で示している。
一つの物理エンティティは、他の物理エンティティと単一の相互動作を持つ（ケースａ）かあるいは、複
数の調整された相互動作を持つ（ケースｂ）。
ケースａにおいてＳＡＣＦは、使用しているＡＳＥ間の調整機能を提供する。それは、ＡＳＥによってサ
ポートされるオペレーションの（受信プリミティブの順序に基づいた）順序づけを含む。ＳＡＯはＳＡＣＦ
と、一対のＰＥの間の単一の相互動作上で用いられるＡＳＥのセットを示している。
ケースｂにおいて、ＭＡＣＦはＳＡＯの間の調整機能を提供し、各ＳＡＯは、リモートＰＥのＳＡＯと相
互動作をする。
各ＡＳＥは、１つあるいは、それ以上のオペレーションをサポートする。各オペレーションの記述は、関
連するＦＥモデルの動作（本標準の第２編と本編第３章を参照）に結びつけられている。各オペレーション
は、図 4-3-3/JT-Q1228-b で記述されるＯＰＥＲＡＴＩＯＮマクロを用いて規定される。
（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７Ｘシリーズ（トランザクション機能）で定義されているように）アプリケーシ
ョンコンテキスト（ＡＣ）ネゴシエーションメカニズムの使用は、通信している２つのエンティティが、そ
れぞれの能力が何であるのか、またインタフェース上で必要とされる能力は何であるべきかを正確に識別す
ることを可能とする。これは、段階的なＩＮ能力セットの発展を許容するために使用されるべきである。
特定のアプリケーションコンテキストの表示が、通信している一対のＦＥによってサポートされなければ、
前もってコンテキストを定めておくための何らかのメカニズムが、サポートされなければならない。
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複数の調整された
相互動作

単一の相互動作

アプリケーションプロセス

アプリケーションプロセス

ＭＡＣＦ

Ｆ

TC

SAO

SAO

Ｓ Ａ Ｃ

S

Ｓ Ａ Ｃ Ｆ

Ｓ Ａ Ｃ

SAO

A

A
E’s

S
E’s

Ｆ

TC

A
S
E’s

TC

ＳＣＣＰ

ＳＣＣＰ

ＭＴＰ

ＭＴＰ

Single association control function （単一アソシエーション制御機能）
Multiple association control function
（複数アソシエーション制御機能）
Single association object
（単一アソシエーションオブジェクト）
Application service element （応用サービス要素）
Intelligent network application protocol
（インテリジェントネットワークアプリケーション
プロトコル）

SACF
MACF
SAO
ASE
INAP

注）ＩＮＡＰはＡＳＥの仕様の集まりである。
図４−３−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＩＮＡＰプロトコルアーキテクチャ
INAP ユーザ ASE’s
xyz OPERATION
ARGUMENT{Parameter1,Parameter2,...}
RESULT{Parameter1,Parameter2,...}
LINKED{operation3,operation4,...}
Errors{error1,error2,...}
error1 ERROR
PARAMETER{Parameter6,Parameter7,...}
etc.

対向へ

TC ASE
コンポーネントサブレイヤ

ROSE PDU’s
対向へ

トランザクションレイヤ
対向へ

コネクションレス SCCP
図４−３−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
オペレーション記述
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Operations
Results
Errors

INVOKE
RETURN RESULT
RETURN ERROR
REJECT
BEGIN
CONTINUE
END
ABORT
UNIDIRECTIONAL

ＮＯ．７信号方式のＩＮＡＰ信号輻輳制御

3.1.3.1

ＩＳＤＮユーザ部信号輻輳制御で定義されるのと同種の手順が適用される。信号輻輳制御のＩＮＡＰ手順
は、（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７６７ Ｄ．２．１１節で）指定されたＩＳＤＮユーザ部信号輻輳制御とできる
限り整合を取る、すなわちＳＣＣＰからの「輻輳信号局」（signalling point congested）情報を伴うＮ−ＰＣ
ＳＴＡＴＥ指示プリミティブの受信によりＩＮＡＰは、影響を受けた方面へのトラヒック負荷（例えばイニ
シャルＤＰ（Initial DP））を段階的に軽減する。
上の手順は、単に影響を受けた方面のＭＴＰ信号局コードアドレスを使ったトラヒックのみ適用してよい。

3.1.4

ＩＮＡＰアドレッシング

ＳＣＣＰグローバルタイトルとＭＴＰ信号局コードアドレッシング（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１０シリーズ
（信号接続制御部）とＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７００シリーズ（メッセージ転送部）参照）は、ＰＤＵが物理的
な宛先（すなわち、正しい信号局コード）に、それがどの網にあるにもかかわらず到達することを保証する。
ＩＮ能力セット２において網間で用いられるＳＳＮは１つである。ＳＳＮ値については、ＴＴＣ標準ＪＴ
−Ｑ７１０シリーズで規定されている。

＊
＊

上記にかかわらず、ＳＣＣＰによってサポートされる任意のアドレッシング機構が使われてもよい。

3.1.5

本標準第２編と本編との相互関係

情報フローとオペレーションの対応を以下に示す。

本標準

＊

情報フロー

オペレーション

12.4.3.4

活性化試験（Activity Test）

活性化試験（ActivityTest）

12.4.3.5

活性化試験応答（Activity Test

活性化試験（ActivityTest）の結果応答

第２編参照

Response）
12.4.3.19

接続（Connect）

接続（Connect）

12.4.3.21

継続（Continue）

継続（Continue）

12.4.3.26

順方向接続切断（Disconnect

順方向接続切断

Forward Connection）

（DisconnectForwardConnection）
アーギュメント付き順方向接続切断
（DisconnectForwardConnectionWith
Argument）

12.4.3.28

エンティティ解放完了(Entity Released)

エンティティ解放完了
(EntityReleased)

12.4.3.29

暫定接続確立(Establish

暫定接続確立

Temporary Connection)
12.4.3.30

課金イベント通知(Event Notification

(EstablishTemporaryConnection)
課金イベント通知

Charging) (EventNotificationCharging）
12.4.3.31

ＢＣＳＭイベント報告(Event Report
BCSM)

12.4.3.36

イニシャルＤＰ(Initial DP)

ＢＣＳＭイベント報告
(EventReportBCSM)
イニシャルＤＰ(InitialDP)
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12.4.3.78

暫定接続起動（Initiate Temporary
Connections）

12.4.3.38

呼セグメント併合（Merge Call

暫定接続起動

＊

(InitiateTemporaryConnections)

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）

Segments）
12.4.3.79

呼セグメント併合応答（Merge Call

呼セグメント併合（MergeCallSegments）の

Segments Response） 結果応答
12.4.3.40

レグ移動（Move Leg）

レグ移動(MoveLeg)

12.4.3.80

レグ移動応答（Move Leg Response）

レグ移動(MoveLeg)の結果応答

12.4.3.51

呼解放（Release Call）

呼解放(ReleaseCall)

12.4.3.53

課金イベント通知要求

課金イベント通知要求

（Request Notification Charging Event）

(RequestNotificationChargingEvent)

ＢＣＳＭイベント報告要求

ＢＣＳＭイベント報告要求

（Request Report BCSM Event）

(RequestReportBCSMEvent)

課金情報送出

課金情報送出

（Send Charging Information）

(SendChargingInformation)

12.4.3.54

12.4.3.62

3.1.6

ＩＮＡＰに使用されるコンパチビリティメカニズム

3.1.6.1 概説
コンパチビリティは以下の３つに分類される。

−

将来のＩＮＡＰ標準におけるマイナー変更
要求されたＩＮサービスにて本質的でない機能変更をマイナー変更として定義する。既存機能が変更
される場合、当該機能は変更前または変更後のいずれかで実行されることが許容される。その変更が純
粋な追加であれば、その追加が全く実行されず、しかも対向の応用エンティティ（ＡＥ）はその変更の
影響について認識する必要がないことが条件である。マイナー変更の場合、新しいＡＣは必要ない。

−

将来のＩＮＡＰ標準におけるメジャー変更
要求されたＩＮサービスのための本質的な機能変更をメジャー変更として定義する。既存機能が変更
される場合、双方のアプリケーションエンティティは、当該機能変更についての認識を共有すべきであ
る。その変更が純粋な追加であれば、もしアプリケーションエンティティの片方が当該追加機能をサポ
ートしないなら、要求されたＩＮサービスは提供されないことが条件である。メジャー変更の場合、新
しいＡＣが必要である。

−

ＩＮＡＰ標準における網特有変更
これらの追加は、サービスにとってメジャータイプでもマイナータイプでも良い。新しいＡＣは、こ
のタイプの変更に対しては定義されない。定義した時点で、それらの追加を将来の標準に同一形式で含
めることは期待されないであろう。

3.1.6.2 ＩＮＡＰコンパチビリティメカニズムの定義
3.1.6.2.1 ＩＮＡＰへのメジャー追加手順
メジャーな機能変更の導入をサポートするために、当該プロトコルは機能が実行されるべき２つのアプリ
ケーション間を同調させる。複雑なフォールバック手順を避けるために、新規機能がいずれかのアプリケー
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＊
＊

＊

ションエンティティにて起動される前に同調させる。そのような同調を実現するために、ＴＴＣ標準ＪＴ−
Ｑ７７３にて提供される AC ネゴシエーション手順を使用する。
メジャーなパラメータ追加としては、既存オペレーションへのパラメータ追加を拡張マーカより前に行う

＊

場合（但し、ＩＴＵ−Ｔ ＩＮＡＰからダウンストリームされたＴＴＣ規定オペレーションの場合は、ＩＴ

＊

Ｕ−Ｔ規定の同オペレーションの中で未使用なパラメータを新規に追加する場合のみが許容される）、ある

＊

いはＴＴＣ独自のパラメータを拡張フィールドに追加する場合（criticality を abort として規定する場合には

＊

必ずメジャーな追加として考慮される必要がある）がある。

＊

また、その他のメジャーな追加としては、新規オペレーションの追加、新規手順の追加等である。

3.1.6.2.2

＊

ＩＮＡＰへのマイナー追加手順

拡張メカニズムマーカは、ＩＮＡＰへの将来的な標準のマイナー追加のために使用されるべきである。ま
た、拡張フィールドへのＴＴＣ独自パラメータの追加を、ＩＮＡＰへの将来的な標準のマイナー追加のため

＊

に使用しても良い。

＊

拡張メカニズムマーカのメカニズムは、タイプ定義に「拡張マーカ（extensions marker）」を含むことによ
り異なった拡張を実施する。その拡張は、マーカの後ろに置かれたオプションフィールドにより表現される。
あるエンティティがマーカの後ろに存在する認識不可のパラメータを受け取った時、それらのパラメータは
無視される（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６８Ｘ参照）。
拡張パラメータのメカニズムについては、次節を参照。ＴＴＣ固有拡張による拡張フィールド識別値

＊

（ExtensionField の type パラメータ値）は、網特有拡張フィールドとの衝突を避けるために、ローカル値（整

＊

数型）の負値を付与する。

＊

マイナーなパラメータ追加としては、既存オペレーションへの新規パラメータの追加を「拡張マーカ

＊

（extensions marker）」の後ろに追加する場合（但し、ＩＴＵ−Ｔ ＩＮＡＰからダウンストリームされたＴ

＊

ＴＣ規定オペレーションの場合は、ＩＴＵ−Ｔ規定の同オペレーションの中で未使用なパラメータを新規に

＊

追加する場合のみが許容される）、あるいは TTC 独自のパラメータを拡張フィールドに追加する場合

＊

（criticality は必ず ignore として規定されなければならない）がある。

＊

3.1.6.2.3

ＩＮＡＰへの網特有追加の包括手順

このメカニズムは、ＴＴＣ定義外のレベルの型定義にてＡＳＮ．１のマクロファシリティによる任意の型

＊

フ ィ ー ル ド を明 示 的 に宣 言す る 能 力 に 基づ い て いる 。Ｔ Ｔ Ｃ 規 定 の型 定 義 内に 「拡 張 フ ィ ー ル ド

＊

（ExtensionField）」を定義することにより利用可能となる。この拡張フィールドは、複数の拡張のセットと

＊

して定義され、その拡張は任意の型を含むことが可能である。各拡張は、着ノードがもし認識できなければ
当該フィールドを無視するべきか、メッセージを拒否するべきかを規定する値と関連付けられている。この
メカニズムの定義は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１４００を参照のこと。
網固有拡張による拡張フィールド識別値（ExtensionField の type パラメータ値）は、ＴＴＣ固有拡張フィ
ールドとの衝突を避けるために、ローカル値（整数型）の正値を付与するべきである。

3.2
3.2.1

＊

ＳＡＣＦ／ＭＡＣＦ規則
ＴＣ ＡＣの反映

ＴＣアプリケーションコンテキストネゴシエーション規則は、提案されたＡＣが、受け付けられれば、最
初の逆方向メッセージに反映されることを要求する。
もしそのＡＣが受け付けられず、ＴＣユーザが対話を続けようとしなければ、新しい対話を始めるのに用
いる代わりのＡＣを起動側に提供してよい。
ＴＣ ＡＣネゴシエーションは、ＳＣＦインタフェースにのみ適用する。
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ＴＣ ＡＣネゴシエーションメカニズムのより詳細な記述については、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７Ｘシリー
ズ（トランザクション能力）を参照のこと。

3.2.2

オペレーションの直列／並列実行

オペレーションが順番に実行されるか並列（同時）に実行されるかを区別する必要がある場合がある。
オペレーションが同時に実行されるべきことを示す方法は、同じメッセージにそれらのオペレーションを
含むことである。この場合オペレーションの一つが、いくつかの他のオペレーションが、ある程度進行する
か完了するまで実行してはいけない場合、送信ＰＥ（通常ＳＣＰ）は２つの分離したメッセージでオペレー
ションを送ることによってこの制御ができる。
この方法は、同じメッセージで送信される全てのオペレーションを必ず同時に実行すべきであることは意
味しない。しかし同時実行が意味をなす所ではオペレーションを同時に行うべきであることを単に意味する。
上で言及した一般規則と３章で明記したＦＥ特有規則に矛盾がある場合、一般規則に優先してＦＥ特有規
則を用いる。
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４．共通 ＩＮ能力セット２ 型定義(Common IN CS2 Types)
4.1

データ型

-- 以下は共通データ型の定義である。

-- 網運用者特有または網運用者オプションと記述された部分については、特に説明が無い場合は、

＊

-- 網Ａ、網Ｂそれぞれの網運用者が協議の上で使用方法を決定するものとする。

＊

TTC-IN-CS2-datatypes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊
＊

in-cs2-datatypes (0) version5(4)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS
classes
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers{ itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version5(4) }

＊

EXTENSION,
PARAMETERS-BOUND,
SupportedExtensions { },
＊

TTCSupportedExtensions { }
FROM TTC-IN-CS2-classes classes;

＊

AdditionalCallingPartyNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Digits {bound}
-- 付加発番号を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

ApplicationTimer ::=INTEGER (0..2047)
-- ＳＳＦ内のタイマを設定するため、ＳＣＦにより使用される。タイマは秒単位。

AssistingSSPIPRoutingAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minTtcASSPIPRoutingAddressLength .. bound.&maxTtcASSPIPRoutingAddressLength))

＊
＊

-- アシスト手順のためのＳＲＦへのルーチングアドレスを示す。
-- 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３汎用番号を参照。汎用番号の中の「番号情報識別子」

＊

-- サブフィールドの符号化はＩＮＡＰに関係無く、しかもＡＳＮ．１タグにて当該パラメータは識別

＊

-- 可能である。ＩＳＵＰフォーマット上このサブフィールド必須であるため、その値は網運用者特有

＊

-- である。

＊

BCSMEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeBCSM

[0] EventTypeBCSM,

monitorMode

[1] MonitorMode,

legID

[2] LegID OPTIONAL,

dpSpecificCriteria

[30] DpSpecificCriteria {bound} OPTIONAL

}

− 165 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

-- 監視のためのＢＣＳＭイベント情報を示す。

BearerCapability {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
bearerCap

[0] OCTET STRING (SIZE(2..bound.&maxBearerCapabilityLength)),

tmr

[1] OCTET STRING (SIZE(1))

}
-- ユーザへのコネクションの伝達能力の種別を示す。伝達能力(bearerCapability)には、
-- ＤＳＳ１（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１）またはＩＳＵＰのユーザサービス情報（ＴＴＣ標準
-- ＪＴ−Ｑ７６３）の符号化のいずれかを使用できる。
-- 通信路要求表示(tmr)の符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３ 通信路要求表示パラメータ
-- を参照。

CalledPartyNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minCalledPartyNumberLength..bound.&maxCalledPartyNumberLength))
--

着番号を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

--

initalDP 中の dialedDigits として使用される場合、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３に規定される着番号に

＊

--

おいて留保されている以下のコードが、それぞれ付記される意味を示すために使用され得る。

＊

--

d)番号計画表示

＊

--

000

留保（不定）

＊

--

101

国内使用のため留保（私設番号計画）

＊

CallingPartyNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minCallingPartyNumberLength..bound.&maxCallingPartyNumberLength))
-- 発番号を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

CallingPartySubaddress {PARAMETERS-BOUND :bound} ::= OCTET STRING( SIZE
( bound.&minCallingPartySubaddressLength..bound.&maxCallingPartySubaddressLength ))
-- 発サブアドレスを示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１を参照。

CallingPartysCategory ::= OCTET STRING (SIZE(1))
-- 発信者の種別（例えば オペレータ、公衆電話、普通の加入者）を示す。
-- 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

CallSegmentID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= INTEGER (1..bound.&numOfCSs)
initialCallSegment INTEGER ::= 1
-- イニシャル呼セグメント（ＣＳ）は、ＣＳＡが生成された時に存在したＣＳ、即ち、トリガが検出され
-- たＣＳを表わす。

Cause {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(minCauseLength..bound.&maxCauseLength))
-- インタフェース関連情報の理由表示を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３理由表示パラ
-- メータを参照。
-- 理由表示と生成源の値の使用についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ８５０を参照。
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ChargingEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeCharging

[0] EventTypeCharging {bound},

monitorMode

[1] MonitorMode,

legID

[2] LegID OPTIONAL

}
-- このパラメータは、課金イベント種別と、対応する監視モードとレグＩＤを示す。

CorrelationID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= Digits {bound}
-- 以前のオペレーションと相関を持たせるために、ＳＣＦにより使用される。このパラメータに関連
-- する手順の記述は 17 章を参照。

CriticalityType ::= ENUMERATED {
ignore(0),
abort(1)
}
-- ExtensionField（後述）の中で用いられる。ExtensionField の直後のコメントを参照のこと。

＊

DestinationRoutingAddress {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE(1)
OF CalledPartyNumber {bound}
-- 着番号を示す。

Digits {PARAMETERS-BOUND : bound} ::=
OCTET STRING (SIZE (bound.&minDigitsLength..bound.&maxDigitsLength))
-- アドレスシグナリングディジットを示す。
-- 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３ 汎用番号と汎用ディジットパラメータを参照。汎用番号の
-- 中の「番号情報識別子」と汎用ディジットの中の「ディジット種別」のサブフィールドの符号化は
-- ＩＮＡＰに無関係であり、ＡＳＮ．１タグはパラメータを識別するためには十分である。
-- ＩＳＵＰフォーマットはこれらのサブフィールドを取り除くことは許容しない、従って値は
-- 網運用者特有である。
-- 次のパラメータは汎用番号を使うべきである:
-- 付加発番号(addtionalCallingPartyNumber)。

＊

-- 接続(Connect)オペレーション、暫定接続確立(EstablishTemporaryConnection)オペレーションおよび

＊

-- 暫定接続起動(InitiateTemporaryConnections)オペレーションの相関 ID（correlationID）は、汎用ディジット

＊

-- を使うべきである。

＊

DpSpecificCriteria::= CHOICE {
applicationTimer [1] ApplicationTimer
}
-- ＳＣＦは無応答イベントのためにＳＳＦ内にタイマを設定してもよい。もしユーザが割り当て時間内に
-- 呼に応答しない場合、ＳＳＦはＳＣＦにイベントを通知する。
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EventSpecificInformationCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING ( SIZE
(bound.&minEventSpecificInformationChargingLength..bound.&maxEventSpecificInformationChargingLength))
-- このパラメータはイベント特有の課金関連情報を示す。
-- その内容はＴＴＣ特有または網運用者特有である。本 OCTET STRING 型内部の値フィールド部分

＊

-- の符号化は付属資料Ｄを参照。

＊

EventSpecificInformationBCSM {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
oCalledPartyBusySpecificInfo [3] SEQUENCE {
busyCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
},
oNoAnswerSpecificInfo [4] SEQUENCE {
--特定の情報は定義されていない -...
},
oAnswerSpecificInfo [5] SEQUENCE {
＊

--特定の情報は定義されていない -...
},
oDisconnectSpecificInfo [7] SEQUENCE {
releaseCause [0] Cause {bound}

OPTIONAL,

connectTime [1] Integer4 OPTIONAL,
...
},
oAbandon [21] SEQUENCE {
abandonCause [0] Cause {bound} OPTIONAL,
...
},
}
-- イベントに特有な呼関連情報を示す。
-- 接続時間(connectTime)は、着信者から応答表示を受信してから発側−切断(ODisconnect)
--イベントでコネクションを解放するまでの間の期間を示す。
-- 接続時間(connectTime)の単位は１００ミリ秒である。

EventTypeBCSM ::= ENUMERATED {
origAttemptAuthorized(1),
analysedInformation(3),
oCalledPartyBusy(5),
oNoAnswer(6),
oAnswer(7),
oDisconnect(9),
oAbandon(10)
}

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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-- ＢＣＳＭ検出ポイントイベントを示す。イベントについての詳細な情報は本標準第２編を参照のこと。
-- 発呼分析完了(origAttemptAuthorized)、情報分析完了(analysedInformation)の値はＴＤＰに対して

＊

-- のみ使用可能である。

EventTypeCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (
SIZE(bound.&minEventTypeChargingLength..bound.&maxEventTypeChargingLength))
-- このパラメータは課金イベント種別を示す。
-- その内容はＴＴＣ特有または網運用者特有である。本 OCTET STRING 型内部の値フィールド部分

＊

-- の符号化は付属資料Ｄを参照。

＊

ExtensionField {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
type

EXTENSION.&id ({TTCSupportedExtensions {bound} | SupportedExtensions {bound}}),

＊

-- ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ型の値を識別する
criticality CriticalityType
value

DEFAULT ignore,
＊

[1] EXTENSION.&ExtensionType ({TTCSupportedExtensions {bound}

＊

| SupportedExtensions{bound}}{@type} )
}
-- このパラメータはアーギュメントデータ型の拡張を示す。その内容は網運用者特有である。
-- また、その内容はＴＴＣ特有としても使用される。

＊

-- criticality パラメータによるクリティカリティ動作は、拡張フィールド内の type パラメータに設定される

＊

-- 拡張識別値が認識できない場合、criticality が「ignore」であれば、当該拡張フィールドはなかったもの

＊

-- と解釈し、criticality が「abort」であれば、U-ABORT によりダイアログを解放する。

＊

ForwardCallIndicators ::= OCTET STRING (SIZE(2))
-- 順方向呼表示を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

GenericNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE(
bound.&minGenericNumberLength..bound.&maxGenericNumberLength))
-- 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３ 汎用番号を参照。

GenericNumbers {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SET SIZE(1..bound.&numOfGenericNumbers) OF
GenericNumber {bound}

Integer4 ::= INTEGER(0..2147483647)

ISDNAccessRelatedInformation {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minISDNAccessRelatedInformationLength..bound.&maxISDNAccessRelatedInformationLength))
-- 着側ユーザ網インタフェースに関連する情報を示す。符号化はＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３アクセス
-- 転送パラメータを参照。
LegID ::= CHOICE {
sendingSideID

[0] LegType,

receivingSideID [1] LegType
}
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-- 呼内の特定の話者への参照を示す。
-- レグ ID（LegID）が OPTIONAL の場合は、以下のいずれかを意味する。
-- 呼内に一者のみが存在する場合には、このパラメータは不要である（曖昧でないため）。
-- 呼内に二者以上存在する場合には、次のいずれか一つを適用する。
-- １．レグ ID（LegID）を指定し、どの話者が関与するかを示す。
-- ２．レグ ID（LegID）を指定せず、デフォルト値が想定される。
-- 上記１、２の適用に関しては、本標準においてデフォルト値が明確に規定されない場合は上記１を適用

＊

--するべきである。

＊

LegType ::= OCTET STRING (SIZE(1))
leg1 LegType ::= '01'H
leg2 LegType ::= '02'H

MiscCallInfo ::= SEQUENCE {
messageType [0] ENUMERATED {
request(0),
notification(1)
},
dpAssignment [1] ENUMERATED {
individualLine(0),
officeBased(2)
} OPTIONAL
}
-- 検出ポイント関連情報を示す。

MonitorMode ::= ENUMERATED {
interrupted(0),
notifyAndContinue(1),
transparent(2)
}
-- イベントが、ＳＳＰによって、中継されるかまたは処理されるかを示す。
-- ＢＣＳＭイベントのコンテキスト内でのこのパラメータの使用については 17 章を参照。

Reason {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING(SIZE(
bound.&minReasonLength..bound.&maxReasonLength))

RedirectReason ::= OCTET STRING(SIZE(1))
‑‑ 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３のリダイレクション起動理由パラメータを参照。

＊

SCIBillingChargingCharacteristics {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE (
bound.&minSCIBillingChargingLength.. bound.&maxSCIBillingChargingLength))
-- このパラメータは料金関連と課金関連の両方またはいずれかの特有情報を示す。
-- その内容はＴＴＣ特有または網運用者特有である。本 OCTET STRING 型内部の値フィールド部分
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＊

-- の符号化は付属資料Ｄを参照。

＊

ScfID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE
(bound.&minScfIDLength ..bound.&maxScfIDLength))
-- 網Ｂの網運用者により定義される。
-- ＳＣＦ識別子を示す。
-- 要求したＦＥと指定されたＳＣＦの間のコネクションを確立するためのＳＣＦのＩＮＡＰアドレス
-- を導き出すために使用される。
-- ScfID のあり得る符号化は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３に定義されているＳＣＦのＳＣＣＰアドレスで
-- ある。また、他の符号化方式も可能である。

ServiceKey ::= Integer4
-- ＳＣＦが適切なサービス論理を選択できるようにするための情報である。

ServiceInteractionIndicatorsTwo::= SEQUENCE {
allowCdINNoPresentaionInd

[7] BOOLEAN OPTIONAL,

-- 接続(Connect)オペレーションに適用される。
-- ＩＳＵＰの着ＩＮ番号の表示識別が、表示可に設定される(TRUE にて指定)か、表示不可に設定される
-- (FALSE にて指定)かを示す。
calledINNumberOverriding

[11] BOOLEAN OPTIONAL,

‑‑ 接続(Connect)オペレーションに適用される。
‑‑ このパラメータは、ＩＳＵＰの着ＩＮ番号パラメータの生成あるいは書き換えが許可される(TRUEにて
‑‑ 指定)か、許可されない(FALSEにて指定)かを示す。
‑‑ FALSEに設定された場合、ＩＳＵＰは着ＩＮ番号パラメータの生成、または既に存在している着ＩＮ
‑‑ 番号パラメータの書き換えを行うべきではない。
‑‑ このパラメータが設定されない場合は、生成あるいは書き換えが許可される(TRUEが指定された場合
‑‑ と同じ動作になる)。
redirectServiceTreatmentInd

[12] SEQUENCE {

redirectReason [0] RedirectReason OPTIONAL,
...
} OPTIONAL,
‑‑ 接続(Connect)オペレーションに適用される。
‑‑ このパラメータの存在は、接続(Connect)オペレーションの中で指定された新しいルーチングアドレス
‑‑ に対して、ピボットルーチングまたはリダイレクションが許可されることを示す。
‑‑ もし存在しない場合は、ピボットルーチングもリダイレクションも許可されない。
‑‑ リダイレクト理由(redirectReason) パラメータは、ピボットルーチング／リダイレクションを起動する
‑‑ 理由を示す。
‑‑ ピボットルーチング／リダイレクションが実際に起動されるかどうかは、ＳＳＰ条件にのみ依存する。
‑‑ 本能力セットでは、ＳＣＰはＳＳＰ条件を全て知っている訳ではない。ＳＳＰ条件を送ることは、
‑‑ 本能力セットの範囲外である。
‑‑ もしピボットルーチング／リダイレクションが許可され、起動された場合は、リダイレクト理由
‑‑

(redirectReason)パラメータは、ＩＳＵＰ−ＦＡＣメッセージ（ピボットルーチングの場合）または

‑‑ ＩＳＵＰ−ＲＥＬメッセージ（リダイレクションの場合）で送られなければならない。
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...
}
-- ＩＮベースサービスと網ベースサービス間、異なるＩＮサービス間の相互動作を解決するために
-- ＳＳＰとＳＣＰの間で交換される情報を示す。TerminalType ::= ENUMERATED {
unknown(0),
dialPulse(1),
dtmf(2),
isdn(3),
spare(16)
}
-- ＳＣＦがＳＲＦに対して適切な能力種別（音声認識、DTMF、表示能力、その他）を指定できるよう
-- にするための端末種別を示す。
-- 現在の信号方式は端末種別を運ばないため、このパラメータは発信側または着信側の加入者線交換機に
-- 対してのみ適用される。

UnavailableNetworkResource ::= ENUMERATED {
unavailableResources(0),
componentFailure(1),
basicCallProcessingException(2),
resourceStatusFailure(3),
endUserFailure(4)
}
-- 失敗した網リソースを示す。

-- ＴＴＣ固有の共通データ型

＊

TtcAdditionalPartysCategory {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING (SIZE

＊

(bound.&minTtcAdditionalPartysCategoryLength..bound.&maxTtcAdditionalPartysCategoryLength))

＊

-- 付加ユーザ種別を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３付加ユーザ種別パラメータ

＊

-- を参照。

＊

TtcCarrierInformation {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {

＊

ttcCarrierInformationTransfer

[0] TtcCarrierInformationTransfer {bound}

＊

}

＊

TtcCarrierInformationTransfer {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING (SIZE

＊

(bound.&minTtcCarrierInformationTransferLength..bound.&maxTtcCarrierInformationTransferLength))

＊

-- 事業者情報転送を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３事業者情報転送パラメータ

＊

-- を参照。

＊

TtcContractorNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE

＊

(bound.&minTtcContractorNumberLength..bound.&maxTtcContractorNumberLength))
-- 契約者番号を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３契約者番号パラメータを参照。
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＊
＊

＊

TtcChargeAreaInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE

＊

(bound.&minTtcChargeAreaInformationLength..bound.&maxTtcChargeAreaInformationLength))
-- 料金区域情報を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３料金区域情報パラメータを参照。

＊

TtcCalledINNumber {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING (SIZE

＊
＊

(bound.&minCalledPartyNumberLength..bound.&maxCalledPartyNumberLength))
着ＩＮ番号を示す。符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３着ＩＮ番号を参照。

--

＊

＊

TtcCauseOfNoID {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= OCTET STRING (

＊

SIZE(1..bound.&maxTtcCauseOfNoIDLength))
-- 発信者番号非通知理由を示す。 符号化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３発信者番号非通知理由

＊

-- パラメータを参照。

＊

ITCParameters {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {

＊

newCallSegment

[0] CallSegmentID { bound },

＊

assistingSSPIPRoutingAddress [1] AssistingSSPIPRoutingAddress { bound },

＊

correlationID

[2] CorrelationID { bound } OPTIONAL,

＊

scfID

[3] ScfID { bound } OPTIONAL,

＊

releaseCondition

[4] ReleaseCondition { bound } DEFAULT

＊

extensions

specifiedCallSegmentID : initialCallSegment,

＊

[5] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF

＊

ExtensionField {bound} OPTIONAL,
ttcCarrierInformation

[6] TtcCarrierInformation{bound} OPTIONAL,

＊
＊

...

＊

}

＊

-- 暫定接続起動パラメータを示す。

＊

ReleaseCondition {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {

＊

specifiedCallSegmentID

[0] CallSegmentID { bound }

＊
＊

}
-- 解放条件を示す

＊

-- 定数範囲の定義は以下の通りである。
minCauseLength INTEGER ::= 2

END
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4.2

エラー型

TTC-IN-CS2-errortypes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊
＊

modules(0) in-cs2-errortypes (1) version5(4)}
--

このモジュールは、ＩＮ能力セット２エラーの型定義を含む。

--

CHOICE 型のパラメータに特定のタグ値が付けられる場合は、そのタグは同じ値の EXPLICIT タグで

--

自動的に置き換えられる。

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
ros-InformationObjects, datatypes, errorcodes
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers { itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version5(4) }

＊

ERROR
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
UnavailableNetworkResource
＊

FROM TTC-IN-CS2-datatypes datatypes
errcode-eTCFailed,
errcode-missingCustomerRecord,
errcode-missingParameter,
errcode-parameterOutOfRange,
errcode-systemFailure,
errcode-taskRefused,
errcode-unexpectedComponentSequence,
errcode-unexpectedDataValue,
errcode-unexpectedParameter,
errcode-unknownLegID,

＊

errcode-iTCFailed

＊

FROM TTC-IN-CS2-errorcodes errorcodes;

ＩＮ能力セット２エラーの型定義

--

eTCFailed ERROR ::= {
CODE

errcode-eTCFailed

}
暫定接続の確立に失敗した。

--

missingCustomerRecord ERROR ::= {
CODE

errcode-missingCustomerRecord

}
--

ＳＣＦ内にサービス論理プログラムがみつからなかった。
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missingParameter ERROR ::= {
CODE

errcode-missingParameter

}
期待されるオプションパラメータを受信しなかった。

--

parameterOutOfRange ERROR ::= {
CODE

errcode-parameterOutOfRange

}
そのパラメータが期待されたものではなかった。（例えば、欠落または範囲外）

--

systemFailure ERROR ::= {
PARAMETER UnavailableNetworkResource
CODE

errcode-systemFailure

}
-- サービスを提供する物理エンティティにおけるシステム失敗により、そのオペレーションが完了しなか
-- った。

taskRefused ERROR ::= {
PARAMETER ENUMERATED {
generic(0),
unobtainable (1),
congestion(2)
}
CODE

errcode-taskRefused

}
--

通常は要求されたそのタスクを処理できるエンティティが、この時は、そのタスクを処理できない、

--

または、処理しないことを選択した。これは、輻輳(congestion(2))や例えば接続(connect)オペレーション

--

でアドレスを得ることができない(unobtainable(1))というエラーの状況を含む。

unexpectedComponentSequence ERROR ::= {
CODE

errcode-unexpectedComponentSequence

}
正常ではないコンポーネントシーケンスを受信した。

--

unexpectedDataValue ERROR ::= {
CODE

errcode-unexpectedDataValue

}
そのデータの値は期待されていなかった。

--

unexpectedParameter ERROR ::= {
CODE

errcode-unexpectedParameter

}
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受信したパラメータは期待されていなかった。

--

unknownLegID ERROR ::= {
CODE

errcode-unknownLegID

}
ＳＳＦの知らないレグであった。

--

＊

iTCFailed ERROR ::= {

--

CODE errcode-iTCFailed

＊

}

＊
暫定接続の起動に失敗した。

＊

END

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 176 −

4.3

オペレーションコード
＊

TTC-IN-CS2-operationcodes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-operationcodes (2) version5(4)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

IMPORTS
ros-InformationObjects
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-object-identifiers(7) version5(4) }

＊

Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects;

--

オペレーションは識別されたオペレーションパッケージにグループ化される。

-- ＳＣＦアクティベーションパッケージ（SCF activation Package）
opcode-initialDP

Code ::= local : 0

-- アシスト接続確立パッケージ（Assist connection establishment Package）
opcode-establishTemporaryConnection

Code ::= local : 17

-- リソース汎用切断パッケージ（Generic disconnect resource Package）
opcode-disconnectForwardConnection

Code ::= local : 18

opcode-dFCWithArgument

Code ::= local : 86

-- 接続パッケージ（基本ＳＳＦ機能）（Connect Package (elementary SSF function)）
opcode-connect

Code ::= local : 20

-- ＴＴＣコールハンドリングパッケージ１（基本ＳＳＦ機能）

＊

-- （TTC Call handling Package1 (elementary SSF function)）

＊

opcode-releaseCall

Code ::= local : 22

-- ＢＣＳＭイベントハンドリングパッケージ（BCSM Event handling Package）
opcode-requestReportBCSMEvent

Code ::= local : 23

opcode-eventReportBCSM

Code ::= local : 24

-- 課金イベントハンドリングパッケージ（Charging Event handling Package）
opcode-requestNotificationChargingEvent Code ::= local : 25
opcode-eventNotificationCharging

Code ::= local : 26

-- ＴＴＣ ＳＳＦ呼処理パッケージ１（TTC SSF call processing Package1）
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opcode-continue

Code ::= local : 31

-- 信号送出制御パッケージ（Signalling Control Package）
opcode-sendChargingInformation

Code ::= local : 46

-- 活性化試験パッケージ (Activity Test Package)
opcode-activityTest

Code ::= local : 55

-- ＴＴＣ ＣＰＨ応答パッケージ１（TTC CPH Response Package1）
opcode-mergeCallSegments

Code ::= local : 91

opcode-moveLeg

Code ::= local : 93

＊

-- 例外通知パッケージ（Exception Inform Package）
opcode-entityReleased

Code ::= local : 96

-- ＴＴＣ暫定接続起動パッケージ（TTC Initiate Temporary Connections Package）
opcode-initiateTemporaryConnections

Code ::= local : -128

＊
＊

-- オペレーションコード値は以下の領域に基づいて付与される。

＊

-- -128 〜 -65：ＴＴＣ固有領域

＊

-64 〜 -1：網特有領域

＊

--

END
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4.4

エラーコード

TTC-IN-CS2-errorcodes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊
＊

in-cs2-errorcodes (3) version5(4)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN

IMPORTS
ros-InformationObjects
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers { itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version5(4) }

＊

Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects;
errcode-eTCFailed

Code ::= local : 3

errcode-missingCustomerRecord

Code ::= local : 6

errcode-missingParameter

Code ::= local : 7

errcode-parameterOutOfRange

Code ::= local : 8

errcode-systemFailure

Code ::= local : 11

errcode-taskRefused

Code ::= local : 12

errcode-unexpectedComponentSequence

Code ::= local : 14

errcode-unexpectedDataValue

Code ::= local : 15

errcode-unexpectedParameter

Code ::= local : 16

errcode-unknownLegID

Code ::= local : 17

errcode-iTCFailed

Code ::= local : -128

＊

-- エラーコード値は以下の領域に基づいて付与される。

＊

-- -128 〜 -65：ＴＴＣ固有領域

＊

-64 〜 -1：網特有領域

＊

--

END
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4.5

クラス

TTC-IN-CS2-classes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊
＊

in-cs2-classes (4) version5(4)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
id-rosObject-scf,
id-rosObject-ssf,
ros-InformationObjects,
ssf-scf-Protocol,
datatypes
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version5(4)}

＊

ROS-OBJECT-CLASS,
Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
＊

ttcInCs2SsfToScfGeneric
FROM TTC-IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs ssf-scf-Protocol

＊

CriticalityType,
TtcConstractorNumber{},

＊

TtcChargeAreaInformation{},

＊

AdditionalCallingPartyNumber{},

＊

TtcCalledINNumber{},

＊

TtcAdditionalPartysCategory{},

＊

TtcCarrierInformation{},

＊

TtcCarrierInformationTransfer{},

＊

TtcCauseOfNoID{}

＊
＊

FROM TTC-IN-CS2-datatypes datatypes;

ssf ROS-OBJECT-CLASS ::= {
＊

INITIATES { ttcInCs2SsfToScfGeneric }
RESPONDS { }
ID id-rosObject-ssf }

scf ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES { }
＊

RESPONDS { ttcInCs2SsfToScfGeneric }
ID id-rosObject-scf}

EXTENSION ::= CLASS {
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&ExtensionType,
&criticality

CriticalityType DEFAULT ignore,

&id

Code UNIQUE

＊

}
WITH SYNTAX {
EXTENSION-SYNTAX

&ExtensionType

CRITICALITY

&criticality

IDENTIFIED BY

&id

}
-- クリティカリティ(criticality)がアボート(abort)で、拡張番号１として識別される BOOLEAN 型の
-- 「Some Network Specific Indicator」と名付けられた拡張を追加する例である。
-- 上記情報オブジェクトクラスを使った定義の例：
--- someNetworkSpecificIndicator EXTENSION ::= {
-- EXTENSION-SYNTAX

BOOLEAN

-- CRITICALITY

abort

-- IDENTIFIED BY

local : 1

-- }

-- 4.1 節で定義された拡張フィールド(ExtensionField)データ型を使った転送構文の例である。
拡張の値がＴＲＵＥと設定されていると仮定すると、拡張のパラメータは

---

type INTEGER ::= 1, criticality ENUMERATED ::= 1 value [1], EXPLICIT BOOLEAN ::= TRUE

-- の並びとなる。

-- ＴＴＣ固有の拡張を示す

＊

connectExtension { PARAMETERS-BOUND : bound } EXTENSION ::= {

＊

EXTENSION-SYNTAX

ConnectExtension{bound}

＊

CRITICALITY

ignore

＊

IDENTIFIED BY

local : -1

＊
＊

}

ConnectExtension { PARAMETERS-BOUND : bound } ::= SEQUENCE {

＊

additionalCallingPartyNumber

[0] AdditionalCallingPartyNumber { bound } OPTIONAL,

＊

ttcCarrierInformation

[1] TtcCarrierInformation {bound} OPTIONAL,

＊

ttcCauseOfNoID

[2] TtcCauseOfNoID {bound} OPTIONAL,

＊

...

＊

}

＊

establishTemporaryConnectionExtension {PARAMETERS-BOUND:bound} EXTENSION ::= {
EXTENSION-SYNTAX

EstablishTemporaryConnectionExtension {bound}

＊
＊

CRITICALITY

ignore

＊

IDENTIFIED BY

local: -3

＊
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}

＊

EstablishTemporaryConnectionExtension {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= SEQUENCE {

＊

ttcCarrierInformation

[0] TtcCarrierInformation {bound} OPTIONAL,

＊
＊

...
}

＊

initialDPExtension { PARAMETERS-BOUND : bound } EXTENSION ::= {

＊

EXTENSION-SYNTAX

InitialDPExtension{bound}

＊

CRITICALITY

ignore

＊

IDENTIFIED BY

local : -2

＊
＊

}

InitialDPExtension { PARAMETERS-BOUND : bound } ::= SEQUENCE {

＊

ttcContractorNumber

[0] TtcContractorNumber { bound } OPTIONAL,

＊

ttcChargeAreaInformation

[1] TtcChargeAreaInformation { bound } OPTIONAL,

＊

ttcCalledINNumber

[2] TtcCalledINNumber { bound } OPTIONAL,

＊

ttcCarrierInformationTransfer

[3] TtcCarrierInformationTransfer {bound} OPTIONAL,

＊

ttcAdditionalPartysCategory

[4] TtcAdditionalPartysCategory {bound} OPTIONAL,

＊

ttcSSPChargeAreaInformation

[5] TtcChargeAreaInformation {bound} OPTIONAL,

＊

...

＊

}

＊

TTCSupportedExtensions { PARAMETER-BOUND : bound } EXTENSION ::=

＊

{

＊

connectExtension {bound} |

＊

initialDPExtension {bound}|

＊

establishTemporaryConnectionExtension {bound}

＊

}

＊

firstExtension EXTENSION ::= {
EXTENSION-SYNTAX

NULL

CRITICALITY

ignore

IDENTIFIED BY

local:1

}
-- firstExtension は例にすぎない。

SupportedExtensions {PARAMETERS-BOUND : bound} EXTENSION ::= {firstExtension | ...
-- 網運用者拡張のフルセット -- }
-- SupportedExtension は網運用者拡張のフルセット。

PARAMETERS-BOUND ::= CLASS
{
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&maxBearerCapabilityLength

INTEGER,

&minCalledPartyNumberLength

INTEGER,

&maxCalledPartyNumberLength

INTEGER,

&minCallingPartyNumberLength

INTEGER,

&maxCallingPartyNumberLength

INTEGER,

&minCallingPartySubaddressLength

INTEGER,

&maxCallingPartySubaddressLength

INTEGER,

&maxCauseLength

INTEGER,

&minDigitsLength

INTEGER,

&maxDigitsLength

INTEGER,

&minEventSpecificInformationChargingLength

INTEGER,

&maxEventSpecificInformationChargingLength

INTEGER,

&minEventTypeChargingLength

INTEGER,

&maxEventTypeChargingLength

INTEGER,

&minGenericNumberLength

INTEGER,

&maxGenericNumberLength

INTEGER,

&minISDNAccessRelatedInformationLength

INTEGER,

&maxISDNAccessRelatedInformationLength

INTEGER,

&minReasonLength

INTEGER,

&maxReasonLength

INTEGER,

&minSCIBillingChargingLength

INTEGER,

&maxSCIBillingChargingLength

INTEGER,

&minScfIDLength

INTEGER,

&maxScfIDLength

INTEGER,

&numOfBCSMEvents

INTEGER,

&numOfChargingEvents

INTEGER,

&numOfCSs

INTEGER,

&numOfExtensions

INTEGER,

&numOfGenericNumbers

INTEGER,

&numOfLegs

INTEGER,

-- ＴＴＣ固有

＊

&minTtcAdditionalPartysCategoryLength

INTEGER,

＊

&maxTtcAdditionalPartysCategoryLength

INTEGER,

＊

&minTtcASSPIPRoutingAddressLength

INTEGER,

＊

&maxTtcASSPIPRoutingAddressLength

INTEGER,

＊

&minTtcCarrierInformationTransferLength

INTEGER,

＊

&maxTtcCarrierInformationTransferLength

INTEGER,

＊

&minTtcChargeAreaInformationLength

INTEGER,

＊

&maxTtcChargeAreaInformationLength

INTEGER,

＊

&minTtcContractorNumberLength

INTEGER,

＊

&maxTtcContractorNumberLength

INTEGER,

＊

&maxTtcCauseOfNoIDLength

INTEGER,

＊

&numOfInitiateTemporaryConnections

INTEGER

＊
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}
WITH SYNTAX
{
MAXIMUM-FOR-BEARER-CAPABILITY

&maxBearerCapabilityLength

MINIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER

&minCalledPartyNumberLength

MAXIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER

&maxCalledPartyNumberLength

MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER

&minCallingPartyNumberLength

MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER

&maxCallingPartyNumberLength

MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-SUBADDRESS

&minCallingPartySubaddressLength

MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-SUBADDRESS

&maxCallingPartySubaddressLength

MAXIMUM-FOR-CAUSE

&maxCauseLength

MINIMUM-FOR-DIGITS

&minDigitsLength

MAXIMUM-FOR-DIGITS

&maxDigitsLength

MINIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-INFORMATION-CHARGING
&minEventSpecificInformationChargingLength
MAXIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-INFORMATION-CHARGING
&maxEventSpecificInformationChargingLength
MINIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING

&minEventTypeChargingLength

MAXIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING

&maxEventTypeChargingLength

MINIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER

&minGenericNumberLength

MAXIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER

&maxGenericNumberLength

MINIMUM-FOR-ISDN-ACCESS-RELATED-INFORMATION

&minISDNAccessRelatedInformationLength

MAXIMUM-FOR-ISDN-ACCESS-RELATED-INFORMATION

&maxISDNAccessRelatedInformationLength

MINIMUM-FOR-REASON

&minReasonLength

MAXIMUM-FOR-REASON

&maxReasonLength

MINIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING

&minSCIBillingChargingLength

MAXIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING

&maxSCIBillingChargingLength

MINIMUM-FOR-SCF-ID

&minScfIDLength

MAXIMUM-FOR-SCF-ID

&maxScfIDLength

NUM-OF-BCSM-EVENT

&numOfBCSMEvents

NUM-OF-CHARGING-EVENT

&numOfChargingEvents

NUM-OF-CSS

&numOfCSs

NUM-OF-EXTENSIONS

&numOfExtensions

NUM-OF-GENERIC-NUMBERS

&numOfGenericNumbers

NUM-OF-LEGS

&numOfLegs

-- ＴＴＣ固有

＊

MINIMUM-FOR-TTC-ADDITIONAL-PARTYS-CATEGORY

&minTtcAdditionalPartysCategoryLength

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-ADDITIONAL-PARTYS-CATEGORY

&maxTtcAdditionalPartysCategoryLength

＊

MINIMUM-FOR-TTC-A-SSP-IP-ROUTING-ADDRESS

&minTtcASSPIPRoutingAddressLength

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-A-SSP-IP-ROUTING-ADDRESS

&maxTtcASSPIPRoutingAddressLength

＊

MINIMUM-FOR-TTC-CARRIER-INFORMATION-TRANSFER

&minTtcCarrierInformationTransferLength

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-CARRIER-INFORMATION-TRANSFER &maxTtcCarrierInformationTransferLength

＊

MINIMUM-FOR-TTC-CONTRACTOR-NUMBER

＊
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&minTtcContractorNumberLength

MAXIMUM-FOR-TTC-CONTRACTOR-NUMBER

&maxTtcContractorNumberLength

＊

MINIMUM-FOR-TTC-CHARGE-AREA-INFORMATION

&minTtcChargeAreaInformationLength

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-CHARGE-AREA-INFORMATION

&maxTtcChargeAreaInformationLength

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-CAUSE-OF-NO-ID

&maxTtcCauseOfNoIDLength

＊

NUM-OF-INITIATE-TEMPORARY-CONNECTIONS

&numOfInitiateTemporaryConnections

＊

}

--

次のパラメータ領域（bounds）のインスタンスはＴＴＣ標準で使用する値である。

＊

ttcSpecificBoundSet PARAMETERS-BOUND ::=

＊

{

＊
10

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ９３１

＊

MINIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER

3

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-CALLED-PARTY-NUMBER

15

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER

2

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-NUMBER

12

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MINIMUM-FOR-CALLING-PARTY-SUBADDRESS

1

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-CALLING-PARTY-SUBADDRESS

21

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-CAUSE

30

MINIMUM-FOR-DIGITS

2

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-DIGITS

13

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

2

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-INFORMATION-CHARGING 50

-- 値は参考値である

＊

MINIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING

2

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-EVENT-TYPE-CHARGING

20

-- 値は参考値である

＊

MAXIMUM-FOR-BEARER-CAPABILITY

MINIMUM-FOR-EVENT-SPECIFIC-INFORMATION-CHARGING

＊

MINIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER

3

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

MAXIMUM-FOR-GENERIC-NUMBER

13

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

1

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

-- 値は参考値である

＊

MINIMUM-FOR-ISDN-ACCESS-RELATED-INFORMATION
MAXIMUM-FOR-ISDN-ACCESS-RELATED-INFORMATION

100

MINIMUM-FOR-REASON

1

＊

MAXIMUM-FOR-REASON

1

＊

MINIMUM-FOR-SCF-ID

1

＊

MAXIMUM-FOR-SCF-ID

20

＊

MINIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING

2

MAXIMUM-FOR-SCI-BILLING-CHARGING

100

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

-- 値は参考値である

＊
＊

NUM-OF-BCSM-EVENT

7

NUM-OF-CHARGING-EVENT

2

NUM-OF-CSS

4

＊

NUM-OF-EXTENSIONS

1

＊

NUM-OF-GENERIC-NUMBERS

3

＊

NUM-OF-LEGS

2

＊

-- 値は参考値である

-- ＴＴＣ固有

＊

＊

MINIMUM-FOR-TTC-ADDITIONAL-PARTYS-CATEGORY

2

MAXIMUM-FOR-TTC-ADDITIONAL-PARTYS-CATEGORY

16
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＊

-- 値は参考値である

＊
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MINIMUM-FOR-TTC-A-SSP-IP-ROUTING-ADDRESS

2

＊

MAXIMUM-FOR-TTC-A-SSP-IP-ROUTING-ADDRESS

16

＊

MINIMUM-FOR-TTC-CARRIER-INFORMATION-TRANSFER

1

MAXIMUM-FOR-TTC-CARRIER-INFORMATION-TRANSFER

97

MINIMUM-FOR-TTC-CONTRACTOR-NUMBER

2

MAXIMUM-FOR-TTC-CONTRACTOR-NUMBER

10

MINIMUM-FOR-TTC-CHARGE-AREA-INFORMATION

1

MAXIMUM-FOR-TTC-CHARGE-AREA-INFORMATION

12

MAXIMUM-FOR-TTC-CAUSE-OF-NO-ID

1

NUM-OF-INITIATE-TEMPORARY-CONNECTIONS

2

}
END
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-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊

-- 値は参考値である

＊

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊
＊

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊
＊

-- TTC 標準ＪＴ−Ｑ７６３

＊
＊

4.6

オブジェクト識別子
＊

TTC-IN-CS2-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2)

＊

modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version5(4)}

DEFINITIONS ::=

BEGIN
--

このモジュールは、ＩＮ能力セット２のための、モジュール(Modules)、 パッケージ(Packages)、

--

コントラクト(Contracts)、アプリケーションコンテキスト(Application Context)のオブジェクト

--

識別子を割り当てる。

--

ＴＣ、ＲＯＳからのモジュール(Modules)

tc-Messages OBJECT IDENTIFIER ::=
{ccitt recommendation q 773 modules(2) messages(1) version3(3)}
tc-NotationExtensions OBJECT IDENTIFIER ::=
{ccitt recommendation q 775 modules(2) notation-extension (4) version1(1)}
ros-InformationObjects OBJECT IDENTIFIER ::=
{joint-iso-ccitt remote-operations(4) informationObjects(5) version1(0)}

--

ＩＮ能力セット２ モジュール(Modules)
＊

datatypes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-datatypes (0) version5(4)}

＊
＊

errortypes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-errortypes (1) version5(4)}

＊
＊

operationcodes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-operationcodes (2)

＊
＊

version5(4)}

＊

errorcodesOBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-errorcodes (3) version5(4)}

＊
＊

classes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-classes (4) version5(4)}

＊
＊

ssf-scf-Operations OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-ssf-scf-ops-args (5)

＊
＊

version5(4)}

＊

ssf-scf-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-ssf-scf-pkgs-contracts-acs (6) version5(4)}

＊
＊

object-identifiers OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-object-identifiers(7)

＊
＊

version5(4)}

＊

id-cs2 OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) cs2 (2)}
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id-ac

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 ac(1)}

＊

id-as

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 as(2)}

＊

id-rosObject

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 rosObject(3)}

＊

id-contract

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 contract(4)}

＊

id-package

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-cs2 package(5)}

＊

--

ＲＯＳ オブジェクト(Objects)

id-rosObject-scf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 1}

＊

id-rosObject-ssf OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 2}

＊

--

ｓｓｆ／ｓｃｆ アプリケーションコンテキスト（Application Context）

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac ssfScfGeneric(1) version5(4)}

---

ｓｓｆ／ｓｃｆ コントラクト(Contracts)

id-ttcInCs2SsfToScfGeneric OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 1}

--

＊

＊

ｓｓｆ／ｓｃｆオペレーションパッケージ

id-package-scfActivation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 1}

＊

id-package-assistConnectionEstablishment OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 2}

＊

id-package-genericDisconnectResource OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 3}

＊

id-package-connect OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 4}

＊

id-package-bcsmEventHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 5}

＊

id-package-entityReleased OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 6}

＊

id-package-ttcCallHandling1 OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 7}

＊

id-package-ttcSsfCallProcessing1 OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 8}

＊

id-package-activityTest OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 9}

＊

id-package-ttcCphResponse OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 10}

＊

id-package-ttcTemporaryConnectionsInitiation OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 11}

＊

id-package-chargingEventHandling OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 12}

＊

id-package-signallingControl OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 13}

＊

--

ｓｓｆ／ｓｃｆ 抽象構文

id-as-ssf-scfGenericAS

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 1}

END
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＊

５．ＳＳＦ／ＳＣＦインタフェース
本標準では、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１２２８で規定されているパラメータの内、本標準の適用範囲外の

＊

ものについては、記述を削除している。よって、本標準のパラメータの拡張に際しては、ＩＴＵ−Ｔ

＊

勧告Ｑ．１２２８との整合性に注意するべきである。

＊

5.1

オペレーションとアーギュメント

TTC-IN-CS2-SSF-SCF-ops-args {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-ssf-scf-ops-args(5) version5(4)}

＊

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS
errortypes, datatypes, operationcodes, classes, ros-InformationObjects
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-object-identifiers(7) version5(4)}

＊

OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
PARAMETERS-BOUND
＊

FROM TTC-IN-CS2-classes classes
opcode-activityTest,
opcode-connect,
opcode-continue,
opcode-disconnectForwardConnection,
opcode-dFCWithArgument,
opcode-entityReleased,
opcode-establishTemporaryConnection,
opcode-eventNotificationCharging,
opcode-eventReportBCSM,
opcode-initialDP,

＊

opcode-initiateTemporaryConnections,
opcode-mergeCallSegments,
opcode-moveLeg,
opcode-releaseCall,
opcode-requestNotificationChargingEvent,
opcode-requestReportBCSMEvent,
opcode-sendChargingInformation

＊

FROM TTC-IN-CS2-operationcodes operationcodes
AssistingSSPIPRoutingAddress {},
BCSMEvent {},
BearerCapability {},
CalledPartyNumber {},
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CallingPartyNumber {},
CallingPartysCategory,
CallingPartySubaddress {},
CallSegmentID {},
Cause {},
ChargingEvent {},
CorrelationID {},
DestinationRoutingAddress {},
EventSpecificInformationBCSM {},
EventSpecificInformationCharging{},
EventTypeBCSM,
EventTypeCharging {},
ExtensionField {},
ForwardCallIndicators,
GenericNumbers {},
initialCallSegment,
ISDNAccessRelatedInformation {},
＊

ITCParameters {},
LegID,
MiscCallInfo,
MonitorMode,
Reason {},
ScfID {},
SCIBillingChargingCharacteristics {},
ServiceInteractionIndicatorsTwo,
ServiceKey,
TerminalType

＊

FROM TTC-IN-CS2-datatypes datatypes
eTCFailed,

＊

iTCFailed,
missingCustomerRecord,
missingParameter,
parameterOutOfRange,
systemFailure,
taskRefused,
unexpectedComponentSequence,
unexpectedDataValue,
unexpectedParameter,
unknownLegID

＊

FROM TTC-IN-CS2-errortypes errortypes
;

activityTest OPERATION ::= {
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RETURN RESULT

TRUE

CODE

opcode-activityTest

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tat
-- このオペレーションは、ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係が継続的に存在しているかをチェックする
-- ために使用される。相互関係がまだ存在している場合、ＳＳＦが応答することになる。応答が受信
-- されない場合ＳＣＦは、ＳＳＦで何らかの障害が発生しているものと見做し、適切な処置を取るこ
-- とになる。

connect {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION::= {
ARGUMENT

ConnectArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter}

CODE

opcode-connect

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tcon
-- このオペレーションは、指定された対地に呼をルーチングあるいは転送する呼処理動作を行うように
-- ＳＳＦに要求するために使用される。そのようにするために、ＳＣＦによって提供された情報に依存
-- して、発呼側からの着情報（例えば、ダイヤル数字）と存在している呼設定情報をＳＳＦが使用する
-- こともあるし，使用しない場合もある。
-- 接続（Connect）オペレーションにアドレス情報のみ含まれている時、発ＢＣＳＭ中のＰＩＣ３で呼処
-- 理が再開される。

ConnectArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
destinationRoutingAddress

[0] DestinationRoutingAddress {bound},

correlationID

[2] CorrelationID {bound}

iSDNAccessRelatedInformation

[5] ISDNAccessRelatedInformation {bound}

scfID

[8] ScfID {bound}

extensions

[10] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

OPTIONAL,
OPTIONAL,

OPTIONAL,

ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

genericNumbers

[14] GenericNumbers {bound} OPTIONAL,

serviceInteractionIndicatorsTwo

[15] ServiceInteractionIndicatorsTwo

OPTIONAL,

...
}
-- ＴＴＣ標準として拡張（extensions）パラメータの拡張フィールド（ExtentionField）に 4.5 節にて定義

＊

-- される connectExtension を設定することが可能である。

＊

− 191 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

continue OPERATION::= {
RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-continue

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tcue
-- このオペレーションは、ＳＳＦに対して、ＳＣＦからの指示（すなわちＢＣＳＭ上の次のＰＩＣに
-- 進める指示）を待って、予め呼処理が保留されているＤＰから、呼処理を続けること要求するために
-- 使用される。
-- ＳＳＦはＳＣＦからの新たな情報なしに呼処理を継続する。
-- このオペレーションは複数ＣＳのＣＳＡに対しては使用不可である。

＊

disconnectForwardConnection OPERATION ::= {
RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence}

CODE

opcode-disconnectForwardConnection

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tdfc
-- このオペレーションは、暫定接続を切断するために使用される。
-- このオペレーションに関する使用手順の説明は 17 章を参照すること。
-- このオペレーションは２つ以上のレグを持つ単一ＣＳのＣＳＡまたは複数ＣＳのＣＳＡでは無効

＊

-- である。

＊

disconnectForwardConnectionWithArgument {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

DisconnectForwardConnectionWithArgumentArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID}

CODE

opcode-dFCWithArgument

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tdfcwa
-- このオペレーションは、暫定接続を切断するために使用される。
-- このオペレーションに関する使用手順の説明は 17 章を参照すること。

DisconnectForwardConnectionWithArgumentArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
partyToDisconnect
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legID

[0] LegID

},
extensions

[2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

...
}

entityReleased {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

EntityReleasedArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-entityReleased

}
-- 方向：ＳＳＦ−＞ＳＣＦ、タイマ：Ter
-- このオペレーションは、ＳＣＦにエラー／例外を通知するため、ＳＳＦにより使用される。

EntityReleasedArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
cSFailure

[0] SEQUENCE{
callSegmentID

[0] CallSegmentID {bound},

reason

[1] Reason {bound}

cause

[2] Cause {bound}

OPTIONAL,
OPTIONAL

}
}
-- 網特有理由（reason）パラメータ値は以下の領域に基づいて付与される。

＊

--

‘00000001’B〜’01111111’B：ＴＴＣ固有領域

＊

--

‘10000000’B〜’11111111’B：網特有領域

＊

--

‘00000000’B：未使用

＊

-- ＴＴＣにて規定される理由（reason）パラメータへの設定値は以下の通りである。

＊

--

‘00000001’B：アプリケーションタイマ満了

＊

--

‘00000010’B：処理異常

＊

--

‘00000011’B：他関連リソース消滅（ＩＴＣオペレーションの解放条件（ReleaseCondition）パラ

＊

--

メータに従って、関連レグが消滅した際に該当コールセグメントを解放する場合に

＊

--

使用）

＊

-- 理由表示（Cause）パラメータのＯＰＴＩＯＮＡＬは、エンティティ解放完了を通知するコールセグ

＊

-- メント内のレグまたは暫定接続にて外部からの信号により理由表示（Cause）パラメータを受信した

＊

-- 場合に設定されることを示す。

＊

establishTemporaryConnection {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

EstablishTemporaryConnectionArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{eTCFailed |
missingParameter |
systemFailure |
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taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter|
unknownLegID}
CODE

opcode-establishTemporaryConnection

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tetc
-- このオペレーションはある限定された時間、リソースへのコネクションを生成するために使用される
-- （例えば、アナウンスを流すあるいは、ユーザ情報の収集のためのコネクション生成である）。その
-- ことは、アシスト手順を使用することを意味する。
-- このオペレーションに関する使用手順の説明は 17 章を参照すること。

EstablishTemporaryConnectionArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
assistingSSPIPRoutingAddress

[0] AssistingSSPIPRoutingAddress {bound},

correlationID

[1] CorrelationID {bound}

partyToConnect

CHOICE {
legID
}

OPTIONAL,

[2] LegID

OPTIONAL,

scfID

[3] ScfID {bound}

OPTIONAL,

extensions

[4] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

...
}
-- ＴＴＣ標準として拡張（extensions）パラメータの拡張フィールド（ExtensionField）に、4.5 節にて定義

＊

-- される establishTemporaryConnectionExtension を設定することが可能である。

＊

eventNotificationCharging {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

EventNotificationChargingArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-eventNotificationCharging

}
-- 方向：ＳＳＦ−＞ＳＣＦ、タイマ：Tenc
-- このオペレーションは、ＳＣＦからの課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペ
-- レーションによって以前に要求された特定の課金イベント種別の発生をＳＣＦに報告するために、
-- ＳＳＦにより使用される。

EventNotificationChargingArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeCharging

[0] EventTypeCharging {bound},

eventSpecificInformationCharging

[1] EventSpecificInformationCharging {bound}

legID

[2] LegID

extensions

[3] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
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OPTIONAL,
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ExtensionField {bound}
monitorMode

[30] MonitorMode

OPTIONAL,

DEFAULT

notifyAndContinue,

...
}

eventReportBCSM {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

EventReportBCSMArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-eventReportBCSM

}
-- 方向：ＳＳＦ−＞ＳＣＦ、タイマ：Terb
-- このオペレーションは、ＳＣＦによってＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペ
-- レーションの中で以前要求されている呼に関連したイベント（例えば、話中や無応答といったＢＣＳＭ
-- イベント）をＳＣＦに通知するために使用される。

EventReportBCSMArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
eventTypeBCSM

[0] EventTypeBCSM,

eventSpecificInformationBCSM

[2] EventSpecificInformationBCSM {bound}

legID

[3] LegID

miscCallInfo

[4] MiscCallInfo

OPTIONAL,

OPTIONAL,
DEFAULT

{messageType request},
extensions

[5] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

...
}

initialDP {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

InitialDPArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{missingCustomerRecord |
missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE

opcode-initialDP

}
-- 方向：ＳＳＦ−＞ＳＣＦ、タイマ：Tidp
-- このオペレーションは、ＴＤＰを検出した後でサービス要求を通知するために使用される。
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InitialDPArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
serviceKey

[0] ServiceKey OPTIONAL,

dialledDigits

[1] CalledPartyNumber {bound}

OPTIONAL,

calledPartyNumber

[2] CalledPartyNumber {bound}

OPTIONAL,

callingPartyNumber

[3] CallingPartyNumber {bound}

callingPartysCategory

[5] CallingPartysCategory OPTIONAL,

callingPartySubaddress

[6] CallingPartySubaddress {bound}

miscCallInfo

[11] MiscCallInfo

terminalType

[14] TerminalType

extensions

[15] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF

OPTIONAL,

OPTIONAL,

OPTIONAL,
OPTIONAL,

ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

forwardCallIndicators

[26] ForwardCallIndicators OPTIONAL,

bearerCapability

[27] BearerCapability {bound} OPTIONAL,

eventTypeBCSM

[28] EventTypeBCSM

genericNumbers

[31] GenericNumbers {bound} OPTIONAL,

OPTIONAL,

...
}
-- その他呼情報（miscCallInfo）のＯＰＴＩＯＮＡＬは、網運用者オプションであることを示す。
-- ダイアル数字（dialledDigits）、発番号（callingPartyNumber）、発ユーザ種別（callingPartysCategory）
-- のＯＰＴＩＯＮＡＬパラメータが、いつメッセージに含められるかについては、17 章のトリガ検出
-- ポイント処理ルールを参照のこと。
-- 端末種別（terminalType）のＯＰＴＩＯＮＡＬは、たとえＳＳＦがこの情報を持っていても発側または
-- 着側ローカル交換局でのみ適用されることを示す。
-- ＴＴＣ標準として拡張（extensions）パラメータの拡張フィールド（ExtentionField）に 4.5 節にて定義

＊

-- される initialDPExtension を設定することが可能である。

＊

initiateTemporaryConnections {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {

＊

ARGUMENT

InitiateTemporaryConnectionsArg {bound}

＊

RETURN RESULT

FALSE

＊

ERRORS

{iTCFailed |

＊

missingParameter |

＊

parameterOutOfRange |

＊

systemFailure |

＊

taskRefused |

＊

unexpectedComponentSequence |

＊

unexpectedDataValue |

＊

unexpectedParameter

＊

}

＊

opcode-initiateTemporaryConnections

＊

CODE
}

＊

-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Titc

＊

-- このオペレーションは、ＳＳＦに対して起動ＳＳＦと網Ｂ内のアシストＳＳＦ間、あるいは起動ＳＳＦ

＊

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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-- と網Ｂ内のＳＲＦ間に暫定接続を設定し、それらを確保することを要求する。このオペレーションは、

＊

-- 新規の呼セグメント（ＣＳ）の生成、およびそのＣＳ内の暫定接続の設定を行う。

＊

InitiateTemporaryConnectionsArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SET SIZE

＊

(1..bound.&numOfInitiateTemporaryConnections) OF ITCParameters {bound}

＊

-- 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションは、必要により、複数の暫定接続を同時

＊

-- に設定し確保することが可能である。この場合、ＳＳＦはＩＴＣパラメータ数に従い複数の暫定接続を

＊

-- 設定するため、複数のＩＳＵＰ−ＩＡＭメッセージを送出する。もしその内の一つの暫定接続の設定が

＊

-- 何らかの理由により不可であった場合には、リターンエラー（ITCFailed）が送出され、他の要求された

＊

-- 暫定接続は解放されなければならない。

＊

mergeCallSegments {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

MergeCallSegmentsArg { bound}

RETURN RESULT

TRUE

ERRORS

{missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE

opcode-mergeCallSegments

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tmc
-- このオペレーションは、関連する２つの呼セグメント（ＣＳ）と１つの制御レグを、１つのＣＳと、
-- その制御レグに併合するため、ＳＣＦより送出される。
-- このオペレーションに関する追加情報は、第２編を参照すること。

MergeCallSegmentsArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
sourceCallSegment

[0] CallSegmentID {bound},

targetCallSegment

[1] CallSegmentID {bound}

extensions

[2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

DEFAULT

initialCallSegment,

OPTIONAL,

...
}

moveLeg {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

MoveLegArg {bound}

RETURN RESULT

TRUE

ERRORS

{missingParameter |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
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unexpectedDataValue |
unexpectedParameter |
unknownLegID
}
CODE

opcode-moveLeg

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tml
-- このオペレーションは、あるレグを、１つの呼セグメント（ＣＳ）から関連する他のＣＳに移動する
-- ため、ＳＣＦより発出される。

MoveLegArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
legIDToMove

[0] LegID,

targetCallSegment

[1] CallSegmentID {bound}

extensions

[2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

DEFAULT

initialCallSegment,

OPTIONAL,

...
}

releaseCall {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

ReleaseCallArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-releaseCall

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Trc
-- このオペレーションは、呼の中に含まれるすべての話者に対して、任意のフェーズの呼を終了させる、

＊

-- または呼の中に含まれる指定された呼セグメントを解放するために使用される。

＊

ReleaseCallArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= CHOICE {
initialCallSegment

Cause {bound},

associatedCallSegment

[1] SEQUENCE {

callSegment

[0] INTEGER (2..bound.&numOfCSs),

releaseCause

[1] Cause {bound}

OPTIONAL

},
allCallSegments
releaseCause

[2] SEQUENCE {
[0] Cause {bound}

OPTIONAL

}
}
-- １０進数３１のデフォルト値（通常は規定されていない）は適切に符号化するべきである。

requestNotificationChargingEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

RequestNotificationChargingEventArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE
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ERRORS

{missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE

opcode-requestNotificationChargingEvent

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Trnc
-- このオペレーションは、サービス論理インスタンスの制御下にはない他の機能エンティティから受信
-- した課金イベントの取扱いをＳＳＦに指示するために、ＳＣＦにより使用される。

RequestNotificationChargingEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE SIZE
(1..bound.&numOfChargingEvents) OF ChargingEvent {bound}

requestReportBCSMEvent {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

RequestReportBCSMEventArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{missingParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedDataValue |
unexpectedParameter
}

CODE

opcode-requestReportBCSMEvent

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Trrb
-- このオペレーションは、呼に関するイベント（たとえば、話中あるいは無応答のようなＢＣＳＭイベ
-- ント）の監視とイベントが検出された時ＳＣＦに返送する事をＳＳＦに要求する為に使用される。
-- イベント検出ポイント（ＥＤＰ）処理は、常にＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
-- によって起動され、ＥＤＰはＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）によって報告される。
-- 注：すべてのＥＤＰは、ＳＣＦによってＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）で明示
--

的に設定されなければならない。ＳＳＦが他のオペレーション（ＢＣＳＭイベント報告要求

--

（RequestReportBCSMEvent）以外を）受信後に、暗にＥＤＰが設定されることは許されない。

RequestReportBCSMEventArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
bcsmEvents

[0] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfBCSMEvents) OF
BCSMEvent {bound},

extensions

[2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
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ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

...
}
-- 通知のためのＢＣＳＭ関連イベントを示す。

sendChargingInformation {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION ::= {
ARGUMENT

SendChargingInformationArg {bound}

RETURN RESULT

FALSE

ERRORS

{missingParameter |
unexpectedComponentSequence |
unexpectedParameter |
parameterOutOfRange |
systemFailure |
taskRefused |
unknownLegID
}

CODE

opcode-sendChargingInformation

}
-- 方向：ＳＣＦ−＞ＳＳＦ、タイマ：Tsci
-- このオペレーションは、ＳＳＦにて送信すべき課金情報をＳＳＦに指示するために使用される。
-- その課金情報は、ＳＳＦが加入者線交換機の場合は内部で処理され、加入者線交換機でなければ適切な
-- 信号方式を介して返送される。加入者線交換機では、この情報は課金メータの更新または標準的な
-- 呼レコードの生成に使用されるかも知れない。

SendChargingInformationArg {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE {
sCIBillingChargingCharacteristics

[0] SCIBillingChargingCharacteristics {bound},

partyToCharge

[1] LegID,

extensions

[2] SEQUENCE SIZE (1..bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound}

OPTIONAL,

...
}

END

以下はＩＮＡＰにおけるオペレーション特有タイマに適用する値である。
short：

1 - 10 秒

medium：

1 - 60 秒

long：

1 秒 - 30 分

以下の表は全オペレーションタイマと各タイマ値のリストである。各オペレーションタイマの最終値は網
特有である可能性があり、網運用者によって定義される必要がある。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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表４−５−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
オペレーションタイマとその値の範囲

オペレーション名

タイマ

値の範囲

活性化試験（ActivityTest）

Tat

short

接続（Connect）

Tcon

short

継続（Continue）

Tcue

short

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）

Tdfc

short

アーギュメント付き順方向接続切断

Tdfcwa

short

エンティティ解放（EntityReleased）

Ter

short

暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）

Tetc

medium

課金イベント通知（EventNortificationCharging）

Tenc

short

ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）

Terb

short

イニシャルＤＰ（InitialDP）

Tidp

short

呼セグメント併合（MergeCallSegments）

Tmc

short

レグ移動（MoveLeg）

Tml

short

呼解放（ReleaseCall）

Trc

short

課金イベント通知要求（RequestNortificationChargingEvent）

Trnc

short

ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）

Trrb

short

課金情報送出（SendChargingInformation）

Tsci

short

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

Titc

medium

（DisconnectForwardConnectionWithArgument）

ＳＳＦ／ＳＣＦパッケージ、コントラクト、アプリケーションコンテキスト

5.2
5.2.1

プロトコル概要

ttcInCs2SsfToScfGeneric コントラクトは、ＳＳＦ（ＲＯＳオブジェクトクラスとして規定される ssf）

＊

ジェネリックトリガリングアプローチコントラクトを起動するサービスの型を表す。ＲＯＳオブジェクトク
ラスとして規定される scf は、このコントラクトに応答する。

＊

ttcInCs2SsfToScfGeneric CONTRACT ::= {

-- イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを用いてＳＳＦにより起動されるダイアログ

INITIATOR CONSUMER OF

RESPONDER CONSUMER OF

{exceptionInformPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

scfActivationPackage {ttcSpecificBoundSet}}

＊

{activityTestPackage |
assistConnectionEstablishmentPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

bcsmEventHandlingPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

chargingEventHandlingPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

connectPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊
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ttcCphResponsePackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

genericDisconnectResourcePackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

signallingControlPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcCallHandlingPackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcSsfCallProcessingPackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcTemporaryConnectionsInitiationPackage {ttcSpecificBoundSet}

＊

}
ID

id-ttcInCs2SsfToScfGeneric

}

ＳＳＦ／ＳＣＦオペレーションパッケージ
以下のオペレーションパッケージは、情報オブジェクトクラスにて規定される OPERATION-PACKAGE
として定義される。これらのパッケージのオペレーションは 5.1 節に定義される。

scfActivationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{initialDP {bound}}

ID

id-package-scfActivation}

assistConnectionEstablishmentPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{establishTemporaryConnection {bound}}

ID

id-package-assistConnectionEstablishment}

genericDisconnectResourcePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument {bound}}

ID

id-package-genericDisconnectResource}

connectPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{connect {bound}}

ID

id-package-connect}

bcsmEventHandlingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{requestReportBCSMEvent {bound}}

SUPPLIER INVOKES

{eventReportBCSM {bound}}

ID

id-package-bcsmEventHandling}

chargingEventHandlingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{requestNotificationChargingEvent {bound}}

SUPPLIER INVOKES

{eventNotificationCharging {bound}}

ID

id-package-chargingEventHandling}

signallingControlPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES
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{sendChargingInformation {bound}}
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＊

ID

id-package-signallingControl}

activityTestPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{activityTest}

ID

id-package-activityTest}

＊

ttcCphResponsePackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{
mergeCallSegments {bound} |
moveLeg {bound}
}

ID

＊

id-package-ttcCphResponse1}

exceptionInformPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{entityReleased}

ID

id-package-entityReleased}

＊

ttcCallHandlingPackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{releaseCall {bound}}

＊

ID

id-package-ttcCallHandling1}

＊

＊

ttcSsfCallProcessingPackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{continue}

＊

ID

id-package-ttcSsfCallProcessing1}

＊

ttcTemporaryConnectionsInitiationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {

＊

CONSUMER INVOKES

{initiateTemporaryConnections {bound}}

＊

ID

id-package-ttcTemporaryConnectionsInitiation}

＊

抽象構文（abstract syntax）
ＩＮＡＰのこの版は、２つの抽象構文（abstract syntax）のサポートを要求する。

a)

ＴＣダイアログ制御プロトコルデータユニットの抽象構文（dialogue-abstract-syntax）。本抽象構文（abstract
syntax）はＦＥ間のダイアログ設定のために必要であり、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３にて規定される。

b)

5.2.2 節規定のオペレーションパッケージに含まれるオペレーションの起動、およびその結果報告のため
のプロトコルデータユニット用抽象構文（abstract syntax）。

後者の抽象構文（abstract syntax）値が導出されるＡＳＮ．１の型は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３にて定義
されるパラメタライズ型（parameterized type）の TCMessage {}を使用して規定される。
上記の抽象構文（abstract syntax）は全て、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３に挙げられた制約にてＡＳＮ．１基
本符号化規則に従って（最小限に）符号化されるべきである。
上記のように規定されたオペレーションパッケージを実現するＳＳＦ−ＳＣＦのＩＮＡＰパッケージは、
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以下の抽象構文（abstract syntax）を共有する。これらは、ＡＢＳＴＲＡＣＴ−ＳＹＮＴＡＸ情報オブジェク
トクラスとして規定される。

ssf-scfGenericAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY

id-as-ssf-scfGenericAS}

GenericSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfGenericInvokable},
{SsfToScfGenericReturnable}}

SsfToScfGenericInvokable OPERATION ::= {
activityTest |
connect {ttcSpecificBoundSet} |

＊

disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument {ttcSpecificBoundSet} |

＊

entityReleased {ttcSpecificBoundSet} |

＊

establishTemporaryConnection {ttcSpecificBoundSet} |

＊

eventNotificationCharging {ttcSpecificBoundSet} |

＊

eventReportBCSM {ttcSpecificBoundSet} |

＊

initialDP {ttcSpecificBoundSet} |

＊

mergeCallSegments {ttcSpecificBoundSet} |

＊

moveLeg {ttcSpecificBoundSet} |

＊

releaseCall {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestNotificationChargingEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestReportBCSMEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

sendChargingInformation {ttcSpecificBoundSet}

＊

}

SsfToScfGenericReturnable OPERATION ::= {
activityTest |
connect {ttcSpecificBoundSet} |

＊

continue |
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument {ttcSpecificBoundSet} |

＊

establishTemporaryConnection {ttcSpecificBoundSet} |

＊

initialDP {ttcSpecificBoundSet} |

＊

mergeCallSegments {ttcSpecificBoundSet} |

＊

moveLeg {ttcSpecificBoundSet} |

＊

releaseCall {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestNotificationChargingEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestReportBCSMEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

sendChargingInformation {ttcSpecificBoundSet}

＊

}
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ＳＳＦ−ＳＣＦアプリケーションコンテキスト
ＳＳＦからＳＣＦコントラクトは、cs2ssf-scfGenericAC として規定されるアプリケーションコントラクト
によって実現される。このアプリケーションコンテキストは、情報オブジェクトで定義される
APPLICATION-CONTEXT クラスの情報オブジェクトにて規定される。

cs2ssf-scfGenericAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT

ttcInCs2SsfToScfGeneric

DIALOGUE MODE

structured

ABSTRACT SYNTAXES

{dialogue-abstract-syntax |

＊

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME

5.2.2

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC}

ＳＳＦ／ＳＣＦ ＡＳＮ．１モジュール

IN-CS2-SSF-SCF-pkgs-contracts-acs {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-ssf-scf-pkgs-contracts-acs(6) version5(4)}

＊

DEFINITIONS ::=

BEGIN

-- このモジュールは、ＳＳＦ−ＳＣＦインターフェースで用いられるオペレーションパッケージ、コント
-- ラクト、およびアプリケーションコンテキストを記述する。

IMPORTS

PARAMETERS-BOUND,
＊

ttcSpecificBoundSet

＊

FROM TTC-IN-CS2-classes classes
ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
TCMessage {}
FROM TCAPMessages tc-Messages
APPLICATION-CONTEXT, dialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions
activityTest,
connect {},
continue,
disconnectForwardConnection,
disconnectForwardConnectionWithArgument {},
entityReleased {},
establishTemporaryConnection {},
eventNotificationCharging {},
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eventReportBCSM {},
initialDP {},
mergeCallSegments {},
moveLeg {},
releaseCall {},
requestNotificationChargingEvent {},
requestReportBCSMEvent {},
sendChargingInformation {}
FROM TTC-IN-CS2-SSF-SCF-ops-args ssf-scf-Operations

＊

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC,
＊

id-ttcInCs2SsfToScfGeneric,
id-as-ssf-scfGenericAS,
id-package-scfActivation,
id-package-assistConnectionEstablishment,
id-package-genericDisconnectResource,
id-package-connect,

＊

id-package-ttcCallHandling1,
id-package-bcsmEventHandling,
id-package-chargingEventHandling,

＊

id-package-ttcSsfCallProcessing1,
id-package-signallingControl,
id-package-activityTest,

＊

id-package-ttcCphResponse1,
id-package-entityReleased,

＊

id-package-ttcTemporaryConnectionsInitiation,
classes, ros-InformationObjects, tc-Messages, tc-NotationExtensions,
ssf-scf-Operations
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)

＊

in-cs2-object-identifiers(7) version5(4)};

＊

--

アプリケーションコンテキスト

cs2ssf-scfGenericAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT

ttcInCs2SsfToScfGeneric

DIALOGUE MODE

structured

ABSTRACT SYNTAXES

{dialogue-abstract-syntax |

＊

ssf-scfGenericAbstractSyntax}
APPLICATION CONTEXT NAME

id-ac-cs2-ssf-scfGenericAC}

-- コントラクト

＊

ttcInCs2SsfToScfGeneric CONTRACT ::= {
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--

イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを用いてＳＳＦにより起動されるダイアログ

INITIATOR CONSUMER OF

RESPONDER CONSUMER OF

{exceptionInformPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

scfActivationPackage {ttcSpecificBoundSet}}

＊

{activityTestPackage |
assistConnectionEstablishmentPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

bcsmEventHandlingPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

chargingEventHandlingPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

connectPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcCphResponsePackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

genericDisconnectResourcePackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

signallingControlPackage {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcCallHandlingPackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcSsfCallProcessingPackage1 {ttcSpecificBoundSet} |

＊

ttcTemporaryConnectionsInitiationPackage {ttcSpecificBoundSet}

＊

}
ID

＊

id-ttcInCs2SsfToScfGeneric

}

-- オペレーションパッケージ

scfActivationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{initialDP {bound}}

ID

id-package-scfActivation}

assistConnectionEstablishmentPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{establishTemporaryConnection {bound}}

ID

id-package-assistConnectionEstablishment}

genericDisconnectResourcePackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument {bound}}

ID

id-package-genericDisconnectResource}

connectPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{connect {bound}}

ID

id-package-connect}

bcsmEventHandlingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{requestReportBCSMEvent {bound}}

SUPPLIER INVOKES

{eventReportBCSM {bound}}

ID

id-package-bcsmEventHandling}
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chargingEventHandlingPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{requestNotificationChargingEvent {bound}}

SUPPLIER INVOKES

{eventNotificationCharging {bound}}

ID

id-package-chargingEventHandling}

signallingControlPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{sendChargingInformation {bound}}

ID

id-package-signallingControl}

activityTestPackage OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{activityTest}

ID

id-package-activityTest}

ttcCphResponsePackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

＊

{
mergeCallSegments {bound} |
moveLeg {bound}
}

ID

id-package-ttcCphResponse1}

＊

exceptionInformPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{entityReleased {bound}}

ID

id-package-entityReleased}

ttcCallHandlingPackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {
CONSUMER INVOKES

{releaseCall {bound}}

＊

ID

id-package-ttcCallHandling1}

＊

ttcSsfCallProcessingPackage1 {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {

＊

CONSUMER INVOKES

{continue}

＊

ID

id-package-ttcSsfCallProcessing1}

＊

ttcTemporaryConnectionsInitiationPackage {PARAMETERS-BOUND : bound} OPERATION-PACKAGE ::= {

--

＊

＊

CONSUMER INVOKES

{initiateTemporaryConnections {bound}}

＊

ID

id-package-ttcTemporaryConnectionsInitiation}

＊

抽象構文（abstract syntax）

ssf-scfGenericAbstractSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
GenericSSF-SCF-PDUs
IDENTIFIED BY

id-as-ssf-scfGenericAS}

GenericSSF-SCF-PDUs ::= TCMessage {{SsfToScfGenericInvokable},
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{SsfToScfGenericReturnable}}

SsfToScfGenericInvokable OPERATION ::= {
activityTest |
connect {ttcSpecificBoundSet} |

＊

disconnectForwardConnectionWithArgument {ttcSpecificBoundSet} |

＊

entityReleased {ttcSpecificBoundSet} |

＊

establishTemporaryConnection {ttcSpecificBoundSet} |

＊

eventNotificationCharging {ttcSpecificBoundSet} |

＊

eventReportBCSM {ttcSpecificBoundSet} |

＊

initialDP {ttcSpecificBoundSet} |

＊

mergeCallSegments {ttcSpecificBoundSet} |

＊

moveLeg {ttcSpecificBoundSet} |

＊

releaseCall {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestNotificationChargingEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestReportBCSMEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

sendChargingInformation {ttcSpecificBoundSet}

＊

}

SsfToScfGenericReturnable OPERATION ::= {
activityTest |
＊

connect {ttcSpecificBoundSet} |
continue |
disconnectForwardConnection |
disconnectForwardConnectionWithArgument {ttcSpecificBoundSet} |

＊

establishTemporaryConnection {ttcSpecificBoundSet} |

＊

initialDP {ttcSpecificBoundSet} |

＊

mergeCallSegments {ttcSpecificBoundSet} |

＊

moveLeg {ttcSpecificBoundSet} |

＊

releaseCall {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestNotificationChargingEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

requestReportBCSMEvent {ttcSpecificBoundSet} |

＊

sendChargingInformation {ttcSpecificBoundSet}

＊

}

END

６．ＳＣＦ／ＳＲＦインタフェース

＃

７．ＳＣＦ／ＳＤＦインタフェース

＃

８．ＳＤＦ／ＳＤＦインタフェース

＃

９．ＳＣＦ／ＳＣＦインタフェース

＃

１０． ＳＣＦ／ＣＵＳＦインタフェース

＃
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１１．ＳＳＦ応用エンティティ手順
11.1

概要

この節では、ＳＳＰ−ＳＣＰインタフェースに関連したＳＳＦ応用エンティティ（ＡＥ：Application
Entity）手順を定義する。この手順はＳＳ７の使用を前提としている。
これらの手順で明確に記述されていない能力は、
ＳＳＰ独自の手法でのインプリメントによりサポートさ
れうる。この場合、ＳＳＰは 2 章の内容との整合性をとるものとする。
ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７００、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１４００にて定義される
構造にしたがい、ＡＥはＴＣ（トランザクション機能）及びＴＣユーザと呼ばれる１つ以上のＡＳＥを含
む。以下の節では、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で規定されるプリミティブを使用してＴＣとインタフェー
スをとるＴＣユーザＡＳＥを定義する。
以下に定義された応用エンティティ手順の解釈が詳細手順やＴＣサービスの使用に関する規則と異なる
場合、17 章及び 18 章に詳述する記述や規則に従うものとする。

11.2

モデルとインタフェース

ＡＥ−ＳＳＦの機能モデルを図 4-11-1/JT-Q1228-b に示す。ＡＳＥは、ＳＣＦと通信するためにＴＣとイ
ンタフェースし、また交換機システムに対して既に定義されている呼制御機能（ＣＣＦ）や保守機能とイ
ンタフェースする。本標準の範囲は図 4-11-1/JT-Q1228-b で網かけされた部分に限定される。
図 4-11-1/JT-Q1228-b のインタフェースは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で規定されるＴＣユーザのＡＳＥ
プリミティブとＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１で規定されるＮ−プリミティブを使用する。
ＩＮアプリケーショ
ンプロトコル（ＩＮＡＰ）のオペレーションとパラメータは 4〜10 章にて定義される。

11.3

ＳＳＦ ＦＳＭとＣＣＦ／保守機能間の相互関係

ＳＳＦ ＦＳＭとＣＣＦ／保守機能間のプリミティブインタフェースは内部インタフェースであり、本標
準の対象ではない。しかし、このインタフェースは本標準第２編の 4.2 節にて定義されるＢＣＳＭと整合が
とられべきである。
エンドユーザによって呼が生成される場合におけるＢＣＳＭとＳＳＦ ＦＳＭ間の相互関係を示す。
−

呼がエンドユーザによって生成され、交換機で処理される場合には、ＢＣＳＭの新たなインスタ

ンスが要求される。ＢＣＳＭの処理が進むにつれ、検出ポイント（ＤＰ：本標準第２編 4.2 節参照）
に遭遇する。ＤＰがトリガＤＰ（ＴＤＰ）として設定されている場合、ＳＳＦ ＦＳＭのインスタン
スが要求される。
ＳＳＦ論理は、以下のように動作しなければならない。
− ＤＰ判断基準を満足した場合を含め、本標準第２編の 4.2 節で記述されているＤＰ処理動作を実行
する。
− ＳＣＦアクセス可能性をチェックする。
− サービスフィーチャ相互動作を処理する。
ＳＳＦは少なくとも以下の場合、ＣＣＦへ制御を戻す。
−

トリガ（ＴＤＰ）判断基準の一致がない場合（例えば、処理するには不十分な情報）、ＳＳＦ論

理はＣＣＦに呼制御を戻す。
−

呼が途中放棄された場合、ＳＳＦ論理はＣＣＦに呼制御を戻し、11.5 節に記述される処理を続行

する。
−

目的のＳＣＦにアクセスできない場合、ＳＳＦ論理は可能ならば呼のルーチングをＣＣＦに指示

する（例えば、終了アナウンスへのデフォルトルーチング）。
−

当該呼に対する制御相互関係が存在し、かつＤＰがＴＤＰ−Ｒとして設定されたならば、ＳＳＦ
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はＣＣＦへ呼の制御を戻す。
ＳＣＦから受けるオペレーションの実行に関連する管理機能は、ＳＳＦ管理エンティティ（ＳＳＭＥ）
によって実行される。ＳＳＭＥはＳＳＭＥ−制御（SSME-Control）といくつかのＳＳＭＥ ＦＳＭインスタ
ンスからなる。
ＳＳＭＥ−制御は異なるＳＳＦ ＦＳＭ、
ＳＳＭＥ ＦＳＭとそれぞれインタフェースを持ち、
機能エンティティアクセス管理（ＦＥＡＭ：Functional Entity Access Manager）ともインタフェースを持つ。
図 4-11-2/JT-Q1228-b にＳＳＦのインタフェースを示す。
ＦＥＡＭは以下の事項を含む低レベルのインタフェース保守機能を提供する。
１） ＳＣＦとのインタフェースを確立し、保持する。
２） ＳＣＦから受けたメッセージをＳＳＭＥ−制御に引き渡し、（必要ならば）行列待ちする。
３） ＳＳＭＥ−制御から受けたメッセージをフォーマットし、（必要ならば）行列待ちし、ＳＣＦ へ
送出する。
ＳＳＭＥ−制御はＳＳＦ有限状態機構（ＦＳＭ：Finite State Machine）のすべてのインスタンスの為にＳ
ＣＦとのダイアログを保持する。ＳＳＦ ＦＳＭのインスタンスは呼が生成する度に同時に非同期で生成す
る。このため、ＳＳＦ ＦＳＭの生成、起動、維持の動作を実行する単一のエンティティが必要となる。Ｓ
ＳＭＥ−制御は特に以下の動作を実行する。
1） 他のＦＥからの入力メッセージを解釈し、それらを対応するＳＳＦ ＦＳＭイベントに翻訳する。
2） ＳＳF ＦＳＭの出力を他のＦＥ向けの対応するメッセージに翻訳する。
3）

ＳＳＦでの管理機能・監視機能に関する（呼処理と）非同期の動作をとらえて、ＳＳＭＥ ＦＳ

Ｍのインスタンスを生成する。
ＳＳＭＥ ＦＳＭの異なるコンテキストは、起動オペレーションのアドレス情報に基づき識別されるかも
しれない。
ＳＳＦ ＦＳＭは必要に応じてＢＣＳＭの関連するインスタンスに呼制御指示を引き渡す。
ＳＳＦ ＦＳＭ
を動作中のままにしておくように要求しながら、ＤＰはイベントＤＰとして動的に設定されるかもしれな
い。あるポイントでは、ＳＣＦとの更なる相互動作は必要とされなくなり、ＢＣＳＭが必要に応じて呼処
理を継続する一方でＳＳＦ ＦＳＭは終了させられるかもしれない。ＢＣＳＭ内のより後のＴＤＰが同一呼
に対してＳＳＦ ＦＳＭの新たなインスタンスを生じるかもしれない。
シングルエンド制御の特性により、ＳＳＦ ＦＳＭは機能的に呼の片側にのみ適要する（例えば、二者間
通話の場合、発側ＢＣＳＭまたは着側ＢＣＳＭのいずれかであり、両方ではない）。

11.4

ＳＳＦ管理エンティティ有限状態モデル（ＳＳＭＥ ＦＳＭ）

ＳＳＭＥ ＦＳＭ状態図を図 4-11-3/JT-Q1228-b に示す。
ＳＳＭＥ ＦＳＭは個々のＳＳＦ ＦＳＭから独立している。
「空き管理（Idle Management）」状態において、以下のオペレーションがＳＣＦから受信され得る。そ
してＳＳＭＥ ＦＳＭにより処理されるが、異なる状態への遷移は引き起こさない（遷移ｅｍ４）。
活性化試験（ActivityTest）
活性化試験（ActivityTest）オペレーションは、呼関連トランザクションにのみ適用される。
他のいかなるオペレーションもＳＳＭＥ ＦＳＭに影響を与えない。これらのオペレーションはＳＳＭＥ
−制御により適切なＳＳＦ ＦＳＭに引き渡される。
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アプリケーションプロセス起動
（呼制御機能、保守機能）

ＳＳＦ

ＭＡＣＦ

ＳＡＯ

ＳＳＦ ＦＳＭ

ＡＳＥ

ＳＡＣＦ

ＡＳＥ

１)

ＴＣ
ＡＥＩ

２)
ＳＣＣＰ

１）ＴＣ−プリミティブ
２）Ｎ−プリミティブ

ＡＥＩ ：応用エンティティ起動（Application entity invocation）
ＳＳＦ ：サービス交換機能（Service switching functions）
ＦＳＭ ：有限状態機構（Finite state machine）
ＭＡＣＦ：複数アソシエーション制御機能（Multiple association control function）
ＳＡＣＦ：単一アソシエーション制御機能（Single association control function）
ＳＡＯ ：単一アソシエーションオブジェクト（Single association object）

注）ＳＳＦ ＦＳＭは複数の有限状態機構を含む。

図４−１１−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＳＦ ＡＥの機能モデル
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ＳＲＦ

機能ｴﾝﾃｨﾃｨﾃｨｱｸｾｽ管理
ＳＣＦ

（ＦＥＡＭ）

ＳＳＭＥ−制御
（SSME-Control）

・・・

・・・

ＳＳＭＥ
ＦＳＭ
ＣＳＡ対応ＦＳＭ
(FSM for CSA)

・・・

CS 対応 FSM
(FSM for CS)
IN-SSM FSM
SSF FSM
SSF

ＣＳＡ：呼セグメントアソシエーション（Call Segment Association）
ＣＳ ：呼セグメント（Call Segment）

図４−１１−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＳＦインタフェース

状態ｍａ
空き管理
(Idle Management)

ｅｍ４

図４−１１−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＳＭＥ ＦＳＭ 状態図
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11.5

ＩＮ−交換状態モデル（ＳＳＭ）ＦＳＭ

ＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭは呼セグメントアソシエーション対応ＦＳＭ（ＣＳＡ対応ＦＳＭ）から成る。ＣＳ
Ａ対応ＦＳＭは１つ以上の付属の呼セグメント対応ＦＳＭ（ＣＳ対応ＦＳＭ）を生成する。
ＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭのコールパーティハンドリング（ＣＰＨ）能力に関する一般規則と手順の原則を以
下に述べる。
− タイマ処理
ＣＳレベルにて、ＳＳＦ−ＳＣＦアソシエーション（ＴＣダイアログ）を保護、または過度の呼
中断を防止するためにタイマが使用される。
−

コネクションビュー（Connection View（以下ＣＶ））の変更はＳＣＦから起動される（ＳＣＦ起

動ＣＶ変更）。
− ＳＣＦは以下のオペレーションの１つを送出することにより CV を変更する。
接続（Connect）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）
呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
呼解放（ReleaseCall）
− 以下のオペレーションによってＣＶの変更がＳＣＦに通知される。
ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）
エンティティ解放完了（EntityReleased）
−

ＳＳＦからＣＶの変更の成功を通知する結果応答が送出される時、ＳＣＦより起動されたＣＰＨ

オペレーションによるＣＶの変更についてＳＣＦは認識する。
− ＳＣＦは少なくとも切断ＤＰが設定されたレグを制御できる（レグの監視）。
−

ＳＣＦは呼に含まれるレグのＣＶを保持すべきである。これはレグの状態変化（例えば、レグの

切断）をＳＣＦに通知することにより保持される。ＳＣＦにて認識できないコネクションポイント
におけるレグの保持は許容されない（即ち、ＤＰ未設定）。
− ＣＳ対応ＦSＭが「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態の場合に、ＳＣＦより送信されるべ
き呼処理再開の為のオペレーション数は、呼処理の中断を引き起こした、あるいは要求したイベン
ト数と同じである。即ち、ＳＣＦに対する各々の中断報告イベントはＳＣＦからの呼処理を再開す
るための要求を含むオペレーション（例えば、接続（Connect））によって応答されなければならな
い。ＣＳ対応ＦＳＭは未完了の応答数を保持し、呼処理を再開するために全ての未完了の応答数を
満たすまでＣＳ対応ＦＳＭの状態遷移（例えば、「指示待ち（Waiting for Instructions）」から「監視
中（Monitoring）」への状態遷移）を行わない。
− ＣＳ対応ＦSＭに関するＣＰＨの手順の原則は、
・

ＣＳ（「ターゲット」ＣＳ）の（ＥＤＰ、または保留中の報告を含む）レグのインポート

は同一ＣＳの他のレグには影響を与えない。
・

ＣＳ対応ＦＳＭ（ＣＳ、及びコネクションポイント当たり１ＦＳＭ）は、そのＣＳに幾つ

のレグが接続しているかは見えない。ＣＳ対応ＦＳＭは少なくとも１つの保留中の報告、ま
たは１つのＤＰが設定されている間は存在する。
・ 「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」状態では以下のオペレー
ションは許容されない。
レグ移動（MoveLeg）
呼セグメント併合（MergeCallSegments）
・ １ＣＳ当たり、リソースに対しては１コネクション（即ち、暫定接続）しか許容されない。
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＊

・

ＣＳ対応ＦＳＭにて受信された全てのＣＰＨオペレーションは、「指示待ち（Waiting for
Instructions）」状態への遷移を引き起こす。
− 「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態にてレグ移動（MoveLeg）、または呼セグメ
ント併合（MergeCallSegments）オペレーションを受信した場合は、「指示待ち（Waiting for
Instructions）」状態の変更を引き起こさない。その為、ＣＰＨオペレーションを含んだ場合
の全てのオペレーションシーケンスは、当該ＣＰＨオペレーションにより「空き（Idle）」
状態へ遷移する場合を除き、「監視中（Monitoring）」状態へ遷移させるオペレーションに
より終了されなければならない。

各ＦＳＭ、及び対応する状態については後節にて記述する。ここでは、複数のＦＳＭ／状態で適用され
る一般規則を記述する。
１つあるいは複数のＴＣメッセージで受信される１つあるいは一連のコンポーネントは、１つあるいは
複数のオペレーションを含み得る。これらは以下のように処理される。
− オペレーションは受信順に処理する。
−

１つのメッセージ上で単一のオペレーションを受信するか、あるいは複数のオペレーションを受
信するかどうかとは独立に、各オペレーションは状態遷移をもたらす。

−

ＳＳＦは後続オペレーションを順に調べる。これらのオペレーションを順序的に実行してもＦＳ
Ｍの状態が変わらない限り、ＳＳＦはオペレーション（例えば、ＢＣＳＭイベント報告要求
（RequestReportBCSMEvent））を実行する。次のオペレーションによって状態遷移が起こる場合
は、現在のオペレーションが実行完了するまで次のオペレーションは蓄積される。他の場合はす
べて現状態以外への遷移を引き起こす（実行済みオペレーションの完了イベントや外部イベント
受信のような）イベントを待つ。

− シーケンス中のオペレーションの中の１つの処理でエラーがあった場合、ＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭは
エラー処理（下記参照）を行い、シーケンス中の後続オペレーションをすべて廃棄する。
− 上記のようにオぺレーションが理解されないか、コンテキストの範囲外である場合（即ち、ＩＮ−
ＳＳＭ ＦＳＭで定義されたＳＡＣＦ規則に反する場合）、ＣＳＡレベルではＴＣアボートの送信
により、ＣＳレベルではエンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションの送信により、
相互動作をアボートする。
複数ＣＳが存在する時の暫定パスおよび発／着レグに関する一般規則を以下に示す。但し、以下の規定は

＊

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションの解放条件（releaseCondition）パラメータに

＊

て発／着レグを有するＣＳ（最初のＣＳであれば、ＣＳｉｄ＝１）を指定した場合の規定である。

＊

暫定パス設定中／捕捉中の各種イベントに対するＳＳＦ側処理を以下に示す。

＊

(i)暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションによる暫定パス設定中、または暫定パス

＊

捕捉後の着側パス設定中に発側から放棄された場合。

＊

− 全ＣＳ内の暫定パスを解放し、発側−途中放棄（O_Abandon）ＤＰが設定されていれば、ＢＣＳ

＊

Ｍイベント報告（EventReportBCSM）オペレーション及び（設定中／捕捉中）暫定パスを有するＣ

＊

Ｓ数分のエンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションをＴＣ−終了にてＳＣＦに送信。

＊

− 全ＣＳ内の暫定パスを解放し、発側−途中放棄（O_Abandon）ＤＰが要求されていなければ、空

＊

き遷移したＢＣＳＭを有するＣＳに対するエンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーショ

＊

ン及び（設定中／捕捉中）暫定パスを有するＣＳ数分のエンティティ解放完了（EntityReleased）

＊

オペレーションをＴＣ−終了にてＳＣＦに送信。

＊

(ii)暫定パス捕捉中、かつ着側パス設定中に着側からのＩＳＵＰ−ＲＥＬ信号受信または無応答検出によ
りＢＣＳＭが空き遷移（ＥＤＰ未検出）した場合。
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− 全ＣＳ内の暫定パスを解放し、空き遷移したＢＣＳＭを有するＣＳに対するエンティティ解放完

＊

了（EntityReleased）オペレーション及び捕捉中暫定パスを有するＣＳ数分のエンティティ解放完

＊

了（EntityReleased）オペレーションをＴＣ−終了にてＳＣＦに送信。

＊

(iii)暫定パス捕捉中、かつＥＤＰ−Ｒ（話中、無応答、応答）検出によるＢＣＳＭイベント報告
（EventReportBCSM）オペレーション送信後のアプリケーションタイマＴＳＳＦ満了時。

＊
＊

− 全ＣＳ内の暫定パス、及び発側レグを解放し、タイマ満了したＣＳに対するエンティティ解放完

＊

了（EntityReleased）オペレーション及び捕捉中暫定パスを有するＣＳ数分のエンティティ解放完

＊

了（EntityReleased）オペレーションをＴＣ−終了にてＳＣＦに送信。

＊

(iv)暫定パス捕捉中、かつ着側パス設定完了（ＩＳＵＰ−ＡＮＭ信号受信）後、発または着側から切断

＊

された時（暫定パスと発／着レグとの接続前）。本ケースでは、発側−切断（O_Disconnect）ＤＰは発

＊

／着レグに対して必ず設定されていなければならない点に注意。

＊

− 全ＣＳ内の暫定パス、発側レグ（着側切断の場合）、及び着側レグ（発側切断の場合）を解放し、

＊

イベントが発生したレグに対して発側−切断（O_Disconnect）ＤＰが設定されていれば、ＢＣＳＭ

＊

イベント報告（EventReportBCSM）オペレーション及び捕捉中暫定パスを有するＣＳ数分のエン

＊

ティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションをＴＣ−継続にてＳＣＦに送信。

＊

(v)発および着側がそれぞれ暫定接続中（暫定接続によるユーザ相互動作中）の時、発または着側から切

＊

断された場合（この場合、全てのレグには切断ＥＤＰが必ず設定されている）。

＊

−

切断されたレグを有するＣＳ内の暫定パス及び当該ＣＳを解放し、ＢＣＳＭイベント報告

＊

（EventReportBCSM）オペレーションをＴＣ−継続にてＳＣＦに送信。他のＣＳには影響しない。

＊

どのような状態においても、受信されたオペレーションにエラーが存在した場合、そのエラーは保守機
能に通知され、
ＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭはエラーを含んだオペレーションを受信した時と同じ状態を維持する。
オペレーションのクラスによっては、適切なコンポーネントを使用してＳＳＦからＳＣＦへエラーが報告
されうる（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７４）。
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11.5.1

呼セグメントアソシエーション（ＣＳＡ）の有限状態モデル

図 4-11-4/JT-Q1228-b にＩＮ呼の処理におけるＳＳＰのＳＳＦ部分のＣＳＡ対応ＦＳＭの状態図を示す。
ＣＳＡ対応ＦＳＭのインスタンスは、以下の場合にＳＳＭＥ−制御により生成される。
− 新たな呼の要求の指示をユーザから受信。
ＣＳＡ対応ＦＳＭの状態図には以下の遷移（イベント）がある。
ｅ２ − ＴＤＰ−Ｒ遭遇
Ｅ３ − 「空き（Idle）」状態へ遷移しないオペレーションのＳＣＦからの受信
ｅ４ − ＥＤＰ−Ｒ遭遇
− 最終ＣＳからの最終ＥＤＰ−Ｎを除くＥＤＰ−Ｎ遭遇

＊

− 最終ＣＳからの最終応答を除く任意の応答

＊
＊

ｅ６ − 最終ＣＳでの最終ＥＤＰ−Ｎ遭遇（最終切断ＥＤＰ−Ｎを除く）
Ｅ７ − ＣＳを残さないＳＣＦからの任意のオペレーション受信（例えば、呼解放（ReleaseCall））
ｅ８ − 最終切断ＥＤＰ−Ｎ遭遇

＊

ｅ９ − （一度目のアプリケーションタイマＴａｃｋ満了に伴う）受信完了通知待ち状態のまま不変

＊

Ｅ１０ − コンポーネントを伴わないＴＣ−終了受信

＊

ｅ１１ − （二度目のＴａｃｋ満了に伴う） Ｕ−アボート送信

＊

ＣＳＡの状態図は以下の状態を含む。
状態ａ 空き（Idle）
状態ｂ 動作中（Active）
＊

状態ｃ 受信完了通知待ち（Waiting for Acknowledgement）
ＣＳＡ対応ＦＳＭはＴａｃｋを持つ。本タイマは最終切断ＥＤＰ−Ｎ送信時のＳＣＦへの送達確認のために

＊

設定されるもので、タイマが満了した場合にはＳＣＦには到達しなかったことを認識し、再度切断ＥＤＰ

＊

−Ｎ送信を行う。再度タイマ満了した場合にはＣＳＡ対応ＦＳＭはＳＣＦとの相互動作をアボートし、「空

＊

き（Idle）」状態に遷移する。タイマ動作中にＳＣＦからのコンポーネントを伴わないＴＣ−終了を受信し

＊

た場合には、 ＣＳＡ対応ＦＳＭは正常にＳＣＦにて受信されたことを認識し、「空き（Idle）」状態に遷

＊

移する。

＊
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状態ａ

Ｅ１０，ｅ１１

空き
(Idle)

ｅ６，Ｅ７

ｅ２

状態ｂ

ｅ８

状態ｃ

動作中

受信完了通知待ち

（Active）

（Waiting for
Acknowledgement)

ｅ４，Ｅ３
ｅ９

図４−１１−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＣＳＡ対応ＦＳＭ
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11.5.1.1

状態ａ：「空き（Idle）」

ＣＳＡ対応ＦＳＭは以下の様々な条件により「空き（Idle）」状態となる。
ＣＳＡ対応ＦＳＭは「動作中（Active）」状態での異常状態のためにアボートＴＣプリミティブを受信、
または送出した場合「空き（Idle）」状態になる。
ＣＳＡ対応ＦＳＭは以下の条件により「空き（Idle）」状態になる。
− ＣＳＡ対応ＦＳＭインスタンスに関連する全てのＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが解放された時。
−

切断ＥＤＰ−Ｎ送信に対する到達完了通知のためのコンポーネントを伴わないＴＣ−終了を受信

した時（遷移Ｅ１０）。

＊
＊

− アプリケーションタイマＴａｃｋが２回満了した時（遷移ｅ１１）。

＊

この状態において以下の呼関連イベントが起こり得る。
−

以下のオペレーションがＣＳ対応ＦＳＭから受信された場合、「動作中（Active）」状態へ遷移す

る（遷移ｅ２）。
−

ＴＤＰ−Ｒ遭遇を指示するイニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを受信する。その受信

オペレーションはＳＣＦへ送出される。
ＤＰ処理規則は本標準第２編「ＤＰ処理」の項に記述している。
ＣＳＡ対応ＦＳＭが「空き（Idle）」状態、すなわちＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭインスタンスが存在しない場合
にＳＣＦから受信する他のオペレーションはすべてエラーとして扱われなければらない。このイベントは保
守機能へ通知され、トランザクションはＴＣ（18 章を参照）で規定される手順に従ってアボートされなけれ
ばならない。

11.5.1.2

状態ｂ：「動作中（Active）」

「空き（Idle）」状態からＴＤＰ−Ｒを検出した場合本状態へ遷移する（遷移ｅ２）。
この状態では、ＣＳＡ対応ＦＳＭはＳＣＦからの指示とＣＳ対応ＦＳＭからの受信イベントを処理する。
この状態において以下のイベントが起こり得る。
− ＴＣから終了またはアボートプリミティブを受けても呼には何の影響もない。利用可能な情報をも
とに呼は継続または完了される。この場合，ＣＳＡ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態へ遷移し（遷
移Ｅ７）、ＣＳＡ対応ＦＳＭは呼との関連づけが解除される。
− ＳＣＦからのオペレーション受信：ＣＳＡ対応ＦＳＭは下記のように受信したオペレーションに基
づいて動作する。
−

ＣＳ対応ＦＳＭからのオペレーション受信：ＣＳＡ対応ＦＳＭは下記のように受信したオペレー

ションに基づいて動作する。
以下のオペレーションがＳＣＦから受信され、ＣＳＡ対応ＦＳＭで処理されるが「空き（Idle）」状態へ
遷移しない（遷移Ｅ３）。
順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
呼セグメント併合（MergeCallSegments）
注）この場合、ＳＳＦは「ソース」ＣＳを削除し、「ソース」ＣＳのレグを「ターゲット」ＣＳに
接続する。ＣＳＡ対応ＦＳＭは「ソース」ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスにイベントを送出し当該
ＦＳＭインスタンスを解放する。更にＣＳＡ対応ＦＳＭは「ターゲット」ＣＳ対応ＦＳＭインス
タンスにイベントを送出する。
レグ移動（MoveLeg）
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
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課金情報送出（SendChargingInformation）
注）この場合、ＳＳＦは「ターゲット」ＣＳへ「ソース」ＣＳからレグを移動する。ＣＳＡ対応Ｆ
ＳＭは「ソース」ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスと「ターゲット」ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスに
イベントを送出する。
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）
注）ＳＣＦから暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションが受信された場合、

＊
＊

新たなＣＳ対応ＦＳＭインスタンスを指定された数だけ生成し、当該イベントを当該新規

＊

ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスに通知する。回線設定が一つでも正常に完了しなかった場合、

＊

即ち暫定パス設定のためのＩＳＵＰ−ＩＡＭ信号に対するＩＳＵＰ−ＲＥＬ信号受信時

＊

には当該オペレーションに対するエラー応答（Return Error：ITCFailed）を送信し、当該オペ

＊

レーションにより生成したＣＳ対応ＦＳＭインスタンス及び当該ＣＳ関連の全てのリソー

＊

スを解放する

＊

以下のオペレーションがＳＣＦから受信され、ＣＳＡ対応ＦＳＭでこのイベントが処理された後にＣＳ対
応ＦＳＭインスタンスが存在している場合は同じ状態に遷移し（遷移Ｅ３）、ＣＳＡ対応ＦＳＭインスタン
スに関連する全てのＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが「空き（Idle）」状態へ遷移した場合は「空き（Idle）」
状態へ遷移する（遷移Ｅ７）。
接続（Connect）
継続（Continue）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
呼解放（ReleaseCall）オペレーションをＳＣＦから受信することがある。この場合ＣＳＡ全体が解放され
る場合には、ＣＳＡ対応ＦＳＭは関連する全てのＣＳ対応ＦＳＭインスタンスに呼を解放することを指示し、
呼に割り当てられたＣＣＦリソースが割り当て解除されることを保証しなければならない。そして以下の処
理を継続する。
− 最後のＣＳが解放された場合、ＣＳＡ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態へ遷移する（遷移Ｅ７）。

＊

また、呼解放（ReleaseCall）オペレーションにより、ＣＳＡ内の一部のＣＳが解放される場合には、ＣＳ

＊

Ａ対応ＦＳＭは関連するＣＳ対応ＦＳＭインスタンスに解放を指示し、当該ＣＳに関連する全てのリソース

＊

を解放することを保証しなければならない。この場合、 ＣＳＡ対応ＦＳＭは「動作中（Active）」状態に留

＊

まる。

＊

ＣＳは必要ならばＣＳＡによって生成、または削除される。オペレーションは適切なＣＳに引き渡され、
そこで処理される。
以下のオペレーションが１つのＣＳから受信され、ＦＳＭでこのイベントが処理された後にＣＳ対応ＦＳ
Ｍインスタンスが存在している場合は同じ状態に遷移し（遷移ｅ４）、ＣＳＡ対応ＦＳＭインスタンスに関
連する全てのＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが「空き（Idle）」状態へ遷移した場合は「空き（Idle）」状態へ
遷移する（遷移ｅ６）。オペレーションはＳＣＦに引き渡される。
エンティティ解放完了（EntityReleased）
ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM） （最終ＣＳからの最終切断ＥＤＰ−Ｎを除く）
以下のオペレーションをＣＳ対応ＦＳＭから受信する。この場合、「受信完了通知待ち（Waiting for
Acknowledgement）」状態に遷移する（遷移ｅ８）。
ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM） （最終ＣＳからの最終切断ＥＤＰ−Ｎ）

＊
＊
＊
＊

Ｃ Ｓ 対 応 Ｆ Ｓ Ｍ か ら の エ ン テ ィ テ ィ 解 放 完 了 （ EntityReleased ） あ る は Ｂ Ｃ Ｓ Ｍ イ ベ ン ト 報 告

＊

（EventReportBCSM）オペレーションの受信によって、暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレー

＊

ションによって指定した解放条件（ReleaseCondition）と合致した場合には、関連する他のＣＳ対応ＦＳＭを

＊

解放（存在している場合）すると共に上述の条件に従って状態遷移する。

＊
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以下のオペレーションが１つのＣＳから受信され、同じ状態に遷移する（遷移ｅ４）。本オペレーション
はＳＣＦに送信される。
課金イベント通知（EventNotificationCharging）
この状態で受信される他のオペレーションは 11.5 節の一般規則に基づいて処理されなければならない。

11.5.1.3

状態ｃ：「受信完了通知待ち（Waiting for Acknowledgement）」

＊

本状態に遷移する際には、アプリケーションタイマＴａｃｋが設定される。
この状態において以下のイベントが起こり得る。
− Ｔａｃｋが満了する。満了回数によって以下のように処理される。
i）１回目の場合：ＳＣＦへ再度ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーション（最
終切断ＥＤＰ−Ｎ）を送信し、Ｔａｃｋを再設定する（遷移ｅ９）。
ii）２回目の場合：ＳＣＦへＵ−アボートを送信する（遷移ｅ１１）。
−

ＳＣＦからコンポーネントを伴わないＴＣ−終了を受信する。切断ＥＤＰ通知のためのＢＣＳＭ

イベント報告（EventReportBCSM）オペレーションが正常にＳＣＦにて受信された場合には本メッ
セージによりＳＳＦに通知される（遷移Ｅ１０）。
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呼セグメント（ＣＳ）の有限状態モデル

11.5.2

ＣＳ対応ＦＳＭの状態図には以下の遷移（イベント）がある。
ｅ４

− ＴＤＰ−Ｒ遭遇

ｅ７

− 暫定接続生成

ｅ８

− 暫定接続終了

ｅ９

− 「指示待ち（Waiting for Instructions）」からの「空き（Idle）」状態への遷移

ｅ１０ − ＥＤＰ−Ｒ遭遇
ｅ１１ − ルーチング指示受信
ｅ１２ − 最終ＥＤＰ−Ｎ（注参照）遭遇、または呼解放（ReleaseCall）オペレーション受信
ｅ１４ − 「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態のまま不変
ｅ１５ − 「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」状態のまま不変
ｅ１６ − 「監視中（Monitoring）」状態のまま不変
ｅ２３ − 暫定接続捕捉要求

＊

ｅ２４ − 捕捉中暫定接続との接続要求

＊

ｅ２５ − 暫定接続解放

＊

注）： 「最終ＥＤＰ−Ｎ」は、ＥＤＰ−Ｎ検出時に他の遭遇されうるＥＤＰが存在しないことを
意味する。あるＥＤＰに遭遇した場合、他のいくつかのＥＤＰが自動的に解除されうる。自動的
に解除されるＥＤＰは遭遇したＥＤＰに依存する。一例としては、発側−応答（O_Answer）、発
側−無応答（O_No_Answer）、発側−着信者話中（O_Called_Party_Busy）の複数ＥＤＰの場合が
ある。それらのＥＤＰの１つに遭遇した場合、この例における他の全てのＥＤＰは自動的に解除
される。

ＣＳの状態図は以下の状態を含む。
状態ａ 空き（Idle）
状態ｃ 指示待ち（Waiting for Instructions）
状態ｅ 暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）
状態ｆ 監視中（Monitoring）
状態 h

暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）

（「空き（Idle）」状態以外の）任意の状態において、発信者が応答前（即ち、ＢＣＳＭ上の応答ＤＰ到
達前）に呼を途中放棄した場合、ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスはＣＣＦに呼を解放することを指示し、呼
に割り当てられていたすべてのＣＣＦリソースが割り当て解除されることを保証しなければならない。こ
の場合、以下のような処理を続行する。
− 途中放棄ＤＰが設定されていない場合、「空き（Idle）」状態に遷移する。
−

途中放棄ＤＰがＥＤＰ−Ｎとして設定されている場合、ＢＣＳＭイベント報告

（EventReportBCSM）オペレーションを送出し、「空き（Idle）」状態に遷移する。
（「空き（Idle）」状態以外の）任意の状態において、通話者が安定状態（即ち、ＢＣＳＭ上の応答ＤＰ
到達後）
から切断した場合、
ＩＮ−ＳＳＭ ＦＳＭはこのイベントを以下のように処理しなければならない。
− 切断ＤＰが特定のレグに設定されていない場合、「空き（Idle）」状態に遷移する。
−

切 断 Ｄ Ｐ が 特 定 の レ グ に Ｅ Ｄ Ｐ − Ｒとして設定されている場合、ＢＣＳＭイベント報告

（EventReportBCSM）オペレーションを送出し、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移
する。
− 切断ＤＰがＥＤＰ−Ｎとして設定されている場合、ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オ
ペレーションを送出し、「空き（Idle）」状態に遷移する。
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＊

（「空き（Idle）」状態を除く）任意の状態で、課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
オペレーションにより以前に要求され、かつ課金イベントがＣＣＦにより検出された場合、課金イベント通
知（EventNotificationCharging）オペレーションがＳＣＦに送信される。この場合、状態遷移は起こらない。
各ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスはアプリケーションタイマＴＳＳＦを持つ。このタイマの目的は、過度の呼
の中断時間を避けることと、ＳＳＦ−ＳＣＦ間のアソシエーションを保護することである。
ＴＳＳＦは以下のような場合に設定される。
− ＳＳＦが、ＴＤＰ−Ｒ（11.5.2.2 節 状態ｃ：「指示待ち（Waiting for Instructions）」参照）のイニ
シャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを送出する場合。
−

上記以外の任意の状態でＣＳ対応ＦＳＭが「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態（11.5.2.2

節参照）になる場合。
上記各々のケースにおいて、ＴＳＳＦはアプリケーションで定義される異なる値をとるかもしれない。
ＴＳＳＦ動作中に、あるオペレーションを受信または送信した時、ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスは最後に使
用した設定値にてＴＳＳＦを再スタートさせる。この場合の設定値は上記の各ケースに関連した値である。
「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態（11.5.2.2 節参照）以外では、ＴＳＳＦは使用されない。
ＴＳＳＦが満了した場合、ＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に遷移し、ＣＣＦは可能ならＢＣＳＭの
処理を進める。ＣＳＡ内の最後のＣＳ対応ＦＳＭの場合、ＳＣＦとの相互動作をアボートする。その他の場
合は、ＳＣＦへエンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションを送信する。
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＊

状態ｈ
暫定接続捕捉中

ｅ２３
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11.5.2.1

状態ａ：「空き（Idle）」

ＣＳ対応ＦＳＭは以下の様々な条件により「空き（Idle）」状態となる。
ＣＳ対応ＦＳＭは、関連するＣＳA 対応ＦＳＭインスタンスが「空き（Idle）」状態に遷移する場合に 「空
き（Idle）」状態に遷移する。
ＣＳ対応ＦＳＭは以下のいずれかの発生により「空き（Idle）」状態になる。
− 11.5.2 節で示される条件のもとで、任意の他の状態で呼が途中放棄された場合、または１人以上の
通話者が切断した場合。
− 「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態において以下のオペレーションの１つが処理され、Ｅ
ＤＰが設定されていない時（遷移ｅ９）。
接続（Connect）
継続（Continue）
（このオペレーションは、2 つ以下のレグを持つ単一ＣＳに対してのみ適用可能であり、複数Ｃ
Ｓを持つＣＳＡに対する使用は有効ではない。）
− 「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態、においてアプリケーションタイマ ＴＳＳＦが満了した
時。
− 「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態（遷移ｅ９）
または「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」状態（遷移ｅ２５）

＊

において呼解放（ReleaseCall）オペレーションが処理された時。
− 「監視中（Monitoring）」状態において最終ＥＤＰ−Ｎが検出され、ＥＤＰ−Ｒが設定されていな
い時（遷移ｅ１２）。
− 「ソース」ＣＳに対する呼セグメント併合（MergeCallSegments）オペレーションを受信した時
（遷移ｅ９）。
− 「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」状態において以下が発生した時（遷移

＊

ｅ２５）。

＊

− 捕捉中の暫定接続が解放された時。

＊

− 他ＣＳにて発生したイベントによって暫定接続を有するＣＳの解放条件が満たされた時。

＊

この状態の間、以下の呼関連イベントが起こり得る。
− ＣＣＦからの可能性のあるＩＮ呼要求に関連して設定されたＴＤＰ−Ｒへの遭遇通知。 ＣＳ対応
ＦＳＭインスタンスはＤＰ処理で決められているように、関連するＣＳＡ対応ＦＳＭへイニシャル
ＤＰ（InitialDP）オペレーションを送出し、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態へ遷移する
（遷移ｅ４）。
ＤＰ処理規則は本標準第２編「ＤＰ処理」の項に記述している。
−

ＳＣＦから暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションが受信される。この場合、

＊

新たなＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが生成され、暫定接続のための回線設定処理を行う。回線が正常

＊

に設定された場合には、当該ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスは「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary

＊

Connection）」状態に遷移する（遷移ｅ２３）。回線設定が正常に完了しなかった場合、関連するＣ

＊

ＳＡ対応ＦＳＭインスタンスに通知され、当該ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスは「空き（Idle）」状態

＊

に遷移する。

＊

ＦＳＭが「空き（Idle）」状態の時にＳＣＦから受ける他のオペレーションはすべてエラーとして扱われ
なければらない。このイベントは保守機能へ通知される。

11.5.2.2

状態ｃ：「指示待ち（Waiting for Instructions）」

ＣＳ対応ＦＳＭは以下の様々な条件により「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態となる。
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− 「空き（Idle）」状態から 11.5.2.1 節に示す条件に遭遇時（遷移ｅ４）
− 「監視中（Monitoring）」状態からＥＤＰ−Ｒを検出した時（遷移ｅ１０）。
− 「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」状態から暫定接続の切断が生じた
時（遷移ｅ８）。
この状態では、ＣＳ対応ＦＳＭはＳＣＦからの指示を待っている。呼処理は中断され、この状態に遷移
する場合にはアプリケーションタイマ ＴＳＳＦが設定されなければならない。
この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
− ユーザが途中放棄、または切断する。これは 11.5.2 節に示す一般規則にしたがって処理されなけ
ればならない。
− ＴＳＳＦが満了する。ＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に遷移し、ＣＣＦは可能ならば呼をルー
チングする（例えば、終了アナウンスへのデフォルトルーチング）。ＴＳＳＦの満了は保守機能に通知
され、エンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションがＣＳＡ対応ＦＳＭへ送出される。
−

ＳＣＦからあるオペレーションを受信する。ＣＳ対応ＦＳＭインスタンスは以下に記述するよう

に受信したオペレーションに基づいて動作する。
以下のオペレーションがＳＣＦから受信され、ＳＳＦで処理され得るが異なる状態には遷移しない（遷
移ｅ１４）。
（「ターゲット」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments）
（「ソース」ＣＳの最終以外のレグに対する）レグ移動（MoveLeg）
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
以下のオペレーションがＳＣＦから受信され、ＳＳＦで処理され得る。そして「暫定接続終了待ち（Waiting
for End of Temporary Connection）」状態へ遷移する（遷移ｅ７）。
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
以下のオペレーションがＳＣＦから受信され、ＳＳＦで処理され得る。そして「監視中（Monitoring）」
状態（何らかのＥＤＰが設定されている場合）（遷移ｅ１１）、または「空き（Idle）」状態（遷移ｅ９）
へ遷移する。
接続（Connect）
継続（Continue）
（このオペレーションは、2 つ以下のレグを持つ単一ＣＳに対してのみ適用可能であり、複数ＣＳを持
つＣＳＡに対する使用は有効ではない。）
（ＣＳに対する）呼解放（ReleaseCall）オペレーションがＳＣＦから受信された場合、ＣＳ対応ＦＳＭイ
ンスタンスはＣＣＦに対してＣＳを解放することを指示し、呼に割り当てられたＣＣＦリソースが割り当
て解除されることを保証しなければならない。
（「ソース」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments）オペレーションがＳＣＦから受信
された場合、「ソース」ＣＳに関連するＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に戻る（遷移ｅ９）。
上記のオペレーションを処理する時、必要な呼処理情報はすべて呼制御機能（ＣＣＦ）へ提供される。
この状態で受信される他のオペレーションはすべて 11.5 節で述べる一般規則に基づいて処理されなけれ
ばならない。

11.5.2.3

状態ｄ：「ユーザ相互動作終了待ち（Waiting for End of User Interaction）」

11.5.2.4

状態ｅ：「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」

Ｃ Ｓ 対 応 Ｆ Ｓ Ｍ は 「 指 示 待 ち （ Waiting for Instructions ） 」 状 態 で 暫 定 接 続 確 立
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＃

（EstablishTemporaryConnection）オペレーションを受信して、「暫定接続終了待ち（Waiting for End of
Temporary Connection）」状態へ遷移する（遷移ｅ７）。
また、「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」状態でターゲットＣＳに対する呼セグメント

＊

併合（MergeCallSegments）またはレグ移動（MoveLeg）オペレーションを受信した場合に本状態に遷移す

＊

る（遷移ｅ２４）。

＊

この状態ではアプリケーションタイマＴＳＳＦは使用されない。つまりＴＳＳＦの満了はＣＳ対応ＦＳＭに対
して何の影響ももたらさない。

＊
＊

この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
− ＣＣＦから順方向接続の切断の指示を受信する。この場合、ＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting
for Instructions）」状態に遷移する（遷移ｅ８）。切断は発信者へは転送されない。
− ユーザが途中放棄する。この場合、11.5.2 節の一般規則に従って処理されなければならない。
− ユーザが切断する。この場合、11.5.2 節の一般規則に従って処理されなければならない。
−

＊

ＳＣＦから何らかのオペレーションを受信する。この場合、ＣＳ対応ＦＳＭは以下に記述するよ
うに受信したオペレーションに従って動作する。

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
（このオペレーションは、１つのレグを持つ単一ＣＳに対してのみ適用可能であり、複数ＣＳを持つＣＳＡ

＊

に対する使用は有効ではない）、

＊

またはアーギュメント付き順方向接続切断
（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションがＳＣＦから受信され、この状態でＣＳ対応
ＦＳＭにて処理され得る。呼切断がＳＲＦから受信することもある。どちらの場合でも、この処理はＳＲＦ
との接続の解放を引き起こし、その結果「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する。切断は他
の話者へは転送されない（遷移ｅ８）。
この状態で受信される他のオペレーションはすべて 11.5 節で述べる一般規則に基づいて処理されなけれ
ばならない。

11.5.2.5

状態ｆ：「監視中（Monitoring）」

１つ以上のＥＤＰが設定されている場合に、以下のオペレーションの１つを受信した場合、ＣＳ対応Ｆ
ＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態（遷移ｅ１１）から「監視中（Monitoring）」状態に遷
移する（11.5 節参照）。
接続（Connect）
継続（Continue）
（このオペレーションは、2 つ以下のレグを持つ単一ＣＳに対してのみ適用可能であり、複数ＣＳを持
つＣＳＡに対する使用は有効ではない。）

＊

アプリケーションタイマ ＴＳＳＦはこの状態へ遷移する時に停止される。
この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
− ＥＤＰ−ＮがＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーションの送出によってＳＣＦに
通知される。１つ以上のＥＤＰが設定がされている場合、ＣＳ対応ＦＳＭは「監視中（Monitoring）」
状態にとどまる（遷移ｅ１６）。設定されたＥＤＰが残っていない場合、ＣＳ対応ＦＳＭは「空き
（Idle）」状態に遷移する（遷移ｅ１２）。
− ＥＤＰ−ＲがＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーションの送出によってＳＣＦに
通知される。ＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting For Instructions）」状態に遷移する（遷移ｅ１０）。
− ＳＣＦから何らかのオペレーションを受信する。ＣＳ対応ＦＳＭは以下に記述するように受信した
オペレーションに従って動作する。
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− ユーザが途中放棄または切断する場合、11.5.2 節の一般規則に従って処理されなければならない。

この状態で受信される他のオペレーションはすべて 11.5 節で述べる一般規則に基づいて処理されなけれ
ばならない。

11.5.2.6

状態ｇ：「ファシリティイベント待ち（Waiting for Facility Event）」

＃

11.5.2.7

状態ｈ：「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」

＊

空き状態にて暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションを受信することによって、本
状態に遷移する。本状態では、ＣＳ内に捕捉された暫定接続のみが存在し、レグは存在しない。
この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
‑ 以 下 の オ ペ レ ー シ ョ ン の 一 つ を 受 信 し、「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary
Connection）」状態に遷移する（遷移ｅ２４）。
（「ターゲット」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments）
（「ターゲット」ＣＳに対する）レグ移動（MoveLeg）
‑ 以下のオペレーションを受信し、「空き（Idle）」状態に遷移する（遷移ｅ２５）。
（指定されたＣＳに対する）呼解放（ReleaseCall）
‑ アシストＳＳＦ／ＳＲＦからのベアラ切断信号を受信し、「空き（Idle）」状態に遷移する（遷移ｅ
２５）。この場合、切断信号を受信した暫定接続を捕捉していたＣＳ及び当該ＦＳＭインスタンスは
解放され、ＳＣＦへは当該ＣＳが解放されたことを通知するためのエンティティ解放完了
（EntityReleased）オペレーションが送信される。

11.6

アシストＳＳＦ ＦＳＭ

＃

11.7

ハンドオフＳＳＦ ＦＳＭ

＃

11.8

ユーザサービス相互動作ＵＳＩ ＦＳＭ

＃

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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１２．ＳＣＦ応用エンティティ手順
12.1

概要

この節では、ＳＣＦ−ＳＳＦインタフェースに関するＳＣＦ応用エンティティ（ＡＥ）手順の定義につ
いて記述する。この手順は、ＳＳ７の使用に基づく。
さらに他の能力がインプリメントに依存した方式で、ＳＣＰでサポートされるかもしれない。
ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７００、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１及びＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１４００に定義されて
いるアーキテクチャにもあるように、ＡＥはトランザクション機能（ＴＣ）とＴＣユーザと呼ばれるーつ
あるいは複数のＡＳＥを含む。以下の節では、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で規定するプリミティブを用い
てＴＣとインタフェースする、ＴＣ−ユーザＡＳＥ及びＳＡＣＦ／ＭＡＣＦ規則を定義する。
手順には、定義されたアプリケーションレイヤ構造をサポートする他のメッセージに基づく信号方式が
同等に使用されるかもしれない。本文は決してサービス論埋プログラム（ＳＬＰ）への制限を指示するも
のではない。
以下の記述に定義するＡＥ手順の解釈が、詳細手順やＴＣサービスの利用規則と異なっている場合は、
17 章及び 18 章に含まれる記述や規則に従わなければならない。

12.2

モデルとインタフェース

ＡＥ−ＳＣＦの機能モデルを図 4-12-1/JT-Q1228-b に示す。ＡＳＥはＳＳＦ、ＳＲＦとの通信をサポー
トするプロトコルレイヤとインタフェースし、また、サービス論理プログラム及び保守機能とインタ
フェースする。本標準の範囲は図 4-12-1/JT-Q1228-b の網掛け部分に限られる。
図 4-12-1/JT-Q1228-b で示されるインタフェースは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１［インタフェース（１）］
で定義されるＴＣ−ユーザＡＳＥプリミティブとＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１［インタフェース（２）］で
定義されるＮ−プリミティブを使用する。ＩＮＡＰのオペレーションとパラメータは、本標準の 4 章と 5
章に定義される。
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アプリケーションプロセス起動
（サービス論理プログラム、保守機能）
サービス実行環境

ＭＡＣＦ

ＡＳＥ

ＡＳＥ

Ｓ
Ａ

Ｓ
ＡＳＥ

Ａ

Ｃ
Ｆ

ＲＯＳＥ

Ｃ
Ｆ

ＴＣＡＰ

ＴＴＣ標準
ＪＴ−Ｑ９３１

図４−１２−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＣＦ ＡＥの機能モデル

12.3

ＳＣＦ ＦＳＭとＳＬＰ／保守機能の関係

ＳＣＦ ＦＳＭとＳＬＰ／保守機能の間のプリミティブインタフェースは、内部インタフェースであり、
本標準の対象外である。
ＳＣＦ呼状態モデル（ＳＣＳＭ）のインスタンスにはＳＳＦ／ＳＲＦに関連する状態を表現するＦＳＭ
がある。ＳＳＦ／ＳＲＦに関連する状態は、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ、ＣＳＡ対向ＦＳ
Ｍ、ＣＳ対向ＦＳＭから構成される。
以下に、エンティティの機能的な能力よりもオペレーションの正しい順序を定義することを主な目的と
して、ＳＣＦと他の機能エンティティ間インタフェースの手順上の特徴を体系的に記述する。従って、本
記述はＳＣＦ機能能力のサブセットについてのみを示す。
ＳＬＰとＳＣＦ ＦＳＭ間の関係を（呼がエンドユーザから起動された場合について）以下に記述する。
− ＩＮ呼処理の要求をＳＳＦから受信した場合、ＳＣＦ呼状態モデル（ＳＣＳＭ）のインスタンス
が生成され、適切なＳＬＰが起動される。
ＳＣＦ ＦＳＭは要求されたようにＳＳＦ ＦＳＭとの相互動作を処理し、必要に応じてイベントをＳ
ＬＰに通知する。
複数の要求は同時に、非同期的にＳＣＦにより実行される。これは、ＳＣＦ ＦＳＭオブジェクトの生
成、起動及び維持のタスクを実行する単一のエンティティが必要であることを示している。
図 4-12-2/JT-Q1228-b にＳＣＦ ＦＳＭの構成を示す。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＳＳＦ

ＳＲＦ

ＦＥＡＭ

ＳＣＭＥ−制御

ＳＣＳＭ−ＳＳＦ／ＳＲＦ

ＳＣＭＥ ＦＳＭ

図４−１２−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＣＦ ＦＳＭの構成

ＳＣＦ管理エンティティ（ＳＣＭＥ）ＦＳＭはＳＣＦとＳＣＦ管理機能間の相互動作を取り扱う。
ＳＳＦ／ＳＲＦ ＦＳＭ（ＳＣＳＭ−ＳＳＦ／ＳＲＦ）はＳＳＦ／ＳＲＦのＦＳＭとの相互動作を取り
扱う。
但し、ＳＲＦ関連のＦＳＭについては、網Ｂ内でのインプリメント条件に依存するため、本標準の対象
外である。

＊

ＳＳＦから受信したオペレーションの実行に関連する管理機能はＳＣＭＥによって実行される。ＳＣＭ
ＥはＳＣＭＥ−制御と複数のＳＣＭＥ

＊

ＦＳＭから構成される。 ＳＣＭＥ−制御は、機能エンティティ

アクセス管理（ＦＥＡＭ）とインタフェースすると同様に異なるＳＣＳＭ（すなわちＳＣＳＭ−ＳＳＦ）、
ＳＣＭＥ ＦＳＭそれぞれとインタフェースする。
ＳＣＭＥ−制御はＳＣＦ ＦＳＭ（例えばＳＣＳＭ−ＳＳＦ）の全てのインスタンスのためにＳＳＦと
のアソシエーションを維持する。
ＳＣＦ ＦＳＭのこれらのインスタンスは、ＳＣＦ関連イベントに同期、非同期的に生成される。これ
は、ＳＣＦ ＦＳＭオブジェクトの生成、起動及び維持のタスクを実行する単一のエンティティが必要で
あることを示している。 特に、ＳＣＭＥ−制御は、以下のタスクを実行する。
１） 他のＦＥからの入力メッセージを解釈し、対応ＳＣＳＭイベントへそれらを翻訳する。
２） ＳＣＳＭ出力を他ＦＥへの適切なメッセージに翻訳する。
３） （呼制御と）非同期の動作（そのような動作の１つは活性化試験である）を実行する。
４） ＳＣＦと他のＦＥ間の永続的な相互動作を提供する。
５） ＳＣＦにおける管理と監視機能に関連した（呼処理と）非同期の動作を処理したり、ＳＣＭＥ Ｆ
ＳＭのインスタンスを生成する。
ＳＣＭＥ ＦＳＭの異なるコンテクストは、起動オペレーションで与えられるアドレス情報に基づいて
区別されるかもしれない。
最後に、ＦＥＡＭは低レベルのインタフェース機能をＳＣＭＥから解放している。ＦＥＡＭの機能は以
下のものを含む。
１） ＳＳＦとのインタフェースを確立し維持する。
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２） ＳＳＦから受信したメッセージをＳＣＭＥに渡し、また（必要ならば）行列待ちする。
３） ＳＣＭＥから受けたメッセージをフォーマットし、（必要ならば）行列待ちし、ＳＳＦへ送出す
る。

部分的ＳＣＦ管理エンティティ（ＳＣＭＥ）状態遷移図

12.4

ＳＣＭＥ状態遷移の主要部分は図 4-12-3/JT-Q1228-b で説明される。

（ｅｍ９）ＳＳＦへの活性化試験

Ｍ５．活性化試験空き
(Activity Test Idle)

Ｍ６．活性化試験応答待ち
(Waiting for Activity Test Response)
（Ｅｍ１０）ＳＳＦからの応答
（ｅｍ１１）相互関係の終了
（Ｅｍ１２）ＴＣＡＰのアボート

図４−１２−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＣＭＥの活性化試験ＦＳＭ

ＳＣＭＥは以下のオペレーションを処理する。
− 活性化試験（ActivityTest）
上記に挙げられていないオペレーションはＳＣＭＥ状態に影響しない。これらのオペレーションは関連
したＳＣＳＭに引き渡される。

12.4.1

状態Ｍ１：「状態報告空き（Status report idle）」

＃

12.4.2

状態Ｍ２：「ＳＳＦリソース状態報告待ち（Wating for SSF resource status report）」

＃

12.4.3

状態Ｍ３：「サービスフィルタ空き（Service filtering idle）」

＃

12.4.4

状態Ｍ４：「ＳＳＦサービスフィルタ応答待ち

＃

（Wating for SSF service filtering response）」
12.4.5

状態Ｍ５：「活性化試験空き（Activity Test Idle）」

以下のイベントがこの状態において考えられる。
− （ｅｍ９）ＳＳＦへの活性化試験：これは内部イベントであり、ＳＣＦの活性化試験タイマの満
了後、活性化試験（ActivityTest）オペレーションを送信することによって生じる。このイベントは
状態Ｍ６「活性化試験応答待ち（Waiting for Activity Test Response）」への遷移をもたらす。

12.4.6

状態Ｍ６：「活性化試験応答待ち（Waiting for Activity Test Response）」

この状態において、ＳＣＦはＳＳＦからの活性化試験応答を待ち受けている。以下のイベントがこの状
態において考えられる。
− （Ｅｍ１０）ＳＳＦからの活性化試験応答：これは外部イベントであり、以前にＳＳＦに対して
送信した活性化試験（ActivityTest）オペレーションの応答を受信することによって生じる。このイ
ベントは状態Ｍ５「活性化試験空き（Activity Test Idle）」への遷移をもたらす。
− （ｅｍ１１）相互関係の終了：これは内部イベントであり、ＳＣＦの活性化試験オペレーション
ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 232 −

＃

タイマの満了によって生じる。このイベントは状態Ｍ５「活性化試験空き（Activity Test Idle）」へ
の遷移をもたらす。
− （Ｅｍ１２）ＴＣＡＰのアボート：これは外部イベントであり、以前にＳＳＦに対して送信した
活性化試験（ActivityTest）オペレーションの応答に対するＴＣＡＰからのＰ−アボートを受信する
ことによって生じる。このイベントは状態Ｍ５「活性化試験空き（Activity Test Idle）」への遷移を
もたらす。

12.4.7

状態Ｍ７：「トリガデータ管理空き（ManageTriggerData idle）」

＃

12.4.8

状態Ｍ８：「トリガデータ管理応答待ち（Wating for ManageTriggerData response）」

＃

12.4.9

リソース制御オブジェクト

＃

12.5

ＳＣＦ呼状態モデル（ＳＣＳＭ）

ＳＣＳＭにはＳＳＦ／ＳＲＦ関連の状態を持つＦＳＭがある。
ＳＣＳＭのインスタンスはＳＣＭＥ−制御から受けた全てのイベントを適切なＦＳＭ （ＳＳＦ／ＳＲ
Ｆ対向あるいはＳＣＭＥ対応）に送信する。 ＦＳＭのインスタンスが存在しなかった場合は、 ＳＣＭＥ
−制御はそれを生成し、イベントを送信する。その後、ＳＳＦ／ＳＲＦ対向ＦＳＭは要求に応じてＣＳＡ
対向ＦＳＭのインスタンスを生成する。ＣＳＡ対向ＦＳＭは要求に応じてＣＳ対向ＦＳＭのインスタンス
を生成する。
２つ以上の状態に適用できる一般規則を以下に示す。
任意の状態において、受信したオペレーションにエラーがあった場合、ＳＬＰと保守機能は通知を受け
る。
一般的には、ＳＣＳＭは同じ状態に留まるが、16 章に記述されるような特殊な場合には異なるエラー処
理が行われ得る。オペレーションのクラスによって、エラーはＳＳＦへ報告され得る（ＴＴＣ標準ＪＴ−
Ｑ７７４参照）。
１つのオペレーション又は複数のオペレーションを含む１つ以上のＴＣメッセージで送出される、１つ
あるいは一連のコンポーネントの一般的な規則は、11.5 節に規定し、ここでは記述しない。
ＳＣＦにおけるエラー応答受信時の一般規則は以下の通りである。

＊

送信オペレーションに対する対向からのエラー応答受信時、ＳＣＦ ＦＳＭは当該オペレーション送信

＊

前の適切な状態に遷移しなければならない。送信コンポーネントのエラー後に処理されうる送信済みコン

＊

ポーネントに対する後続動作による状態遷移、及びエラー発生を起因として発生するイベント（対向から

＊

のさらなるエラー応答等）を考慮したＦＳＭ規定は本標準の対象外であるが、インプリメントにおいては

＊

エラー発生後のサービス継続のために考慮されなければならない。

＊

12.5.1

ＳＳＦ／ＳＲＦ関連状態（ＳＣＳＭ−ＳＳＦ／ＳＲＦ）

ＳＳＦ／ＳＲＦ関連状態には、 ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ、ＣＳＡ対向ＦＳＭ、ＣＳ
対向ＦＳＭが含まれる。これらのＦＳＭ間の相互動作は図 4-12-4/JT-Q1228-b に示される。
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ＳＣＭＥ−制御

ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ

ＣＳＡ対向ＦＳＭ

ＣＳ対向ＦＳＭ

図４−１２−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＣＳＭ−ＳＳＦ／ＳＲＦにおけるＦＳＭ間の相互動作

ＳＣＦ−ＳＳＦインタフェースに関する呼制御関連オペレーションは（ＳＣＭＥ関連オペレーションを
除く）、以下のものに分類される。
１） 呼処理関連（Call-processing-related）オペレーション
２） 非呼処理関連（Non-call-processing-related）オペレーション
呼処理関連オペレーションは、以下の２つの組に分類される。
− 接続（Connect）
− 継続（Continue）
及び
− 順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
− アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
− 暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
− 呼解放（ReleaseCall）
− 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼処理関連オペレーションの最初の組については、ＳＣＦは、ＳＳＦに対して、一連のＴＣメッセージ
で、または、コンポーネントシーケンスで同じ組の２つのオペレーションを送出することはなく、一度に、
これらのうち一つだけを送出する。最初の組の２つのオペレーションは、ＳＣＳＭにおいて受信された少
なくとも一つのＥＤＰ−Ｒメッセージにより分離されるべきである。同様のことが、暫定接続確立
（EstablishTemporaryConnection）、暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）、呼解放（ReleaseCall）
オペレーションの内のいずれか一つが後続する最初の組の任意のオペレーションに適用される。
非呼処理関連オペレーションは、ＳＣＦ−ＳＳＦインタフェースにおける上記以外のオペレーションで
ある（但し、ＳＣＭＥ関連のオペレーションは除く）。サービス論理が並列にオペレーションの送出を必
要とする場合、これらは一連のコンポーネントで送出される。
以下ではそれぞれのＦＳＭについて記述する。状態番号ならびにイベント番号の先頭の文字「Ｓ」、
「Ｉ」、「Ｃ」は、それぞれＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ、ＣＳＡ対向ＦＳＭ、ＣＳ対向
ＦＳＭを示す。

12.5.1.1

ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ1
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＊

Ｓ１ 空き
（Idle）

ＳＳＦへの例外

（Ｓｅ４）処理完了

（Ｓｅ５）処理失敗

（ＳＥ２）ＳＳＦからの問い合わせ

Ｓ２ ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中
（Preparing SSF/SRF Instructions）
（Ｓｅ６）遷移なし内部イベント
（ＳＥ７）遷移なし外部イベント

図４−１２−５／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＳＣＳＭ−ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ

図 4-12-5/JT-Q1228-b は、ＩＮ呼処理中のＳＣＰのＳＣＦ ＦＳＭ部分の手順に関する、ＳＳＦ／ＳＲ
Ｆインタフェース対向ＦＳＭの一般状態図を示す。それぞれの状態は、以下の一つの節で論じられる。Ｓ
ＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing SSF/SRF Instructions）の状態は、サブ状態で構成された内部サブＦＳ
Ｍを持つ。
ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは、無用に長期のアシスト／ハンドオフによる中断を避ける
ため、アプリケーションタイマＴASSIST/HAND-OFF を持つ。
網Ｂから網Ａへの相関ＩＤ（correlationID）を伴う暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）、接続

＊

（Connect）、暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）の指示に基づき、網ＡのＳＳＦ／ＣＣＦから

＊

網ＢのＳＳＦ／ＣＣＦに回線設定がなされ、その設定が完了したことが網Ｂインプリメントに依存した方

＊

法により網ＢのＳＣＦに通知される。このとき、網ＢのＳＣＦと網ＡのＳＳＦとの間に相互関係が継続さ

＊

れる場合には、網ＢのＳＣＦの網Ａへの指示時点からある一定時間以内に当該ＳＣＦが回線の確立を認識

＊

されることを監視するために、ＴASSIST/HAND-OFF が網ＢのＳＣＦにおいて保有される。このタイマは網Ｂの

＊

ＳＣＦから網ＡのＳＳＦへの上記指示が行われた時点で設定され、網ＢのＳＣＦが上記のような回線の確

＊

立の通知を受けた時点で停止される。本タイマが満了した場合、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳ

＊

Ｍはサービス論理及び保守機能に通知し、そのまま「ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing SSF/SRF

＊

Instructions）」状態に残る。網ＢのＳＣＦと網ＡのＳＳＦとの間に相互関係が継続しない場合の扱いは、

＊

網Ｂのインプリメント依存である。

＊

ＴASSIST/HAND-OFF を起動させるオペレーション送信によりＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは

＊

「網Ｂでのアシスト処理中」状態に遷移するが、当該オペレーションに対応するエラー応答受信時は一般

＊

規則に従って当該オペレーション送信前状態に遷移すると共に当該オペレーション送信に伴って開始さ

＊

れた関連ＴASSIST/HAND-OFF は全て停止されなければならない。

＊

12.5.1.1.1

状態Ｓ１：「空き（Idle）」

以下のイベントがこの状態においておこりえる。
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− （ＳＥ２）ＳＳＦからの問い合わせ：これは外部イベントであり、以下のオペレーションを受信
することで生じる。
‑

イニシャルＤＰ（InitialDP）

このイベントは状態Ｓ２「ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing SSF/SRF Instructions）」への遷移をも
たらす。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは、新たなＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスを生成し、
このイベントをそのＦＳＭに送信する。

12.5.1.1.2

状態Ｓ２：「ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing SSF/SRF Instructions）」

以下のイベントがこの状態においておこりえる。
− （Ｓｅ４）処理完了：これはサービスの終了によって生じる内部イベントである。この時、ＳＣ
ＦはＳＳＦに対する処理を終了している。このイベントは、状態Ｓ１「空き（Idle）」への遷移を
もたらす。
− （Ｓｅ５）処理失敗：この（内部）イベントは、適切な例外処理および状態Ｓ１「空き（Idle）」
への遷移をもたらす。
注： 本標準では、以降、例外処理については定義しない。しかしながら、全ての関連するリソー
スの解放や、ＳＳＦへの適切な応答メッセージの送信がなされることを前提としている。こ
れは全てのサブ状態がイベントＳｅ５を取り扱うものの、モデル化されないことを意味して
いる。
− （Ｓｅ６）遷移なし内部イベント：これは内部イベントであり、サービス論理処理プログラムイ
ンスタンス（ＳＬＰＩ）あるいは他の関連するＦＳＭインスタンスによって引き起こされる。ＳＳ
Ｆ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは関係するＦＥにオペレーションを送信することもある。こ
の場合、関連するＦＳＭは既に存在している。このイベントは、同状態への遷移をもたらす。
− （ＳＥ７）遷移なし外部イベント：これは外部イベントであり、他のＦＥからのイベントの受信
によって引き起こされる。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭはイベントを処理し、必要な
らば、関連する適切なＦＳＭにそのイベントを引き渡す。この場合、関連するＦＳＭは既に存在し
ている。このイベントは、同状態への遷移をもたらす。
この状態では、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭが受信したイベントは全て、当該ＳＳＦ／Ｓ
ＲＦインタフェース対向ＦＳＭに関係するＦＳＭの内、当該イベントに関連する全てのＦＳＭに送信され
る。
この状態では、すべての関連するＦＳＭがなくなり、かつ動作中であるアプリケーションタイマＴ
ASSIST/HAND-OFF

がなくなった時点で、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭインスタンスは状態Ｓ１

「空き（Idle）」に遷移し消失する。しかしながら、すべての関連するＦＳＭがなくなった場合でも動作
中であるＴASSIST/HAND-OFF が存在した際には、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭインスタンスはこ
の状態に留まる。
この状態に関する手順をさらに記述すると、この状態は、以下の２つの節に示すように、２つのサブ状
態に分割することができる（このサブ分割は、図 4-12-6/JT-Q1228-b に図示される）。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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（ＳＥ２）

（Ｓｅ２．８）遷移なし内部イベント
（ＳＥ２．９）遷移なし外部イベント

（Ｓｅ２．２）処理完了

Ｓ２．１ アシスト要求空き
（Assist Request Idle）

（Ｓe４）

（Ｓｅ２．６）最終アシストタイマ満了
（ＳＥ２．７）最終アシスト要求受信
（Ｓｅ２．１）ＳＳＦ／ＳＲＦに対
するアシスト要求

（Ｓｅ２．１０）遷移なし内部イベント
（ＳＥ２．１１）遷移なし外部イベント
Ｓ２．２ 網Ｂでのアシスト処理中

（ＳＥ２．５）非最終アシスト要求受信
（Ｓｅ２．４）非最終アシストタイマ満了
Ｓ２ ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中
（Preparing SSF/SRF Instructions）

図４−１２−６／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
状態Ｓ２ＦＳＭの部分拡張

12.5.1.1.2.1

状態Ｓ２．１：「アシスト要求空き（Assist Request Idle）」

以下のイベントがこの状態においておこりえる。
−

（Ｓｅ２．１）ＳＳＦ／ＳＲＦに対するアシスト要求:これは内部イベントであり、ユーザ相互

＊

動作のために網Ｂ内のアシスト／ハンドオフＳＳＦ、または、網Ｂ内での直接ＳＣＦ−ＳＲＦ接続

＊

が必要である時に生じる。この場合、ＳＣＳＭは、ルーティングのための網Ｂ内のアシスト／ハン

＊

ドオフＳＳＦアドレス、あるいは、ＳＲＦアドレスと一緒に、網Ａ内の起動ＳＳＦに以下のオペレー

＊

ションの一つを送信する。

＊

‑

暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）（アシスト手順の場合）

＊

‑

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）（アシスト手順の場合）

＊

‑

接続（Connect）

＊
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このイベントは状態Ｓ２．２「網Ｂでのアシスト処理中（Wating for Assist Request）」への遷移

＊

をもたらす。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭはアプリケーションタイマＴASSIST/HAND-OFF

＊

（ハンドオフ手順の場合は、タイマの設定の有無については網Ｂのインプリメント依存条件により

＊

決定される）を開始する。ただし、暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションの

＊

場合、要求した暫定接続数分のＴASSIST/HAND-OFF を開始する必要がある。

＊

− （Ｓｅ２．２）処理完了：これは内部イベントである。このイベントはＳＳＦ／ＳＲＦインタフェー
ス対向ＦＳＭのイベント（Ｓｅ４）に対応する遷移を引き起こす。
− （Ｓｅ２．８）遷移なし内部イベント：これは内部イベントであり、ＳＬＰＩあるいは他の関連
するＦＳＭインスタンスによって引き起こされる。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは関
係するＦＥにオペレーション（暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）オペレーション、
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーション、およびハンドオフのための

＊

接続（Connect）オペレーションは除く）を送信することもある。この場合、関連するＦＳＭ

＊

は既に存在している。このイベントは、同状態への遷移をもたらす。
− （ＳＥ２．９）遷移なし外部イベント：これは外部イベントであり、他のＦＥからのイベントの
受信によって引き起こされる。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭはイベントを処理し、必
要ならば、関連する適切なＦＳＭにそのイベントを引き渡す。この場合、関連するＦＳＭは既に存
在している。このイベントは、同状態への遷移をもたらす。

12.5.1.1.2.2

状態Ｓ２．２：「網Ｂでのアシスト処理中」

＊

この状態では、 ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは網Ｂ内のインプリメントに依存した条件

＊

により、網Ｂ内のＳＳＦまたはＳＲＦからのアシスト手順用の回線の確立の通知を待ち受け、それが到達

＊

した以降、網Ｂ内のＳＣＦ、ＳＳＦ、ＳＲＦ間の連携によりユーザ相互動作に関する処理を行う。この状

＊

態に入った時、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭはアプリケーションタイマＴASSIST/HAND-OFF を起

＊

動する。

＊

この状態では以下のイベントが考えられる。
− （Ｓｅ２．４）非最終アシストタイマ満了：これは内部イベントであり、既に設定されていたあ
る一つのＴASSIST/HAND-OFF の満了によって引き起こされる。この場合、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェー
ス対向ＦＳＭはＳＬＰＩに通知し、同状態に留まる。
− （ＳＥ２．５）非最終アシスト要求受信：これは外部イベントであり、網Ｂ内のＳＳＦまたはＳ

＊

ＲＦからのアシスト手順用の回線の確立の通知によって引き起こされる。この場合、ＳＳＦ／ＳＲ

＊

Ｆインタフェース対向ＦＳＭは対応するＴASSIST/HAND-OFF を停止し、ユーザ相互動作に関する処理を

＊

実施する。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは同状態に留まる。

＊

− （Ｓｅ２．６）最終アシストタイマ満了：これは内部イベントであり、既に設定されていた最終
のＴASSIST/HAND-OFF の満了によって引き起こされる。この場合、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向
ＦＳＭはＳＬＰＩに通知し、状態Ｓ２．１「アシスト要求空き（Assist Request Idle）」へ遷移する。
− （ＳＥ２．７）最終アシスト要求受信：これは外部イベントであり、網Ｂ内のＳＳＦまたはＳＲ

＊

Ｆからのアシスト手順用の回線の確立の通知によって引き起こされる。この場合、ＳＳＦ／ＳＲＦ

＊

インタフェース対向ＦＳＭは対応するＴASSIST/HAND-OFF を停止し、ユーザ相互動作に関する処理を実

＊

施する。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは、状態Ｓ２．１「アシスト要求空き（Assist

＊

Request Idle）」へ遷移する。

＊

− （Ｓｅ２．１０）遷移なし内部イベント：これは内部イベントであり、ＳＬＰＩあるいは他の関

＊

連するＦＳＭインスタンスによって引き起こされる。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは

＊

関係するＦＥにオペレーション（暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）オペレーション、

＊
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暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーション、およびハンドオフのための接続

＊

（Connect）オペレーションは除く）を送信することもある。この場合、網Ｂ内のＳＳＦまたはＳ

＊

ＲＦからのアシスト手順用の回線の確立の通知を待っている関連ＦＳＭは既に存在している。この

＊

イベントは、同状態への遷移をもたらす。

＊

− （ＳＥ２．１１）遷移なし外部イベント：これは外部イベントであり、他のＦＥからのイベント

＊

（網Ｂ内のＳＳＦまたはＳＲＦからのアシスト手順用の回線の確立通知オペレーションは除く）の

＊

受信によって引き起こされる。ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭはイベントを処理し、必

＊

要ならば、関連する適切なＦＳＭにそのイベントを引き渡す。この場合、網Ｂ内のＳＳＦまたはＳ

＊

ＲＦからのアシスト手順用の回線の確立の通知を待っている関連ＦＳＭは既に存在している。この

＊

イベントは、同状態への遷移をもたらす。

＊
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12.5.1.2 ＣＳＡの有限状態機構
図 4-12-7/JT-Q1228-b は、ＩＮ呼の処理中に、ＳＣＰのＳＣＦ ＦＳＭ部分についての手順に関するＣＳＡ対向ＦＳ
Ｍの一般状態図を示す。各状態は以下の節にてそれぞれ記述される。
ＣＳＡ対向ＦＳＭは、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭからの外部イベントを受信し、直接それらを処理
するか、関連するＣＳ対向ＦＳＭに対しそれらを引き渡す。ＣＳＡ対向ＦＳＭは、ＳＬＰＩからの内部イベント、又は
外部ＦＥへ送出するためにＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭへのオペレーション送出を指示する関連のＣＳ対
向ＦＳＭからの内部イベントを受信する。ＣＳＡ対向ＦＳＭは、ＣＳＡ対向ＦＳＭに影響を及ぼすＳＳＦ／ＳＲＦイン
タフェース対向ＦＳＭから送出されるオペレーションの内部通知も受信する。

12.5.1.2.1 状態Ｉ１「ＳＳＦ制御空き（SSF Control Idle）」
ＣＳＡ対向ＦＳＭは、以下のうちの１つが発生した場合「ＳＳＦ制御空き（SSF Control Idle）」状態に遷移する。
− ＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスと関連する全てのＣＳ対向ＦＳＭインタフェースが解放された場合
ＣＳＡ対向ＦＳＭが「ＳＳＦ制御空き（SSF Control Idle）」状態に遷移した場合、関連のＳＳＦ／ＳＲＦインタ
フェース対向ＦＳＭに通知されなければならない。
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （ＩＥ１）ＳＳＦからの問合わせ：これは外部イベントであり、以下のオペレーションを受信することにより
引き起こされる。
− （ＴＤＰ−Ｒに関する）イニシャルＤＰ（Initial DP）
このイベントは、状態Ｉ２「ＳＳＦ指示準備中（Preparing SSF Instructions）」への遷移を引き起こす。
ＣＳＡ対向ＦＳＭは、新しいＣＳ対向ＦＳＭインスタンスを生成し、このイベントをそのＦＳＭに転送する。

12.5.1.2.2 状態Ｉ２「ＳＳＦ指示準備中（Preparing SSF Instructions）」
この状態では、ＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスは、ＳＣＦからの指示と、ＣＳ対向ＦＳＭインスタンスやＳＳＦ／
ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭから受信したイベントを処理する。
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｉｅ２）遷移なし内部イベント：これは内部イベントであり、以下の場合に引き起こされる。
− ＳＬＰＩが、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭへ以下のオペレーションを送出するようＣＳＡ
対向ＦＳＭインスタンスに指示する場合
− 呼解放（ReleaseCall）
− レグ移動（MoveLeg）
− 呼セグメント併合（MergeCallSegments）
（注）この場合、ＳＳＦは「ソース」ＣＳを削除し、「ソース」ＣＳのレグを「ターゲット」ＣＳに
接続する。ＣＳＡ対向ＦＳＭは、「ソース」ＣＳ対向ＦＳＭインスタンスにイベントを送信し、
ＦＳＭインスタンスを解放する。ＣＳＡ対向ＦＳＭは、「ターゲット」ＣＳ対向ＦＳＭインスタ
ンスにイベントを送信する。
− ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
− 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

（注）暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションの送信が要求された場合、

＊

新たな CS 対向 FSM インスタンスを指定された数だけ生成し、当該イベントを当該新規 CS FSM イ

＊

ンスタンスに通知する。当該オペレーションに対するエラー応答を受信した場合には、当該オペ

＊

レーションにより生成した全ての CS 対向 FSM インスタンスは解放されなければならない。

＊

− 関連するＣＳ対向ＦＳＭインスタンスが以下のオペレーション送出を要求する場合
− 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
− 課金情報送出（SendChargingInformation）
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− 暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
− 順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
− アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
− 接続（Connect）
− 継続（Continue）
− 呼解放（ReleaseCall）
− ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭ内のアプリケーションタイマ Tassist/hand‑off が満了した場
合
この場合、まだ関連するＦＳＭが存在している。このイベントは同一状態への遷移を引き起こす。
− （ＩＥ３）遷移なし外部イベント：これは外部イベントであり、他のＦＥからのイベントを受信時に引き起こ
される。ＣＳＡ対向ＦＳＭは、必要ならばイベントを処理し、関連するＦＳＭにイベントを引き渡す。
− ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）
− エンティティ解放完了（EntityReleased）
− 課金イベント通知（EventNotificationCharging）
この場合、関連するＦＳＭがまだ存在している。このイベントは同一状態への遷移を引き起こす。
− （Ｉｅ５）空きへの内部イベント：これは内部イベントであり、以下の場合に引き起こされる。
− 最後のＣＳ対向ＦＳＭインスタンスが「空き（Idle）」状態に遷移する場合
この場合、関連するＦＳＭはもはや存在しない。このイベントは状態Ｉ１「ＳＳＦ制御空き（SSF Control
Idle）」への遷移を引き起こす。
− （Ｉｅ６）処理失敗：この（内部）イベントは、適切な例外処理及び状態Ｉ１「ＳＳＦ制御空き（SSF Control
Idle）」への遷移を引き起こす。

12.5.1.3 コールセグメントの有限状態機構
図 4‑12‑8/JT‑Q1228‑b は、ＩＮ呼の処理中に、ＳＣＰのＳＣＦ ＦＳＭ部分についての手順に関する、ＣＳ対向Ｆ
ＳＭの一般状態図を示す。各状態は以下の節にてそれぞれ記述される。以下のオペレーション（ＣＰＨオペレーショ
ン）は、クラス１のオペレーションであり結果応答の受信を必要とする。
− 呼セグメント併合（MergeCallSegments）
− レグ移動（MoveLeg）
上記のオペレーションに対する結果応答の受信は、ＣＳ対向ＦＳＭの状態を遷移させない。さらに、この結果応答
はＣＳ対向ＦＳＭの全ての状態で受信され得る。
結果応答の受信は、ＳＣＦの正しいコネクションビュー（CV）の維持をサポートし、サービス論理にて後続動作を
決定するかもしれない。もし種々のコンポーネント（例えばＣＰＨオペレーションを含む）が一つのＴＣメッセージに
グループ化された場合、結果応答が起動識別子を提供するため、サービス論理が以前に送ったＣＰＨオペレーションの
結果の関係付けを可能にして、これによりグループ化された送信コンポーネント（オペレーション）の識別を行う。

12.5.1.3.1 状態Ｃ１：「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」
ＣＳ対向ＦＳＭは、関連するＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスが「ＳＳＦ制御空き（SSF Control Idle）」状態に遷移
する場合、「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態に遷移する。
ＣＳ対向ＦＳＭが「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態に遷移した場合、関連するＣＳＡ対向ＦＳＭに通知さ
れなければならない。
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （ＣＥ２）ＳＳＦからの問い合わせ：これは外部イベントであり、ＳＳＦから以下のオペレーションを受信す
ることで引き起こされる。
− イニシャルＤＰ（InitialDP）
このイベントは状態Ｃ２「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」への遷移を引き起こす。
− 241 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− （Ｃｅ１０）暫定接続捕捉要求：これは内部イベントであり、SSF/SRF インタフェース対向 FSM より以下の通知
を受けることで引き起こされる。

＊
＊

− 暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

このイベントは状態Ｃ４「暫定接続捕捉中」への遷移を引き起こす。

＊

12.5.1.3.2 状態Ｃ２：「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ４）特殊リソース設備要求（呼処理中断）：これは、通話者からの付加情報をサービス論理が必要とす
ることで生じる（内部）イベントである。従って、このとき通話者とＳＲＦ間の接続が確立される必要がある。
このイベントは、状態Ｃ３「中断及びユーザ相互動作（Suspended and User Interaction）」への遷移を引き起
こす。
− （Ｃｅ５）処理完了：これは内部イベントであり、ＣＳの処理完了により引き起こされる。このイベントは状
態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」への遷移を引き起こす。
− （ＣＥ６）最終イベント受信：これは外部イベントであり、ＳＳＦからの最終イベントの受信により引き起こ
される。
この状態に関する手順をさらに記述すると、この状態は以下の２つの節に示すように２つのサブ状態に分割するこ
とができる。このサブ分割は、図 4‑12‑9/JT‑Q1228‑b に図示される。

12.5.1.3.2.1 Ｃ２．１状態：「ＣＳ指示準備中（Preparing CS instructions）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ２．１）非呼処理指示：これは内部イベントであり、以下の場合に引き起こされる。
− サービス論理がＳＳＦに対する以下のオペレーションの送出を必要とする場合
− 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
− 課金情報送出（SendChargingInformation）
− 関連するＣＳＡ対向ＦＳＭによりＳＳＦへ以下のオペレーションが送出された場合
− ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
このイベントは、再び状態Ｃ２．１「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」へ戻る遷移を引き起
こす。
− （Ｃｅ２．２）特殊リソース設備要求：これは内部イベントであり、ＳＲＦの使用が必要であるときにサービ
ス論理により引き起こされる。このイベントは、ＦＳＭイベント（Ｃｅ４）へマッピングされる。
− （Ｃｅ２．３）呼処理指示（監視要求なし）：これは内部イベントであり、最後の呼処理関連オペレーション
が準備され、さらに設定されたＥＤＰがない場合に、サービス論理により引き起こされる。これは、ＳＳＦへ送
出されるべき以下のオペレーションの一つを引き起こす。
− 接続（Connect）
− 継続（Continue）
（２つ以下のレグを持つ単一 CS に対してのみ適用可能である。このオペレーションの使用は、複数 CS を持
つ CSA に対して有効ではない。）
− 呼解放（ReleaseCall）
さらに、以下のオペレーションが上記に挙げられたオペレーションに先立ってＳＳＦへ送出されるかもしれ
ない。
− （設定されたＥＤＰ全てを解除する）ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
− 課金情報送出（SendChargingInformation）
このイベントは、ＦＳＭイベント（Ｃｅ５）へマッピングされる。
− （Ｃｅ２．４）呼処理指示（監視要求あり）：これは内部イベントであり、呼処理関連オペレーションが準備
され、さらに呼の監視が要求される場合（例えば、ＥＤＰが設定された場合）に、サービス論理により引き起こ
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される。これは、ＳＳＦへ送出されるべき以下のオペレーションの一つを引き起こす。
− 接続（Connect）
− 継続（Continue）
（２つ以下のレグを持つ単一 CS に対してのみ適用可能である。このオペレーションの使用は、複数 CS を持
つ CSA に対して有効ではない。）
さらに、以下のオペレーションが上記に挙げられたオペレーションに先立ってＳＳＦへ送出されるかもしれ
ない。
− ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
− 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
− 課金情報送出（SendChargingInformation）
このイベントは、状態Ｃ２．２「通知あるいは要求待ち（Waiting for Notification or Request）」への遷
移を引き起こす。
− （Ｃｅ２．５）ＣＳ又はレグへの最終制御指示：このイベントは内部イベントであり、以下の場合に引き起こ
される。
− 関連するＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスにより、ＳＳＦヘ以下のオペレーションが送出された場合
− （「ソース」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments(for ‘source’ CS））
このイベントはＦＳＭイベント（Ｃｅ５）へマッピングされる。
− （Ｃｅ２．６）ＣＳ又はレグ継続制御指示：このイベントは内部イベントであり、以下の場合に引き起こされ
る。
− 関連するＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスにより、ＳＳＦヘ以下のオペレーションが送出された場合
− （「ターゲット」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments(for ‘target’ CS））
− レグ移動（MoveLeg）
このイベントは同一状態への遷移を引き起こす。

12.5.1.3.2.2 状態Ｃ２．２：「通知あるいは要求待ち（Waiting for Notification or Request）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （ＣＥ２．１０）ＥＤＰ−Ｒ：これは外部イベントであり、以下のオペレーションの受信により引き起こされ
る。
− （ＥＤＰ−Ｒに対する）ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM (for EDP‑R)）
このイベントは、状態Ｃ２．１「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」への遷移を引き起こす。
− （ＣＥ２．１１）非最終ＥＤＰ−Ｎ：これは外部イベントであり、以下のオペレーションの受信により引き起
こされる。
− （ＥＤＰ−Ｎに対する）ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM(for EDP‑N)）
− 課金イベント通知（EventNotificationCharging）
この場合、まだ未検出の設定されたＥＤＰが存在する。このイベントは、再び状態Ｃ２．２「通知あるいは
要求待ち（Waiting for Notification or Request）」への遷移を引き起こす。
− （ＣＥ２．１２）最終ＥＤＰ−Ｎ：これは外部イベントであり、以下のオペレーションの一つを受信すること
により引き起こされる。
− エンティティ解放完了（EntityReleased）
− （ＥＤＰ−Ｎに対する）ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM(for EDP‑N)）
この場合、未検出の設定されたＥＤＰはない。このイベントは、ＦＳＭイベント（ＣＥ

６）へマッピ

ングされる。
注：「最終ＥＤＰ−Ｎ（Last EDP‑N）」は、ＥＤＰ−Ｎが検出された場合に他の遭遇され得るＥＤＰが存在
しないことを意味する。あるＥＤＰに遭遇した場合、他のいくつかのＥＤＰが自動的に解除され得る。
自動的に解除されるＥＤＰは遭遇したＥＤＰに依存する。例えば、発側−応答（O̲Answer）、発側−無
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応答（O̲No̲Answer）、発側−着信者話中（O̲Called̲Party̲Busy）のＥＤＰが設定されている際にこれ
らのＥＤＰのいずれかに遭遇した場合、他の全てのＥＤＰは自動的に解除される。

12.5.1.3.2.3 状態Ｃ２．３：「待ち合わせ（Queuing）」

＃

12.5.1.3.2.4 状態Ｃ２．４：「ファシリティ待ち（Waiting for Facility）」

＃

12.5.1.3.3 状態Ｃ３：「中断及びユーザ相互動作（Suspended and User Interaction）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ７）ＳＣＦ処理継続：この場合、ＳＣＦはＳＳＦに呼の完了の指示するために必要な全ての情報をＳＲ
Ｆから得ている。このイベントは状態Ｃ２「ＣＳ指示準備中（Preparing CS instructions）」への遷移を引き
起こす。
− （Ｃｅ８）処理完了：これは内部イベントであり、ＣＳの処理終了により引き起こされる。このイベントは、
状態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」への遷移を引き起こす。
この状態に関する手順をさらに記述すると、この状態は以下の２つの節に示すように２つのサブ状態に分割するこ
とができる。このサブ分割は、図 4‑12‑10/JT‑Q1228‑b に図示される。

12.5.1.3.3.1 状態Ｃ３．１：「モード決定（Determine Mode）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ３．１）ハンドオフ要求：これは内部イベントであり、ハンドオフの場合にのみ引き起こされる。この

＊

場合、ＳＣＦは網Ｂ内のハンドオフＳＳＦアドレスを伴う接続（Connect）オペレーションを網Ａ内の起動ＳＳ

＊

Ｆへ送出し、状態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」へ遷移する。この遷移は、ＦＳＭイベント（Ｃｅ

＊

８）へマッピングされる。これ以降の処理は網Ｂのインプリメント依存であり、本標準では規定しない。

＊

− （Ｃｅ３．３）アシスト要求：これは内部イベントであり、網Ｂ内のアシストＳＳＦ、または、網Ｂ内での直

＊

接ＳＣＦ−ＳＲＦ接続が必要である時に引き起こされる。この場合、ＳＣＦは、網Ｂ内のアシストＳＳＦアドレ

＊

ス、あるいは、アシストＳＲＦアドレスと一緒に、網Ａの起動ＳＳＦへ暫定接続確立

＊

（EstablishTemporaryConnection）オペレーションを送出する。このイベントは、状態Ｃ３．３「暫定接続確立

＊

中（Establishing Temporary Connection）」への遷移を引き起こす。

＊

12.5.1.3.3.2 状態Ｃ３．２：「ユーザ相互動作（User Interaction）」

＃

12.5.1.3.3.3 状態Ｃ３．３：「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」
以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ３．５）ＳＣＦ処理継続：これは内部イベントであり、ＣＳ対向ＦＳＭインスタンスが、網Ｂ内でのユ

＊

ーザ相互動作を終了し、ＳＣＦ起動切断によって、網Ａ内の起動ＳＳＦと網Ｂ内のアシストＳＳＦ／ＳＲＦの間

＊

のベアラ接続を切断するよう要求するときに引き起こされる。この場合、ＳＣＦは、網Ａ内の起動元ＳＳＦへ順

＊

方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレーション又はアーギュメント付き順方向接続切断

＊

（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションを送出する。このイベントはＦＳＭイベント

＊

（Ｃｅ７）にマッピングされる。
− （Ｃｅ３．６）暫定接続終了：このイベントは内部イベントであり、アシストＳＲＦとのユーザ相互動作の終
了が、関連するＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスから通知されることにより引き起こされる。このイベントはＦＳ
Ｍイベント（Ｃｅ７）にマッピングﾞされる。
− （ＣＥ３．１０）最終ＣＳイベント受信：これは外部イベントであり、ＳＳＦからの以下のオペレーションの
１つを受信することにより引き起こされる。
− （途中放棄／切断ＥＤＰ−Ｎの）ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM(for Abandon/Disconnect
EDP‑N)）
− エンティティ解放完了（EntityReleased）
この場合、未検出の設定されたＥＤＰは存在しない。このイベントは状態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS
ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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Control Idle）」への遷移を引き起こす。このイベントはＦＳＭイベント（Ｃｅ８）にマッピングされる。

12.5.1.3.4 状態Ｃ４：「暫定接続捕捉中」

＊

以下のイベントがこの状態において起こり得る。
− （Ｃｅ１１）捕捉中暫定接続へのレグ接続要求：これは内部イベントであり、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース
対向ＦＳＭより以下の通知を受けることで引き起こされる。
− （「ターゲット」ＣＳに対する）レグ移動（MoveLeg）
− （「ターゲット」ＣＳに対する）呼セグメント併合（MergeCallSegments）
このイベントは、状態Ｃ３．３「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」への遷移を引
き起こす。
− （Ｃｅ１２）ＣＳ解放要求：これは内部イベントであり、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭより以下
の通知を受けることで引き起こされる。
− 呼解放（ReleaseCall）
このイベントは、状態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」への遷移を引き起こす。
− （ＣＥ１３）ＣＳ解放通知受信：これは外部イベントであり、ＳＳＦから以下のオペレーションを受信するこ
とで引き起こされる。
− エンティティ解放完了（EntityReleased）
このイベントは、状態Ｃ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」への遷移を引き起こす。
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Ｉ1 ＳＳＦ制御空き
（SSF Control Idle）

（ＩＥ１）ＳＳＦからの問合わせ

（Ｉｅ５）空きへの内部イベント

ＣＳＡへの例外

（Ｉｅ６）処理失敗

Ｉ２ ＳＳＦ指示準備中
（Preparing SSF Instructions）

（Ｉｅ２）遷移なし内部イベント
（ＩＥ３）遷移なし外部イベント

図４−１２−７／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＣＳＡ対向ＦＳＭ
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Ｃ１ ＣＳ制御空き
（CS Control Idle）

（Ｃｅ５）処理完了
（ＣＥ６）最終イベント受信

（ＣＥ２）
ＳＳＦからの問い合わせ

Ｃ２ ＣＳ指示準備中
（Preparing CS Instructions）

（Ｃｅ７）ＳＣＦ処理継続

（Ｃｅ８）処理完了

（Ｃｅ４）特殊リソース設備要求
（呼処理中断）

Ｃ３ 中断及びユーザ相互動作
（Suspended and User
Interaction）

（Ｃｅ１１）捕捉中暫定接続への
レグ接続要求

（Ｃｅ１２）ＣＳ解放要求
（ＣＥ１３）ＣＳ解放通知受信

（Ｃｅ１０）
暫定接続捕捉要求

Ｃ４ 暫定接続捕捉中

図４−１２−８／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
ＣＳ対向ＦＳＭ
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（ＣＥ２）

（Ｃｅ７）

（Ｃｅ２．1）非呼処理指示
Ｃ２．１ ＣＳ指示準備中
（Preparing CS Instructions）

ＳＳＦへの応答

（Ｃｅ２.６）

（Ｃｅ２.５）

（Ｃｅ２.３） （Ｃｅ２.４）
（ＣＥ２.１０）
ＥＤＰ−Ｒ

ＳＳＦへの要求

ＳＳＦへの応答

（Ｃｅ５）
（ＣＥ２.１１）
Ｃ２．２ 通知あるいは要求待ち
（Waiting for Notification
or Request）
（Ｃｅ２．２）
特殊リソース設備要求

（ＣＥ２.１２）
最終ＥＤＰ―Ｎ

Ｃ２ ＣＳ指示準備中
（Preparing CS Instructions）

（Ｃｅ４） （Ｃｅ５）
（Ｃｅ２．３）呼処理指示（監視要求なし）
（Ｃｅ２．４）呼処理指示（監視要求あり）
（Ｃｅ２．５）ＣＳ又はレグ最終制御指示
（Ｃｅ２．６）ＣＳ又はレグ継続制御指示
（ＣＥ２．１１)非最終ＥＤＰ−Ｎ

図４−１２−９／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
状態Ｃ２ ＣＳ対向ＦＳＭの部分拡張
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（ＣＥ６）

（Ｃｅ４）

Ｃ３．１ モード決定
（Determine Mode）

（ハンドオフの場合） （ＳＳＦ／ＳＲＦ
アシストの場合）

（Ｃｅ３．１）ハンドオフ要求

（Ｃｅ３．３）アシスト要求

暫定接続確立
（EstablishTemp.Conn.）

（Ｃｅ１１）

Ｃ３．３ 暫定接続確立中
（Establishing Temporary
Connection）

（ＣＥ３．５）
ＳＣＦ処理継続

（ＣＥ３．１０）
（Ｃｅ８）

（Ｃｅ３．６）
暫定接続終了

接続（Connect）
順方向接続切断
（DisconnectForward
Connection）
Ｃ３ 中断及びユーザ相互動作
（Suspended and User Interaction）

（Ｃｅ８）

（Ｃｅ７）

（Ｃｅ７）

（ＣＥ３．１０）最終ＣＳイベント受信

図４−１２−１０／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ＊
（ＩＴＵ−Ｔ Ｑ．１２２８）
状態Ｃ３ ＣＳ対向ＦＳＭの部分拡張
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12.5.1.4 特殊リソース対向ＦＳＭ

＃

12.5.1.5 アシストＳＳＦ対向ＦＳＭ

＃

12.5.1.6 ハンドオフＳＳＦ対向ＦＳＭ

＃

12.5.2 ＳＤＦ関連状態

＃

12.5.3 ＳＣＦ関連状態

＃

12.5.4 ＣＵＳＦ関連状態

＃

12.5.5 ＵＳＩ＿ＳＣＦ ＦＳＭ

＃

１３．ＳＲＦ応用エンティティ手順

＃

１４．ＳＤＲ応用エンティティ手順

＃

１５．ＣＵＳＦ応用エンティティ手順

＃
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１６．エラー手順
本章では本標準で規定するＩＮＡＰの一般的なエラー手順について定義する。エラー手順の説明は、二つ
の節に分かれ、16.1 節にＩＮＡＰオペレーションに関連するエラーを、16.2 節にＩＮＡＰオペレーションに
直接関連しない異なった機能エンティティ（ＦＥ）におけるエラー条件に関するエラーを記述する。

16.1

オペレーションに関連するエラー手順

以下の節に、オペレーションに関連するエラーについての、一般的なエラー処理を定義する。
これらのエラーは、4 章及び 5 章でオペレーションエラーとして定義されている。オペレーションエラーの
報告に使用されるＴＣサービスは、18.1 節に記述されている。
オペレーションに特有なエラー手順は、関連するオペレーションの詳細手順とともに、11 章及び 12 章に
記述される。
ＡＳＮ．１デコーダにより検出できるすべてのエラーは、ＴＣメッセージをデコードしている間にすでに
検出され、ＴＣ-Ｕ-拒否のＴＣエラー指示「未定義パラメータ（MistypedParameter）」によって示されてい
るかもしれない。

16.1.1

ＡｔｔｒｉｂｕｔｅＥｒｒｏｒ

＃

16.1.2

Ｃａｎｃｅｌｅｄ

＃

16.1.3

ＣａｎｃｅｌＦａｉｌｅｄ

＃

16.1.4

ＤＳＡＲｅｆｅｒｒａｌ

＃

16.1.5

ＥＴＣ失敗（ETCFailed）

16.1.5.1
16.1.5.1.1

一般記述
エラー記述

ＥＴＣ失敗（ETCFailed）はＳＳＦからＳＣＦへのエラーであり、網Ｂへの暫定接続の確立が成功しなか
った事実を示している（例：ＩＳＵＰ−ＩＡＭ送信後の「逆方向解放（Backward Release）」受信）。

16.1.5.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）

起動エンティティでの手順（SCF）
A）ＳＣＦが暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）をＳＳＦへ送信する。
前条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.1「アシスト要求空き(Assist Request Idle)」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」

（暫定接続捕捉が要求される）CS 対向 FSM

状態 C3.1「モード決定（Determine Mode）」

後条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.2「網 B でのアシスト処理中」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」

（暫定接続捕捉が要求された）CS 対向 FSM

状態 C3.3「暫定接続確立中（Establishing Temporary
Connection）」

B）ＳＣＦがＥＴＣ失敗（ETCFailed）エラーをＳＳＦから受信する。
前条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.2「網 B でのアシスト処理中」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」
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（暫定接続捕捉が要求された）CS 対向 FSM

状態 C3.3「暫定接続確立中（Establishing Temporary
Connection）」

後条件：
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）オペレーシ

SCSM

ョン送信前状態

エラー処理はサービス論理に依存する。例として、別のＳＲＦの選択、または呼の処理を継続する。

応答エンティティでの手順（SSF）
A）ＳＳＦは暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）をＳＣＦから受信するが、接続の確立が失敗し、
ＳＣＦへＥＴＣ失敗（ETCFailed）エラーを返送する。
前条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」

（暫定接続捕捉が要求される）CS 対応 FSM

状態 c「指示待ち（Waiting for Instructions）」

後条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」

（暫定接続捕捉が要求された）CS 対応 FSM

状態 c「指示待ち（Waiting for Instructions）」

これ以上のエラー処理はない。

16.1.6

ＥｘｅｃｕｔｉｏｎＥｒｒｏｒ

＃

16.1.7

ＩｍｐｒｏｐｅｒＣａｌｌｅｒＲｅｓｐｏｎｓｅ

＃

16.1.8

カスタマレコードなし（MissingCustomerRecord）

16.1.8.1

一般記述
エラー記述

16.1.8.1.1

要求されたカスタマレコードが存在しないので、サービス論理プログラムがＳＣＦ内に見つからなかった。
カスタマレコードなし（MissingCustomerRecord）エラーの発生は保守機能に報告されるが、この状況は、異
常な状態だけでなく、正常な状態においても発生するため、保守機能への報告はオプションであるべきであ
る。例えば、エンドユーザが誤ったフリーホン番号をダイヤルした場合に起こるかもしれない。

16.1.8.2

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

イニシャルＤＰ（InitialDP）

起動エンティティでの手順（SSF）
A）オペレーションを送信する
前条件：
SSF FSM

状態「空き（Idle）」

後条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」

CS 対応 FSM

状態 c 「指示待ち（Waiting for Instructions）」

B）ＳＳＦがエラー「カスタマレコードなし（MissingCustomerRecord）」を受信する
前条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」

CS 対応 FSM

状態 c「指示待ち（Waiting for Instructions）」
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後条件：
状態「空き（Idle）」

SSF FSM

ＣＣＦは必要に応じて呼をルーチングする（例えば、終了アナウンスへのデフォルトルーチング）。

応答エンティティでの手順（SCF）
前条件：
（1） SCSM

適切な状態

（2） SCSM

オペレーション受信、適切なイベント発生

後条件：
SCSM 状態

「空き（Idle）」

ＳＣＳＭは要求されたサービス論理プログラムが存在しないことを検出する。サービス論理プログラムは
まったく存在しないかもしれない（即ち、ＳＣＦのカスタマレコードが存在しない。ＴＤＰの場合は、サー
ビス論理プログラムの起動の際に発生する。）。エラーパラメータ「カスタマレコードなし
（MissingCustomerRecord）」は、この状況を起動エンティティに通知するために使用される。本エラー発生
時に、保守機能に通知されるかどうかはインプリメントに依存する。

16.1.8.3

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.8.4

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.8.5

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.9

パラメータなし（MissingParameter）

16.1.9.1
16.1.9.1.1

一般記述
エラー記述

受信したオペレーションのアーギュメントにエラーがある。アーギュメントが不正であるために応答エン
ティティは要求されたオペレーションの処理を開始できない：必須パラメータ（アプリケーションはＡＳＮ．
１デコーダによって検出されない場合、常に本エラーを返送する）、もしくはアプリケーションにとって重
要な期待されるオプションパラメータがオペレーションのアーギュメントに含まれていない。

16.1.9.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）

＊

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）
呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）

起動エンティティでの手順（SCF）
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A）オペレーションを送信する
前条件：
上記の呼関連オペレーションが転送できる任意の状態

SCSM
後条件：

上記オペレーションの任意の転送の結果としての任意の状態

SCSM

B）ＳＣＦがエラー「パラメータなし（MissingParameter）」を受信
前条件：
上記の任意の呼関連オペレーションの転送の結果としての任意の状態

SCSM
後条件：

初期状態への遷移（即ち、誤ったオペレーションの送信の前）

SCSM

サービス論理と保守機能に通知される。それ以降の呼処理は、サービス論理に依存する。

応答エンティティでの手順（SSF）
前条件：
（1） SSF FSM

適切な状態

（2） SSF FSM

呼関連オペレーション受信、適切なイベント発生

後条件：
（1） SSF FSM

同一状態への遷移

ＳＳＦ ＦＳＭは受信されたオペレーション内にエラーを検出する。エラーパラメータはこの状況をＳＣ
Ｆに通知するために返送される。

16.1.9.3

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

イニシャルＤＰ（InitialDP）

起動エンティティでの手順（SSF）
A）オペレーションを送信する
前条件：
SSF FSM

上記のオペレーションが送信できる任意の状態

後条件：
SSF FSM

上記オペレーションの任意の送信の結果としての任意の状態

B）ＳＳＦがエラー「パラメータなし（MissingParameter）」を受信
前条件：
SSF FSM

上記オペレーションの任意の転送の結果としての任意の状態

後条件：
SSF FSM 状態 「空き（Idle）」

本エラーを受信後に、ＳＳＦ

ＦＳＭは「空き（Idle）」状態へ戻る。もし必要ならば、ＣＣＦは呼をル

ーチングする（終了アナウンスへのデフォルトルーチング）。

応答エンティティでの手順（SCF）
前条件：
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（1） SCSM

適切な状態

（2） SCSM

オペレーション受信、適切なイベント発生

後条件：
SCSM 状態

「空き（Idle）」

ＳＣＳＭはエラー状況を検出する。エラーパラメータはこの状況をＳＳＦへ通知するために使用される。
サービス論理と保守機能に通知される。

16.1.9.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.9.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.9.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.9.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.9.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.10

ＮａｍｅＥｒｒｏｒ

＃

16.1.11

パラメータ範囲外（ParameterOutOfRange）

16.1.11.1
16.1.11.1.1

一般記述
エラー記述

オペレーションアーギュメントのパラメータにおけるエラーが検出されたため、応答エンティティは要求
されたオペレーションの処理を開始することができない。即ち、パラメータ値は範囲外である。このエラー
は以下の二つの場合に適用される。（エラーがアプリケーションにより決定されるとき）
（1） INTEGER（x..y）、SEQUENCE SIZE（x..y） OF Type のような、その種別がサイズの範囲と
ともに定義されるパラメータの場合。本エラーは、ｚ＜ｘもしくはｚ＞ｙにおいて、パラメー
タ値がｚである場合に、もしくはパラメータサイズがｚである場合に適用される。
（2） 列挙型（ENUMERATED）の値のリストとして定義されるパラメータにおいて、パラメータ
値がリストにある任意の列挙された値に等しくない場合に、パラメータ範囲外
（ParameterOutOfRange）エラーが適用される。

16.1.11.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

16.1.11.3

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

イニシャルＤＰ（InitialDP）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。
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16.1.11.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.11.5

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.11.6

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.11.7

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.12

Ｒｅｆｅｒｒａｌ

＃

16.1.13

ＲｅｑｕｅｓｔｅｄＩｎｆｏＥｒｒｏｒ

＃

16.1.14

ＳｃｆＲｅｆｅｒｒａｌ

＃

16.1.15

Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

＃

16.1.16

Ｓｅｒｖｉｃｅ

＃

16.1.17

Ｓｈａｄｏｗ

＃

16.1.18

システム処理失敗（SystemFailure）

16.1.18.1

一般記述
エラー記述

16.1.18.1.1

オペレーションによって要求された特定のタスクを履行できない場合に、このエラーが物理エンティティ
によって返送される。そして当該の呼インスタンスの範囲内での復旧が完了することは期待できない。

アーギュメント記述

16.1.18.1.2
PARAMETER

UnavailableNetworkResource

UnavailableNetworkResource ::= ENUMERATED {
unavailableResources(0),
componentFailure(1),
basicCallProcessingException(2),
resourceStatusFailure(3),
endUserFailure(4)
}

16.1.18.2

SCF-＞SSF 方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。
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ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

16.1.18.3

イニシャルＤＰ（InitialDP）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

16.1.18.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.18.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.18.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.18.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.18.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.19

タスク拒否（TaskRefused）

16.1.19.1

一般記述
エラー記述

16.1.19.1.1

オペレーションによって要求された特定のタスクを履行できない場合に、このエラーが物理エンティティ
によって返送される。そして当該呼インスタンスの範囲内で復旧が完了されることが期待できる。

アーギュメント記述

16.1.19.1.2

PARAMETER ENUMERATED {
generic(0),
unobtainable (1),
congestion (2)
}

16.1.19.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

16.1.19.3

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

イニシャルＤＰ（InitialDP）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。
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ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

16.1.19.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.19.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.19.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.19.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.19.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.20

ＵｎａｖａｉｌａｂｌｅＲｅｓｏｕｃｅ

16.1.21

期待されないコンポーネントシーケンス（UnexpectedComponentSequence）

16.1.21.1
16.1.21.1.1

＃

一般記述
エラー記述

ＳＡＣＦまたはＭＡＣＦ規則に違反する、あるいはオペレーションがＦＳＭの現時点の状態において処理
できない為、応答エンティティは要求されたオペレーションの処理を開始できない。

16.1.21.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
この場合、ＳＳＦはエラー状況を検出し、期待されないコンポーネントシーケンス
（UnexpectedComponentSequence）エラーを送信し、同一状態に留まる。ＳＣＦにおいては、サービス論理と
保守機能に通知され、サービス論理はエラー処理について決定する。

16.1.21.3

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

イニシャルＤＰ（InitialDP）
オペレーションが既存の相互関係のコンテキストにおいて、起動側ＳＳＦによって送信された場合、ＳＣ
Ｆはエラーパラメータを返送する。サービス論理と保守機能に通知がなされる。本エラー受信時にＳＳＦは
「空き（Idle）」状態に遷移する。
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16.1.21.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション（直接 SCF-SRF の場合に適合されるのみ）

＃

16.1.21.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.21.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.21.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.21.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.22

期待されないデータ値（UnexpectedDataValue）
一般記述

16.1.22.1
16.1.22.1.1

エラー記述

パラメータが期待されないデータ値であるので、応答エンティティは要求されたオペレーションの処理を
完了できない。
このエラーは「パラメータ範囲外（ParameterOutOfRange）」と重複しないことに注意。
例：

startTimeDateAndTime::= -- January 32 1993,12:15:01 を示す値
応答側エンティティは本値を予期しておらず、「期待されないデータ値（UnexpectedDataValue）」
を返送する。

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

16.1.22.2

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectFowardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

16.1.22.3

イニシャルＤＰ（InitialDP）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

16.1.22.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.22.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.22.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.22.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.22.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.23

期待されないパラメータ（UnexpectedParameter）

16.1.23.1
16.1.23.1.1

一般記述
エラー記述

受信されたオペレーションアーギュメントにエラーがある。有効だが期待されないパラメータがオペレー
ションアーギュメントに存在した。このパラメータの存在は、他のパラメータの存在と矛盾する。応答エン
ティティはオペレーションの処理を開始できない。

− 259 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

16.1.23.2

呼関連／非呼処理
課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）
ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
接続（Connect）
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectFowardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

＊

呼セグメント併合（MergeCallSegments）
レグ移動（MoveLeg）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

ＳＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

16.1.23.3

イニシャルＤＰ（InitialDP）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。

16.1.23.4

ＳＣＦ-＞ＳＲＦ方向のオペレーション

＃

16.1.23.5

ＳＲＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.23.6

ＳＣＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.23.7

ＳＣＦ-＞ＣＵＳＦ方向のオペレーション

＃

16.1.23.8

ＣＵＳＦ-＞ＳＣＦ方向のオペレーション

＃

16.1.24

認識不可レグＩＤ（UnknownLegID）

16.1.24.1
16.1.24.1.1

一般記述
エラー記述

このエラーは、オペレーション内のレグＩＤ（LegID）パラメータ値によって指定された特定のレグが、
ＳＳＦにとって認識不可であることをＳＣＦに通知するために使用する。

16.1.24.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

呼関連／非呼処理
課金情報送出（SendChargingInformation）
呼関連／呼処理
アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）
暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）
レグ移動（MoveLeg）
適切なエラー手順に関しては 16.1.9 節パラメータなし（MissingParameter）を参照。
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16.1.25

ＵｎｋｎｏｗｎＲｅｓｏｕｒｃｅ

＃

16.1.26

Ｕｐｄａｔｅ

＃

16.1.27

ＣｈａｉｎｉｎｇＲｅｆｕｓｅｄ

＃

16.1.28

ＤｉｒｅｃｔｏｒｙＢｉｎｄＥｒｒｏｒ

＃

16.1.29

ＳｃｆＢｉｎｄＦａｉｌｕｒｅ

＃

16.1.30

ＳｃｆＴａｓｋＲｅｆｕｓｅｄ

＃

16.1.31

ＩＴＣ失敗（ITCFailed）

＊

16.1.31.1
16.1.31.1.1

一般記述
エラー記述

ＩＴＣ失敗（ITCFailed）はＳＳＦからＳＣＦへのエラーであり、網Ｂへの暫定接続の確保が成功しなかっ
た事実を示している（例：ＩＳＵＰ−ＩＡＭ送信後の「逆方向解放（Backward Release）」受信）。

16.1.31.2

ＳＣＦ-＞ＳＳＦ方向のオペレーション

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）

起動エンティティでの手順（SCF）
A）ＳＣＦが暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）をＳＳＦへ送信する。
前条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.1「アシスト要求空き（Assist Request Idle）」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」

CS 対向 FSM

状態 C1「CS 制御空き（CS Control Idle）」

後条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.2「網 B でのアシスト処理中」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」

CS 対向 FSM

状態 C4「暫定接続捕捉中」（捕捉要求した暫定接続数分
存在する）

B）ＳＣＦがＩＴＣ失敗（ITCFailed）エラーをＳＳＦから受信する。
前条件：
SCSM SSF/SRF インタフェース対向 FSM

状態 S2.2「網 B でのアシスト処理中」

CSA 対向 FSM

状態 I2「SSF 指示準備中（Preparing SSF Instructions）」

CS 対向 FSM

状態 C4「暫定接続捕捉中」（捕捉要求した暫定接続数分
存在する）

後条件：
SCSM

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーシ
ョン送信前状態

エラー処理はサービス論理に依存する。例として、別のＳＲＦの選択、または呼の処理を継続する。

応答エンティティでの手順（SSF）
A）ＳＳＦは暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）をＳＣＦから受信するが、接続の確立が失敗し、
ＳＣＦへＩＴＣ失敗（ITCFailed）エラーを返送する。
前条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」
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（暫定接続捕捉が要求される）CS 対応 FSM

状態 a「空き（Idle）」

後条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 b 「動作中（Active）」

（暫定接続捕捉が要求された）CS 対応 FSM

状態 a「空き（Idle）」

一つの暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレーションによって、複数の暫定接続が捕捉要求
された時、その中のある暫定接続の確立に失敗した場合には、当該オペレーション自体はエラーとして処理
され、同オペレーションによって捕捉要求された他の暫定接続が確立中あるいは既に確立されている場合に
は、当該暫定接続は全て解放されなければならない。

16.2

エンティティ関連エラー手順

以下の節では、エンティティ関連エラーに関するエラー処理を定義する。エラー状況はオペレーション受
信によって起こらないため、起動エンティティはエラー状況が検出されたエンティティとしてここでは示さ
れる。応答エンティティはエラー報告を受信したエンティティである。
エラーを通知するために使用されるＴＣサービスは、18 章に記述される。

16.2.1

TSSF（タイマ）の満了

16.2.1.1
16.2.1.1.1

一般記述
エラー記述

タイムアウトはＳＣＦからの応答において、ＳＳＦで発生する。

16.2.1.2

SSF-＞SCF 方向の手順

起動エンティティでの手順（SSF）
TSSF のタイムアウトがＳＳＦで発生する。
前条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM
（タイマ起動中の）CS 対応 FSM

状態 b「動作中（Active）」
状態 c「指示待ち（Waiting for Instructions）」

後条件：
SSF FSM CSA 対応 FSM

状態 a「空き（Idle）」（CS が全て「空き（Idle）」となった場合）
または、状態 b「動作中（Active）」（上記以外）

（タイマ満了した）CS 対応 FSM

状態 a「空き（Idle）」

非最終ＣＳがタイマ満了した場合、エンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションがＳＣＦに送
信される。最終ＣＳがタイマ満了した場合、ＳＳＦ

＊

ＦＳＭはダイアログをアボートし、「空き（Idle）」

＊

状態へ遷移する。ＣＣＦは必要なら、呼をルーチングする（例えば、終了アナウンスへのデフォルトルーチ

＊

ング）。アボートは保守機能に通知される。

＊

応答エンティティでの手順（SCF）
ＳＣＦはエンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションまたはダイアログアボートを受信する。
前条件：
任意の状態
後条件：
(1) アボートを受信した場合
SCSM 状態

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

「空き（Idle）」
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(2) エンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションを受信した場合
（当該オペレーションを受信した）SCSM の CS 対向 FSM 状態 C1 「CS 制御空き（CS Control Idle）」
その他の SCSM 状態

状態遷移なし

もし、エンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションが受信されたならば、ＳＣＳＭ内の関連Ｃ

＊

Ｓ対向ＦＳＭが「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態に遷移する。もしアボートがＳＳＦダイアログ上で

＊

受信されたならば、ＳＣＦは全ての割り当てられたリソースを解放し、保守機能にアボートを報告する。

＊

16.2.2

TSRF（タイマ）の満了

＃

16.2.3

TCUSF（タイマ）の満了

＃

16.2.4

Tack（タイマ）の満了

＊

16.2.4.1
16.2.4.1.1

一般記述
エラー記述

タイムアウトはＳＣＦからの応答において、ＳＳＦで発生する。

16.2.4.2

SSF-＞SCF 方向の手順

起動エンティティでの手順（SSF）
Tack のタイムアウトがＳＳＦで発生する。
前条件：
SSF FSM の CSA 対応 FSM

状態 c「受信完了通知待ち（Waiting for Acknowledgement）」

後条件：
SSF FSM の CSA 対応 FSM

状態 a「空き（Idle）」

または SSF FSM の CSA 対応 FSM

状態 c「受信完了通知待ち（Waiting for Acknowledgement）」

タイムアウトが発生した場合、ＳＳＦ ＦＳＭはＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーシ
ョンをＳＣＦに再度送出し、「受信完了通知待ち（Waiting for Acknowledgement）」状態に留まる。
再度タイムアウトが発生した場合、ＳＳＦ

ＦＳＭはダイアログをアボートし、「空き（Idle）」状態へ

遷移する。 アボートは保守機能に通知される。

応答エンティティでの手順（SCF）
ＳＳＦで再度タイムアウトが発生した時、ＳＣＦはダイアログアボートを受信する。
前条件：
任意の状態
後条件：
SCSM 状態 もしアボートがＳＳＦダイアログに関連しているならば「空き（Idle）」
もしアボートがＳＳＦダイアログ上で受信されたならば、ＳＣＦは全ての割り当てられたリソースを解放
し、保守機能にアボートを報告する。
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１７．詳細オペレーション手順
17.1

ActivateServiceFiltering 手順

＃

17.2

ActivationReceivedAndAuthorized 手順

＃

17.3

活性化試験（ActivityTest）手順

17.3.1

概要

このオペレーションは、ＳＣＦとＳＳＦ間の相互関係が存在しているかどうかをチェックするために使用
される。相互関係がまだ存在する場合、ＳＳＦは応答を返す。所定の時間内に応答が受信されないと、この
オペレーションを送信したＳＣＦは、ＳＳＦが何らかの原因で障害を起こしたものと判断し、適切な動作を
とる。

17.3.1.1

パラメータ

なし

17.3.2
17.3.2.1

起動側エンティティ（SCF）
正常手順

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に相互関係が存在する。

(2)

活性化試験タイマ（Tat）がタイムアウトになり、その後、活性化試験（ActivityTest）オペレー
ションがＳＳＦに送信されている。

(3) ＳＣＭＥ ＦＳＭが「活性化試験空き（Activity Test Idle）」状態になっている。
ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＣＭＥ ＦＳＭが「活性化試験応答待ち（Waiting for Activity Test Response）」状態になっ
ており、活性化試験（ActivityTest）オペレーションに対する結果応答が受信されると、ＳＣＭ
Ｅ ＦＳＭは活性化試験タイマをリセットして「活性化試験空き（Activity Test Idle）」状態に
戻り、それ以上の動作は起こさない。

17.3.2.2

エラー処理

活性化試験（ActivityTest）オペレーションのタイムアウトまたはＰ−アボートがＴＣから受信された場
合、それはＳＳＦとの相互関係が何らかの理由で失われたことを意味する。タイムアウトが受信されると
ＳＣＦはダイアログをアボートする。そのタイムアウトが初めてであれば、ＳＣＦは適当な間隔をおいて

＊

再度本手順を実行することを認識し、２回目以降のタイムアウトであれば、ＳＣＦはダイアログをローカ

＊

ルにアボートする。

＊

このダイアログのユーザであったＳＬＰＩは通知を受け、対応するＳＣＳＭ ＦＳＭは「空き（Idle）」
状態に遷移する。

17.3.3

応答側エンティティ（SSF）

17.3.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1) ＳＣＦとＳＳＦの間に相互関係が存在する。
(2) ＳＳＭＥ ＦＳＭが「空き管理（Idle Management）」状態になっている。
ＳＳＦ後条件：
(1)

ＳＳＭＥ ＦＳＭが「空き管理（Idle Management）」状態のままになっている。

(2)

もし、
ダイアログＩＤが活性中で、そのダイアログを使用しているＳＳＦ ＦＳＭがある場合、

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− 264 −

ＳＳＭＥは活性化試験（ActivityTest）オペレーションに対する結果応答をＳＣＦに送信する。
ＳＳＭＥ ＦＳＭは、「空き管理（Idle Management）」状態に戻る。もし、ダイアログＩＤが
活性中でなければ、ＳＳＦの中のＴＣがＰ−アボートを発行する。この場合、ＳＳＭＥは活性
化試験（ActivityTest）オぺレーションの要求指示を受信せず、したがって応答することはでき
ない。

17.3.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラー処理は、クラス 3 オペレーションのため適用されない。

17.3.4

応答側エンティティ（CUSF）

＃

17.3.5

応答側エンティティ（制御側 SCF またはサポート側 SCF）

＃
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17.4

AddEntry 手順

＃

17.5

AnalysedInformation 手順

＃

17.6

AnalyseInformation 手順

＃

17.7

ApplyCharging 手順

＃

17.8

ApplyChargingReport 手順

＃

17.9

AssistRequestInstructions 手順

＃

17.10

AssociationReleaseRequested 手順

＃

17.11

AuthorizeTermination 手順

＃

17.12

CallGap 手順

＃

17.13

CallInformationReport 手順

＃

17.14

CallInformationRequest 手順

＃

17.15

Cancel 手順

＃

17.16

CancelStatusReportRequest 手順

＃

17.17

chainedAddEntry 手順

＃

17.18

ChainedConfirmedNotificationProvided 手順

＃

17.19

ChainedConfIrmedReportChargIngInformatIon 手順

＃

17.20

ChainedEstablishChargingRecord 手順

＃

17.21

chainedExecute 手順

＃

17.22

ChainedHandlingInformationRequest 手順

＃

17.23

ChainedHandlingInformationResult 手順

＃

17.24

chainedModifyEntry 手順

＃

17.25

ChainedNetworkCapability 手順

＃

17.26

ChainedNotificationProvided 手順

＃

17.27

ChainedReportChargingInformation 手順

＃

17.28

ChainedProvideUserInformation 手順

＃

17.29

chainedRemoveEntry 手順

＃

17.30

ChainedRequestNotification 手順

＃

17.31

chainedSearch 手順

＃

17.32

CollectedInformation 手順

＃

17.33

CollectInformation 手順

＃

17.34

ComponentReceived 手順

＃

17.35

ConfirmedNotificationProvided 手順

＃

17.36

ConfirmedReportChargingInformation 手順

＃
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17.37

接続（Connect）手順
概要

17.37.1

このオペレーションは、特定の対地に呼をルーチングする呼処理動作の実行をＳＳＦに要求するために使
用される。そのために、ＳＳＦは発側からの対地情報（例えばダイヤル番号）とＳＣＦから提供された情報
に依存した、既存の呼設定情報を使用する。
適切なパラメータがすでにＣＣＦの中に受信されていれば、一般に接続（Connect）オペレーションにて
ＳＳＦに提供される全てのパラメータは、ＣＣＦでの対応する信号パラメータと置き換わり、後続の呼処理
で使用される。接続（Connect）オペレーションの中で提供されないパラメータは、以降の呼処理のためにＣ
ＣＦの中でその値（すでに割り当てられていれば）を保持している。

17.37.1.1

パラメータ

− ルーチング対地アドレス（destinationRoutingAddress）
このパラメータには、呼のルーチング先の着番号（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２参照）が収められる。
このパラメータの符号化は（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３参照）で定義されている。「ルーチング対
地アドレス（destinationRoutingAddress）」は、ハンドオフ手順のコンテキストの中で使用され、そ
の中に「相関ＩＤ（correlationID）」と「ＳＣＦ ＩＤ（scfID）」が別々に指定されない場合のみ、
「相関ＩＤ（correlationID）」と「ＳＣＦ ＩＤ（scfID）」を含むかもしれない。
− 相関ＩＤ（correlationID）
このパラメータは、網Ｂ内のＳＳＦへの接続が確立したことを、網ＢのＳＳＦから網ＢのＳＣＦ

＊

に通知するケースにおいて、網Ａの起動ＳＳＦからの要求と対応づけるためにＳＣＦによって用

＊

いられる。

＊

「相関ＩＤ（correlationID）」が、「ルーチング対地アドレス（destinationRoutingAddress）」の中に
含まれない場合にのみ、「相関ＩＤ（correlationID）」は上記コンテキストで用いられる。
− ＩＳＤＮアクセス関連情報（iSDNAccessRelatedInformation）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２のアクセス転送パラメータと同じ情報を転送する。
ただし、着サブアドレスの指定のみ許容する。

＊

− ＳＣＦ ＩＤ（scfID）
本標準第 5 編参照。ＳＣＦ ＩＤ（scfID）は、ルーチング対地アドレス（destinationRoutingAddress）
に含まれない場合にのみ、上記相関ＩＤ（correlationID）のパラメータ説明の項で示した手順のコ
ンテキストで用いられる。
− 汎用番号（genericNumbers）
このパラメータは、ＳＣＦがＳＳＦから受信した汎用番号情報（もしあれば）の変更をＳＣＦに許
容する。また、ＳＳＦが事前にこのパラメータを使用していなければ、汎用番号情報をＳＣＦから
そのＳＳＦに対して与えることもできる。
汎用番号パラメータには、以下の設定が可能である。

＊

• 付加接続先番号

＊

• 付加発番号

＊

• 付加第一着番号

＊

− 第二サービス相互動作表示（serviceInteractionIndicatorsTwo）
ＩＮベースサービスと網ベースサービス間、異なるＩＮサービス間の相互動作を解決するためにＳ
ＳＰとＳＣＰの間で交換される情報を示す。
本パラメータは、以下が設定されうる。
・ 着ＩＮ番号表示許容指示（allowCdINNoPresentationInd）
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・ 着ＩＮ番号書換制御（calledINNumberOverriding）

＊

・ リダイレクトサービス処理表示（redirectServiceTreatmentInd）

＊

− 付加発番号（additionalCallingPartyNumber）

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２付加発番号 信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

汎用番号（genericNumbers）パラメータに「付加発番号」が設定されている場合、拡張

＊

（extensions）パラメータ内の拡張シンタックス値が「−１」にて識別される拡張フィールド情報

＊

内の付加発番号（additionalCallingPartyNumber）パラメータ（4 章参照）は有効ではない。

＊

− 事業者情報転送（ttcCarrierInformationTransfer）

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２事業者情報転送 信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

本パラメータ内は、ＳＣＰ事業者情報、移転元ＳＣＰ事業者情報、移転先ＳＣＰ事業者情報を送

＊

信するために以下が設定されうる。

＊

・経由情報転送表示：設定

＊

・事業者情報名：設定。但し、「ＳＣＰ事業者情報」、「移転元ＳＣＰ事業者情報」、

＊

「移転先ＳＣＰ事業者情報」のみ指定可。
− 発信者番号非通知理由（ttcCauseOfNoID）

＊
＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２発信者番号非通知理由 信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

起動側エンティティ（SCF）

17.37.2
17.37.2.1

正常手順

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に制御相互関係が存在する。

(2)

ＳＬＰＩは、ＳＣＦが接続（Connect）オペレーションを送信しなければならないと決定済み
である。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＬＰＩの実行が継続してもよい。

サービス論理が特定対地への呼のルーチングをＳＳＦへ要求することになった場合、ＳＣＳＭ内のＣＳ対
向ＦＳＭが「ＳＳＦ指示準備中（Preparing SSF Instructions）」状態のとき、このオペレーションがＳＣＦか
ら起動される。以前に送出したオペレーションで、監視イベントが全く要求されなかった場合、ＳＣＳＭ内
のＣＳ対向ＦＳＭは「空き（Idle）」状態へ遷移する。一方、監視イベントが要求されたときには、ＳＣＳ
Ｍ内のＣＳ対向ＦＳＭは「通知あるいは要求待ち（Waiting for Notification or Request）」状態に遷移する。
接続（Connect）オペレーションが網ＢのＳＣＦと網ＡのＳＳＦとの相互関係を解除しつつ、網Ｂ内で

＊

の制御に移行する手順のコンテキスト内で用いられるとき、ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭは「空き

＊

（Idle）」状態に遷移する。しかし、この場合ＳＣＦは、後続の網Ｂ内での接続が確立したことをＳＣＦ

＊

に通知するためのオペレーション（網Ｂ内のＳＳＦあるいはＳＲＦから）と現存するＳＬＰＩを対応づけ

＊

るための十分な情報を保持しなければならない。

＊

ＳＣＳＭ内の、関連する他のＦＳＭの状態遷移については、12 章参照のこと。

17.37.2.2

エラー処理

拒否またはエラーメッセージが受信されると、ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭはＳＬＰＩに通知し、「ＳＳ
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＊

Ｆ指示準備中（Preparing SSF Instructions）」状態に留まる。
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.37.3

応答側エンティティ（SSF）

17.37.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1)

発信者からの呼が起動されている。

(2)

基本呼処理はＤＰで中断されている。

(3)

ＳＳＦは指示を待っている。

(4)

呼セグメント（CS）内に１つのＢＣＳＭインスタンスが存在する。

(5)

発側ＢＣＳＭの場合、受動レグが存在していない時は、発側−通話中（O_Active）ＰＩＣの前
の任意のＤＰにて中断される。

ＳＳＦ後条件：
(1)

ＳＳＦは特定の対地へ呼をルーチングするために、呼処理動作を実行する。

(2)

発側ＢＣＳＭで、接続（Connect）オペレーションにアドレス情報しか含まれていない場合は、
ＰＩＣ３で呼処理が再開する。

ＳＳＦ ＦＳＭ内のＣＳ対応ＦＳＭが「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態でこのオペレーション
を受信したならば、ＳＳＦは以下のように動作する。
− ＳＳＦがアプリケーションタイマＴＳＳＦを解除する。
− ＳＣＦから送られる「ルーチング対地アドレス（destinationRoutingAddress）」パラメータは、
関連呼のルーチングを完了するのに使用される。
− 設定されたＥＤＰが無かった場合、ＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に遷移する（ｅ９）。
その他の場合では、ＣＳ対応ＦＳＭは「監視中（Monitoring）」状態に遷移する（ｅ１１）。
接続（Connect）オペレーションを受信した際に、暗黙的にＤＰが設定されたり、解除されることは無い。
接続（Connect）オペレーションは、当該オペレーションのＩＮＡＰ処理が完了し、ＳＳＰが回線の選択
に必要な処理を開始する前に完了する。

17.37.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.38

ConnectToResource 手順

＃
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17.39

継続（Continue）手順
概要

17.39.1

このオペレーションは、以前にＳＣＰの指示を待つために呼処理を中断したＤＰから、呼処理を続けるよ
うに、ＳＳＦに要求するために使用される。ＳＳＦは、ＳＣＦからの新しいデータと置き換えることなしに、
呼処理を続行する。このオペレーションは、１つの呼セグメント（CS）を有する呼セグメントアソシエーショ
ン（CSA）で使用され、かつ当該ＣＳに２つ以下のレグが存在する場合にのみ有効である。

パラメータ

17.39.1.1
なし

起動側エンティティ（SCF）

17.39.2

正常手順

17.39.2.1

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＣＳ対向ＦＳＭが「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態になっている。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＣＳ対向ＦＳＭが、監視が要求された場合には「通知あるいは要求待ち（Waiting for Notification
or Request）」状態に、監視が要求されなかった場合には「空き（Idle）」状態になる。

ＣＳ対向ＦＳＭが「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態になっている。継続（Continue）オ
ペレーションがＳＬＰＩによって起動される。その後の監視が要求されていなければ、これによって「空き
（Idle）」状態へのＳＣＳＭ遷移が引き起こされる。しかし、ＥＤＰが設定されている場合のように監視が
要求されると、ＣＳ対向ＦＳＭは「通知あるいは要求待ち（Waiting for Notification or Request）」状態に遷移
する。

エラー処理

17.39.2.2

オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

応答側エンティティ（SSF）

17.39.3
17.39.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1) ＢＣＳＭ：基本呼処理がいずれかのＤＰで中断されている。
中断ＤＰとしては、発側−応答（O_Answer）ＤＰのみが許容される。
(2) ＣＳ対応ＦＳＭが「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態になっている。
ＳＳＦ後条件：
(1)

ＢＣＳＭ：基本呼処理が続行する。

(2)

少なくとも１つのＥＤＰが設定される場合、ＣＳ対応ＦＳＭが「監視中（Monitoring）」状態
になる。あるいは、ＥＤＰが設定されない場合、ＣＳ対応ＦＳＭが「空き（Idle）」状態にな
る。

ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態になっている。ＳＳＭＥ−制御
は継続（Continue）オペレーションを受信し、それを適切なＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭに中継する。ＥＤＰ
が設定されていなければ、ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に遷移する。少なくとも１つ
のＥＤＰが設定されていれば、ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「監視中（Monitoring）」状態に遷移する。基
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＊

本呼処理が再開される。

17.39.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

17.40

ContinueWithArgument 手順

＃

17.41

CoordinateShadowUpdate 手順

＃

17.42

CreateCallSegmentAssociation 手順

＃

17.43

in-directoryBind 手順

＃

17.44

in-directoryUnbind 手順

＃

− 271 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

17.45
17.45.1

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）手順
概要

このオペレーションは網Ａの起動ＳＳＦと網Ｂとの間の暫定接続を切断する際に用いられる。

＊

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレーションは、呼セグメントアソシエーション

＊

（CSA）内に暫定接続を有する呼セグメント（CS）が１つのみ存在し、切断を陽に指定する必要がない場

＊

合においてのみ使用される。複数ＣＳが存在する場合には、アーギュメント付き順方向接続切断

＊

（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションが使用されるべきである。

＊

17.45.1.1 パラメータ
なし

17.45.2

起動側エンティティ（SCF）

17.45.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦとの間に制御相互関係が存在する。

(2)

アシスト手順が進行中である。

(3)

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレーションをＳＣＦが送出しなければな
らないことをＳＬＰＩが決定する。

ＳＣＦ後条件：
(1) ＳＬＰＩの実行は継続する。

順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレーションは、網Ｂ内のＳＲＦを含む物理エンテ
ィティへの順方向接続を切断するよう網Ａ内のＳＳＦに対して指示する。
ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭの「中断及びユーザ相互動作（Suspended and User Instruction）」状態のサ

＊
＊
＊

ブ状態、「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態において、このオペレーション

＊

は、網Ａ内のＳＳＦに対し網Ｂとの暫定接続の切断を要求するよう、サービス論理が決定した場合に、Ｓ

＊

ＣＦによって起動される。

＊

ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭは「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態に遷移する。

17.45.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.45.3

応答側エンティティ（SSF）

17.45.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

発呼受付が起動されている。

(2)

基本呼処理がＤＰで中断されている。

(3)

起動側ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭが「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary
Connection）」状態である。

ＳＳＦ後条件：
(1)

網Ｂとのコネクションが解放される。

(2)

ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。
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順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレーションを受信すると、網Ｂ内のＳＲＦを含む

＊

物理エンティティは関連呼から切断される。ＳＳＦからエンドユーザへの逆方向の接続は解放されない。こ
れによってＳＳＦからエンドユーザへの接続が解放されることはない。
このオペレーションはＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭの「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary
Connection）」状態で受け付けられる。この状態で順方向接続切断（DisconnectForwardConnection）オペレー
ションを受けると、ＳＳＦは以下のように動作する。
− 起動側ＳＳＦは網Ｂとの接続を解放する。

＊

− ＳＳＦがアプリケーションタイマＴＳＳＦを設定する。
− ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する（ｅ８）。

17.45.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。
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17.46
17.46.1

アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）手順
概要

このオペレーションは網Ａの起動ＳＳＦと網Ｂとの間の暫定接続を切断する際に用いられる。

＊

アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションは、

＊

呼セグメントアソシエーション（CSA）内に一つ以上の呼セグメント（CS）が存在する場合に使用され

＊

切断すべき暫定接続を陽に指定（暫定接続が接続されているレグＩＤを指定）しなければならない。

＊

17.46.1.1 パラメータ
− 解放指定先（partyToDisconnect）
− レグＩＤ（legID）
このパラメータは、呼のどの話者に、リソースが現在接続されているかを示す。

17.46.2

起動側エンティティ（SCF）

17.46.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦとの間に制御相互関係が存在する。

(2)

アシスト手順が進行中である。

(3)

アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレー
ションをＳＣＦが送出しなければならないことをＳＬＰＩが決定する。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＬＰＩの実行は継続する。

アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションは、

＊

網Ｂ内のＳＲＦを含む物理エンティティへの順方向接続を切断するよう網Ａ内のＳＳＦに対して指示す

＊

る。

＊

ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭの「中断及びユーザ相互動作（Suspended and User Instruction）」状態のサ

＊

ブ状態、「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態において、このオペレーション

＊

は、網Ａ内のＳＳＦに対し網Ｂとの暫定接続の切断を要求するよう、サービス論理が決定した場合にＳＣ

＊

Ｆによって起動される。

＊

ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭは「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態に遷移する。

17.46.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.46.3 応答側エンティティ（SSF）
17.46.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

発呼受付が起動されている。

(2)

基本呼処理がＤＰで中断されている。

(3)

起動側ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭが「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary
Connection）」状態である。

ＳＳＦ後条件：
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(1)

網Ｂとの暫定接続が解放される。

＊

(2)

ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する。

アーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーションを受信
すると、網Ｂ内のＳＲＦを含む物理エンティティは関連呼から切断される。ＳＳＦからエンドユーザへ

＊

の逆方向の接続は解放されない。
このオペレーションはＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭの「暫定接続終了待ち（ Waiting for End of Temporary
Connection ）」状態で受け付けられる。
この状態でアーギュメント付き順方向接続切断（DisconnectForwardConnectionWithArgument）オペレーショ
ンを受けると、ＳＳＦは以下のように動作する。
− 起動側ＳＳＦは網Ｂとの指定された暫定接続を解放する。

＊

− ＳＳＦはアプリケーションタイマＴＳＳＦを設定する。
− ＳＳＦ内のＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する（ｅ８）。

17.46.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.47

DisconnectLeg 手順

＃

17.48

dSABind 手順

＃

17.49

DSAShadowBind 手順

＃

17.50

in-DSAShadowUnbind 手順

＃
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17.51
17.51.1

エンティティ解放完了（EntityReleased）手順
概要

このオペレーションは、異常またはエラーによって引き起こされたエンティティ（呼セグメント（CS）、
ＢＣＳＭ）の解放をＳＣＰに通知するために使用される。このエラー／異常による影響を受けない呼セグメ
ントアソシエーション（CSA）中の他の既存エンティティ（ＣＳ、ＢＣＳＭ）のために、ＴＣダイアログを
保持する必要があり、ＴＣ−アボートまたはＴＣ−終了によって、この情報を伝達できない場合に、ＣＳＡ
対応ＦＳＭによって送信される。ＣＳが１つのみ存在するケースにおいて、異常またはエラーによって当該
ＣＳが解放された場合、このオペレーションは送信されない。
他のオペレーション（ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）など）を通じてエンティティの解放を
報告できる場合には、エンティティ解放完了（EntityReleased）オペレーションは使用されない。

17.51.1.1 パラメータ
− ＣＳ失敗（CSFailure）
ＣＳが解放されたことを示す。
− 呼セグメントＩＤ（callSegmentID）
解放されたＣＳを識別する。
− 網特有理由（reason）
エラー／異常の種類に関する網固有の情報（例えば、外部／内部エラーまたは異常）を提供

＊

する。

＊

本パラメータ値は以下の領域に基づいて付与する。

＊

‘00000001’B〜’01111111’B：ＴＴＣ固有領域

＊

‘10000000’B〜’11111111’B：網特有領域

＊

‘00000000’B：未使用

＊

ＴＴＣにて規定される網特有理由（reason）パラメータへの設定値は以下の通りである。

＊

‘00000001’B：アプリケーションタイマ満了

＊

‘00000010’B：処理異常

＊

‘00000011’B：他関連リソース消滅（暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）オペレ

＊

ーションの解放条件（ReleaseCondition）パラメータに従って、関連レグが消

＊

滅した際に当該ＣＳを解放する場合に使用）

＊

− 理由表示（cause）
特定エンティティの理由表示を示す。この理由は、その呼の今後の処理について決めるために
ＳＣＦによって使用されるかもしれない。

17.51.2

本パラメータは、エンティティ解放完了を通知するＣＳ内のレグまたは暫定接続にて外部か

＊

らの信号により理由表示（Cause）パラメータを受信した場合に使用される。

＊

起動側エンティティ（SSF）

17.51.2.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1) 「空き（Idle）」以外の状態
ＳＳＦ後条件：
(1)

解放されたエンティティがＢＣＳＭ（レグ）の場合は、適切なリソースだけが解放される。解
放されたエンティティがＣＳの場合は、対応するＦＳＭが「空き（Idle）」状態になる。
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17.51.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.51.3

応答側エンティティ（SCF）

17.51.3.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1) ＳＣＦとＳＳＦとの間に制御相互関係が成立している。
ＳＣＦ後条件：
(1)

解放されたエンティティに対応するＳＣＦリソースが解放される。

(2)

ＳＬＰＩがさらに実行される。

17.51.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.52

EstablishChargingRecord 手順

＃
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17.53

暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）手順
概要

17.53.1

このオペレーションは、サービスアシスト手順の中で網ＡのＳＳＦと網Ｂとの間の暫定的なコネクショ

＊

ンを生成するために用いられる。

パラメータ

17.53.1.1

− アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）
このパラメータは、網Ｂへのアシスト手順のための網Ｂ内の着アドレスを示す。

＊

「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）」は「相関ＩＤ
（correlation ID）」と「ＳＣＦ ＩＤ（scfID）」が独立して指定されていない場合のみ「相関ＩＤ
（correlationID）」、「ＳＣＦ ＩＤ（scfID）」を含む。
− 相関ＩＤ（correlationID）
このパラメータは網Ｂ内のＳＳＦ（またはＳＲＦ）からの暫定接続の確立に関する網ＢのＳＣＦ

＊

への通知と網Ａの起動ＳＳＦからの要求を対応づける為にＳＣＦが使用する。

＊

相 関 Ｉ Ｄ （ correlationID ） は 、 「 ア シ ス ト Ｓ Ｓ Ｐ − Ｉ Ｐ ル ー チ ン グ ア ド レ ス
（assistingSSPIPRoutingAddress）に含まれない場合にのみ使用される。
− ＳＣＦ ＩＤ（scfID）
本標準第 5 編参照。「ＳＣＦ

ＩＤ（scfID）」は「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス

（assistingSSPIPRoutingAddress）」に含まれていない場合にのみ使用される。
− 接続指定先（partyToConnect）
− レグＩＤ（legID）
このパラメータは、このレグと同じ呼セグメント（CS）に接続されている他のレグとの間の音
声接続を維持する一方で、今後の相互動作が呼のどの話者に適用されるかを示す。
ＳＣＦは、「送信側ＩＤ（sendingSideID）」のみを使用する。
− 事業者情報転送（ttcCarrierInformationTransfer）

＊
＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２事業者情報転送 信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

本パラメータ内は、ＳＣＰ事業者情報を送信するために以下が設定されうる。

＊

・経由情報転送表示：設定。但し、本フィールドはＳＳＦ側では参照しない。

＊

・事業者情報名：設定。但し、「ＳＣＰ事業者情報」のみ指定可。

＊

起動側エンティティ（SCF）

17.53.2
17.53.2.1

正常手順

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦとの間に制御相互関係が成立している。

(2)

サービス論理は、網ＡのＳＳＦと網Ｂ間の暫定接続が必要であると決定している。

＊

(3)

通話者が他の通話者と接続中でない。

＊

ＳＣＦ後条件：
(1)

(2)

ＳＣＳＭ内のＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは「網Ｂでのアシスト処理中

＊

（Waiting for Assist Request）」状態に遷移する。

＊

ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭは「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態
に遷移する。
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ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭの「中断及びユーザ相互動作（Suspended and user Instruction）」状態にお

＊

いて、サービス論理が網Ｂ内でのＳＣＦとＳＲＦの直接的あるいは間接的な関係が要求されることを決定

＊

する場合に、このオペレーションはＳＣＦによって起動される。ＳＣＳＭ内のＣＳ対向ＦＳＭは「暫定接

＊

続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態に遷移する。

＊

エラー処理

17.53.2.2

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

応答側エンティティ（SSF）

17.53.3
17.53.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1)

発呼受付が起動されている。

(2)

基本呼処理がＤＰ１、３、５、６で中断されている。

(3)

ＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。

＊

ＳＳＦ後条件：
(1)

ＳＳＦはＳＣＦが要求した「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス
（assistingSSPIPRoutingAddress）」に従って網Ｂへ呼をルーチングするための呼処理動作を

＊

実行する。
(2) 当該ＣＳは暫定接続の終了を待つ。

ＣＳ対応ＦＳＭの「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態でこのオペレーションを受信した場合、Ｓ
ＳＦは以下のように動作する。
− 「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）」を用いて呼を網
Ｂにルーチングする。

＊
＊

− ＣＳ対応ＦＳＭは「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」状態に遷移す
る（ｅ７）。

17.53.3.2

エラー処理

アシストＳＳＦ／ＳＲＦが接続確立を受け付けられる（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１参照）までの間、暫定接
続確立（EstablishTemporaryConnection ）実行中に網から受信された失敗通知はすべて、暫定接続確立
（EstablishTemporaryConnection）オペレーションエラーのＥＴＣ失敗（ETCFailed）としてＳＣＦに通知され
るべきである（例えば、話中、輻輳の場合）。暫定接続確立（EstablishTemporaryConnection）に対するオペ
レーションタイマは、接続を受ける信号手順の許容時間より長く設定しなければならない。
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。
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17.54

課金イベント通知（EventNotificationCharging）手順

17.54.1 概要
このオペレーションは、課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペレーションでＳＣ
Ｆにより要求された特定の課金イベント種別の発生をＳＣＦに報告するためにＳＳＦによって使用される。
本オペレーションは、課金に関する相互動作に対応するためのオプションをサポートする。
一つの接続形態において、複数の課金イベントが発生しうるため、課金イベント通知
（EventNotificationCharging）オペレーションが複数回起動されるかもしれない。それぞれの接続形態のため
に課金イベント通知（EventNotificationCharging）は複数回使用されるかもしれない。
当該通知要求が解除されない限り（解除は、イベント設定要求が行われたレグが解放された場合に行わ

＊

れる）、指定された課金イベントが検出される度に本オペレーションにより課金イベントが通知される。

＊

17.54.1.1

パラメータ

− 課金イベント種別（eventTypeCharging）
このパラメータは、発生した課金イベント種別を示す。
その内容は、ＴＴＣ特有または網運用者特有である。

＊

ＴＴＣ特有の課金イベント種別として、以下のパラメータが設定されうる。

＊

− ＴＴＣ特有課金イベント種別（ttcSpecificChargeEventType）

＊

このパラメータは、事業者間精算情報に関連する課金イベントの種別を示しており、以下

＊

課金イベントが定義される。

＊

・ 事業者情報転送

＊

・ 付加ユーザ種別

＊

・ 逆方向呼表示

＊

・ 料金区域情報

＊

・ 課金情報遅延

＊

− 課金イベント特有情報（eventSpecificInformationCharging）
このパラメータは、イベントに特有の課金関連情報を含む。
その内容は、ＴＴＣ特有または網運用者特有である。

＊

ＴＴＣ特有の課金イベント特有情報として、以下のパラメータが設定されうる。

＊

− ＴＴＣ固有課金イベント特有情報（ttcEventSpecificInformationCharging）

＊

− 事業者情報転送（ttcCarrierInformationTransfer）
このパラメータは、検出された事業者情報転送パラメータの内容を示す。

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２事業者情報転送 信号情報参照。

＊

− 付加ユーザ種別（ttcAdditionalPartysCategory）

＊

このパラメータは、検出された付加ユーザ種別パラメータの内容を示す。

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２付加ユーザ種別 信号情報参照。

＊

− 逆方向呼表示（ttcBackwardCallIndicatiors）

＊

このパラメータは、検出された逆方向呼表示パラメータの内容を示す。

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２逆方向呼表示 信号情報参照。

＊

− 料金区域情報（ttcChargeAreaInformation）

＊

このパラメータは、検出された料金区域情報パラメータの内容を示す。

＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２料金区域情報 信号情報参照。

＊

− 課金情報遅延（ttcChargeInformationDelay）
このパラメータは、検出された課金情報遅延パラメータの内容を示す。
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＊
＊

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２課金情報遅延 信号情報参照。

＊

− レグＩＤ（legID）
このパラメータは、課金イベント種別が適用されるレグＩＤを示す。
− 監視モード（monitorMode）
このパラメータは、課金イベントの通知方法を示す。「監視モード（monitorMode）」が「中断
（interrupted）」の場合、イベントは要求として報告される。「監視モード（monitorMode）」が「通
知し継続（notifyAndContinue）」の場合は、イベントは通知として報告される。「監視モード
（monitorMode）」が「透過（transparent）」は、課金イベント通知（EventNotificationCharging）オ
ペレーションには適用されない。
更にＴＴＣ特有の条件として「監視モード（monitorMode）」が「中断（interrupted）」は適用さ

＊

れない。

＊

起動側エンティティ（SSF）

17.54.2

17.54.2.1 正常手順
ＳＳＦ前条件
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に、制御相互関係または監視相互関係が確立している。

(2)

ＳＣＦによって要求された課金イベントが検出された。

ＳＳＦ後条件：
ＦＳＭの状態遷移はない。

(1)

ＳＳＦ

ＦＳＭは、「空き（Idle）」状態以外のいずれかの状態である。このオペレーションは、ＳＣＦ

によって要求された課金イベントが検出された時に起動される。検出された課金イベントは、ａ）他のＳＬ
ＰＩあるいはｂ）他の交換機に起因する。課金イベントの原因に関係なく、課金イベントの発生時に（相当
する監視モード（monitorMode）に従って）ＳＳＦは次の動作を実行する。
通知し継続（NotifyAndContinue）
課金イベント通知（EventNotificationCharging）オペレーションを使用して課金イベントをＳＣＦに
通知し、イベント処理あるいは信号処理を継続する。

17.54.2.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

17.54.3

応答側エンティティ（SCF）

17.54.3.1 正常手順
ＳＣＦ前条件
(1) 課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペレーションがＳＬＰＩの要求と
して送信され、ＳＬＰＩがＳＳＦからの課金イベント通知（EventNotificationCharging）オペレー
ションの受信を期待している。
ＳＣＦ後条件：
(1) ＦＳＭの状態遷移はない。

このオペレーションの受信により、通知を期待しているＳＬＰＩは処理を継続する。
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17.54.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。
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17.55

ＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）手順
概要

17.55.1

このオペレーションは、ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペレーションでＳＣＦ
により明示的に要求された呼関連イベントをＳＣＦに通知するために使用する。ＢＣＳＭイベント報告要求
（RequestReportBCSMEvent）オペレーションでは、１つ以上のイベントの監視を要求することができるが、
これらの要求されたイベントは、それぞれ別のＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーション
にて通知される。

17.55.1.1

パラメータ

− ＢＣＳＭイベント種別（eventTypeBCSM）
このパラメータは、報告されるイベントの種別を特定する。
− ＢＣＳＭイベント特有情報（eventSpecificInformationBCSM）
このパラメータは、当該イベントに特定の呼関連情報を示す。
発側−着信者話中（O_CalledPartyBusy）の場合、可能なら「ビジー理由（BusyCause）」を含む。
発側−無応答（O_NoAnswer）の場合、なにも設定しない。
発側−応答（O_Answer）の場合、なにも設定しない。
発側−切断（O_Disconnect）の場合、可能なら「切断理由（releaseCause）」と「接続時間（connectTime）」
の両方または１つを含む。
接続時間の設定が可能な時は、着信者からの応答信号を受信した時から接続が解放されるまでの通
話時間を１００ｍｓ単位で表示する。
発側−途中放棄（O-Abandon）の場合、可能なら放棄理由（abandonCause）を含む。
− レグＩＤ（legID）
このパラメータは、イベントが通知された呼の話者を表示する。ＳＳＦは、オプションの「受信側
ＩＤ（ReceivingSideID）」のみを使用する。
− 受信側ＩＤ（receivingSideID）
「レグＩＤ（legID）」の値は以下を想定する。
注：レグの番号は以下の原則に基づいて付与される。
最初の呼セグメント（CS）が発側ＣＳ（「発側呼設定（Originating Setup）」ＣＳ状
態）から生成された場合、レグＩＤ（legID）＝１が制御レグ、レグＩＤ（legID）＝
２が 受動レグである。
このパラメータが指定されなかった場合は、次のデフォルトを想定する。

＊

「レグＩＤ（legID）」＝１は、発側−途中放棄（O_Abandon）イベント。

＊

「レグＩＤ（legID）」＝２は、発側−着信者話中（O_CalledPartyBusy）、発側−無応答

＊

（O_NoAnswer）、発側−応答（O_Answer）のイベント。

＊

「レグＩＤ（legID）」パラメータは、発側−切断（O_Disconnect）イベントの場合は、例外

＊

なく含まれるべきである

＊

− その他呼情報（miscCallInfo）
このパラメータは、検出ポイント関連の情報を示す。
− メッセージ種別（messageType）
このパラメータは、メッセージが要求（即ち、監視モードが「中断（interrupted）」であるＢ
ＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペレーションに対する結果）か、それ
とも通知（即ち、監視モードが「通知し継続（notifyAndContinue）」であるＢＣＳＭイベント
報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペレーションに対する結果）であるかを示す。

− 283 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

− ＤＰ割当（dPAssignment）
このオペレーションでは、このパラメータは省略される。

起動側エンティティ（SSF）

17.55.2

正常手順

17.55.2.1

ＳＳＦ前条件：
(1)

ＣＳ対応ＦＳＭは「監視中（Monitoring）」状態である。ただし、発側−切断（O_Disconnect）
ＤＰまたは発側−途中放棄（O_Abandon）ＤＰが設定され検出される場合においては、任意
の状態であるかも知れない。

(2)

ＢＣＳＭは、設定されたＥＤＰに向け処理を進める。

ＳＳＦ後条件：
(1)ＣＳ対応ＦＳＭは、メッセージ種別が通知でＥＤＰが設定中の場合は、「監視中（Monitoring）」
状態に留まっている。
(2)

ＣＳ対応ＦＳＭは、メッセージ種別が通知で、他にＥＤＰが設定されていない場合は、「空き
（Idle）」状態に遷移する。これがＣＳＡの中で最後のＣＳである場合は、ＣＳＡ対応ＦＳＭ
も「空き（Idle）」状態に戻る。

(3)

メッセージ種別が要求の場合、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する。呼処
理は中断される。

エラー処理

17.55.2.2

メッセージの種別が要求の場合は、いかなるオペレーションの受信よりも前に、ＴＳＳＦがタイムアウトし
た時点で、ＳＳＦはＳＣＦとの相互動作を途中放棄し、その呼に対して終了処置（例えば終了アナウンス）
が実施される。
オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

応答側エンティティ（SCF）

17.55.3
17.55.3.1

正常手順

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＳＦとＳＣＦの間に、制御相互関係または監視相互関係が確立している。

(2)

ＣＳ対向ＦＳＭは、「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態の「通知あるいは要
求待ち（Waiting for Notification or Request）」サブ状態にある。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＣＳ対向ＦＳＭは、メッセージ種別が通知で他にＥＤＰが設定されている場合「通知あるいは
要求待ち（Waiting for Notification or Request）」サブ状態に留まっている。または、メッセー
ジ種別が通知であり他にＥＤＰが設定されていない場合は、「ＣＳ制御空き（CS Control
Idle）」状態に遷移する。または、メッセージ種別が要求の場合、「ＣＳ指示準備中（Preparing
CS Instructions）」状態に遷移する。

(2)

イベントはＳＬＰＩに通知される。ＳＣＦはＳＬＰＩに従いＳＳＦまたはＳＲＦ指示を準備す
る。

17.55.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。
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17.56

EventReportFacility 手順

＃

17.57

Execute 手順

＃

17.58

FacilitySelectedAndAvailable 手順

＃

17.59

FurnishChargingInformation 手順

＃

17.60

HandlingInformationRequest 手順

＃

17.61

HandlingInformationResult 手順

＃

17.62

HoldCallInNetwork 手順

＃

17.63

in-DSAUnbind 手順

＃
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17.64
17.64.1

イニシャルＤＰ（InitialDP）手順
概要

このオペレーションは、呼を完了する指示をＳＣＦに要求する目的で、ＢＣＳＭでＴＤＰを検出した後に
ＳＳＦによって送信される。

17.64.1.1 パラメータ
− サービスキー（serviceKey）
このパラメータは、要求されたＩＮサービスをあいまいさがないようにＳＣＦに対して指定する。
このパラメータは、（ＳＣＰを特定するためではなく）ＳＣＦ内で正しいアプリケーション／ＳＬ
Ｐを特定するのに使用される。
− ダイヤル番号（dialledDigits）
本標準第 5 編参照。ダイヤル番号は、発側又は交換呼処理よりあらかじめＳＳＦに受信される実

＊

際の番号である。

＊

− 着番号（calledPartyNumber）
このパラメータは、順方向の着信者を識別するために使用される番号を含む。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ
７６２着番号 信号情報参照。
− 発番号（callingPartyNumber）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２発番号 信号情報参照。
− 発ユーザ種別（callingPartysCategory）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２発ユーザ種別 信号情報参照。
− 発サブアドレス（callingPartySubaddress）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１発サブアドレス 信号情報参照。
− その他呼情報（miscCallInfo）
ＤＰタイプ（通知か要求）とＤＰ割当（回線毎、グループ毎、局毎）のシーケンス。ＤＰタイプと
ＤＰ割当は、網運用者が選択できる。
− 端末種別（terminalType）
本標準第 5 編参照。端末タイプを識別し、ＳＣＦがＳＲＦに能力の適切なタイプ（音声認識、ＤＴ
ＭＦ、表示能力など）を指定できるようにする。
− 順方向呼表示（forwardCallIndicators）
このパラメータは、呼が国内呼あるいは国際呼として扱われるべきかどうかを示す。また、網アク
セスの信号能力、前位の網接続、および後続の網接続の際の優先信号能力も示す。網アクセス能力
は端末種別を示すものではない。例えば、ＩＳＰＢＸはＩＳＤＮアクセス種別を持つが、ＩＳＰＢ
Ｘにつながるユーザの端末はＩＳＤＮかまたは非ＩＳＤＮであろう。
− ベアラ能力（bearerCapability）
このパラメータは、ユーザへのベアラ能力接続コネクションの種別または通信路要求表示を示す。
次の２つのパラメータのどちらを使用するかを選択するのは、網オプションである。
− ベアラ能力（bearerCap）
このパラメータは、ＳＳＦがローカル交換機レベルにある場合にはＤＳＳ１ベアラ能力（Bearer
Capability）パラメータ（ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１）を含み、ＳＳＦが中継交換機レベルにあ
る場合にはＩＳＵＰユーザサービス情報（User Service Information）パラメータ（ＴＴＣ標準Ｊ
Ｔ−Ｑ７６３参照）を含む。
ベアラ能力（bearerCap）パラメータは、ＤＳＳ１ベアラ能力（Bearer Capability）パラメータや
ＩＳＵＰユーザサービス情報（User Service Information）パラメータがＳＳＰで利用可能な場合
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のみ、イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションに含まれるべきである。
伝達能力の 2 つの値がＳＳＦで使用できる場合、またはユーザサービス情報とユーザサービス
情報プライムがＳＳＦで使用できる場合、ベアラ能力（bearerCap）は、優先伝達能力の値、ユー
ザサービス情報プライムパラメータの値を含む。
− 通信路要求表示（tmr）
通信路要求表示（tmr）は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３に従ってＩＳＵＰの通信路要求表示
（Transmission Medium Requirement）パラメータとして符号化される。
通信路要求表示の 2 つの値がＳＳＦで使用できる場合、または通信路要求表示と通信路要求表
示プライムがＳＳＦで使用できる場合、ベアラ能力（bearerCap）は、優先通信路要求表示の値、
通信路要求表示プライムパラメータの値を含む。
− ＢＣＳＭイベント種別（eventTypeBCSM）
このパラメータは、イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを発生させることに至った、設定
されたＢＣＳＭ検出ポイントイベントを示す。
− 汎用番号（genericNumbers）
ＳＳＦは、着番号、付加接続先番号、付加オリジナル着番号、付加転送先番号だけでなく、付加発
番号についてＳＣＦに通知できる。
汎用番号パラメータには、以下の設定が可能である。

＊

• 付加接続先番号

＊

• 付加発番号

＊

• 付加第一着番号

＊

− 契約者番号（ttcContractorNumber）

＊

このパラメータは、網が監理する契約者の番号を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２契約者番号

＊

信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

− 料金区域情報（ttcChargeAreaInformation）

＊

このパラメータは、発信者の料金区域情報を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２料金区域情報 信

＊

号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

− 着ＩＮ番号（ttcCalledINNumber）

＊

このパラメータは、着ＩＮ番号を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２着ＩＮ番号 信号情報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

− 事業者情報転送（ttcCarrierInformationTransfer）

＊

このパラメータは、事業者情報転送を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２事業者情報転送 信号情

＊

報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

− 付加ユーザ種別（ttcAdditionalPartysCategory）

＊

このパラメータは、付加ユーザ種別を示す。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２付加ユーザ種別 信号情

＊

報参照。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊

− ＳＳＰ料金区域情報（ttcSSPChargeAreaInformation）

＊

このパラメータは、ＳＳＰの料金区域情報を示す。

＊

本パラメータは、ＴＴＣ独自追加として、拡張（extensions）パラメータに設定される。

＊
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17.64.2

起動側エンティティ（SSF）

17.64.2.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

実行中のＤＰに対する判断基準を満たすイベントが検出された。

(2)

ＳＳ７上の過負荷が呼に対して有効でない。

ＳＳＦ後条件：
(1)

ＤＰがＴＤＰ−Ｒとして設定されている場合は、制御相互関係が確立される。ＳＳＦ内のＣＳ
対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態に遷移する。

発呼によってＢＣＳＭに設定されたＴＤＰに関連する（割り当てられたＤＰ判断基準を満たすための）ト
リガ検出の後、ＳＳＦは、ＳＳ７上の過負荷が関連する呼セグメント（CS）に対して有効でないかチェック
する。
これらの条件を満たせば、イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションがＳＳＦによって起動される。イ
ニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションが送信されるべきＳＣＦのアドレスは、トリガ関連データを元に
決定される。ＳＳＦは利用可能なできる限り多くのパラメータを提供する。場合によっては、いくつかのパ
ラメータ（発番号（callingPartyNumber）あるいは発ユーザ種別（callingPartysCategory）など）が使用できる
状態になっていなければならない。（そのようなパラメータがいくつかのトリガ条件のために必要であるこ
とを知るために）そのトリガテーブルにおいて、もしこれらのパラメータが利用できなければ、これらのパ
ラメータを取得するための必要な動作を行って（例えば、もしＳＳ７以外の方式であれば、前位の交換機か
ら発ユーザ種別（callingPartysCategory）を要求することが可能かもしれない）ＳＳＦにて適切に処理される
べきである。
条件が満たされない場合、呼制御は下位のネットワークに戻される。
もし、そのＤＰがＴＤＰ−Ｒとして設定されていれば、制御相互関係がＳＣＦに設定される。ＳＳＦがＳ
ＣＦからの指示を要求するためにイニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションを送信する時、ＳＳＦアプリ
ケーションタイマＴＳＳＦは設定される。それは、過度の呼中断を回避するために使用される。

17.64.2.2 エラー処理
目的のＳＣＦにアクセスできない場合、呼に最終処理が与えられる。
制御を受ける前にアプリケーションタイマＴＳＳＦがタイムアウトになると、ＳＳＦはＳＣＦとの相互動作
をアボートし、呼に最終処理（例えば、終了アナウンスへのルーチング）が与えられる。発呼者がイニシャ
ルＤＰ（InitialDP）オペレーションの送信後に放棄した場合は、ＳＳＦはＴＣに対するアボートによって制
御相互関係をアボートする。これはＳＳＦにてダイアログをローカルに解放するのみであり、その後にＳＣ
Ｆからの最初の応答メッセージを受信した場合には、ＳＣＦにＴＣ−Ｐ−アボートを返送することに注意。
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.64.3

応答側エンティティ（SCF）

17.64.3.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
なし
ＳＣＦ後条件：
(1) ＳＬＰＩが起動されている。
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イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーション受信の際、ＳＣＳＭは以下の状態に遷移し、関連するＳＳＦ
との制御相互関係が生成される。
− ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは、「空き（Idle）」状態から、「ＳＳＦ／ＳＲＦ指
示準備中（Preparing SSF/SRF Instructions）」状態に遷移。

＊
＊

− ＣＳＡ対向ＦＳＭは、「ＳＳＦ制御空き（SSF Control Idle）」状態から、「ＳＳＦ指示準備中
（Preparing SSF Instructions）」状態に遷移。

＊
＊

− ＣＳ対向ＦＳＭは、「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態から、「ＣＳ指示準備中
（Preparing CS Instructions）」状態に遷移。

＊
＊

ＳＬＰＩはサービスキー（serviceKey）パラメータを元にイニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションの処
理のために起動される。この制御相互関係によって、ＳＣＦは起動されたサービス論理に従って基本呼処理
に影響を与えるかもしれない。
ＳＬＰＩで実行される動作は、このオペレーションで伝達されるパラメータと、ＳＬＰＩ、つまり要求さ
れたＩＮサービス自身に依存する。

17.64.3.2 エラー処理
イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションが拒否された場合、ＳＣＳＭは「空き（Idle）」状態に留ま
る。保守機能に通知され、ＳＬＰＩは起動されない。
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.65

InitiateAssociation 手順

＃

17.66

InitiateCallAttempt 手順

＃

17.67

ManageTriggerData 手順

＃
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17.68
17.68.1

呼セグメント併合（MergeCallSegments）手順
概要

このオペレーションは、２つの関連呼セグメント（CS）を１つの呼セグメント（CS）に併合するように
ＳＳＦに要求する。関連するすべてのレグ間には、ベアラ接続が確立される。
指定された「ソース」ＣＳを併合する場合、ＣＳが所有するレグの状態、設定されたＥＤＰは、併合され
た後でも同じレグに適用される。

17.68.1.1 パラメータ
− ソース呼セグメント（sourceCallSegment）
併合により削除されるＣＳを識別する。
− ターゲット呼セグメント（targetCallSegment）
併合により残るＣＳを識別する。指定しない場合には、イニシャルＣＳがターゲットＣＳとして使
用される。

17.68.2

起動側エンティティ（SCF）

17.68.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に制御相互関係がある。

(2)

２つのＣＳから１つのＣＳへの併合をＳＬＰＩが決定済みである。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＬＰＩの実行は継続する。

(2)

「ソース」ＣＳ対向ＦＳＭはＣ１「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態に遷移する。

(3)

「ターゲット」ＣＳ対向ＦＳＭは以下のいずれかの状態に遷移する。
− 「ターゲット」ＣＳが「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態の場合、同じ
状態に留まる。

＊
＊

− 「ターゲット」ＣＳが「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」状態の場
合、「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態に遷移する。
(4)

＊

ＳＣＳＭ内の他のＦＳＭは同じ状態に留まる。

＊
＊
＊

17.68.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.68.3

応答側エンティティ（SSF）

17.68.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に制御相互関係がある。

(2)

ソースＣＳで関連するすべてのＢＣＳＭが、発側−通信中（O_Active）、呼出中（Alerting）、
ルート選択＆呼出中（Routing & Alerting）、または当該ＰＩＣに関連するＥＤＰの 1 つにある。

(3)

ソースＣＳのＳＳＦ内ＣＳ対応ＦＳＭが、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。

(4)

併合するソースＣＳ内のレグおよびターゲットＣＳ内のレグまたはＳＲＦコネクションが、
「結合（joined）」状態になっている。

(5)

ターゲットＣＳは、ユーザ相互動作のために捕捉したＳＲＦコネクションを保有している
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＊

(6)

かもしれない。

＊

「出接続（Outgoing）」レグ（発側ＢＣＳＭ（O_BCSM）の受動レグなど）を制御対象とす

＊

る場合で、発側ＢＣＳＭ（O_BCSM）の時には、最低でも対応するＢＣＳＭが発側−応答

＊

（O_Answer）ＤＰになっている。

＊

ＳＳＦ後条件：
(1)

指示されたＣＳを結合する必要な動作をＳＳＦが実行する。「結合（joined）」状態になって
いるソースＣＳのすべてのレグが、ターゲットＣＳのコネクションポイントに接続されている。

(2)

ソースＣＳのＳＳＦ内ＣＳ対応ＦＳＭが「空き（Idle）」状態に戻る。

(3)

ソースＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは、「空き（Idle）」状態、ターゲットＣＳに対するＣＳ
対応ＦＳＭは、「指示待ち（Waiting for Instructions）」または「暫定接続終了待ち（Waiting for
End of Temporary Connection）」状態に遷移する。

(4)

直ちに結果応答が返送され、確立したコネクションビュー（CV）を変更するための情報、お
よび関連する信号イベントに関連するインタフェース問題が解決されたことをＳＣＦに知ら
せる。

17.68.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.69

ModifyEntry 手順

＃

17.70

MoveCallSegments 手順

＃
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17.71
17.71.1

レグ移動（MoveLeg）手順
概要

このオペレーションは、対応する別の呼セグメント（CS）へあるＣＳのレグを移動するようにＳＳＦに
要求する。
制御レグにレグ移動（MoveLeg）オペレーションを実行すると、その通信の受動レグを解放せずに制御レ
グの現在の通信を中断し、制御レグと別の受動レグまたは暫定接続との通信が確立される。制御レグのみが
移動する。
受動レグにレグ移動（MoveLeg）オペレーションを実行すると、あるＣＳからそれに関連するＣＳへ、受
動レグと対応するＢＣＳＭインスタンスが移動される。
指定したレグを移動すると、レグの状態、設定したＥＤＰは、移動後の同一レグに対しても適用される。

17.71.1.1 パラメータ
− 移動レグＩＤ（legIDToMove）
移動するレグを示す。
ＳＣＦは、「送信側ＩＤ（sendingSideID）」のみを使用する。

＊

− ターゲット呼セグメント（targetCallSegment）
レグを移動する先のＣＳを示す。移動後、このＣＳインスタンスは保持される。指定されない場合、
レグはイニシャルＣＳへ移動する。

17.71.2

起動側エンティティ（SCF）

17.71.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

呼が、適切な「コールコネクションビュー（CallConnectionView）」状態にある。

(2)

呼処理が中断されている。

(3)

制御相互関係が確立され、ＳＬＰＩが要求を処理している。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＬＰＩの実行が続いている。

(2)

「ターゲット」ＣＳ対向ＦＳＭは以下のいずれかの状態に遷移する。
− 「ターゲット」ＣＳが「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態の場合、同じ
状態に留まる。

合、「暫定接続確立中（Establishing Temporary Connection）」状態に遷移する。
ＳＣＳＭ内の他のＦＳＭは同じ状態に留まる。

17.71.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.71.3

応答側エンティティ（SSF）

17.71.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

ＥＤＰ要求が起動されている。

(2)

適切な「コールコネクションビュー（CallConnectionView）」状態が存在する。
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− 「ターゲット」ＣＳが「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection）」状態の場

(3)

＊
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＊
＊
＊

(3)

(4)

「出接続（Outgoing）」レグ（発側ＢＣＳＭ（O_BCSM）の受動レグなど）を制御対象とす

＊

る場合で、発側ＢＣＳＭ（O_BCSM）の時には、最低でも対応するＢＣＳＭが発側−応答

＊

（O_Answer）ＤＰになっている。

＊

ソースＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態、ター

＊

ゲットＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは、「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary Connection

＊

）」状態である。

＊

ＳＳＦ後条件：
(1)

ＳＳＦが、適切な呼処理動作を実行する。

(2)

適切な「コールコネクションビュー（CallConnectionView）」状態が決定される。

(3)

ソースＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは、「空き（Idle）」状態、ターゲットＣＳに対するＣＳ
対応ＦＳＭは、「暫定接続終了待ち（Waiting for End of Temporary Connection）」状態に遷移
する。

(4)

直ちに結果応答が返送され、確立したコネクションビュー（CV）を変更するための情報、お
よび関連する信号イベントに関連するインタフェース問題が解決されたことをＳＣＦに知ら
せる。

17.71.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.72

NetworkCapability 手順

＃

17.73

NotificationProvided 手順

＃

17.74

OAbandon 手順

＃

17.75

OAnswer 手順

＃

17.76

OCalledPartyBusy 手順

＃

17.77

ODisconnect 手順

＃

17.78

OMidCall 手順

＃

17.79

ONoAnswer 手順

＃

17.80

OriginationAttempt 手順

＃

17.81

OriginationAttemptAuthorized 手順

＃

17.82

OSuspended 手順

＃

17.83

PlayAnnouncement 手順

＃

17.84

PromptAndCollectUserInformation 手順

＃

17.85

PromptAndReceiveMessage 手順

＃

17.86

ProvideUserInformation 手順

＃

17.87

Reconnect 手順

＃

17.88

ReleaseAssociation 手順

＃
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17.89
17.89.1

呼解放（ReleaseCall）手順
概要

ＳＣＦによって使用されるこのオペレーションは、呼セグメント（CS）に関係するすべての話者に対し
て、呼の任意の段階において存在するＣＳまたは呼を、消滅させるために使用される。

17.89.1.1 パラメータ
− イニシャル呼セグメント（initialCallSegment）
イニシャルＣＳを解放することを示す。
− 解放理由（releaseCause）
この特定の呼を解放する理由についての指示をＳＳＦに与える番号。このパラメータは、ＳＳ
Ｆが呼における異なる話者に対して特定のトーンを生成したり、解放メッセージにおける理由
表示（cause）を与えるために使用されるかもしれない。
− 関連呼セグメント（associatedCallSegment）
関連ＣＳを解放することを示す。
− 呼セグメント（CallSegment）
このパラメータは、解放されるＣＳを示す。
− 解放理由（releaseCause）
この特定の呼を解放する理由についての指示をＳＳＦに与える番号。このパラメータは、ＳＳ
Ｆが呼における異なる話者に対して特定のトーンを生成したり、解放メッセージにおける理由
表示（cause）を与えるために使用されるかもしれない。
− 全呼セグメント（allCallSegments）
ＣＳＡ内のすべてのＣＳを解放することを示す。
− 解放理由（releaseCause）
この特定の呼を解放する理由についての指示をＳＳＦに与える番号。このパラメータは、ＳＳ
Ｆが呼における異なる話者に対して特定のトーンを生成したり、解放メッセージにおける理由
表示（cause）を与えるために使用されるかもしれない。

17.89.2

起動側エンティティ（SCF）

17.89.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは｢ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing

＊

SSF/SRF Instructions）｣状態にある。

＊

(2)

ＣＳＡ対向ＦＳＭは｢ＳＳＦ指示準備中（Preparing SSF Instructions）｣状態にある。

＊

(3)

解放するべきＣＳ対向ＦＳＭは｢ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）｣状態にある。

＊

ＳＣＦ後条件：
(1)

解放が指定されたＣＳ対向ＦＳＭは「ＣＳ制御空き（CS Control Idle）」状態に遷移する。

＊

(2)

関連するＣＳ対向ＦＳＭインスタンスが存在しなければ、ＣＳＡ対向ＦＳＭは「ＳＳＦ制

＊

制御空き（SSF Control Idle）」状態に遷移する。関連するＣＳ対向ＦＳＭインスタンスが存

＊

在すれば、ＣＳＡ対向ＦＳＭは「ＳＳＦ指示準備中（Preparing SSF Instructions）」状態に留

＊

まる。

＊

(3)

関連するＣＳＡ対向ＦＳＭインスタンスが存在せず、かつアシスト／ハンドオフタイマ

＊

Ｔassist/hand-off が実行中でなければ、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭインスタ

＊

ンスは「空き（Idle）」状態に遷移する。その他の場合は、ＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース

＊
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対向ＦＳＭインスタンスは状態遷移しない。

＊

17.89.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

17.89.3

応答側エンティティ（SSF）

17.89.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1)

ＣＳＡ対応ＦＳＭは、「動作中（Active）」状態にある。

＊

(2)

解放するＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態にある。

ＳＳＦ後条件：
(1)

解放が指定されたＣＳ対応ＦＳＭは「空き（Idle）」状態に遷移する。

＊

(2)

関連するＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが存在しなければ、ＣＳＡ対応ＦＳＭは「空き

＊

（Idle）」状態に遷移する。関連するＣＳ対応ＦＳＭインスタンスが存在すれば、ＣＳＡ対

＊

向ＦＳＭは「動作中（Active）」状態に留まる。

＊

17.89.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラー処理は、クラス４オペレーションのため適用されない。

17.90

RemoveEntry 手順

＃

17.91

ReportChargingInformation 手順

＃

17.92

ReportUTSI 手順

＃

17.93

RequestCurrentStatusReport 手順

＃

17.94

RequestEveryStatusChangeReport 手順

＃

17.95

RequestFirstStatusMatchReport 手順

＃

17.96

RequestNotification 手順

＃
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17.97
17.97.1

課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）手順
概要

このオペレーションは、サービス論理インスタンスの制御下にはない他の機能エンティティから受信した
課金イベントの取扱いを指示するために使用される。このオペレーションは、課金に関わる相互動作を処理
するためのオプションをサポートする。一つの呼の中で複数の接続形態が発生しうるため、課金イベント通
知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペレーションが複数回起動されるかもしれない。それぞれの接
続形態のために、課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペレーションは複数回使用さ
れるかもしれない。

17.97.1.1 パラメータ
− 課金イベントリスト（Sequence of ChargingEvent）
このパラメータは、課金イベントのリストとそれに対応する監視種別とレグを含む。リスト中のそ
れぞれの要素は次の情報要素に含まれる。
− 課金イべント種別（eventTypeCharging）
このサブパラメータは、課金イベント種別を示す。
その内容は、ＴＴＣ特有または網運用者特有である。

＊

ＴＴＣ特有の課金イベント種別として、以下のパラメータが設定されうる。

＊

− ＴＴＣ特有課金イベント種別（ttcSpecificChargeEventType）

＊

このパラメータは、事業者間精算情報に関連する課金イベントの種別を示しており、以

＊

下の課金イベントが定義される。

＊

・ 事業者情報転送

＊

・ 付加ユーザ種別

＊

・ 逆方向呼表示

＊

・ 料金区域情報

＊

・ 課金情報遅延

＊

− 監視モード（monitorMode）
このサブパラメータは、対応する課金イベント種別（eventTypeCharging）サブパラメータに適
用される監視モード（monitorMode）を示す。監視は、「中断（interrupted）」、「通知し継続
（notifyAndContinue）」あるいは「透過（transparent）」かもしれない。
ただし、本オペレーションにおける本パラメータの適用は、「通知し継続

＊

（notifyAndContinue）」のみとする。

＊

− レグＩＤ（legID）
このサブパラメータは、対応する課金イベント種別（eventTypeCharging）サブパラメータに適
用されるレグＩＤを示す。

17.97.2

起動側エンティティ（SCF）

17.97.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦの間に制御相互関係が確立されている。

(2)

ＳＬＰＩが、ＳＣＦから課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）が送信さ
れなければならないことを決定した。

ＳＣＦ後条件：
(1)

ＦＳＭの状態遷移はない。
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(2)

ＳＬＰＩの実行が継続される。

ＣＳ対向ＦＳＭは、「ＣＳ指示準備中（Preparing CS Instructions）」状態にある。このオペレーションは、
ＳＬＰＩが課金に関連する相互動作の取扱いをＳＳＦに指示する必要があるとき、ＳＣＦによって起動され
る。これにより、ＳＣＳＭ ＦＳＭの状態は遷移しない。

17.97.2.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.97.3

応答側エンティティ（SSF）

17.97.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1) ＳＳＦ ＦＳＭは、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。
ＳＳＦ後条件：
(1)

ＦＳＭの状態遷移はない。

このオペレーションを受信した時、ＳＳＦは、オペレーションに含まれるパラメータに従った課金関連の
相互動作を処理する動作を実行する。要求された課金イベントは、ａ）他のＳＬＰＩあるいはｂ）他の交換
機に起因する。課金イベントの原因に関係なく、ＳＳＦは、（相当する監視モード（monitorMode）に従っ
て）課金イベントの発生時に次の動作を実行する。
通知し継続（NotifyAndContinue）
課金イベント通知（EventNotificationCharging）オペレーションを使用して課金イベントをＳＣＦに通知
し、ＳＣＦの指示を待つことなくイベント処理あるいは信号処理を継続する（ＢＣＳＭイベントのＥＤ
Ｐ−Ｎのように処理される）。

要求された課金イベントは、接続形態が終了するまで監視される。
複数の課金イベント通知要求（RequestNotificationChargingEvent）オペレーションが同一の課金イベント種
別（eventTypeCharging）、レグＩＤ（legID）を伴って同一の接続形態に対して受信される場合には、最後に
受信された監視モード（monitorMode）のみが適用される。

17.97.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

− 297 −

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ

ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）手順

17.98
17.98.1

概要

このオペレーションは、ＳＳＦに対して、呼関連イベント（例：話中や無応答の様なＢＣＳＭイべント）
の監視を行い、イべントが検出された場合、ＳＣＦに通知を送り返すことを要求するために使用する。
注：もし、ＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）が呼処理が中断している現在の
ＤＰを設定することを要求するならば、ＢＣＳＭ処理においてその時点以降に当該ＤＰに遭遇
した場合に検出がなされる（すなわち、呼が中断している現在のＤＰではない）。
検出ポイントの設定原則は以下のとおり：
・フィルタリングに適用される全てのイベント（途中放棄、切断）は、（制御レグまたは受動レグに接
続されている双方の話者からの）イベントを取得しなければならない方向により、制御レグと同様に
受動レグにも設定可能である。例えば、切断ＤＰは制御レグと同様に受動レグにも設定可能である。
この場合、ユーザからの解放要求の受信は、制御レグに対して設定した切断ＤＰによって検出される
が、遠隔話者からの解放要求の受信は、関連する受動レグへの切断ＤＰの設定により検出されるべき
である。当面、要求は制御レグに接続されているユーザからのみ生じることから、受動レグへの途中
放棄ＤＰは設定されるべきではない点に注意。
・フィルタリング原則が適用されない全てのイベントは受動レグにのみ設定されるべきである。
設定イベントに対する次のデフォルト値がＢＣＳＭイベント報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペ
レーションに対して適用される。
・フィルタリング原則が適用される全てのイベント（放棄および切断）において、レグＩＤが指定され
なければ、省略値として制御レグが適用される。
・フィルタリング原則が適用されない全てのイベントにおいて、レグＩＤが指定されなければ、省略値
として受動レグが適用される。

17.98.1.1 パラメータ
− ＢＣＳＭイベントリスト（bcsmEvents）
このパラメータは、報告を要求する一つまたは複数のイべントを規定する。
− ＢＣＳＭイべント種別（eventTypeBCSM）
このパラメータは、報告を要求するイべントの種別を規定する。発呼分析完了
（Origination_Attempt_Authorized）の値は、ＢＣＳＭイべント種別のパラメータとしては妥当
ではない。
− 監視モード（monitorMode）
このパラメータは、イべント報告の方法を示す。「監視モード（monitorMode）」が「中断
（interrupted）」の場合、イべントは要求として報告されなければならない。「監視モード
（monitorMode）」が「通知し継続（notifyAndContinue）」の場合は、イべントは通知として報
告されなければならない。「監視モード（monitorMode）」が「透過（transparent）」の場合、
イベントは報告されない。
− レグＩＤ（legID）
このパラメータは、イべントが報告されるべき呼の話者を示す。ＳＣＦは、オプションの「送
出側ＩＤ（sendingSideID）」のみを使用する。
− 送出側ＩＤ（sendingSideID）
「レグＩＤ（legID）」の値は以下を想定する。
注：レグの番号は以下の原則に基づいて付与される。
最初の呼セグメント（CS）が発側ＣＳ（「発側呼設定（Originating Setup）」ＣＳ状
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態）から生成された場合、レグＩＤ（legID）＝１が制御レグ、レグＩＤ（legID）＝
２が受動レグである。
このパラメータが指定されなかった場合は、次のデフォルトを想定する。

＊

「レグＩＤ（legID）」＝１は、発側−途中放棄（O_Abandon）イベント。

＊

「レグＩＤ（legID）」＝２は、発側−着信者話中（O_CalledPartyBusy）、発側−無応答

＊

（O_NoAnswer）、発側−応答（O_Answer）のイベント。

＊

「レグＩＤ（legID）」パラメータは、発側−切断（O_Disconnect）イベントの場合は、

＊

例外なく含まれるべきである

＊

− ＤＰ特有判断基準（dPSpecificCriteria）
このパラメータは、設定されるべきＥＤＰに特有の情報を示す。
− アプリケーションタイマ（applicationTimer）
このパラメータは、無応答（NoAnswer）イべントにおけるアプリケーションタイマを示す。
ユーザが既定の時間内に応答しなかった場合、ＳＳＦはＳＣＦにイべントを報告する。こ
のタイマは、網の無応答タイマより小さいことが要求される。

起動側エンティティ（SCF）

17.98.2

17.98.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1) ＳＣＦとＳＳＦ間に制御相互関係が確立されている。
(2) ＳＬＰＩは、ＢＣＳＭイべント報告の要求が必要であることを決定している。
(3) ＳＣＳＭ ＦＳＭは、ＢＣＳＭイべント報告要求（RequestReportBCSMEvent）オペレーション
送出のため、適切な状態にある。
ＳＣＦ後条件：
(1)ＳＣＳＭ ＦＳＭは同じ状態に留まる。
(2)ＳＬＰＩの実行が継続される。

17.98.2.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.98.3

応答側エンティティ（SSF）

17.98.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1) ＳＳＦ ＦＳＭは、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。
ＳＳＦ後条件：
(1) 要求されたＥＤＰが指定されたように設定された。
(2) 前に要求されたイベントは、透過（transparent）監視モードによる終了、呼の終了、ＥＤＰの
検出、または対応するレグの解放まで監視される。
(3) ＳＳＦ ＦＳＭは、同じ状態に留まる。

17.98.3.2

エラー処理

オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。
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RequestReportBCUSMEvent 手順

＃

17.100

RequestReportFacilityEvent 手順

＃

17.101

RequestReportUTSI 手順

＃

17.102

RequestShadowUpdate 手順

＃

17.103

ResetTimer 手順

＃

17.104

RouteSelectFailure 手順

＃

17.105

SCFBind 手順

＃

17.106

scfBind 手順（in the chaining case）

＃

17.107

SCFUnBind 手順

＃

17.108

scfUnBind 手順（in the chaining case）

＃

17.109

ScriptClose 手順

＃

17.110

ScriptEvent 手順

＃

17.111

ScriptInformation 手順

＃

17.112

ScriptRun 手順

＃

17.113

Search 手順

＃

17.114

SelectFacility 手順

＃

17.115

SelectRoute 手順

＃

17.99
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17.116
17.116.1

課金情報送出（SendChargingInformation）手順
概要

このオペレーションは、ＳＳＦによって送出される課金情報をＳＳＦへ指示するために使用される。その
課金情報は、ＳＳＦが加入者線交換機の場合は、内部で処理され、加入者線交換機でなければ課金パルスあ
るいは適切な信号方式を介して送出される。加入者線交換機では、課金メータの更新、あるいは標準的な呼
レコードの生成に使用されるかもしれない。課金情報送出（SendChargingInformation）オペレーションは、
複数回起動されるかもしれない。
注：ＳＳＦとＰＳＴＮの相互動作は、網運用者特有である。このオペレーションは、ＰＳＴＮ／ＩＮの相
互動作を持つ。

17.116.1.1 パラメータ
− ＳＣＩ料金課金関連特有情報（sCIBillingChargingCharacteristics）
このパラメータは、料金関連と課金関連の両方またはいずれかの特有情報を示す。
その内容は、ＴＴＣ特有または網運用者特有である。

＊

ＴＴＣ特有のＳＣＩ料金課金関連特有情報として、以下のパラメータが設定されうる。

＊

− 非課金表示（noChargeIndicator）

＊

このパラメータは、非課金であることを示す。

＊

本パラメータをＴＲＵＥとした場合、非課金であることを示す。

＊

ＴＲＵＥ時にのみ本パラメータを送信する。

＊

− 課金対象者（partyToCharge）
このパラメータは、課金情報の送信先を示す。

17.116.2

起動側エンティティ（SCF）

17.116.2.1 正常手順
ＳＣＦ前条件：
(1) ＳＣＦとＳＳＦ間に制御相互関係が確立されている。
(2) ＳＬＰＩが、ＳＣＦから課金情報送出（SendChargingInformation）オペレーションが送信され
なければならないことを決定した。
ＳＣＦ後条件：
(1) ＦＳＭの状態遷移はない。
(2) ＳＬＰＩの実行が継続される。

Ｃ Ｓ 対 向 Ｆ Ｓ Ｍ は 、 「 Ｃ Ｓ 指 示 準 備 中 （ Preparing CS Instructions ） 」 状 態 に あ る 。 課金情報送出
（SendChargingInformation）手順は、適切な課金情報のためにＳＬＰＩの要求に従って、ＳＣＦによって起
動されるべきである。もしこの情報が適切であれば、呼のパス方向に返送される。
これにより、ＳＣＳＭ ＦＳＭの状態は遷移しない。

17.116.2.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。
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17.116.3

応答側エンティティ（SSF）

17.116.3.1 正常手順
ＳＳＦ前条件：
(1) ＣＳ対応ＦＳＭは、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態である。
ＳＳＦ後条件：
(1) ＦＳＭの状態遷移はない。

このオペレーションを受信すると、ＳＳＦは課金情報の送信動作を実行する。

17.116.3.2 エラー処理
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

17.117

SendComponent 手順

＃

17.118

SendFacilityInformation 手順

＃

17.119

SendSTUI 手順

＃

17.120

ServiceFilteringResponse 手順

＃

17.121

SpecializedResourceReport 手順

＃

17.122

SplitLeg 手順

＃

17.123

StatusReport 手順

＃

17.124

TAnswer 手順

＃

17.125

TBusy 手順

＃

17.126

TDisconnect 手順

＃

17.127

TerminationAttempt 手順

＃

17.128

TermAttemptAuthorized 手順

＃

17.129

TMidCall 手順

＃

17.130

TNoAnswer 手順

＃

17.131

TSuspended 手順

＃

17.132

UpdateShadow 手順

＃
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17.133

暫定接続起動（InitiateTemporaryConnections）手順

＊

概要

17.133.1

このオペレーションは、網ＡのＳＳＦと網ＢのＳＲＦとの間の暫定接続を先行的に捕捉するために、ＳＣ
Ｆによって指示される。このオペレーションにより生成される暫定接続は新たな呼セグメント（CS）の生成
を伴って網ＡのＳＳＦにより処理される。

パラメータ

17.133.1.1

− 暫定接続起動パラメータ群（iTCParameters）
− 新規呼セグメント（newCallSegment）
このパラメータは、先行的な暫定接続の設定に伴って新たに生成されるＣＳのＩＤを示す。
− アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）
このパラメータは、網Ｂへの暫定接続設定のための網Ｂ内の着アドレスを示す。「アシストＳ
Ｓ Ｐ − Ｉ Ｐ ル ー チ ン グ ア ド レ ス （ assistingSSPIPRoutingAddress ） 」 は 、 「 相 関 Ｉ Ｄ
（correlationID）」「ＳＣＦ
Ｄ（correlationID）」「ＳＣＦ

ＩＤ（scfID）」が独立して指定されていない場合のみ「相関Ｉ
ＩＤ（scfID）」を含む。このパラメータにて設定される網Ｂ

内の着アドレスの最大は１９桁である。
− 相関ＩＤ（correlationID）
このパラメータは網Ｂ内のＳＳＦ（またはＳＲＦ）からの暫定接続の設定に関する網ＢのＳＣ
Ｆへの通知と網Ａの起動側ＳＳＦからの要求を対応付けるためにＳＣＦが使用する。「相関Ｉ
Ｄ （ correlationID ） 」 は 「 ア シ ス ト Ｓ Ｓ Ｐ − Ｉ Ｐ ル ー チ ン グ ア ド レ ス
（assistingSSPIPRoutingAddress）」に含まれない場合にのみ使用される。
− ＳＣＦ ＩＤ（scfID）
「ＳＣＦ

Ｉ Ｄ （ scfID ） 」 は 「 ア シ ス ト Ｓ Ｓ Ｐ − Ｉ Ｐ ル ー チ ン グ ア ド レ ス

（assistingSSPIPRoutingAddress）」に含まれない場合にのみ使用される。
− 解放条件（releaseCondition）
このパラメータは、設定中および保留中の暫定接続の解放条件を示す。解放条件は生成する暫
定接続毎に指定可能であり、解放条件が適用されるのは暫定接続の設定開始後からレグとの接
続前までである。
このパラメータが省略された場合は、イニシャル呼セグメント（呼セグメントＩＤ＝１）が
指定されたものとみなす。
− 事業者情報転送（ttcCarrierInformationTransfer）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６２事業者情報転送 信号情報参照。
本パラメータ内は、ＳＣＰ事業者情報を送信するために以下が設定されうる。
・経由情報転送表示：設定。但し、本フィールドはＳＳＦ側では参照しない。
・事業者情報名：設定。但し、「ＳＣＰ事業者情報」のみ指定可。

起動側エンティティ（SCF）

17.133.2
17.133.2.1

正常手順

ＳＣＦ前条件：
(1)

ＳＣＦとＳＳＦとの間に制御相互関係が成立している。

(2)

サービス論理が網ＡのＳＳＦと網Ｂ間にレグに接続しない暫定接続が必要であると決定して
いる。

(3)

通話者が他の通話者と接続中でない。
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ＳＣＦ後条件：
(1)

ＳＣＳＭ内のＳＳＦ／ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭは「網Ｂでのアシスト処理中（Waiting
for Assist Request）」状態に遷移する。

(2)

ＳＣＳＭ内の新たに生成されたＣＳに対するＣＳ対向ＦＳＭは「暫定接続捕捉中（Reserving
Temporary Connection）」状態に遷移する。

エラー処理

17.133.2.2

このオペレーションに対するエラーが報告された場合、ＳＣＳＭは当該オペレーション送信前状態に遷移
すると共に当該オペレーション送信を契機に実行中となったアプリケーションタイマＴassist/hand-off は解
除されなければならない。
オペレーションに関連したエラーの一般処理は、16 章に記述されている。オペレーションエラー報告に
使用されるＴＣサービスについては、18 章に記述されている。

応答側エンティティ（SSF）

17.133.3
17.133.3.1

正常手順

ＳＳＦ前条件：
(1)

発呼受付が起動されている。

(2)

発レグのみを含むＣＳが一つだけ存在し、「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態にある。

(3)

ＳＳＦはアシストＳＳＦではない。

ＳＳＦ後条件：
(1)

ＳＳＦは新たなＣＳを生成し、そのＣＳ内でＳＣＦが要求した「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチ
ングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）」に従って、網Ｂへ暫定接続を設定する処理を
行う。

(2)

新たに生成されるＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary
Connection）」状態である。

ＳＳＦは一つだけ存在するＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭが「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態で
このオペレーションを受信した場合、ＳＳＰは以下の様に動作する。
−新たなＣＳを生成し、「アシストＳＳＰ−ＩＰルーチングアドレス（assistingSSPIPRoutingAddress）」
を用いて、網Ｂへ暫定接続を設定する（この暫定接続は新たに生成したＣＳ内に関連付けられる）。
−既生成ＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは「指示待ち（Waiting for Instructions）」状態のままであり、
新たに生成されたＣＳに対するＣＳ対応ＦＳＭは「暫定接続捕捉中（Reserving Temporary
Connection）」状態に遷移する。

17.133.3.2

エラー処理

接続設定が網Ｂ内のアシストＳＳＦ／ＳＲＦによって受け付けられる（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１参照）ま
での間、暫定接続を確立した網から受信した失敗表示は全てＩＴＣエラーのＩＴＣ失敗（ITCFailed）（例え
ば、話中・輻輳）としてＳＣＦへ通知される。なお、この場合、他に当該オペレーションにより既に確立さ
れた暫定接続も全て解放する。ＩＴＣに対するオペレーションタイマは、接続を受け付ける信号手順の最大
許容時間より長くなければならない。
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１８．下位レイヤから想定されるサービス
ＴＣから想定するサービス

18.1

本勧告で定義されるＳＳ７アプリケーションレイヤプロトコルは、一対のアプリケーションプロセス間の
通信を提供するためのプロトコルである。ＳＳ７環境においては、これはトランザクション機能を用いた一
対の応用エンティティ（ＡＥ）間の通信を示す。あるＡＥの機能はアプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）
の集合によって提供される。ＡＥ間の相互動作はＡＳＥによって提供されるサービスの利用によって示され
る。
もしアプリケーションコンテキスト（ＡＣ）が単一の物理的なノードの中でのＦＥの差異のために使われ
るべきならば、使われるＴＣのバージョンはＴＣのダイアログ部をサポート（すなわち White Book ＴＣ）
していなければならない。
また、本標準におけるＩＮインタフェースをサポートするために要求される最低限のＴＣのバージョン
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７ｘ第 1 版である。

＊
＊

共通手順

18.1.1

本節は、以降の節で定義されるような、特定のＩＮＡＰインタフェースに対する特定の手順やマッピング
則がない場合に使われるべきＩＮＡＰとＴＣ間に適用される手順およびマッピングについて定義する。

18.1.1.1

正常手順

本節は、正常時にＡＥ間でのメッセージ送信に用いられるべき手順とＴＣプリミティブについて示す。
ＩＮＡＰは、ＴＣユーザとして、ＴＣによって提供される構造化ダイアログ機能のみを用いる。以下の状
況は、メッセージが２つの物理エンティティ間で送信される時に生起し得る。
−ダイアログが確立されなければならない：ＴＣユーザはＴＣ−開始要求プリミティブを発行する。
−ダイアログが継続されなければならない：ＴＣユーザはＴＣ−継続要求プリミティブを発行する。
−ダイアログはもはや継続されてはならない：ＴＣユーザは、以下の条件に応じた基本終了あるいは先
行終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブを発行する。
−基本終了
−ダイアログが確立される場合、関係の終了を導くオペレーションが、ＴＣ−終了要求プリミティ
ブ（基本）とともにＦＥによって転送され得る。ただし、ＦＥがこれらの送信されたオペレーショ
ンに関するエラーや拒否コンポーネントの受信に関心のない場合に限る。ＦＥのダイアログリ
ソースが一旦解放されると、これらのオペレーションに対して受信されたあらゆるエラーあるい
は拒否コンポーネントは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７４に記述されているように、ＴＣによって破
棄される。
−ダイアログが確立され、ＦＥが関係の終了を導くオペレーションを受信し、ダイアログを継続さ
せることに関心がなく、送信すべきオペレーションがない場合、コンポーネントを１つも伴わな
いＴＣ−終了要求プリミティブ（基本）が、ＦＥから送信され得る。
−先行終了
あるエンティティが関係の終了を導く送信済オペレーションに対する応答として、受信し得るエ
ラーや拒否メッセージに関心のある場合には、ダイアログは、ＴＣ−終了要求プリミティブ（先
行終了）によって、最後の当該のオペレーションタイマ満了後に終了される。受信側エンティティ
は、これらのオペレーションが正常に処理された後に（すなわち、関係が終了される）、ＴＣ−
終了要求プリミティブ（先行終了）によって、ダイアログを終了させることができる。
−一般的に、先行終了は、通信している双方のエンティティが、相手側のエンティティが先行終了を適
用することを明確に認識できるケースにのみ使用が許されなければならない。その他の全てのケー
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スでは、基本終了が用いられなければならない。
−ダイアログが確立されてはならない：クラス２あるいはクラス４オペレーションに限り、送信側Ｔ

＃

ＣユーザはＴＣ−開始要求プリミティブを送信し、先行終了によりオペレーションタイムアウト後

＃

にダイアログをローカルに終了させる。受信側ＴＣユーザは、ＴＣ−開始指示プリミティブの受信

＃

により、ダイアログをローカルに終了させなければならない。

＃

18.1.1.2

異常手順

本節は、ＡＥ間で異常状況を報告するために用いられるべき手順およびＴＣプリミティブについて記述し
ている。エラーのケースは 16 章で定義されている。
以下に挙げるプリミティブが、異常状況を報告するために用いられなければならない。
−ＩＮＡＰで定義されるように、オペレーションエラーは、ＴＣ−Ｕ−エラー要求プリミティブを用いて
報告される。
−ＴＣユーザによるＴＣコンポーネントの拒否は、ＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて報告されな
ければならない。
−エラーを検出するあるいはオペレーションを拒否するＦＥが、ＴＣダイアログの終了を決定する場合、
エラーあるいは拒否を伴うＴＣ−終了要求プリミティブ（基本）がＴＣダイアログの終了のために用い
られ得る。
−エラーを検出するあるいはオペレーションを拒否するＳＳＦが、ダイアログを継続する可能性を認識す
る場合、エラーあるいは拒否を伴うＴＣ−継続要求プリミティブが、ＴＣダイアログの継続のために用
いられ得る。
−ダイアログはＴＣユーザによってＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを用いてアボートされなければ
ならない。
−アプリケーションタイマ T[SSF]の満了時および T[ACK]の二回目満了時においては、ＴＣダイアログ
の確立の有無に関わらず、ダイアログはアボート理由を伴うＴＣ−Ｕ−アボートプリミティブによっ
て終了されなければならない。
ＴＣによって検出される異常状況のために、ＴＣ−Ｒ−拒否指示の受信およびＴＣ−Ｐ−アボート指示の
転送に対して、それぞれＴＣ−Ｕ−拒否要求の転送、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブの転送と同一の
規則が適用されなければならない。
以下の規則は、異常状況のもとで、ＴＣダイアログを終了するために適用されなければならない：
−アボート条件が検出され、ＴＣダイアログが確立されている場合には、ＴＣダイアログはアボート理由
を伴うＴＣ−Ｕ−アボートプリミティブによって終了される。
−アボート条件が検出され、ＴＣダイアログが確立されていない場合には、ＴＣダイアログはＴＣ−Ｕ−
アボートプリミティブによってローカルに終了される。
（アプリケーションタイマ満了のようなケース）
エラー状況においては、ＴＣダイアログを終了するために先行終了は用いられてはならない。どの応用エ
ンティティがエラー状況に遭遇した場合でも、可能であれば、相手エンティティにエラーが明白に通知され
なければならない。どのエンティティの視点からも、遭遇したエラーが関係の終了を要求するならば、保留
中のエラーか拒否コンポーネントが送信される場合には基本終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブ、送信
するコンポーネントがない場合にはＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブによってダイアログが終了されな
ければならない。
あるエンティティがＴＣ−終了指示プリミティブを受信し、かつ、全てのコンポーネントが処理された後
にＦＳＭが関係を終了するための状態にいない場合には、適切な内部エラーが提供されるべきである。
ダイアログの確立が完了する以前に（ＴＣ−開始要求プリミティブに対する最初のＴＣ指示プリミティブ
が、相手のエンティティから受信されないうちに）、開始側エンティティによってダイアログが終了される
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＊

必要がある場合には、ＴＣユーザは先行終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブまたはＴＣ−Ｕ−アボート
要求プリミティブを発行しなければならない。これらのプリミティブの結果は、ローカルにすぎないもので
あろう。このダイアログのために受信される後続するあらゆるＴＣ指示は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７４で規
定される異常手順に従って扱われる。

18.1.1.3
18.1.1.3.1

ダイアログ処理
ダイアログ確立

ＩＮＡＰダイアログの確立は、3.1.3 節に記述された２つの応用プロセスを含む。その一つはダイアログ開
始部（dialogue-initiator）であり、もう一つはダイアログ応答部（dialogue-responder）である。
ＡＣネゴシエーションは、全ての物理エンティティおよび／あるいは全てのネットワークにおいてサポー
トされていないかもしれない。
この処理は以下に挙げる信号によって実行される。
−ダイアログ開始部からのＴＣ−開始要求プリミティブ
−応答側で生起するＴＣ−開始指示プリミティブ
−開始側で生起する最初のＴＣ−継続指示プリミティブ 、あるいは以下の特殊な条件：
−開始側で生起するＴＣ−終了指示プリミティブ
−開始側で生起するＴＣ−Ｕ−アボート指示プリミティブ
−開始側で生起するＴＣ−Ｐ−アボート指示プリミティブ

ＴＣ−開始要求プリミティブの送信
ＴＣ−開始要求プリミティブを送信する前に、ＳＡＣＦはＡＣ名および存在するならばユーザ情報パラ
メータを蓄積しなければならない。
ＳＡＣＦはＴＣ−起動サービスを用いて当該オペレーションの起動を要求しなければならない。起動手順
の記述は 18.1.1.4.1 節を参照のこと。
最後の起動要求の処理後、ＳＡＣＦはＴＣ−開始要求プリミティブを発行しなければならない。
その後、開始側のＳＡＣＦはＴＣ指示プリミティブを待ち、ＴＣ−Ｕ−アボート要求あるいは解放方法パ
ラメータに「先行解放」を設定したＴＣ−終了要求以外の要求を発行することはない。
18.1.2.1.1 節と 18.1.2.1.2 節に記述される規則に従ってダイアログが確立されないためにＴＣ指示プリミ

＃

ティブが期待されない場合には、ＳＡＣＦは最後の関連するＴＣオペレーションタイマが満了するのを待

＃

ち、解放方法パラメータに「先行解放」を設定したＴＣ−終了要求を送信する。

＃

ＴＣ−開始指示の受信
ＴＣ−開始指示プリミティブの受信時に、応答側ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない。
−ＡＣ名がもしプリミティブに含まれている場合には、それを分析する。もしそれがサポートされてい
る場合には、18.1.1.4.1 節に記述されるように、ＴＣから受信されるその他の指示プリミティブを処理
する。
−18.1.2.1.1 節と 18.1.2.1.2 節に記述される規則に従ってダイアログが確立されない場合には、ＳＡＣ

＃

ＦはＴＣからの最終指示プリミティブを待ち、解放方法パラメータに「先行解放」を設定したＴＣ

＃

−終了要求を発行する。

＃

−プリミティブに含まれるＡＣ名がサポートされていない場合には、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミ
ティブを発行する。代替のＡＣが提供可能ならば、その名前はＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブ
に含まれる。
ＡＣネゴシエーションが、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを用いることだけに制限されるかどう
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かについては今後の研究課題である。

＃

最初のＴＣ−継続指示の受信
ダイアログのための最初のＴＣ−継続指示プリミティブの受信時には、ＳＡＣＦはＡＣ名パラメータの値
をチェックしなければならない。この値がＴＣ−開始要求プリミティブで用いられた値と一致する場合には、
ＳＡＣＦは 18.1.1.4.1 節に記述されるように、後続のＴＣコンポーネント処理用指示プリミティブを処理し
なければならない。一致しない場合は、ＳＡＣＦはＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを発行しなければ
ならない。
ＡＣネゴシエーションが、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを用いることだけに制限されるかどう
かについては今後の研究課題である。

＃

ＴＣ−終了指示の受信
ダイアログ開始状態におけるＴＣ−終了指示プリミティブの受信時には、ＳＡＣＦはＡＣ名パラメータの
値をチェックしなければならない。この値がＴＣ−開始要求プリミティブで用いられた値と一致する場合に
は、ＳＡＣＦは 18.1.1.4.1 節に記述されるように、後続のＴＣコンポーネント処理用指示プリミティブを処
理しなければならない。

ＴＣ−Ｕ−アボート指示の受信
ＴＣ−Ｕ−アボート指示プリミティブの受信については、ユーザアボート手順の一部として記述されてい
る（18.1.1.3.4 節を参照のこと）。アボート理由がサポートされていないＡＣ名である場合、応答側は代替の
ＡＣ名をＴＣ−Ｕ−アボート指示内で提案するかもしれない。代替のＡＣが提案された場合、受信側エン
ティティはこの名前をチェックし、もしそれがサポートされているならば、新しいダイアログが確立される
かもしれない。

ＴＣ−Ｐ−アボート指示の受信
ＴＣ−Ｐ−アボート指示プリミティブの受信については、プロバイダアボート処理の一部として記述され
ている。（18.1.1.3.5 節を参照のこと）

18.1.1.3.2

ダイアログ継続

ダイアログが一旦確立された後は、継続フェーズとなる。
いずれかの応用プロセスがダイアログの終了を要求するまでは、双方の応用プロセスがＩＮＡＰ ＡＰＤ
Ｕの転送を要求できる。

送信側エンティティ
ＳＡＣＦは、18.1.1.4.1 節に記述されているように、あらゆるコンポーネント処理用要求プリミティブを
処理しなければならない。
ＳＡＣＦは最終のコンポーネント処理用要求プリミティブを処理した後、ＴＣ−継続要求プリミティブ
を送信しなければならない。

受信側エンティティ
ＴＣ−継続指示プリミティブの受信時には、ＳＡＣＦは０、１つ、あるいはいくつかのＴＣコンポーネ
ント処理用指示プリミティブを受け付け、それらを 18.1.1.4.1 節で記述されているように処理しなければ
ならない。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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18.1.1.3.3

ダイアログ終了

ダイアログ開始部とダイアログ応答部の両者は、18.1.2.1.1 節および 18.1.2.1.2 節で記述される規則に従っ
て、ダイアログが確立される必要のない時やダイアログがもはや継続される必要のない時に、ダイアログ確
立後にダイアログの終了を要求する能力を有する。
ダイアログ終了処理は以下のイベントによって実行される。
−ＴＣ−終了要求プリミティブ
−ＴＣ−終了指示プリミティブ

ＴＣ−終了要求の送信
ダイアログがもはや継続されるべきでない時には、ＳＡＣＦは、18.1.1.4.1 節に記述されるように、あら
ゆるコンポーネント処理用要求プリミティブを処理しなければならない。
（もしあれば）最終コンポーネント処理用要求プリミティブを処理した後、ＳＡＣＦは、18.1.2.1.1 節お
よび 18.1.2.1.2 節で記述される規則に従って、解放方法パラメータに「基本終了」あるいは「先行解放」
を設定したＴＣ−終了要求プリミティブを発行しなければならない。
ダイアログが確立されるべきでない場合については、18.1.1.3.1 節を参照のこと。

＃

ＴＣ−終了指示の受信
ＴＣ−終了指示プリミティブの受信時には、ＳＡＣＦはあらゆるコンポーネント処理用指示プリミティ
ブを受け付け、そして、18.1.1.4.1 節に記述されているようにそれらを処理しなければならない。
最後のコンポーネント処理用指示プリミティブを処理した後、全てのダイアログ関連リソースは解放さ
れる。

18.1.1.3.4

ユーザアボート

ダイアログ開始部とダイアログ応答部の両者は、ダイアログをいかなる時でもアボートする能力を有する。
ユーザアボート処理は以下のイベントの一つによって実行される。
−ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブ
−ＴＣ−Ｕ−アボート指示プリミティブ

ＴＣ−Ｕ−アボート要求の送信
ＴＣ−Ｕ−アボート要求の発行後、全てのダイアログ関連リソースは解放される。

ＴＣ−Ｕ−アボート指示の受信
ＴＣ−Ｕ−アボート指示の受信時、全てのダイアログ関連リソースは解放される。

18.1.1.3.5

プロバイダアボート

ＴＣは、ダイアログ開始部側とダイアログ応答部側のどちらにおいても、ダイアログをアボートする能力
を有する。
プロバイダアボート手順は、以下のイベントによって実行される。
−ＴＣ−Ｐ−アボート指示プリミティブ

ＴＣ−Ｐ−アボート指示の受信
ＴＣ−Ｐ−アボート指示の受信時には、全てのダイアログ関連リソースが解放される。
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ＴＣダイアログプリミティブへのマッピング

18.1.1.3.6

ＴＣ−片方向サービスはＩＮＡＰによって利用されない。
ＴＣダイアログサービスへのパラメータのマッピングは以下の通りである。
ＴＣ−開始サービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.3.7 節に定義される。
−ＴＣ−開始サービスの着アドレスパラメータは、ＴＣ−開始サービスに応答するＡＥのＩＮＡＰアド
レスが設定されなければならない。
注：本パラメータ内に用いられるアドレスは、多数の代替のＡＥのうちの１つに向けてＳＣＣＰア
ドレス翻訳によってマッピングされるかもしれない。
−ＴＣ−開始サービスのＡＣ名パラメータは、起動側ＡＥと応答側ＡＥの間で用いられる特定のインタ
フェースに従って設定されなければならない。
−ＴＣ−開始サービスの発アドレスパラメータは、ＴＣ−開始サービスの起動側のＡＥの曖昧でないＩ
ＮＡＰアドレスが設定されなければならない。
ＴＣ−継続サービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.3.7 節に定義される。
−ＴＣ−継続サービスのＡＣ名パラメータは、同一のダイアログＩｄパラメータ値をもつＴＣ−開始
サービスのＡＣ名パラメータの値が設定されなければならない。
−ＴＣ−継続サービスの発アドレスパラメータがもし存在すれば、それはＴＣ−継続サービスの起動側
のＡＥの曖昧でないＩＮＡＰアドレスが設定されなければならない。このパラメータは同一のダイア
ログＩｄパラメータ値を持つＴＣ−開始サービスの後の最初のＴＣ−継続サービスにおいてのみ存
在する。
ＴＣ−終了サービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.3.7 節に定義される。
−ＴＣ−終了サービスのＡＣ名パラメータは、同一のダイアログＩｄパラメータ値をもつＴＣ−開始
サービスのＡＣ名パラメータの値が設定されなければならない。本パラメータはＴＣ−終了サービス
がＴＣ−開始サービスの直後に使われる場合にのみ存在する。
ＴＣ−Ｕ−アボートサービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.3.7 節に定義される。
−ＴＣ−Ｕ−アボートサービスのアボート理由パラメータはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１に規定される
よう用いられなければならない。
−ＴＣ−Ｕ−アボートサービスのＡＣ名パラメータは、ＴＣ−開始サービスにおいて使われた値か、起
動側ＡＥと応答側ＡＥとの間でダイアログを確立するのに使われ得る代替の値のいずれかの値が設
定されなければならない。
注：本パラメータはＴＣ−Ｕ−アボートがＴＣ−開始指示の直後の応答である場合にのみ存在する。
ＴＣ−Ｐ−アボートサービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.3.7 節に定義される。
−ＴＣ−Ｐ−アボートサービスのＰアボートパラメータはＴＣによって、なぜＴＣがダイアログをア
ボートしたかの理由を示す値が設定される。その値は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１に定義される値を
とらなければならない。

18.1.1.3.7

ＴＣダイアログパラメータへのデフォルトマッピング

ダイアログＩｄ
このパラメータの値は、インプリメントに依存した方法で、ＩＮＡＰ起動とともに関連付けられる。本
パラメータはＩＮＡＰ ＡＥに対して、リモートのＩＮＡＰ ＡＥへの特定のＴＣダイアログを一意に特
定する。

ＡＣ名

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＡＣ名パラメータは、ＴＣダイアログによってサポートされる必要のあるオペレーションセットに従っ
て設定される。定義済みのＡＣ名は、5 章に示されている。

ユーザ情報
このパラメータはネットワークオペレータ特有の方法により、ダイアログを開始そして応答する応用プ
ロセスの両方によって利用されるかもしれない。

コンポーネント表示
このパラメータは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１に記述されているように、ＳＡＣＦによって使われる。

終了
ＴＣ−終了要求プリミティブの解放方法パラメータの値は、18.1.2.1.1 節および 18.1.2.1.2 節で記述され
る規則に従って、ＳＡＣＦによって設定される。

サービス品質
ＴＣ要求プリミティブのサービス品質は、ＳＡＣＦにより以下の値に設定される。
−順序保証要
−返送オプション、このパラメータはインプリメントに依存した方法で、ＳＡＣＦによって設定され
る。

18.1.1.4
18.1.1.4.1

コンポーネント処理
ＩＮＡＰオペレーション手順

オペレーション起動
ＳＡＣＦは受信したパラメータからオペレーションのアーギュメントを作り、ＴＣ−起動手順を用いて
当該オペレーションの起動を要求しなければならない。関連ＩＤパラメータがそのプリミティブ内に挿入
されている時は、そのオペレーションが子オペレーションであることを示し、親オペレーションに関連す
るものであることを示唆している。

オペレーション起動の受信
ＴＣ−起動指示プリミティブの受信時に、ＳＡＣＦは以下のことを行なわなければならない。
−オペレーションコードがＡＣによってサポートされているオペレーションに対応するものでない場
合には、適切な問題コード（認識不能オペレーション）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用
いて、拒否コンポーネントの転送を要求する。
−関連ＩＤが含まれている場合、以下のチェックを行なう：関連ＩＤによって参照されているオペレー
ションが関連オペレーションを許容していない場合、あるいはオペレーションコードが、許容される
関連オペレーションに対応していない場合、あるいは親オペレーションの起動がアクティブでない場
合には、適切な問題コード（期待されない関連応答、あるいは、期待されない関連オペレーション）
を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを発行する。
−アーギュメントタイプがオペレーションに対して定義されたものではない場合、適切な問題コード
（不正パラメータ）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて、拒否コンポーネントの転送を
要求する。
−ＩＮＡＰ関連ダイアログが解放されようとしているという理由でオペレーションが起動できない場
合、問題コード（解放起動）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて拒否コンポーネントの
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転送を要求する。
−要求されたオペレーションを実行するために十分なＩＮＡＰ関連リソースが利用不可能な場合、問題
コード（リソース限界）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて拒否コンポーネントの転送
を要求する。
−上のどれにも当てはまらなければ、ＴＣ−起動指示プリミティブを受け付ける。オペレーションが
ユーザに確認されるべきものならば、ＳＡＣＦは対応する応答を待つ。

オペレーション応答
ユーザに確認されたオペレーションに対しては、ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない。
−クラス１または３のオペレーションに対する応答内にエラー表示が含まれていない場合には、受信し
たパラメータから結果情報要素を構成し、ＴＣ結果−Ｌサービスを用いてその転送を要求する。
−クラス１または２のオペレーションに対する応答内にエラー表示が含まれている場合には、受信した
パラメータからエラーパラメータを構成し、ＴＣ−Ｕ−エラー要求プリミティブを用いてその転送を
要求する。

応答の受信
ＴＣ−結果−ＮＬ指示の受信時に、ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない：
−適切な問題コード（不正パラメータ）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて、拒否 コ
ンポーネントの転送を要求する。

ＴＣ−結果−Ｌ指示の受信時には、ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない：
−結果パラメータの型がこのオペレーションの結果のために定義されていないものならば、適切な問題
コード（不正パラメータ）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて、拒否コンポーネントの
転送を要求する。
−上記以外の場合に、ＴＣ−結果−Ｌ指示プリミティブを受け付ける。

ＴＣ−Ｕ−エラー指示の受信時には、ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない：
−エラーコードが、ＳＡＣＦのために定義されていない、または、起動識別子によって参照されるオペ
レーションに関係ないものである場合には、適切な問題コード（認識不能エラーまたは期待されない
エラー）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて、拒否コンポーネントの転送を要求する。
−エラーパラメータの型がこのエラーのために定義されていないものならば、適切な問題コード（不正
パラメータ）を伴うＴＣ−Ｕ−拒否要求プリミティブを用いて、拒否コンポーネントの転送を要求す
る。
−上記以外の場合に、ＴＣ−Ｕ−エラー指示プリミティブを受け付ける。

保留中のオペレーションに影響を与えるＴＣ−Ｕ−拒否指示プリミティブの受信時には、ＳＡＣＦは以
下の処理を行なわなければならない：
−ＴＣ−Ｕ−拒否指示プリミティブを受け付けなければならない。
このイベントは、ローカルＴＣが、オペレーションに影響を与える受信コンポーネント内にプロトコルエ
ラーを検出した場合に生じる。

「結果応答問題、期待されない結果応答」を示すＴＣ−Ｌ−拒否の受信時には、ＳＡＣＦは応用プロセ
スに通知しなければならない。
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「エラー応答問題、期待されないエラー応答」を示すＴＣ−Ｌ−拒否の受信時には、ＳＡＣＦは応用プ
ロセスに通知しなければならない。
このイベントは、ローカルＴＣが到着したオペレーションに影響を与えるコンポーネント内にプロトコ
ルエラーを検出した時に発生する。
問題コードが一般問題を示している場合には、ＴＣによって起動ＩＤが提供されていたとしても、その
イベントは動作中のオペレーションに関連付けられることはできない。これは、起動ＩＤがローカル起動
とリモート起動のいずれを示すか不明なためである。
ＴＣ−Ｌ−取消指示の受信時に、ＳＡＣＦは以下の処理を行なわなければならない。
−当該オペレーションがクラス１オペレーションであるならば、応用プロセスに通知する。
−当該オペレーションがクラス２オペレーションであり、このオペレーションに対して関連オペレー
ションが定義されていないならば、そのプリミティブを無視する。
−当該オペレーションがクラス２オペレーションであり、関連オペレーションがあるが、一つも起動
されていないならば、応用プロセスに通知する。

＃
＃

−当該オペレーションがクラス２オペレーションであり、このオペレーションの応答として、関連オ
ペレーションの起動がすでに受信されているならば、そのプリミティブを無視する。

＃
＃

−当該オペレーションがクラス３オペレーションであるならば、応用プロセスに通知する。
−当該オペレーションがクラス４オペレーションであるならば、そのプリミティブを無視する。

他のイベント
この節は、あらゆるオペレーションと関連付けられることができない、あるいは、保留中のオペレー
ションに影響を与えないコンポーネント処理指示プリミティブ受信時における、ＳＡＣＦの動作を記述
している。
動作中オペレーションに影響を与えない（すなわち、結果応答またはエラー応答問題を示している）Ｔ
Ｃ−Ｕ−拒否指示プリミティブの受信時には、18.1.2.1.2 節に記述されている規則に従って送信側の応用
プロセスによってダイアログがまだ終了されていないならば、ダイアログをアボートする、継続する、
あるいは終了する選択は、応用プロセスに任される。このことは、クラス４の関連オペレーションに関
連する起動問題にも適用可能である。
動作中オペレーションに影響を与えないＴＣ−Ｒ−拒否指示の受信時（すなわち、プロトコルエラー
が相手のＴＣエンティティによって検出されている場合）には、18.1.2.1.2 節に記述されている規則に
従って送信側の応用プロセスによってダイアログがまだ終了されていないならば、ダイアログをアボー
トする、継続する、あるいは終了する選択は、応用プロセスに任される。
動作中オペレーションと関連付けられることができないＴＣ−Ｌ−拒否指示プリミティブの受信時
（すなわち、プロトコルエラーがローカルのＴＣエンティティによって検出された場合）には、ダイア
ログを継続するか、終了して暗に拒否コンポーネントの転送の契機を与えるか、ダイアログをアボート
するかの選択は応用プロセスに任される。
メッセージがネットワークレイヤによって配送され得ないことをＳＡＣＦに知らせるＴＣ−通知指
示プリミティブの受信時、ダイアログを終了するかリトライするかは、応用プロセスが決定する。
このプリミティブは、返送オプション（Return Option）が設定されていた場合にのみ起こり得る
（18.1.1.3.6 節参照のこと）。

18.1.1.4.2

ＴＣコンポーネントプリミティブへのマッピング

ＴＣコンポーネントサービスへのパラメータマッピングは以下の通り。
ＴＣ−Ｕ−取消サービスは利用されない。
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ＴＣ−結果−ＮＬサービスは利用されない。
ＴＣ−起動サービスのパラメータの利用は以下の制限つきで、18.1.1.4.3 節に定義される。
−ＴＣ−起動サービスの「オペレーション」パラメータは、起動されるべきＩＮＡＰオペレーションの
OPERATION.&operationCode 値を含まなければならない。オペレーションは、ＴＣダイアログに対する
合意済みのＡＣによってサポートされる正しいオペレーションのうちの１つでなければならず、ローカ
ルＡＥにより起動されなければならない。
−ＴＣ−起動サービスの「パラメータ」パラメータは、「オペレーション」パラメータで指定される、起
動されるべきオペレーションに対する OPERATION.&ArgumentType 値の値を含まなければならない。
ＴＣ−結果−Ｌサービスのパラメータの利用は、以下の制限つきで、18.1.1.4.3 節に定義される。
−ＴＣ−結果−Ｌサービスの「起動Ｉｄ」パラメータは、結果送信先のリモートＡＥからのＴＣ−起動サー
ビスでの起動Ｉｄパラメータの値が設定されなければならない。
−ＴＣ−結果−Ｌサービスの「オペレーション」パラメータは、同一の起動Ｉｄパラメータ値を含むリモー
トＡＥからのＴＣ−起動サービスの「オペレーション」パラメータ値が設定されなければならない。
−ＴＣ−結果−Ｌサービスの「パラメータ」パラメータは、「オペレーション」パラメータにより指定さ
れるオペレーション結果に対応した OPERATION.&ResultType 値を含まなければならない。
ＴＣ−Ｕ−エラーサービスのパラメータの利用は、以下の制限つきで、18.1.1.4.3 節に定義される。
−ＴＣ−Ｕ−エラーサービスの「起動Ｉｄ」パラメータは、エラー送信先のリモートＡＥからのＴＣ−起
動サービスでの起動Ｉｄパラメータの値が設定されなければならない。
−ＴＣ−Ｕ−エラーサービスの「エラー」パラメータは、送信されるべきエラーの ERROR.&errorCode 値
が設定されなければならない。それは、OPERATION.&Errors 規定で定義されるように、起動されたオ
ペレーションに対して期待されるエラーのうちの１つでなければならない。
−ＴＣ−Ｕ−エラーサービスの「パラメータ」パラメータは、「エラー」パラメータによって特定される
ように送信されるべきエラーの ERROR.&ParameterType 値が設定されなければならない。
ＴＣ−Ｕ−拒否サービスのパラメータの利用は、以下の制限つきで、18.1.1.4.3 節に定義される。
−ＴＣ−Ｕ−拒否サービスの「起動Ｉｄ」パラメータは、拒否先のリモートＡＥからのＴＣコンポーネン
トサービスでの「起動Ｉｄ」パラメータが設定されなければならない。
ＴＣ−Ｌ−取消サービスのパラメータの利用は、18.1.1.4.3 節に定義される。

18.1.1.4.3

ＴＣコンポーネントパラメータへのデフォルトマッピング

起動Ｉｄ
このパラメータは、送信側の応用プロセスによって設定される。それは、特定のＴＣダイアログの中で
ＡＥによって起動されたオペレーションのインスタンスを一意に示すものである。

関連Ｉｄ
このパラメータが正常手順において設定されることはない。

＊

このパラメータは、送信側の応用プロセスによって設定される。それは、特定のＴＣダイアログに対

＃

してリモートＡＥから受信したオペレーションの起動Ｉｄであり、ローカルＡＥにより起動されるどの

＃

オペレーションに関連づけられるべきかを示す。本パラメータは、リモートＡＥにより起動される元の

＃

オペレーションが関連オペレーションをもつと定義されている時にのみ存在する。起動されるローカル

＃

オペレーションの型は、関連づけられると定義されているオペレーションの１つの型と同じでなければ

＃

ならない。

＃

ダイアログＩｄ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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このパラメータの値は、インプリメントに依存する方法で、ＩＮＡＰ起動に関連付けられる。それは、
ローカルＡＥとリモートＡＥ間でコンポーネントサービスを運ぶ確立済みＴＣダイアログを一意に示す。

クラス
このパラメータの値は、５章のオペレーション定義に従って、起動されるオペレーション種別に基づい
て設定される。

タイムアウト
本パラメータの値は、起動されるオペレーションの種別に従って設定される。

最終コンポーネント
本パラメータは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１に記述されるように利用される。

問題コード
本パラメータは、18.1.1.4.1 節に記述されるように利用される。

アボート理由
本パラメータはＳＡＣＦにより利用され、属性及び符号化は付属資料Ｂに規定される。

＊

本パラメータはＳＡＣＦにより利用され、属性及び符号化は網運用者により規定される。

＃

18.1.2

ＳＳＦ−ＳＣＦインタフェース

18.1.2.1
18.1.2.1.1

正常手順
ＳＳＦからＳＣＦへのメッセージ

本節は、ＳＳＦからＳＣＦへのＴＣメッセージに対する正常手順を定義する。

ＳＳＦ−ＦＳＭ関連メッセージ
ダイアログは、ＳＳＦ−ＦＳＭが「空き」状態から「指示待ち」状態に遷移する際に確立されなければ
ならない。関連するＩＮＡＰオペレーション、すなわちＴＤＰ−ＲのためのイニシャルＤＰ（InitialDP）
オペレーションは同一メッセージ内で送信されなければならない。
以下のケースを除き、ＳＳＦ−ＦＳＭから送信されるその他の全てのオペレーションによって、ダイア
ログは継続されなければならない。
ＳＳＦ−ＦＳＭがエラーを伴わずに「空き」状態に遷移し、１つ以上の保留オペレーションが存在し、
かつＴＣダイアログが確立されている場合には、ＴＣダイアログは１つ以上のコンポーネントを伴うＴＣ
−終了プリミティブによって終了され得る。ＳＳＦが最後のＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）
オペレーションを送信する場合には、ダイアログは基本終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブによって
ＳＳＦから終了されるかもしれない。ＳＳＦが最終切断ＥＤＰ−Ｎ以外をＳＣＦに通知する場合に、

＊

この手順が利用される。

＊

保留オペレーションが存在せず、ＴＣダイアログが確立されている場合には、ＴＣダイアログはコン
ポーネントを伴わない、あるいは先行終了を伴うＴＣ−終了プリミティブによって正常に終了され得る。
ＳＳＦ−ＦＳＭがエラーを伴わずに「空き」状態に遷移し、送信されるオペレーションが存在しない場合
には、ダイアログはコンポーネントを伴わないＴＣ−終了要求プリミティブ（基本）によって終了される
か、あるいは、ダイアログは先行終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブによってローカルに終了される。
呼解放が他のエンティティから起動され、呼解放をＳＣＦに通知するためのＥＤＰが設定されていない
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（他の方法は 18.1.2.2 節参照）場合、ＳＳＦは、ＴＣダイアログが確立されている場合にはコンポーネ
ントを伴わないＴＣ−終了要求プリミティブ、ＴＣダイアログが確立されていない場合には先行終了を伴
うＴＣ−終了要求プリミティブによって、ダイアログを終了することができる。
ＳＳＦが最後のＢＣＳＭイベント報告（EventReportBCSM）オペレーションを送信した場合、ダイアロ
グは、基本終了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブによってＳＣＦから終了されるかもしれない。
ＳＳＦが最終切断ＥＤＰ−ＮをＳＣＦに通知する場合には、この手順によりダイアログが終了されな

＊

ければならない。

＊

ＳＳＭＥ−ＦＳＭ関連メッセージ
以下の手順が適用される。
−活性化試験（ ActivityTest）オペレーションの結果応答が送信される時、ダイアログは継続されな
ければならない。

18.1.2.1.2

ＳＣＦからＳＳＦへのメッセージ

本節はＳＣＦからＳＳＦへのＴＣメッセージに対する正常手順を定義する。

ＳＣＳＭ−ＦＳＭ関連メッセージ
ＴＤＰ−ＲのためのイニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションの受信に伴い、 ＳＣＳＭのＳＳＦ／

＊

ＳＲＦインタフェース対向ＦＳＭが「空き（Idle）」状態から「ＳＳＦ／ＳＲＦ指示準備中（Preparing

＊

SSF/SRF Instructions）」状態に遷移する際に、ダイアログが確立されなければならない。

＊

ＳＣＳＭ−ＦＳＭからの後続するオペレーションによって、ダイアログは以下のケースを除き保持され
る。すなわち、他の全てのオペレーションは、ダイアログがＳＳＦから確立された後で送信される。（Ｓ
ＣＦは、イニシャルＤＰ（InitialDP）オペレーションとともに、ＴＣ−開始指示プリミティブを以前に受
信している。）
ＳＣＦにおいて先行終了条件が満たされた時、ダイアログはもはや継続されてはならない。ＳＣＦが、
送信したオペレーションに対する起こり得る拒否またはエラーメッセージ以外のあらゆるメッセージが
送信されることを期待せず、かつ、最後の当該オペレーションタイマが満了する時、ダイアログは先行終
了を伴うＴＣ−終了要求プリミティブによってローカルに終了される。
別の手段として、ＴＣ−終了要求プリミティブ（基本終了）による、関係の終了を導くオペレーションの
送信が可能である。
ＳＣＦが関係の終了を導くオペレーションを送信する場合、ＴＣ−終了要求プリミティブ（基本終了）に
よって終了される。

ＳＣＭＥ−ＦＳＭ関連メッセージ
ＳＣＭＥ−ＦＳＭから送信されるオペレーションが、以下に挙げる手順に従って送信されなければなら
ない。
−活性化試験（ActivityTest）オペレーションが送信される時、ダイアログは継続されなければならない

ＳＣＦ−ＳＳＦ−ダイアログ処理サービスの利用
ダイアログ処理サービスはＩＮＡＰパッケージに含まれるオペレーションに関連したＡＰＤＵを送信
する契機として用いられる。
コンポーネントのグループ化はＴＣ−開始やＴＣ−継続サービスの適切な利用を通してアプリケー
ションプロセスの制御下で実施される。

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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ＴＣ−終了サービスは単にダイアログを終了する手順をサポートするために用いられる（それは決して
コンポーネントを送信する契機としては用いられない）。
空きのＴＣ−継続要求プリミティブの受信時、ＦＥはそのプリミティブを無視しなければならない。
ＩＮＡＰ要求を伴うＴＣ−終了要求の受信時、ＦＥは要求を実施し、要求されたＴＣ−終了サービスを
ダイアログ終了手順としてみなさなければならない。ダイアログはこの時終了される。
もしこのＦＥがＳＳ７網を通してアドレッシングされるならば、メッセージを適切なＦＥにルーチング
するために下位のＳＣＣＰによって使われ得る着アドレスをＴＣ−開始要求プリミティブ内に提供する
のは、応用プロセスの責任である。
先行終了が利用可能である。

18.1.2.2

異常手順

ＳＣＦからＳＳＦへのメッセージ
ＳＳＦが、ＳＣＦ−ＳＳＦ間インタフェース上で検出されるエラーケースからの回復のための論理を持
たないことを考慮すると、以下の事項が適用されなければならない。
−オペレーションエラーとＴＣコンポーネントの拒否は、基本終了のＴＣ−終了要求プリミティブに
よって、当該ＳＳＦにそれぞれ転送されなければならない。
上記手順に背いて、エラーまたは拒否コンポーネントがＴＣ−継続指示プリミティブとともに受信され
るならば、当該ＳＳＦはＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを使ってダイアログをアボートしなければ
ならない。

ＳＳＦからＳＣＦへのメッセージ
オペレーションエラーとＴＣコンポーネントの拒否は、以下の規則に従ってＳＣＦに転送されなければ
ならない。
−誤ったコンポーネントを含む先行するメッセージが、ダイアログは継続されなければならないことを
指示している場合には、 ダイアログは継続されなければならない。すなわち、誤ったコンポーネン
トがＴＣ−継続指示プリミティブとともに受信された場合は、それに対するエラーまたは拒否はＴＣ
−継続要求プリミティブとともに転送されなければならない。ＳＣＦは、エラーまたは拒否コンポー
ネントの受信時に以降の処理を決定する。それは、ダイアログの継続、明白な終了あるいはアボート
のいずれかであろう。
−その他の全ての状況において、ダイアログはもはや継続されてはならない。すなわち、誤ったコンポー
ネントがＴＣ−開始指示プリミティブとともに受信された時には、それに対するエラーまたは拒否は、
基本終了のＴＣ−終了要求プリミティブとともに転送されなければならない。
−アプリケーションタイマ T[SSF]の満了時あるいは T[ack]の二回目の満了時においては、ＴＣダイア

＊

ログの確立の有無に関わらず、ダイアログはアボート理由を伴うＴＣ−Ｕ−アボートプリミティブに
よって終了されなければならない。

ダイアログが継続されている間、ＳＳＦでのエラー処理が、後続のＳＣＦオペレーションを処理できな
い状態となった場合には、ＳＳＦは、保留中のエラーまたは拒否コンポーネントが送信されるべきであれ
ば基本終了のＴＣ−終了要求プリミティブ、送信されるべきでなければＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミ
ティブを用いてダイアログを終了する。
ＳＳＦは、呼解放が他のエンティティによって起動され、呼解放をＳＣＦに通知するためのＥＤＰが設
定されていない場合には、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを用いてダイアログを終了することがで
きる。（他の方法については、18.1.2.1.1 節を参照のこと）
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ＳＣＦ−ＳＳＦ−ダイアログ処理サービスの利用
ＦＥ内でＴＣ−Ｕ−拒否指示を受信した時、このプリミティブは無視されるべきである。18.1.2.2 節に
示される規則に従って送信側の応用プロセスにより既に終了されていない限り、ダイアログをアボートす
るか、継続するか、終了するかは応用プロセスに委ねられる。これは、クラス４の関連オペレーションに
関する起動問題に対しても適用される。
ＴＣ−Ｕ−拒否要求は、ＴＣ−継続要求にて送信されなければならない。
ＦＥ内でＴＣ−Ｒ−拒否指示を受信した時、このプリミティブは無視されるべきである。18.1.2.2 節に示
される規則に従って送信側の応用プロセスにより既に終了されていない限り、ダイアログをアボートする
か、継続するか、終了するかは応用プロセスに委ねられる。これは、クラス４の関連オペレーションに関
する起動問題に対しても適用される。ダイアログはＴＣ−Ｕ−アボート要求により解放されるべきである。
アクティブなオペレーションに関連づけられないＴＣ−Ｌ−拒否指示プリミティブの受信時（すなわち
ローカルＴＣエンティティによりプロトコルエラーが検出された時）、ダイアログを継続するか、終了し
て暗黙のうちに拒否コンポーネントの送信の契機とするか、アボートするかの選択は応用プロセスに委ね
られる。
ＴＣ−通知指示の受信時、ＳＡＣＦはネットワークレイヤによりメッセージが配送できなかったことを
知らされる。これは、返送オプションが設定されている時に発生する（18.1.2.2 節参照）。ダイアログを
終了するか、リトライするかの決定は応用プロセスに委ねられる。
ＴＣ−Ｐ−アボートサービスとＴＣ−通知指示の唯一のユーザは応用プロセスである。
ダイアログ上でのＴＣ−Ｕ−アボート指示もしくはＴＣ−Ｐ−アボート指示の受信は、すべての要求処
理を終了させる。

18.1.2.3
18.1.2.3.1

ダイアログ処理
ダイアログ確立

18.1.1.3.1 節の規定に従う。

18.1.2.3.2

＊

ダイアログ継続

18.1.1.3.2 節の規定に従う。

18.1.2.3.3

＊

ダイアログ終了

18.1.1.3.3 節の規定に従う。

18.1.2.3.4

＊

ユーザアボート

18.1.1.3.4 節の規定に従う。

18.1.2.3.5

＊

プロバイダアボート

18.1.1.3.5 節の規定に従う。

18.1.2.3.6

＊

ＴＣダイアログプリミティブへのマッピング

ＳＳＦ−ＳＣＦ ＩＮサービスはＴＣサービスにマッピングされる。本節はＳＳＦ−ＳＣＦ ＩＮサービ
スのＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で定義されるＴＣダイアログ処理サービスへのマッピングについて定義す
る。
ａ）ＴＣ−開始サービスは scfActivationPackage のオペレーションを起動するために用いられる。
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＊

ｂ）ＴＣ−継続サービスは、ＴＣ−開始サービス内で起動されたオペレーションの成功を報告するため、
および他のオペレーションを起動または応答するために用いられる。
ｃ）ＴＣ−Ｕ−アボートサービスは、5 章にて規定されるオペレーションパッケージのオペレーション
の失敗等を報告するために用いられる。

＊
＊

ＴＣ−開始プリミティブへのパラメータマッピングは、
以下の制限つきで 18.1.1.3.6 節に定義されている。
−ＡＣ名パラメータは、もし起動側ＡＥがＳＳＦであれば、cs2ssf-scfGenericAC のオブジェクトにより、
ＡＣ名フィールドの値がとられなければならない。
ＴＣ−継続プリミティブへのパラメータマッピングは 18.1.1.3.6 節に定義されている。
ＴＣ−Ｕ−アボートプリミティブへのパラメータマッピングは、以下の制限つきで 18.1.1.3.6 節に定義さ
れている。
−ＡＣ名パラメータは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１に規定されるよう使われなければならない。応答側
ＡＥが受信したＡＣをサポートしていないことによりダイアログを拒否する場合、このパラメータは、
応答側ＡＥがＳＣＦであれば、cs2ssf-scfGenericAC オブジェクトにより、ＡＣ名フィールドの値がと
られなければならない。
ＴＣ−終了サービスのパラメータの利用は、18.1.1.3.6 節に定義されている。

コンポーネント処理

18.1.2.4
18.1.2.4.1

ＩＮＡＰオペレーション手順

ＩＮＡＰ ＡＳＥは、応用プロセスにより使われるＴＣ−Ｌ−拒否およびＴＣ−Ｌ−取消サービスを除き、
ＴＣコンポーネント処理サービスのユーザである。ＴＣ−Ｌ−拒否指示の受信は、応用プロセスにダイアロ
グを放棄させる（すなわち、ＴＣ−Ｕ−アボート要求プリミティブを発行する）。
ＴＣ−Ｕ−取消サービスは決して使われることはない。

18.1.2.4.2

ＴＣコンポーネントプリミティブへのマッピング

ＳＳＦ−ＳＣＦ

ＩＮ

ＡＳＥサービスはＴＣコンポーネント処理サービスにマッピングされる。オペ

レーションとエラーのＴＣサービスへのマッピングは 18.1.1.4.2 節に以下の条件つきで定義されている。
ＴＣ−起動要求プリミティブの「タイムアウト」パラメータは表 4-5-1 にしたがって設定される。

18.1.3

ＳＣＦ−ＳＲＦインタフェース

＃

18.1.4

ＳＣＦ−ＣＵＳＦインタフェース

＃

18.1.5

ＳＣＦ−ＳＣＦインタフェース

＃

18.1.6

ＳＣＦ−ＳＤＦインタフェース

＃

18.1.7

ＳＤＦ−ＳＤＦインタフェース

＃
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ＳＣＣＰから想定するサービス

18.2

本節では、ＳＣＣＰから要求される、ＳＳＦ、ＳＣＦ間で用いられるＩＮアプリケーションプロトコルに
対するＩＮアプリケーションによって利用されるサービスについて示す。
異なるＳＣＣＰバージョン間で起こりえるインタワークおよびコンパティビリティに関する問題につい
ては、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１〜Ｑ７１４（97 年４月制定版）およびＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１５（ＳＣＣ
Ｐユーザガイド）を参照のこと。

正常手順

18.2.1

ＳＣＣＰは、ＴＣとＭＴＰ間のリンクを形成し、（ＭＴＰと協調して）ＩＮアプリケーションのためのネッ
トワークサービスを提供する。提供されるネットワークサービスは、アプリケーションから下位レイヤに送
信された信号メッセージが対向アプリケーションに確実に届けられるようにするものである。

ＳＣＣＰからのサービス機能

18.2.2
18.2.2.1

ＳＣＣＰコネクションレスサービス

ＳＣＣＰからは、以下のコネクションレスサービスが期待される。
ａ）ＳＣＣＰユーザ間で信号コネクションを可能とするネットワークアドレッシング
ｂ）同一の宛先に向けたメッセージ列に対する「シーケンス保証」もしくは「シーケンス非保証」オプ
ションをＳＣＣＰユーザが起動可能とするシーケンス制御
ｃ）大きなユーザメッセージの分割／再組立
ｄ）ルーチングや分割／再組立の失敗により着ＳＣＣＰユーザにＳＣＣＰがメッセージを転送できな
かった場合のための「エラー時メッセージ廃棄」もしくは「エラー時メッセージ返送」をＳＣＣＰユー
ザが起動可能とする返送オプション
ｅ）輻輳制御

＃

上記のサービスに対して用いられるプリミティブは以下で示される。
Ｎ−ユニットデータ要求およびＮ−ユニットデータ指示プリミティブは、データの送信および受信に利用
される。これらのプリミティブのパラメータには、着および発アドレス、シーケンス制御、返送オプション
およびユーザデータが含まれ、このうちアドレッシングパラメータは常に必須である。
Ｎ−通知指示プリミティブは返送オプションが設定されている場合でルーチングか分割／再組立のエ
ラー発生時に送達できなかったデータを返送するのに用いられる。

18.2.2.1.1

ＩＮＡＰアドレッシング

ＩＮＡＰアドレッシング要素は、アプリケーションによってＴＣに送信され、ＳＣＣＰにより使われる、
発および着アドレスに含まれる情報から構成される。
アプリケーションはＳＣＣＰに対して、以下のいずれかによりメッセージをルーチングすることを期待す
る。
ａ）着ポイントコード（ＤＰＣ）、サブシステム番号（ＳＳＮ）およびＭＴＰ ＳＡＰ（サービスアク
セスポイント）インスタンスの利用
ｂ）グローバルタイトル（ＧＴ）に加え、必要に応じてＳＳＮ、ＤＰＣおよびＭＴＰ ＳＡＰの利用
アプリケーションはまた、着および発アドレスの双方に対して、ＳＳＮに基づくルーチングを用いるか、
ＧＴに基づくルーチングを用いるかをＳＣＣＰに示す。
もし、ＩＮＡＰが付加的なアドレッシング情報を必要とするのであれば、ルーチング形態にいずれが指定
されようとも、それはアドレス内のＧＴ部に含めて転送されなければならない。
アプリケーションがメッセージが送達されるべき着ポイントコードおよび当該ポイントコードに置かれ

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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る着ＳＳＮを知っている時、上記の方法ａ）が用いられるであろう。ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３に従い、国
内ネットワークの範囲では、異なるＳＳＮが異なるネットワーク特有のアプリケーションに対して割り当て
られるであろう（たとえば、あるＳＳＮはＳＣＦ機能に対して割り当てられるかもしれない）。
メッセージがＧＴ内の要素の組み合わせにより特定可能なＳＣＣＰユーザに届けられるべき時、上記の方
法ｂ）が用いられるであろう。この方法の利用例は、メッセージが異なるネットワーク間で送達されなけれ
ばならない時である。この方法は、発側ネットワークが着側ネットワーク内のポイントコードやＳＳＮの割
り当てを知らないために用いられるかもしれない。メッセージが送達されるべき最終ノードを決定するネッ
トワークは、着ポイントコードとＳＳＮを決定するためにグローバルタイトル翻訳を実施しなければならな
い。もし、付加的に発アドレス内にＳＳＮが含まれていれば、これは着ＳＳＮとして利用されるかもしれな
いし、もし必要があれば、翻訳が新たに適切なＳＳＮを提供するかもしれない。着ノードが別のネットワー
クにある（そしてゲートウェイノードではない）場合、アプリケーションが着ノードにおいて使用されてい
るＳＳＮか０のいずれかで、ＳＳＮフィールドを生成する。
アドレッシングにＧＴが用いられる時、ＩＮアプリケーションはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３に定義されて
いるように、ＳＣＣＰが以下の要素を提供することを期待する。

グローバルタイトル識別子（Global Title Indicator）
この表示はアドレス情報のフォーマットに使われる方法を示す。
国内ネットワーク間での接続においては、ＴＴＣ標準 JT-Q713 に示される表示値２を用いる。

＊

翻訳タイプ（Translation Type）
翻訳タイプ（Translation Type）はＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３に定義されている。

番号計画（Numbering Plan）
１）ネットワーク間インタフェースに用いられるアドレスに対しては、番号計画は汎用番号、もしくは

＃

ＩＴＵ−T 勧告Ｑ．７１３の Annex B に定義されているようにＥ．１６４のいずれかでなければなら

＃

ない。

＃

２）他のすべてのインタフェースにおいて使用されるアドレスについては、適切なＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７
１３に定義される番号計画のいずれかが使われ得る。

グローバルタイトルアドレス情報（Global Title Address Information）
これは、アプリケーションにより提供され、符合化則により示されたように符合化された、真のＩＮＡ
Ｐアドレス情報である。

符号化機構（Encoding Scheme）
アプリケーションは、ＧＴＡＩのフォーマットに従って符合化則の値を設定しなければならない。許容
される値はＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３に定義されている。
ネットワークプロバイダは翻訳におけるＧＴ値のいかなる変更に際しても、最初のＧＴ値に含まれるＩ
ＮＡＰ特有情報が保存されることを保証しなければならない。網内のＧＴ翻訳データは、ＧＴ情報がもし
存在したなら、それをアドレスから削除してはならない。
この要求はネットワーク間に限らず、すべてのインタフェースに適用される。
ＩＮＡＰサービスに対して標準化された非０のＳＳＮが存在しなければ、着ノードを含むネットワーク
への発ノードからのルーチングはＧＴに基づくルーチングが必須である。
ＩＮＡＰオペレーションをサポートするために用いられるＳＣＣＰのバージョンは、最低限９２年版
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White Book でなければならない。

18.2.2.1.2

シーケンス制御

アプリケーションはＳＣＣＰプロトコルクラスが０あるいは１のいずれが必要とされるか指定する。
クラス０は、特定の着アドレスへのメッセージの配送に順序性が必要とされない場合に用いられる。
クラス１は、特定の着アドレスへのメッセージの配送に順序性が必要とされる場合に用いられる。

18.2.2.1.3

エラー時返送

エラー時返送メカニズムの利用は、ＳＣＣＰによって宛先にメッセージが送達されなかったことをアプリ
ケーションが認識可能なように、ＩＮアプリケーションから要求されるであろう。返送オプションは、ルー
チングもしくは分割／再組立の失敗により、発行元ユーザにメッセージの返送が行われるようにする。
もしアプリケーションにより返送オプションが起動され、メッセージが配送されなければ、ＳＣＣＰはＴ
ＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１に規定されるように「返送理由」を指定する。発ユーザへの送達されなかったメッ
セージの返送には、Ｎ−通知プリミティブが用いられる。

18.2.2.1.4

分割／再組立

アプリケーションは、ＳＣＣＰは１つのＵＤＴメッセージにより 260 オクテットまでのユーザデータ（ア
ドレス情報とＴＣメッセージを含む）を送信できる（分割（輻輳制御はＴＴＣ標準では未規定）を実施した
場合の１つのＸＵＤＴメッセージでは 248 オクテット）ため、長いユーザデータに対しては分割が利用可能
であることを期待する。
また、ＳＣＣＰには分割されたメッセージの受信時には再組立機能が動作し、再組立されたユーザデータ
がユーザに配送されることが期待される。
しかしながら、ＳＣＣＰにより分割可能なＳＣＣＰユーザデータとアドレスの理論的な最大サイズは 3968
オクテットであるが、ＳＣＣＰユーザは最も大きな既知のアドレスに対して許容される長さが約 2560 オク
テットに制限されることに注意すべきである。アプリケーションはまた、ＴＣメッセージに使われるオク
テットが 2560 オクテットに含まれることを許容しなければならないことに注意。
ＩＮアプリケーションは 16 セグメントを超えるユーザデータの分割はＳＣＣＰに期待していない。

18.2.2.1.5
18.2.2.2

輻輳制御

＃

ＳＣＣＰコネクションオリエンティッドサービス

ＩＮアプリケーションによるコネクションオリエンティッドサービスの利用は、ＩＮ ＣＳ−２の範囲外
である。

18.2.2.3

ＳＣＣＰ管理

＃

１９．IN 汎用セキュリティインタフェース

ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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第４編 付属資料 A INAP の SDL 図

＃

第４編 付属資料 B

＊

アボート理由に関する規定

（本付属資料は本標準に不可欠な部分である）

本付属資料は網 A−網 B 間での INAP によるダイアログ開始要求中及びダイアログ確立中にアボート
（TC-U-ABORT）信号を送信する必要がある場合のアボート理由値及びその設定条件を以下に記述する。
設定されうるアボート理由は、以下のいずれかである。
・アプリケーションタイマ満了
・プロトコル上非許容の信号受信
・異常処理
・輻輳
・アプリケーションコンテキスト（AC）ネゴシエーション失敗
・認識不可能な拡張パラメータ受信
・不定
各アボート理由値及びその設定条件について以下に示す。本付属資料は ITU-T 勧告 X.208（1988）で定め
られている抽象構文記法１（ASN.1）を用いている。符号化は ITU-T 勧告 X.209（1988）に基づく。

TTC-IN-UABORT-data {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0)
u-abort-reason (8) version1（0）}
-- 本モジュールは INAP によるダイアログ開始要求中及びダイアログ確立中にアボート（TC-U-ABORT）
-- 信号を送信する際の当該信号中に設定されるアボート理由に関するデータ型、及び理由値を規定するも
-- のである。

DEFINITION ::=
BEGIN

id-ttc-IN-U-ABORT-reason OBJECT IDENTIFIER ::= {itu-t administration japan(440) isdn(102)
inapl(3) jt-q1228-b(2) in-u-abort-reason(6) version1（0）}
UABORTReason ::= ENUMERATED{
no-reason-given(1),
application-timer-expired(2),
protocol-prohibited-signal-received(3),
abnormal-processing(4),
congestion(5),
ac-negotiation-failed(6),
unrecognized-extension-parameter(7)
}
-- ダイアログアボート APDU（ABRT-apdu）（ＴＴＣ標準ＪＴ−Q７７３参照）内の user-infromation パラ
-- メータに含まれる EXTERNAL 型で規定される一つのユーザ情報内の符号化（encoding）パラメータにて
-- 単一 ASN.1 型フィールド（single-ASN1-type）を選択することにより、相当する ANY 型に上記の型が適
-- 用され、適切な値が設定されなければならない。なお、本理由を設定する EXTERNAL 型の直接参照
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-- (direct-reference)パラメータには id-ttc-IN-U-ABORT-reason にて規定されるオブジェクト識別子が設
-- 定されなければならい。EXTERNAL 型における各パラメータの設定は以下の通りである。
-- direct-reference：id-ttc-IN-U-ABORT-reason
-- indirect-reference：非送信
-- data-balue-descriptor：非送信
-- single-ASN1-type： UABORTReason 設定
--- さらに、single-ASN1-type 部分は以下のように符号化される。
-- single-ASN1-type Tag 値：Context-specific,constructor,0
-- single-ASN1-type Length 値：3
--

UABORTReason Tag 値：Univesal,primitive,10 (ENUMERATED)

--

UABORTReason Length 値：1

--

UABORTReason Value：1〜７

--- 各アボート理由の設定条件を以下に示す。
-- application-timer-expired とは、各エンティティにて保持しているアプリケーションタイマが満了したこと
-- により、ダイアログをアボートしたい場合に使用される。
--

例 1．SSF にて保持しているアプリケーションタイマ Tssf の満了時。

--

例２．SSF にて保持しているアプリケーションタイマ Tack の２回目の満了時。

-- protocol-prohibited-signal-received とは、INAP 手順上非許容の信号を受信したことにより、ダイアログを
--アボートしたい場合に使用される。
--

例１．IN 状態上受信され得ない（IN 動作を継続できない）オペレーションクラス４のコンポーネン

--

トを受信した時。SSF にて暫定接続終了待ち状態において ReleaseCall オペレーションを受信した

--

時等。

-- abnormal-processing とは、エンティティ動作において異常処理が発生したことにより、ダイアログをアボ
-- ートしたい場合に使用される。
-- congestion とは、TC ユーザレベルで検出された何らかの輻輳により、ダイアログをアボートしたい場合
-- に使用される。エラー、拒否等では返送できない場合、あるいは輻輳のためにダイアログの継続を望ま
-- ない場合に利用される。
-- ac-negotiation-failed とは、AC ネゴシエーション失敗（TC-Continue にて送信された第 2 信号内に設定され
-- ている AC が TC-Begin 送信時と異なる場合）により、ダイアログをアボートする場合に使用される。
-- unrecognized-extension-parameter とは、送信された拡張フィールドパラメータが理解できない（拡張 ID 値
-- が認識できない）場合で、かつクリティカリティが ABORT に設定されていることにより、ダイアログ
-- をアボートする場合に使用される。
-- no-reason-given とは、上記以外の理由によりダイアログをアボートしたい場合に使用される。
-- 上記アボート理由を設定して、U-ABORT 信号を送信する場合には適切な理由を一つのみが送信されなけ
-- ればならない。

END
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第４編 付属資料 C コールセグメント識別子（CSid）の付与規則

＊

（本付属資料は本標準に不可欠な部分である）
INAP における CSid の付与規則を以下に記述する。

CSid=１は、TDP-R 検出時に SSF 側にて付与され、SCF は TDP-R 通知のためのイニシャル DP（InitialDP
）オペレーション受信時に認識されなければならない。
CSid=2〜ｎ（ｎは４編第４章を参照）は、SSF からの初期信号送信後の SCF からの指示によるコールセグ
メント（CS）生成の際に SCF にて付与され、SCF からの送信オペレーションにて陽に SSF に通知されなけ
ればならない。
SCF からの指示により CS を生成する場合、必ず未使用中の値が付与されなければならない。SSF にて既
存の CSid と同一の値が通知された場合には、適切なエラーが返送されなければならない。
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第４編

付属資料 D

ＴＴＣ特有規定の OCTET STRING 内部構造定義

＊

（本付属資料は本標準に不可欠な部分である）

本付属資料は、OCTET STRING 型で規定される INAP パラメータの内、ＩＴＵ−Ｔ勧告規定上明確な型定義がされてい
ないパラメータのための内部型定義を示すものである。
OCTET STRING 型は本来その内部構造を自由に規定できるものであるが、ＴＴＣ特有のパラメータを設定する場合と
網運用者特有のパラメータを設定する場合を考慮し、その使い分けについて明確な規定が必要である。本付属資料は、Ｔ
ＴＣ標準としてその符号化を明確に規定することを目的とする。
本付属資料において、4.1 節に規定される OCTET STRING 型のＩＮＡＰのデータ型の内、本節にてその値フィールド部
分を定義している型は、
・EventSpecificInformationCharging
・EventTypeCharging
・SCIBillingChargingCharacteristics
である。

本付属資料は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６８０で定められている抽象構文記法１（ＡＳＮ．１）を用いている。符号化はＩ
ＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６９０に基づいて行われ、その際の適用条件は第 4 編 3.1.1 節に従うものとする。

TTC-IN-CS2-octetstringvalue-definitions { itu-t administration japan(440) isdn(102)
inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) octet-string-value(9) version1(0) }
DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=
BEGIN

-- 本モジュールは、以下のＩＮＡＰデータ型に対する内部型定義を規定している。各ＩＮＡＰデータ型の先頭の
-- OCTET STRING タグが、本モジュールで規定される内部型定義の使用により影響されないことに注意。
--

EventSpecificInformationCharging

--

EventTypeCharging

--

SCIBillingChargingCharacteristics

classes, datatypes
FROM TTC-IN-CS2-object-identifiers { itu-t administration japan(440) isdn(102)
inapl(3) jt-q1228-b(2) modules(0) in-cs2-object-identifiers(7) version3(2) }

PARAMETERS-BOUND, ttcSpecificBoundSet
FROM TTC-IN-CS2-classes classes

TtcCarrierInformationTransfer{},
TtcAdditionalPartysCategory{},
TtcChargeAreaInformation{}
FROM TTC-IN-CS2-datatype datatypes;
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-- 以下は EventSpecificInfor mationCharging 型の値フィールド部分の型定義である。
EventSpecificInformationChargingValueType {PARAMETERS-BOUND-1:bound1,
PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {
tTCNOSpecificParametersESIC

[15] TTCNOSpecificParametersESIC{bound1, bound}

}

TTCNOSpecificParametersESIC {PARAMETERS-BOUND-1:bound1, PARAMETERS-BOUND:bound} ::= SET SIZE
(1..bound1.&numOfTTCNOSpecificParametersESIC) OF TTCNOSpecificParameterESIC{bound1, bound}

TTCNOSpecificParameterESIC {PARAMETERS-BOUND-1:bound1, PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {
tTCSpecificEventSpecificInfo
--

[0] TTCSpecificESIC{bound1, bound}

nOSpecificEventSpecificInfo [1] NOSpecificESIC

}

TtcSpecificESIC {PARAMETERS-BOUND-1:bound1, PARAMETERS-BOUND:bound} ::= CHOICE {
tTCSpecificChargeEvent

[0] TTCSpecificChargeEvent{bound1, bound}

}

-- NOSpecificESIC ::= SEQUENCE { }
-- 本パラメータは網運用者特有に規定される。SEQUENCE 型での規定は例である。

TTCSpecificChargeEvent {PARAMETERS-BOUND-1:bound1, PARAMETERS-BOUND:bound} ::= SEQUENCE {
ttcCarrierInformationTransfer

[0] TtcCarrierInformationTransfer{bound} OPTIONAL,

ttcAdditionalPartysCategory

[1] TtcAdditionalPartysCategory {bound} OPTIONAL,

ttcBackwardCallIndicators

[2] TtcBackwardCallIndicators OPTIONAL,

ttcChargeAreaInformation

[3] TtcChargeAreaInformation {bound} OPTIONAL,

ttcChargeInformationDelay

[4] TtcChargeInformationDelay {bound1} OPTIONAL,

...
}

TtcBackwardCallIndicators ::= OCTET STRING (SIZE(2))
--逆方向呼表示パラメータを示す。符合化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

TtcChargeInformationDelay {PARAMETERS-BOUND-1:bound1} ::= OCTET STRING (
SIZE(１..bound1.&maxTtcChargeInformationDelay))
--課金情報遅延パラメータを示す。符合化についてはＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３を参照。

-- 以下は EventTypeCharging 型の値フィールド部分の型定義である。
EventTypeChargingValueType {PARAMETERS-BOUND-1:bound1} ::= CHOICE {
tTCNOSpecificParametersETChg [15] TTCNOSpecificParametersETChg {bound1}
}
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TTCNOSpecificParametersETChg {PARAMETERS-BOUND-1:bound1} ::= SET SIZE
(1..bound1.&numOfTTCNOSpecificParametersETChg) OF TTCNOSpecificParameterETChg

TTCNOSpecificParameterETChg ::= CHOICE {

--

tTCSpecificETChg

[0]

TTCSpecificETChg

nOSpecificETChg

[1]

NOSpecificETChg

}

TTCSpecificETChg::= CHOICE｛
tTCSpecificEventTypeCharging

[0] SET SIZE (1..5) OF ENUMERATED {

carrierInformationTransfer(0),
additionalPartysCategory(1),
backwardCallIndicators(2),
chargeAreaInformation(3),
chargeInformationDelay(4)
}
}
-- ＴＴＣ特有の課金イベント種別を示す。

-- NOSpecificETChg ::= SEQUENCE { }
-- 本パラメータは網運用者特有に規定される。SEQUENCE 型での規定は例である。

-- 以下は SCIBillingChargingCharacteristics 型の値フィールド部分の型定義である。
SCIBillingChargingCharacteristicsValueType {PARAMETERS-BOUND-1:bound1} ::= CHOICE {
tTCNOSpecificParametersSCIBCC

[15] TTCNOSpecificParametersSCIBCC {bound1}

}

TTCNOSpecificParametersSCIBCC {PARAMETERS-BOUND-1:bound1} ::= SET SIZE
(1..bound1.&numOfTTCNOSpecificParametersSCIBCC) OF TTCNOSpecificParameterSCIBCC

TTCNOSpecificParameterSCIBCC ::= CHOICE {

--

tTCSpecificSCIBCC

[0] TTCSpecificSCIBCC

nOSpecificSCIBCC

[1] NOSpecificSCIBCC

}

TTCSpecificSCIBCC ::= SEQUENCE {
noChargeIndicator

[0] BOOLEAN OPTIONAL,

-- 非課金表示を示す。本パラメータを TRUE とした場合、非課金となる。
...
}

-- NOSpecificSCIBCC ::= SEQUENCE { }
-- 本データ型は網運用者特有に規定される。SEQUENCE 型での規定は例である。
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PARAMETERS-BOUND-1 ::= CLASS
{
&maxTtcChargeInformationDelay

INTEGER,

&numOfTTCNOSpecificParametersESIC

INTEGER,

&numOfTTCNOSpecificParametersETChg

INTEGER,

&numOfTTCNOSpecificParametersSCIBCC

INTEGER

}
WITH SYNTAX
{
MAXIMUM-FOR-TTC-CHARGE-INFORMATION-DELAY

&maxTtcChargeInformationDelay

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETER-ESIC

&numOfTTCNOSpecificParametersESIC

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETER-ETCHG

&numOfTTCNOSpecificParametersETChg

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETERS-SCIBCC

&numOfTTCNOSpecificParametersSCIBCC

}

ttcSpecificBoundSet1 PARAMETERS-BOUND-1 ::=
{
10

-- 値は参考値である

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETER-ESIC

2

-- 値は参考値である

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETER-ETCHG

2

-- 値は参考値である

NUM-OF-TTC-NO-SPECIFIC-PARAMETERS-SCIBCC

2

-- 値は参考値である

MAXIMUM-FOR-TTC-CHARGE-INFORMATION-DELAY

}

END
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第４編

付録 I

拡張 ASN.1

＃

第４編

付録 II

データモデリング

＃

第４編

付録 III

SPKM アルゴリズムの例

＃

第４編

付録 IV

優先度表示の実現方法

＊

1.

概要
本付録では優先度表示（ＰＲＩ）の実現方法について記す。

2.

ＰＲＩの有効性
輻輳を防止するために、各々のメッセージ（ＩＮＡＰオペレーション、ＴＣメッセージ等）ごとに優先

度を表示することは有効である。

3.

ＰＲＩ設定方法
ＰＲＩ設定の実現方法はインプリメントに依存する。

4.

設定されるＰＲＩ値
INAP オペレーションの活性化試験（ActivityTest）及びイニシャル DP（InitialDP）に対してはＰＲＩとし

て１を設定する。その他のメッセージについては、ＰＲＩとして２を設定する。
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第５編 インテリジェントネットワーク定義で使われた用語解説
１．概要
1.1 序論
この勧告は、インテリジェントネットワークのドキュメントに適用するために研究されている用語と定義の解説
を規定する。
また、これらの用語は交換と信号用語の語彙としてＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．９に含まれるであろう。
実用性を広げるため、以前に定義された用語は変更なく使用され、その用語の次に記述された括弧内には定義さ
れた出典を示す。
このアプリケーションに適切なように変更した定義は、新定義であると考えられる。この場合でも元の定義の参
照を括弧で示す。

1.2 規約
次の表記法とスタイルが、この勧告のテキストで使われる :
(1) IＮ情報フローの名称は、各構成単語の最初の文字を大文字で、これらの単語間にはスペースを挿入して書かれ
る。
そして、適切なタイプデスクリプタが含まれる（例えば、Call Information Report req.ind）。
(2) IＮ情報フローでの情報エレメントの名称は、構成単語の最初の文字を大文字で、これら単語間にはスペースを
挿入して書かれる（例えば、Request Information）。
(3)IＮ情報エレメントの Identify という単語は、省略してＩＤと書く。
(4) IＮ検出ポイントの名称は、各構成単語の最初の文字を大文字で、これらの単語間はアンダーバーを挿入して書
かれる（例えば、発側切断Ｏ_Disconnect）。
(5) 他に定義された名称は、大文字化されない（例えば、detection point）。
(6) ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７１で定義された情報フローの名称は、上記に示す規約にそって書かれ、適切なタイプデ
スクリプタが含まれる（例えば、SETUP req.ind）。

２．用語と定義
この勧告の目的のために、次の定義が適用される :

ＩＳＤＮユーザパート (ＩＳＤＮ−ＵＰ)：サービス統合ディジタル網での音声および非音声アプリケーションの
ための基本ベアラサービスや付加サービスのサポートするために要求される信号化機能を提供する信号方式Ｎｏ．
７プロトコル。

アクセス：ユーザとネットワーク間の相互動作手段。

アクセス機能：ユーザ・網間の相互動作を提供するネットワークのプロセスのセット。

アクセスコード：「顧客番号計画」コード：受付台アクセス、外線接続等。

アクセスチャネル：特徴を示す情報転送能力に指定された部分。ユーザ網インタフェースで提供される。

アジャンクト（ＡＤ）：サービス交換局に直接接続されるが、サービス制御局と同等の機能性をもつインテリジェ
ントネットワークエンティティ。
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アナログ表示サービスインターフェースサーバ（ＡＤＳＩ）：適切に装備されたアナログ端末のディスプレイをそ
のままメッセージに送ることができる網エレメント。

アプリケーション： I.3 参照。

アプリケーションコンテキスト（ＡＣ）：Ｘ．２０７参照。

アプリケーションコンテキストネゴシエーション（ＡＣＮ）：ユーザプロトコルＡＳＥｓのセットで交換されるト
ランザクションの開始時に確立されるネゴシエーション処理。

アプリケーションサービス要素（ＡＳＥ）：Ｘ．２０７参照。

アプリケーションプロトコルデータユニット（ＡＰＤＵ）：アプリケーションレイヤ制御情報及びデータを処理す
るＰＤＵ。

一次群インタフェース（ＰＲＩ）:Ｑ.9 参照。

イベント:ある状態から他の状態への遷移をもたらす有限状態モデル上からの入出力。

イベント検出ポイント（ＥＤＰ）:呼の特定例を設定する検出ポイント。

ＩＮ概念モデル（ＩＮＣＭ）:インテリジェントネットワークアーキテクチャを定義するための立案モデル。

ＩＮ交換管理（ＩＮ−ＳＭ）:ユーザへのＩＮサービスフィーチャ提供の中でＳＣＦと相互動作するＳＳＦエンテ
ィティ。

ＩＮ交換状態モデル(ＩＮ−ＳＳＭ):ＩＮ呼／接続状態の間、ＳＳＦ／ＣＣＦＩＮ呼／接続処理の有限状態管理機
構仕様を提供する。

ＩＮサポートサービス:インテリジェントネットワーク能力を使用して提供するサービス。

インタフェース:共有境界線、例えば２つのサブシステムあるいは２つのデバイス間の境界線。

インテリジェントネットワーク(ＩＮ):顧客管理下のものも含めた新しい能力やサービスを導入するための設備を
柔軟に提供することができるテレコミュニケーションネットワークのアーキテクチャ。

インテリジェントネットワークアプリケーションプロトコル（ＩＮＡＰ）:インテリジェントネットワークアプリ
ケーションのためのプロトコル。

インテリジェントペリフェラル（ＩＰ）:特殊リソース機能を実装する物理エンティティ。

インバンド（インバンド信号）:ユーザ通信に提供される同一伝送チャネル、回線、周波数帯上で信号を送る信号
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方式。例えばＤＴＭＦ。

エージェント：他のエンティティを代表して動作するエンティティ。

エレメント:識別可能な物理ユニット。

エンティティ:構成要素やデバイス、サブシステム、機能ユニット、装置あるいはシステムで、個々に存在しうる
もの。ＩＳＤＮ 用語では､ユーザ端末あるいはディジタル交換機などの特定のシステムやサブシステムを指し示す
時に用いる。また、ある場所の特定のシステムの機能の組み合わせで、例えば、ユーザ端末で信号システムのレイ
ヤ２機能を参照するのに使われる。

応用エンティティ（ＡＥ）：システムに依存しないアプリケーション動作セットであり、アプリケーションエージ
ェントによりアプリケーションサービスとして利用できる。 例えば、１つのアプリケーション処理の通信面の一
部あるいはすべてを担うアプリケーションサービス要素のセットがこれにあたる。

応用エンティティインボケーション（ＡＥＩ）：ＡＥタイプを構成する通信機能のすべてあるいはサブセットを実
行する実際の「実行時間」プログラム。

開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）:ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．２００参照。基本参照モデル。

拡張ユーザインタフェースサーバ（ＥＵＩ）：音声認証、ＤＴＭＦ、テキスト音声合成、コンテキスト規定アナウ
ンス、およびコンテキスト規定ディスプレイをもつＡＤＳＩＣＰＥを使用する発呼者に相互作用する機能を提供す
るＳＲＦの例。

加入者線交換機（ＬＥ）:加入者線終端の交換機。

簡易電話サービス（ＰＯＴＳ）:基本呼制御以上を要求しない呼。

監視ウィンドウ:エンティティが監視機能を実行している期間。

官庁：この勧告で、「官庁」という用語は、電気通信官庁と電気通信事業者両方を簡潔に示すために使われる。

管理機能:エンティティ管理のために使用される処理のセット。（例えば、オペレーション、管理、メンテナンス
および設備のメンテナンスをカバーするデータベース管理能力）

機能:特定されたオブジェクト達成の目的のために定義された処理のセット。

機能エンティティ:ある箇所の特定機能のセットを構成するエンティティ。

機能エンティティ「アプリケーションを提供する通信サービスにおける」:ある 1 ヶ所で､機能を提供するサービス
の組み合わせと、サービスを提供する上で必要となるすべての機能サブセット。

機能エンティティ動作（ＦＥＡ）:機能エンティティが特定状態でいる間、特定スティミュラスの結果として機能
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エンティティにより実行される動作。

機能ルーチン:｢ルーチン｣タスクを遂行する動作セットの実行を制御する論理。

基本インタフェース（ＢＲＩ）：Ｑ.９参照。

基本機能:これ以上分解不可能な初期または基本機能。

基本呼：通信のみから成り、付加フィーチャを含まない、二者間の呼。

基本呼状態モデル（ＢＣＳＭ）：基本呼制御における呼処理のハイレベルな有限状態機構モデル。（即ち、２者間
の非ＩＮ呼）

基本呼処理（ＢＣＰ）：基本発呼確立、維持およびリリース使用される一連の動作。

機密保持：情報の特性は非許容に対して利用可能あるいは公開されない。

契約者番号：その呼に対して課金されるべきエンティティを識別する番号。

検出ポイント（ＤＰ）:基本呼処理上のポイント。ここでの処理イベントはサービス制御機能に通知され、処理制
御の遷移が起こりうる。

呼：２者のユーザかつまたはユーザとサービス間で設定する 1 以上のコネクションを使用するあるいは、使用する
かもしなれい。

公衆交換電話網 (ＰＳＴＮ):公衆加入者向けの電話サービスを実施するために確立されたテレコミュニケーショ
ンネットワーク。

呼／サービス処理：発呼あるいはサービス要求を進める交換および制御機能による論理の実行。

呼処理：独立呼に対する個別ユーザを処理するネットワーク能力の記述。

呼制御：呼を処理するための機能のセット（例えば、サービスフィーチャの提供およびコネクションの確立、監視、
保持、そして解放）。

呼制御エージェント機能（ＣＣＡＦ）：ユーザにネットワークアクセス機能を提供する機能エンティティ。サービ
スを提供する際に呼制御機能エンティティと相互動作する。

呼制御機能（ＣＣＦ）：呼／コネクション処理と制御を提供するアプリケーションプロセス。

呼制御機能エンティティ：ネットワーク発呼処理機能を提供するために相互に協調して動作する機能エンティティ。

呼セグメント（ＣＳ）：特定接続ポイントに接続されたレグの全集まり。
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呼セグメントモデル（ＣＳＭ）：呼セグメントの観点からの呼処理の表現。

呼対応：ＳＳＰに既存する交換能力と呼番号を要求するエンドユーザのためのネットワークを実行するサービス相
互動作。

呼のポイント（ＰＩＣ）:基本呼状態モデル上の状態。

コネクション：Ｑ.９参照。

コネクション局：コネクション局はレグ間を流れる情報を許容するＣＳＡから見てのレグの相互接続の表示である。

コネクション制御：2 人のユーザおよびユーザ･網エンティティ間の通信パスの確立、保持および解放に使用され
る機能のセット。例えば、ＤＴＭＦレシーバ。

コネクションビュー状態：コネクションビュー状態の一覧表として定義されたＳＳＦにサポートされた呼ユーザ処
理機能セット。

呼非対応：ＳＳＰの交換能力を要求しないエンドユーザのためにネットワークを実行するサービス相互動作。また、
ＳＳＰに既存する呼番号を要求しないまた、非呼対応として対応する相互動作。

呼モデル：呼処理に含まれる機能の表現。

コンシューマ：ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．８８０を参照。

サービス:テレコミュニケーション要求を満たす加入者に対して官庁または、ＲＯＡによって提出されるもの。

サービスアドレス情報:特定サービスを識別するディジット結果。

サービスインスタンスデータ：サービスインスタンスデータテンプレートはサービス加入者プロファイルに関連す
るデータを記述する。それはサービス処理アクティビティの結果としてサービスが起動され、修正、更新される前
に既存する。このデータ形式はサービスが実行される事が分かり、今後のサービスインボケーションに使用される
べく蓄積される。

サービスエリアＩＤ：加入者エリアの識別はサービスはサーバーで可能であることである。

サービス管理:サービスの適切な処理に要求される、ユーザかつまたはネットワーク情報管理。

サービス加入者(ＳＳ)：サービス提供事業者により提供されるサービスを受けるために契約するエンティティ。

サービスキー:トリガ分析結果を示し、ＳＣＦが適切なサービス論理を選択可能とする情報。

サービス交換機能（ＳＳＦ）:呼制御機能とサービス制御機能間の相互動作の通信パスを提供するプロセスのセッ
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サービス交換機能管理エンティティ（ＳＳＭＥ）:ノードシステム管理を制御するエンティティの機能。

サービス交換局（ＳＳＰ）:サービス交換機能を実装する物理エンティティ。

サービス交換／制御局（ＳＳＣＰ）:サービス制御機能、サービスデータ機能とサービス交換／制御機能を含む物
理エンティティ。

サービス情報に対するユーザ（ＵＳＩ）：本情報エレメントはユーザから網へ情報を運ぶ。

サービス処理:サービスを提供するサービス制御と基本発信処理機能の実行。

サービス制御:特定テレコミュニケーションサービス提供に使用する機能やプロセスの指示。

サービス制御カスタマイズ:クライアントのためにサーバにより同じ仕様で提供する商用電気通信サービスを個人
向けに設定する機能。

サービス制御機能（ＳＣＦ）:インテリジェントネットワークサービスにより提供されるサービスにおいて､機能エ
ンティティを制御するサービス論理のアプリケーション。

サービス制御機能識別子（ＳＣＦＩＤ）:ＳＣＦ識別手段。

サービス制御局（ＳＣＰ）:サービス制御機能を実装する物理インテリジェントネットワーク。

サービス相互作用：フィーチャ相互作用を参照。

サービスデータ:サービスを適正に機能させるために要求される加入者かつまたはネットワーク情報。

サービスデータ機能（ＳＤＦ）:サービスデータのテンプレートに準じてサービスデータ管理を行う機能のセット。

サービスデータ局（ＳＤＰ）:サービスデータ機能を実装する物理エンティティ。

サービスデータテンプレート:特定サービス論理プログラムに関連したデータテンプレート。

サービス統合ディジタル網（ＩＳＤＮ）:ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｉ．１１２、２.３ 定義３０８参照。

サービストリガ情報（ＳＴＩ）:サービスサポートでの動作開始を受取る情報。

サービスノード（ＳＮ）:サービス制御機能、サービスデータ機能、特殊リソース機能とサービス交換／呼制御機
能を含む物理エンティティ。

サービスフィーチャ（ＳＦ）:全てかつまたは部分サービスを形成する１あるいはそれ以上の再利用可能なサービ
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ス能力。

サービス論理（ＳＬ）:ある特定のサービスをサポートするために用いられる一連のプロセス／機能。

サービス論理処理プログラム（ＳＬＰ）:サービス論理を含むソフトウェアプログラム。

サービス論理処理プログラムインスタンス（ＳＬＰＩ）:特定の呼／サービス実行に対してサービスあるいはサー
ビスフィーチャを提供する特定のサービス論理プログラムの起動と応用。

サービス論理制御プログラム（ＳＬＣＰ）:サービスフィーチャの実証を実現するために動作するプログラム。

サービスユーザ（ＳＵ）：サービスを利用する網の外側のエンティティ。

識別名（ＤＮ）:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（４．５章）を参照。

事業者（商用電気通信）：特定サービスを提供する機能をもつ組織。例えば私設網／ファシリティ、網内サービス
エリアのエージェント、あるいは特定市外キャリアまたは国際キャリア。

事業者アクセスコード（ＣＡＣ）：キャリア選択のためのコード。

私設網：ただユーザの特定セットにサービスを提供するネットワーク。

実行処理:他の処理の実行を制御するプロセス。

自動音声認識（ＡＳＲ）：機構理解可能形式の会話の変換機能。

収集アドレス情報：アドレスの特徴や着番号を特定するダイヤル数字の翻訳。

収集数字：収集した可変のダイヤル番号。

状態（ＦＳＭでの）:ある時点でオブジェクト属性値により定義されるエンティティの記述。

状態（ＳＤＬでの）:処理動作が入力待ちで、中断している状態。

情報フロー:機能エンティティ通信間の相互動作。

シングル･エンド・サービスフィーチャ:呼／サービス起動に含まれるかもしれない話者の一方だけに適用される、
例えば、呼／サービス処理のようなフィーチャ。

制御：直接影響を及ぼすこと。

制御ウィンドウ：呼／サービス処理に含まれるエンティティがサービス制御機能の制御を受けている期間。
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制御レグ：ＩＮ ＣＳ−２間、制御レグは中継交換機での加入者線交換機あるいは自動アクセスインタフェースで
の加入者線交換機を表示するレグである。（例えば、入り回線あるいは発呼セグメント、着呼セグメントでの出回
線あるいはトランク）

静的設定／設定解除：呼の特定ポイントに遭遇した場合に呼／サービス処理に特定動作を引き起こすため、サービ
ス管理機能により管理される、検出ポイントの有効性／非有効性。

静的データ:数呼が持続しているか、あるいはサービスを使用している間、不変な情報。
（通常、ネットワークの外側のソースによってコントロールされる。）

遷移:有限状態機構モデルにおいてエンティティ状態がそのオブジェクト付属値の変更により変化すること。

相互関係:存在するならば２機能エンティティ間の情報フローの完全なセット。

相対識別名（ＲＤＮ）:ＴＴＣ標準ＪＴ―Ｘ５００（４.５章）参照。

属性：ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（４−４章）を参照。

ダイアログ:会話や情報交換。

ダイナミックデータ: イベント結果として変更の対象となる情報。

ダイヤル数字:発ユーザ／発回線／トランクから収集されたアドレス収集／受信したまだ翻訳されていないアドレ
ス情報。

単一アソシエーションオブジェクト（ＳＡＯ）:単一のアプリケーションアソシエーション を通じて相手と通信す
るために必要となる機能。

単一アソシエーション制御機能（ＳＡＣＦ）:単一のアプリケーションアソシエーションを通じて相手と通信する
ために用いられるＡＳＥの利用を制御する規則と規制。

端末種別: ＳＣＦへ端末のタイプを示す。（例えばＤＴＭＦ電話、ＩＳＤＮ端末）

着信者／着ユーザ：呼の着信先エンティティ。

着ユーザサブアドレス：Ｓ/Ｔ基準局による特定ＣＰＥを識別する着ユーザへの付加アドレス情報。

ＤＴＭＦ信号（ＤＴＭＦ）:アナログインバンドアクセス信号方式。

データ:ユーザ／ネットワーク情報。

データオブジェクト:データテンプレートで特定される個々にアドレス可能な情報ユニット。
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データ管理:ネットワーク内でのデータベースの設定、更新および管理。

データ原因認証：ソースの認証は要求される。

データテンプレート:データオブジェクト収集の論理構成。値やデータ内容の一貫性のために許容される範囲を含
む。

データの完全性：非許容法において変更あるいは破壊しないというデータ特性。

データベース:ユーザまた／あるいはネットワーク情報を蓄積するエンティティ。

ディジタル加入者線信号 Ｎｏ．１プロトコル（ＤＳＳ１）:Ｎ−ＩＳＤＮのためのユーザ網信号方式を基本とする
標準化メッセージ。

ディレクトリ:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（４．２章）を参照。

ディレクトリアクセスプロトコル（ＤＡＰ）:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（１２章）を参照。

ディレクトリエントリ（ＤＥ）:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（４章）を参照。

ディレクトリシステムプロトコル（ＤＳＰ）:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（１２章）を参照。

ディレクトリ情報木（ＤＩＴ）:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（１４章）を参照。

ディレクトリユーザエージェント : ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００（４．２章）を参照。

提供者:ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．８８０参照。

電気通信事業者（ＲＯＡ）:「官庁」参照。

転送先情報:ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７６３（３章）参照。

伝達制御：伝送の低レイヤ（共通）手段を指示する機能のセット。

動的設定／解除 : 特定呼／サービス要求のためのサービス制御実行中のサービス制御機能による検出ポイントの
有効化／非有効化。

特殊リソース機能（ＳＲＦ）:サービスを提供するために使用するリソースの制御とアクセスを提供する機能のセ
ット。

トランザクション（分冊Ｉ．３）:ＴＣ提供者間のアソシエーション。

トランザクション機能（ＴＣ）:通信網での自動オペレーションをサポートする同位間プロトコル。
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トランザクション機能応用部（ＴＣＡＰ）:コンポーネントサブレイヤとトランザクションサブレイヤで構成され
るＯＳＩモデルの第７層における応用層のサービスとプロトコル（ＴＴＣ標準ＪＴ―Ｑ７７１〜４）。

トリガ:動作開始のスティミュラス。

トリガ検出ポイント（ＴＤＰ）:静的に設定された基本呼処理内の検出ポイント。

ネットワーク機能アーキテクチャ（ＮＦＡ）:ネットワークエレメントを構成する機能ブロック。

能力セット（ＣＳ）：コヒーレントとネットワーク能力の一連のセットで特定解放で標準化されている。

発信者／発ユーザ：呼の発信エンティティ。

ビジネスグループ：共通サービスプロパティ設定するサービス提供者の論理グループ。

ファシリティ制限レベル（ＦＲＬ）:入りファシリティと関連する許可レベル。例えば回線ライン。

フィーチャ:網内の一つのまたはそれ以上のサービスによりユーザに提供される再利用可能な能力。

フィーチャ相互動作:あるフィーチャのある動作が他のサービスフィーチャの動作や能力に影響する時に生じる状
態。この状態は時として、サービス相互作用として参照される。この状態は、要求可能あるいは不可能かも知れな
い。要求可能フィーチャ相互作用は、フィーチャコオペレーションとして参照される。

フィーチャ相互動作管理:１つの呼でＩＮサービス論理インスタンスおよび非ＩＮサービス論理インスタンスの複
数同時発生をサポートする機構を提供するＳＳＦエンティティ。

複数アソシエーション制御機能（ＭＡＣＦ）:アプリケーションエンティティインボケーション(AEI)内で、同位間
通信の調整を管理する規則を示す。

物理プレーン:機能エンティティを実現するエレメントとそれらのインタフェースを含む統一された機能。

プレーン:統一された機能モデルの一部。

プロトコルデータユニット：Ｘ.２００ＯＳＩ基本基準モデル参照。

プロトコルレイヤ（Ｑ．９−２１６０に基づく 「レイヤ」の定義）:プロトコル参照モデル内での上層あるいは下
層論理範囲での１つ以上の機能のグループ。

分散機能プレーン（ＤＦＰ）:機能エンティティとそれらの関連を含む統一された機能。

ベンダあるいは実装独立:同環境での同動作を可能にする異なるベンダから生産された製品の特性かつまたは、異
なるベンダにより製造された同機能エンティティとして動作する物理装置は互換性を許容する。
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網:ＩＴＵ−Ｔ Ｖｏｌ．Ｉ分冊Ｉ.３参照。

網アクセス局（ＮＡＰ）:ユーザーへネットワークアクセスを提供する物理エンティティの接続局。

網運用者:網運用者はリアルタイム網間サービスの開発、提供およびメンテナンスと自網の運用に対し責任がある。

網提供者:ＩＮ機能に要求されるネットワーク構成要素を維持し、運用する組織。
例えばサービス提供者としても活動するなど、１つ以上の役割を担うかもしれない。

ユーザ:サービスを使う網の外側のエンティティ。

有限状態機構（ＦＳＭ）:有限数な状態と状態間の特定の遷移もつシステム。

有限状態機構モデル:エンティティに存在しうる状態の有限のセットと一つの状態から他へ遷移可能な有限のセッ
トで、記述されたエンティティ運用モデル。

呼出パターン：加入者を呼び出す特定パターン。（例えば、呼出音識別、トーン等。）
ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ９３１を参照。

領域:ＩＮ領域参照。

ルーチング対地アドレス:着番号リスト（第一および他の選択）。

ルート索引:特定トランクルーチンググループのポインタ。

レイヤ:機能階層内の上層または、下層論理境界間の１あるいはそれ以上の機能を具体化する概念領域。

レグ:あるアドレス可能エンティティに向けての通信パスを表示する呼処理状態モデル内の表示。
（例えば、ユーザ・ＩＰユニットなどへの通信パス）
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第５編 付属資料Ａ
略 語

AD: Adjunct
AC: Application Context
ACN: Application Context Negotiation
ACSE: Application Control Service Element
ADSI: Analogue Display Service Interface Server
AE: Application Entity
AEI: Application Entity Invocation
API: Application Programming Interface
APCI: Application Protocol Control Information
APDU: Application Protocol Data Unit
ASE: Application Service Element
ASR: Automatic Speech Recognition
AOC: Advice Of Charge
BCP: Basic Call Process
BCSM: Basic Call State Model
BCUP: Basic Call Unrelated State Model
BCUSM: Basic Call Unrelated State Model
BRI: Basic Rate Interface
CAC: Carrier Access Code
CCAF: Call Control Agent Function
CCF: Call Control Function
CHA: Component Handler
CM: Call Manager
CS: Capability Set
CSM: Call Segment Model
CUSF: Call Unrelated Service Function
DAP: Directory Access Protocol
DET: Determination
DFP: Distributed Functional Plane
DHA: Dialogue Handler
DLE: Destination Local Exchange
DN: Directory Number
DN: Distinguished Name
DSA: Directory System Agent
DSP: Directory System Protocol
DSS1: Digital Subscriber Signalling No. 1 Protocol
DP: Detection Point
DTMF: Dual Tone Multi Frequency
DUA: Directory User Agent
EDP: Event Detection Point
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EDP‑N: Event Detection Point‑Notification
EDP‑R: Event Detection Point‑Request
EUI: Extended User Interface Server
FEA: Functional Entity Action
FEAM: Functional Entity Access Manager
FIM: Feature Interactions Manager
FPLMTS: Future Public Land Mobile Telecommunications Services
FRL: Facility Restriction Level
FSM: Finite State Machine
GEN: Generation
IAF: Intelligent Access Function
IEC: International Electrotechnical Commission
IN: Intelligent Network
INAP: Intelligent Network Application Protocol
INCM: IN Conceptual Model
IN‑SM: IN Switching Manager
IN‑SSM: IN Switching State Model
IP: Intelligent Peripheral
ISDN: Integrated Services Digital Network
ISO: International Organization for Standardization
ISUP: Integrated Services Digital Network‑User Part
ISDN‑UP: ISDN User Part
ISUP: ISDN‑UP
ITU‑T: International Telecommunication Union ‑ Telecommunication Standardization
LE: Local Exchange
MACF: Multiple Association Control Function
NAP: Network Access Point
NEF: Network Element Function
NFA: Network Functional Architecture
NSAP: Network Service Access Point
OFC: Off‑line Charging (billing/accounting information)
OLE: Originating Local Exchange
ONC: On‑line Charging (user access information)
OSF: Operator System Function
OSI: Open Systems Interconnection
OUT: Output
PIC: Point In Call
PRI: Primary Rate Interface
PSTN: Public Switched Telephony Network
RCP: Resource Control Part
RFP: Resource Function Part
RLF: Radio Link Function
REG: Registration
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RPOA: Recognised Private Operating Agency
ROS: Remote Operations
ROSE: Remote Operations Service Element
RDN: Relate Distuished Name
SACF: Single Association Control Function
SAO: Single Association Object
SCCP: Singalling Connection Control Part
SCF: Service Control Function
SCF FSM: Service Control Function Finite State Machine
SCFID: Service Control Function Identifier
SCME: Service Control Function Management Entity
SCME FSM: Service Control Function Management Entity Finite State Machine
SCP: Service Control Point
SCSM: Service Control Function Call State Model
SDF: Service Data Function
SDF FSM: Service Data Function Finite State Machine
SDL: Specification and Description Language
SDME: Service Data Function Management Entity
SDP: Service Data Point
SDSM: Service Data Function Call State Model
SF: Service Feature
SL: Service Logic
SLCP: Service Logic Control Program
SLP: Service Logic Processing Program
SLPI: Service Logic Processing Program Instance
SN: Service Node
SRF: Specialised Resource Function
SRF FSM: Specialised Resource Function Finite State Machine
SRME: Specialised Resource Function Management Entity
SRSM: Specialised Resource Function Call State Model
SS: Service Subscriber
SS7: Signalling System No.7
SSCP: Service Switching and Control Point
SSF: Service Switching Function
SSF FSM: Service Switching Function Finite State Machine
SSME: Service Switching Function Management Entity
SSME FSM: Service Switching Function Management Entity Finite State Machine
SSN: Sub System Number
SSP: Service Switching Point
STI: Service Trigger Information
SU: Service User
TC: Transaction Capabilities
TCAP: Transaction Capabilities Application Part
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TDP: Trigger Detection Point
TDP‑N: Trigger Detection Point‑Notification
TDP‑R: Trigger Detection Point‑Request
TTS: Text to Speech
WCR: Wireless Call Related
WCU: Wireless Call unrelated
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付属資料Ａ
再開通知処理アプリケーション

1. はじめに
本付属資料は、網間にてＴＣ対話を設定する通信を行う場合において、対話の初期設定を伴う再開処理
が発生した場合に、対向のアプリケーションプロセスにその発生を通知し、関連するＴＣ対話の解放処理
を実施するための手順規定について記述している。

2. 概要
再開通知処理アプリケーションとは、網間でＴＣ対話を設定する通信を行う場合において、通信中のあ
るノードで対話の初期設定を伴う再開処理が発生したとき、対向ＴＣユーザにその発生を通知し、関連す
るＴＣ対話の解放処理を可能とする、ＴＣユーザレベルの対話初期設定のための汎用的アプリケーション
である。
あるノードでの対話初期設定を伴う再開発生時に、通信先の再開発生通知受信ノードの対話の浮きが発
生するケースにおいては、本付属資料記載の手順による再開通知あるいは再開通知に対する対話解放処理
及び応答を行わなければならない。
再開通知処理アプリケーションは、一つのＡＳＥを含み、ＴＣとインターワークすることで、再開通知
処理アプリケーションプロトコルを規定する。

3. 再開通知処理アプリケーションプロトコル関連のＡＳＮ．１規定
再開通知アプリケーションプロトコル関連のＡＳＮ．１規定を以下に示す。
ＡＳＮ．１はＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６８０に従って規定しており、結果のＰＤＵを符号化する方法は、基
本符号化規則（Basic Encoding Rules）である（ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｘ．６９０参照）。なお、符号化に関して
さらに以下の条件が適用されなければならない。
・ 長さの符号化は、固定長形式のみを許容する。
・ 長さの値が１２８オクテットに満たないものは短形式で符号化しなければならない。
・ 長さの符号化に長形式を使用する場合、表現しうる最短のオクテットで表す。
・ OCTET STRING は基本型にて符号化されなければならない。
・ BIT STRING は基本型にて符号化されなければならない。
尚、本プロトコルの略語は、「ＲＮＰＡＰ」:"Restart Notification Processing APplication" とする。

共通型定義

3.1
3.1.1

データ型

TTC-RNPAP-datatypes {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-datatypes(0)
version1(0)}
--本モジュールは再開通知処理アプリケーションプロトコル関連に必要な各種データ型を規定するもの
--である。
DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS
classes
FROM TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}
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EXTENSION,
PARAMETERS-BOUND,
SupportedExtensions{}
FROM TTC-RNPAP-classes classes
;

-- 網間再開通知関連データ型

CarrierCode ::= OCTET STRING(SIZE(2))
--carrierCode パラメータは再開発生通知先ノードを識別するための事業者識別情報であり、通常の網間
--通信において SCCP 部に設定される事業者識別コード情報（2octet 固定）が設定される。

CriticalityType ::= ENUMERATED{
ignore(0),
abort(1)
}

ExtensionField{PARAMETERS-BOUND : bound} ::= SEQUENCE{
type EXTENSION.&id ({SupportedExtensions{Bound}}),
--ＥＸＴＥＮＳＩＯＮ型の値を識別する。
criticality CriticalityType DEFAULT ignore,
value [1] EXTENSION.&ExtensionType
({supportedExtensions{Bound}{@type})
}
--extensions パラメータは将来的な拡張性を考慮して規定するが、当面送信されることはない。送信さ
--れた場合には criticality に従って動作する。ただし、網間通信において extensions パラメータを送信
--する場合には常に criticality=ignore が設定されなければならない。criticality=abort であった場合には
--受信した信号は破棄する。

RestartedNodeID {PARAMETERS-BOUND : bound} ::= OCTET STRING(SIZE
(bound. &minRestartedNodeIDLength..bound. &maxRestartedNodeIDLength))
--restartedNodeID パラメータは再開発生通知（再開発生）ノードを識別する情報であり、通常の網間通
--信におい SCCP 部に設定される発信アドレス（Calling party address）情報（再開発生通知ノード側の
--アドレス情報）が設定される。

END

3.1.2

オペレーションコード

TTC-RNPAP-operationcodes{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-operationcodes (1) version1(0)}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
IMPORTS
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ros-InformationObjects
FROM TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}
Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
;

--ＴＴＣ再開通知処理パッケージ (Restart Notification Processing Application Package)
opcode-restartNotification

Code ::= local:1

opcode-restartNotificationAcknowledgement

Code ::= local:2

--現在のところ本アプリケーションに割り当てられたオペレーションパッケージは、上記１つのみであ
--る。

END

3.1.3

クラス

TTC-RNPAP-classes{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-classes (2)
version1(0)}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
IMPORTS
ROS-OBJECT-CLASS, Code
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
id-rosObject-rn-node,
id-rosObject-rna-node,
ros-InformationObjects,
rnpap-Protocol,
datatypes
FROM TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}
ttc-Rnpap
FROM TTC-RNPAP-pkgs-contracts-acs rnpap-Protocol
CriticalityType
FROM TTC-RNPAP-datatypes datatypes
;
--再開発生ノード側 ROS オブジェクト規定
rn-node ROS-OBJECT-CLASS ::= {
INITIATES

{ttc-Rnpap }

RESPONDS

{}

ID

id-rosObject-rn-node }

--再開発生通知受信ノード側 ROS オブジェクト規定
rna-node ROS-OBJECT-CLASS ::= {
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INITIATES

{}

RESPONDS

{ttc-Rnpap}

ID

id-rosObject-rna-node }

EXTENSION ::= CLASS{
&ExtensionType,
&criticality

CriticalityType DEFAULT ignore,

&id

Code

}
WITH SYNTAX{
EXTENSION-SYNTAX

&ExtensionType

CRITICALITY

&criticality

IDENTIFIED BY

&id

}
--本情報オブジェクトクラスの具体的使用例は、本標準 4 編の 4.5 節に記述してあるので参照のこと。

SupportedExtensions {PARAMETERS-BOUND : bound} EXTENSION ::= { -- 網運用者拡張のフルセット --}
--SupportedExtension は網運用者拡張のフルセット

PARAMETERS-BOUND ::= CLASS
{
&numOfExtensions

INTEGER,

&numOfRestartedNodeIDs

INTEGER,

&minRestartedNodeIDLength

INTEGER,

&maxRestartedNodeIDLength

INTEGER

}
WITH SYNTAX
{
NUM-OF-EXTENSIONS

&numOfExtensions

NUM-OF-RESTARTED-NODE-IDs

&numOfRestartedNodeIDs

MINIMUM-FOR-RESTARTED-NODE-ID

&minRestartedNodeIDLength

MAXIMUM-FOR-RESTARTED-NODE-ID

&maxRestartedNodeIDLength

}

--以下のパラメータ領域(bound)のインスタンスは、ＴＴＣ標準で使用する値である。

ttcSpecificBoundSet

PARAMETERS-BOUND ::=

{
NUM-OF-EXTENSIONS

1

NUM-OF-RESTARTED-NODE-IDs

10

-- NUM-OF-RESTARTED-NODE-IDs は、単なる例にすぎない。実際の値は、事業者間協議により決められ
--る。
MINIMUM-FOR-RESTARTED-NODE-ID

5
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MAXIMUM-FOR-RESTARTED-NODE-ID

15

}

END

3.1.4

オブジェクト識別子

TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
--このモジュールは、再開通知処理アプリケーションプロトコルのための、モジュール(Module)、
--パッケージ (Packages) 、コントラクト(Contract)、アプリケーションコンテキスト(Application Context)の
--オブジェクト識別子を割り当てる。

--ＴＣ、ＲＯＳからのモジュール
tc-Messages OBJECT IDENTIFIER ::= {itu-t administration q 773 modules(2) messages(1) version3(3)}
tc-NotationExtensions OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration q 775 modules(2) notation-extension(4) version3(3) version1(1)}
ros-InformationObjects OBJECT IDENTIFIER ::=
{joint-iso-ccitt remote-operations(4) informationObjects(5) veraion1(0)}

--再開通知処理アプリケーションプロトコル モジュール
datatypes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-datatypes (0) version1(0)}
operationcodes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-operationcodes (1) version1(0)}
classes OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-classes (2) version1(0)}
rnpap-Operations OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-ops-args(3) version1(0)}
rnpap-Protocol OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t

administration

japan(440)

isdn(102)

inapl(3)

rnpap(3)

modules(0)

rnpap-pkgs-contracts-acs(4)

version1(0)}
object-identifier OBJECT IDENTIFIER ::=
{itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}

id-rnpap OBJECT IDENTIFIER ::= {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3)}
id-ac OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rnpap ac(1)}
id-as OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rnpap as(2)}
id-rosObject OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rnpap rosObject(3)}
id-contract OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rnpap contract(4)}
id-package OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rnpap package(5)}
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--ＲＯＳ オブジェクト
id-rosObject-rn-node OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 1}
id-rosObject-rna-node OBJECT IDENTIFIER ::= {id-rosObject 2}

--rnpap アプリケーションコンテキスト
id-ac-ttc-rnpapAC OBJECT IDENTIFIER ::= {id-ac 1}

--rnpap コントラクト
id-ttcRnpap OBJECT IDENTIFIER ::= {id-contract 1}

--rnpap オペレーションパッケージ
id-package-rnpap

--rnpap

OBJECT IDENTIFIER ::= {id-package 1}

抽象構文

id-rnpapAS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-as 1}

END

再開通知処理インターフェース

3.2
3.2.1

オペレーションとアーギュメント

TTC-RNPAP-ops-args{itu-t administrationjapan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0) rnpap-ops-args (3)
version1(0)}

DEFINITIONS IMPLICIT TAGS ::=
BEGIN
IMPORTS
datatypes, operationcodes, classes, ros-InformationObjects
FROM TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers (5) version1(0)}
OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
PARAMETERS-BOUND
FROM TTC-RNPAP-classes classes
opcode-restartNotification,
opcode-restartNotificationAcknowledgement
FROM TTC-RNPAP-operationcodes operationcodes
CarrierCode,
ExtensionField{},
RestartedNodeID
FROM TTC-RNPAP-datatypes datatypes

--以下に再開通知処理アプリケーションのオペレーションとアーギュメントを示す。
--網間再開通知に関する通信は、全て非構造化対話（Unidirectional）が使用されなければならない。
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restartNotification OPERATION ::= {
ARGUMENT

RestartNotificationArg{bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-restartNotification

}
--方向：再開発生通知ノード->再開発生通知応答ノード
--このオペレーションは網間での対話を有するノードが再開した際に、対向網側に再開が発生したこと
--を通知するものである。本オペレーションを受信したノードは対向に、再開通知応答信号
--(RestartNotificationAcknowledgement)を返送すると共に、対向網との通信を行っている網内全ノードの
--関連全対話の解放を行う。
--本信号は、対向事業者内の存在ノード数に関係なく、対向事業者に対して１つのみ送信される。

RestartNotificationArg {PARAMETERS-BOUND:bound} ::= SEQUENCE {
restartedNodeIDs

[0] SET SIZE(1.. bound.&numOfRestartedNodeIDs) OF
RestartedNodeID{bound},

extensions

[1] SEQUENCE SIZE(1.. bound.&numOfExtensions) OF
ExtensionField {bound} OPTIONAL,

･･･
}
--restartedNodeIDs パラメータは再開発生通知ノードを識別する情報であり、再開発生通知ノードが
--複数のＳＣＣＰ発信アドレスを有する場合は、複数の再開発生通知ノード識別情報が設定される。

restartNotificationAcknowledgement OPERATION ::= {
ARGUMENT

RestartNotificationAcknowledgementArg{bound}

RETURN RESULT

FALSE

ALWAYS RESPONDS

FALSE

CODE

opcode-restartNotificationAcknowledgement

}
--方向：再開発生通知応答ノード-> 再開発生通知ノード
--このオペレーションは再開発生通知(RestartNotification)オペレーション受信時に、当該オペレーシ
--ョンの到達を対向に報告するためのものである。
--本信号は、再開発生通知(RestartNotification)オペレーションを送信してきた対向事業者に対して、
--一つのみ送信する。

RestartNotificationAcknowledgementArg {PARAMETERS-BOUND:bound}::= SEQUENCE {
carrierCode

[0] CarrierCode,

extensions

[1] SEQUENCE SIZE(1..bound.&numOfExtensions) OF ExtensionField {bound} OPTIONAL,

･･･
}

END
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3.2.2

パッケージ、コントラクト、アプリケーションコンテキスト

3.2.2.1

プロトコル概要

ttc-Rnpap のコントラクトは、再開通知処理アプリケーション実装ノード（ＲＯＳオブジェクトクラスと
して規定される rn-node）に於ける再開通知処理アプリケーションを起動するサービスの型を表す。ＲＯＳ
オブジェクトクラスとして規定される rna-node 実装ノードは、このコントラクトに応答する。

ttc-Rnpap CONTRACT ::= {
--再開発生通知(RestartNotification)オペレーションを用いて再開発生通知ノードより起動されるダイ
--アログ
INITIATOR CONSUMER OF

{rnpapPackage {ttcSpecificBoundSet}}

RESPONDER CONSUMER OF

{rnpapPackage {ttcSpecificBoundSet}}

ID

id-ttcRnpap

}

ＲＮＰＡＰ オペレーションパッケージ
次 に 示 す オ ペ レ ー シ ョ ン パ ッ ケ ー ジ は 、 情 報 オ ブ ジ ェクトクラスにて規定される OPERATIONPACKAGE と し て 定 義 さ れ る。このパッケージのオペレーションは、3.2.1 節に定義されている。
CONSUMER は再開発生通知ノード、 SUPPLIER は再開発生通知応答ノード。

rnpapPackage {PARAMETERS-BOUND:bound} OPERATION-PAKAGE ::={
CONSUMER INVOKES

{restartNotification{bound}}

SUPPLIER INVOKES

{restartNotificationAcknowledgement{bound}}

ID

id-package-rnpap}

抽象構文(abstract syntax)
再開通知処理アプリケーションプロトコルのこの版は、２つの抽象構文(abstract syntax)のサポートを要求
する。
a) ＴＣダイアログ制御プロトコルデータユニットの抽象構文（dialogue-abstract-syntax）。本抽象構文
(abstract syntax)はＦＥ間のダイアログ設定のために必要であり、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３にて規定さ
れる。
b)

5.2.2 節規定のオペレーションパッケージに含まれるオペレーションの起動、およびその結果報告のた
めのプロトコルデータユニット用抽象構文(abstract syntax)。
後者の抽象構文(abstract syntax)値が導出されるＡＳＮ．１の型は、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３にて定義さ

れるパラメタライズ型（parameterized type）の TCMessage {} を使用して規定される。尚、本プロトコルは、
TCMessage{} ::= unidirectional を使用する。
上記の抽象構文(abstract syntax)は全て、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７３に挙げられた制約にて
ＡＳＮ．１基本符号化規則に従って（最小限に）符号化されるべきである。
上記のように規定されたオペレーションパッケージを実現するＲＮＰＡＰプロトコルパッケージは、以
下の抽象構文(abstract syntax)を共有する。これらは、ＡＢＳＴＲＡＣＴ−ＳＹＮＴＡＸ情報オブジェクトク
ラスとして規定される。

（注） 本プロトコルにおいて、プロトコルパッケージは一つであり、再開が発生したノードでは、
Invokable OPERATION を送出し、再開の通知を受けたノードでは、Returnnable OPERATION を返
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送する。

ttcRnpapSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ttcRnpap-PDUs
IDENTIFIED BY

id-rnpapAS}

ttcRnpap-PDUs ::= TCMessage{{RnpapInvokable},{RnpapReturnnable}}

RnpapInvokable OPERATION ::= {restartNotification{ttcSpecificBoundSet}}
RnpapReturnnable OPERATION ::= {restartNotificationAcknowlegement{ttcSpecificBoundSet}}

ＲＮＰＡＰアプリケーションコンテキスト
ＲＮＰＡＰコントラクトは、ＡＣとして規定されるアプリケーションコントラクトによって実現される。
このアプリケーションコンテキストは、情報オブジェクトで定義される rnpapAC APPLICATION-CONTEXT
クラスの情報オブジェクトにて規定される。

rnpapAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT

ttc-Rnpap

DIALOGUE MODE

unstructured

ABSTRACT SYNTAXES

{unidialogue-abstract-syntax |
ttcRnpapSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME

3.2.2.2

id-ac-ttc-rnpapAC}

再開通知処理アプリケーションプロトコル ＡＳＮ．１モジュール

TTC-RNPAP-pkgs-contracts-acs {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-pkgs-contracts-acs(4) version1(0)}
DEFINITIONS ::=
BEGIN
--本モジュールは再開通知アプリケーションプロトコルに用いられるオペレーションパッケージ、コン
--トラクト及びアプリケーションコンテキストを記述する。
PARAMETERS-BOUND,
ttcSpecificBoundSet
FROM TTC-RNPAP-classes classes
ROS-OBJECT-CLASS, CONTRACT, OPERATION-PACKAGE, OPERATION
FROM Remote-Operations-Information-Objects ros-InformationObjects
TCMessage{}
FROM TCAPMessages tc-Messages
APPLICATION-CONTEXT, unidialogue-abstract-syntax
FROM TC-Notation-Extensions tc-NotationExtensions
restartNotification{},
restartNotificationAcknowledgement{}
FROM TTC-RNPAP-ops-args rnpap-Operations
classes, ros-InformationObjects,
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tc-Messages,
tc-NotationExtensions,
rnpap-Operations,
id-ac-ttc-rnpapAC,
id-ttcRnpap,
id-package-enpap,
id-rnpapAS
FROM TTC-RNPAP-object-identifiers {itu-t administration japan(440) isdn(102) inapl(3) rnpap(3) modules(0)
rnpap-object-identifiers(5) version1(0)}
;
--アプリケーションコンテキスト

rnpapAC APPLICATION-CONTEXT ::= {
CONTRACT

ttc-Rnpap

DIALOGUE MODE

unstructured

ABSTRACT SYNTAXES

{unidialogue-abstract-syntax |
ttcRnpapSyntax }

APPLICATION CONTEXT NAME

id-ac-ttc-rnpapAC}

--コントラクト
ttc-Rnpap CONTRACT ::={
INITIATOR CNSUMER OF

{ rnpapPackage {ttcSpecificBoundSet}}

ID

id-ttcRnpap

}

--オペレーションパッケージ
rnpapPackage {PARAMETERS-BOUND:bound} OPERATION-PAKAGE ::={
CONSUMER INVOKES

{restartNotification{bound}}

SUPPLIER INVOKES

{restartNotificationAcknowledgement{bound}}

ID

id-package-rnpap}

--抽象構文(abstract syntax)
ttcRnpapSyntax ABSTRACT-SYNTAX ::= {
ttcRnpap-PDUs
IDENTIFIED BY

id-rnpapAS}

ttcRnpap-PDUs ::= TCMessage{{RnpapInvokable},{RnpapReturnable}}

RnpapInvokable OPERATION ::= {restartNotification{ttcSpecificBoundSet}}
RnpapReturnable OPERATION ::= {restartNotificationAcknowlegement{ttcSpecificBoundSet}}

END
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4. 再開通知処理アプリケーションの応用エンティティ手順
4.1

概要

この節では、再開通知処理アプリケーションにおける再開発生通知ノード−再開通知応答ノード間のイ
ンタフェースに関連した、応用エンティティ（ＡＥ：Application Entity）手順を定義する。この手順はＳＳ
７の使用を前提としている。
これらの手順で明確に記述されていない能力は、再開発生通知ノード−再開通知応答ノード間における
独自の手法でのインプリメントによりサポートされうる。
ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．７００、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｑ．１４００にて定義される
構造にしたがい、ＡＥはＴＣ（トランザクション機能）及び１つ以上のＡＳＥを含む（本標準では、１つ
のＡＳＥを含む）ＳＣＣＰユーザである。以下の節では、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で規定されるプリミ
ティブを使用してＴＣとインタフェースをとるＡＳＥを定義する。

4.2

モデルとインタフェース

ノード内ＡＥの機能モデルを図 A-4-1/JT-Q1228-b に示す。ＡＳＥは、再開通知処理関連ノードと通信す
るためにＴＣとインタフェースし、またノードシステムに対して既に定義されている呼制御関連機能や保
守機能とインタフェースする。本標準の範囲は図 A-4-1/JT-Q1228-b で網かけされた部分に限定される。
図 A-4-1/JT-Q1228-b のインタフェースは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７７１で規定されるＡＳＥプリミティブ
とＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１１で規定されるＮ−プリミティブを使用する。再開通知処理アプリケーション
のオペレーションとパラメータは、本付属資料Ａの３章にて定義している。

ノード
アプリケーションプロセス
（呼処理関連プロセス等）
ＡＥ
再開通知処理
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾄｺﾙ
ＡＳＥ
Ｔ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ部
Ｃ ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ部

ＳＳＮ Ｘ

ＳＣＣＰ

図Ａ−４−１／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ノード内ＡＥの機能モデル
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4.3

再開通知処理アプリケーションの適用方法

再開通知処理アプリケーションは、単独で動作することは無く、上位のアプリケーションプロセスの制
御により、他の１つ以上のプロトコルやアプリケーションとセットで使用される。図 A-4-2/JT-Q1228-b は、
アプリケーションプロセスがＩＮＡＰと再開通知処理アプリケーションのユーザとなった場合の例を示し
ている。ＩＮＡＰで通信されるノード間で、再開処理が発生した場合、アプリケーションプロセスは、再
開の発生または再開の発生の通知を受信し、ＩＮＡＰに関連する対話の初期設定のため、再開通知処理ア
プリケーションを起動する。再開通知処理アプリケーションの起動の結果、再開処理に関連したノード間
のＩＮＡＰに関連する対話は、初期設定され、ノード間の対話の状態を一致させることが可能である。

アプリケーションプロセス
（呼処理関連プロセス等）
ＡＥ

ＡＥ

ＭＡＣＦ
SCF FSM

ＳＡＯ

再開通知処理

ＡＳＥ

Ｎ

ＡＳＥ

Ａ

Ｃ

ＡＳＥ

Ｐ

Ｆ

ＡＳＥ

Ｓ
Ａ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾄｺﾙ

Ｉ

ＡＳＥ
Ｔ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ部
Ｃ ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ部

ＡＳＥ
Ｔ

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ部

Ｃ

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ部

ＳＳＮ Ａ
ＳＳＮ Ｂ

ＳＣＣＰ

図Ａ−４−２／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
ＩＮＡＰと再開通知処理アプリケーションの例
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状態規定

4.4
4.4.1

再開発生通知ノードの状態遷移規定

図 A-4-3/JT-Q1228-b に再開通知処理アプリケーションプロトコルにおける再開発生通知ノードの状態図
を示す。なお、本状態は、対向する事業者毎に管理される必要がある。

状態ａ
空き

e3

e1

状態ｂ
応答待ち

e2

図Ａ−４−３／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
再開発生通知ノード状態図

本状態には、以下の遷移（イベント）がある。

e1

再開発生通知信号送信

e2

（n 回目までの再開通知応答待ちタイマ（Trsa）満了に伴う）応答待ち状態のまま不変
（注）ｎは再開発生通知信号の再送回数であり、網間にて適切な値が規定されなければならない。

e3

応答待ち状態からの空き遷移

本状態には、以下の状態を含む。
状態 a

空き

状態 b

応答待ち

１ 状態 a:「空き」
再開発生通知ノード状態モデルは以下の場合に「空き」状態となる。
− 「応答待ち」状態において、再開発生通知応答（RestartNotificationAcknowledgement）を受信
したとき（遷移 e3）。
再開発生通知ノード状態モデルは以下の場合に、保守者通知を行った後に「空き」状態となる。
− 「応答待ち」状態において、（ｎ＋１）回目の再開通知応答待ちタイマ Trsa が満了したとき
（遷移 e3）。
この状態において以下のイベントが起こり得る。
− （対応する事業者に対し）再開発生通知（RestartNotification）を送信し、「応答待ち」状態に
遷移する（遷移 e1）。
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２ 状態 b:「応答待ち」
上記に示すように、「空き」状態から再開発生通知（RestartNotification）を送信し、本状態に遷移する
（遷移 e1）。この状態では、再開通知処理アプリケーション状態モデルは対向する事業者の網からの
再開発生通知応答（RestartNotificationAcknowledgement）を待っている。当該事業者網に対するサービ
ス起動要求は全て拒否し、この状態に入ったときは再開通知応答待ちタイマ Trsa が設定されなければ
ならない。
この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
− （ｎ回目までの）再開通知応答待ちタイマ Trsa が満了した。この場合、再開発生通知ノード
は再開発生通知（RestartNotification）を再送し、「応答待ち」状態に留まる（遷移 e2）
−対向する事業者の網から再開発生通知応答（RestartNotificationAcknowledgement）を受信する。
この場合、再開発生通知ノードは「空き」状態に遷移し、当該事業者網に対するサービス起
動要求を再開する（遷移 e3）。

4.4.2

再開発生通知応答ノードの状態遷移規定

図 A-4-4/JT-Q1228-b に再開通知処理アプリケーションプロトコルにおける再開発生通知応答ノードの状
態図を示す。なお、本状態は、対向する事業者毎に管理される必要がある。

状態ａ
空き

e3

e1

状態ｂ
網内リソース解放待ち

e2

図Ａ−４−４／ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
再開発生通知応答ノード状態図

本状態には、以下の遷移（イベント）がある。
e1

再開発生通知信号受信

e2

再開発生通知信号受信（再開発生通知応答ノードからの再開発生通知信号受信の再受信）

e3

再開発生通知応答信号送信
本状態には、以下の状態を含む。

状態 a

空き

状態 b

網内リソース解放待ち

１ 状態 a:「空き」
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再開発生通知応答ノード状態モデルは以下の場合に「空き」状態となる。
− 「網内リソース解放待ち」状態において、網内リソース解放済確認（確認方法のインプリメ
ントは各事業者による）後、再開発生通知応答（RestartNotificationAcknowledgement）を送信
したとき（遷移 e3）。
この状態において以下のイベントが起こり得る。
− （対応する事業者からの）再開発生通知（RestartNotification）を受信したとき、網内へリソー
ス解放指示を送出し、「網内リソース解放待ち」状態に遷移する（遷移 e1）。

２ 状態 b:「網内リソース解放待ち」

上記に示すように、「空き」状態から再開発生通知（RestartNotification）を受信し、本状態に遷移す
る（遷移 e1）。この状態では、再開発生通知応答ノード状態モデルは網内からのリソース解放済み通
知を待っている。
この状態の間、以下のイベントが起こり得る。
− （対応する事業者からの）再開発生通知（RestartNotification）を再受信した時、「網内リソー
ス解放待ち」状態に留まる（遷移 e2）。
− 「網内リソース解放待ち」状態において、網内リソース解放済確認（確認方法のインプリメ
ントは各事業者による）後、再開発生通知応答（RestartNotificationAcknowledgement）を送信
したとき（遷移 e3）。
（注）再開発生通知応答ノードにおいて、一定時間以内に網内からのリソース解放済み通知が受
信されない時の処理は、事業者のインプリメントによる。この場合保守者への通知が必要で
ある。

5. アプリケーションタイマ値
本アプリケーションにおいては以下のアプリケーションタイマ値が適用される。
再開通知応答待ちタイマ Ｔｒｓａ＝１〜６０秒
本タイマ値は網間にて適切な値が選択されなければならない。

6. 再開通知処理アプリケーションアドレッシング
再開通知処理アプリケーションにおける信号アドレッシングの規定（ＳＣＣＰグローバルタイトル）に
ついては、ＳＳＮは 1 つであり、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｑ７１３で規定される。

7. ＳＳＰ−ＳＣＰ間でのＴＣ対話初期設定及び呼処理開始手順
（具体的な適用例）
本標準適用時において、ＳＳＰにて対ＳＣＰとのＴＣ対話初期設定を伴う再開発生時、ＳＣＰ内の対Ｓ
ＳＰとのＴＣ対話を初期設定するために、上記手順規定に基づいて以下のように実施されなければならな
い。
但し、サービス提供網（網Ｂ）側については網間での手順を満足することが必須条件であり、網内処理
については網Ｂのインプリメントに依存する。
(1) ＳＳＰにてＴＣ対話リソースクリア処理を伴う再開処理が起動される。
(2) 当該ノードでの初期設定処理が完了する。なお、この初期設定処理完了から、(10)で示される呼処
理開始までの間でにＴＤＰ−Ｒに遭遇した呼は、全て呼損とする。
ＪＴ−Ｑ１２２８−ｂ
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以下の手順は、対向する各事業者毎に行われる。
(3) ＳＳＰは、ＳＣＣＰ

ＧＴ部に適切なサービス識別コードを設定し、ＴＣユーザ部にＳＳＰを特

定する情報（ＳＳＰ->ＳＣＰへの通常の通信時のＳＣＣＰの発信アドレス情報）を設定した「再
開発生通知信号（RestartNotification：RSN）」を事業者対応に１つのみ送信する（ＳＣＰ毎に送信
されるわけではない点に注意）と共に再開通知応答待ちタイマ Trsa を設定する。
(4) 網Ｂでは当該信号を認識し、相互接続対象の全てのＳＣＰに当該信号を送出する。
(5) 網ＢはＲＳＮ信号を受信すると網 B 内処理を実行（注）し、全ての相互接続対象ＳＣＰにＲＳＮ
信号が通知されたことを確認できた時点で当該ＳＳＰに対し、「再開通知応答信号（RestartNotificationAcknowledgement：RSA）」を一つのみ送出する。
(注) 具体的な網Ｂ内処理は、各事業者のインプリメントに依るが、例えば、網Ｂ内にＳＳＰと通
信する複数のＳＣＰが存在する場合、ＲＳＮを受信したマスターＳＣＰが他の全スレーブＳ
ＣＰに対してＲＳＮを同報し、各スレーブＳＣＰは関連ＴＣ対話が確実に解放できることを
保証できた時点でＲＳＡを送信し、マスターＳＣＰは全スレーブＳＣＰからのＲＳＡを受信
し、網Ｂ内の全ＳＣＰにて関連ＴＣ対話が確実に解放できることを保証できた時点で網Ａに
ＲＳＡを返送する。
(6)ＳＣＰは受信したＲＳＮ信号のパラメータ部に設定されている再開発生ＳＳＰノード情報を元に、
当該ノードと関連する全てのリソース（関連ＴＣ対話等）を解放する。この時、対話の解放はロ
ーカルに実施し、対向ＳＳＰへの信号送信は行わない。
(7) ＳＳＰにてＲＳＡを受信した場合、再開通知応答待ちタイマ Trsa を停止し、 (10)を実施する。
(8) ＲＳＡ待ちタイマ Trsa が満了した場合は、最初のタイムアウトであれば当該事業者に対してＲＳ
Ｎを再送し、再開通知応答待ちタイマ Trsa を再設定する。さらにタイムアウトが続く場合
は、ｎ回目のタイムアウトまでは、このＲＳＮ再送、ＲＳＡ待ちタイマ Trsa 再設定を繰り返
す。
(9) （ｎ＋１回目のＲＳＡ待ちタイマ Trsa 満了が発生した場合は、保守者にその旨を通知し、(10)を
実施する。
(10) ＳＳＰにて呼処理を再開する。その後ＴＤＰ−Ｒに遭遇した呼は、ＳＣＰへのサービス起動要求
（InitialDP）の通知を行う。
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