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E.164番号を利用する通信の異なる
通信キャリア網間の接続は，従来の電
話網（PSTN: Public Switched Tele
phone Networks）を介した接続形態
から，IPで直接接続する形態（IP相
互接続）へ移行する必要があります．
したがって，移行に向けては，現在
PSTNの機能に依存して提供してい
る番号ポータビリティをIP網で機能
具備し，サービスを継続する必要が
あります．ここでは，2015年 ８ 月に
制定された番号ポータビリティの国
内標準仕様とNTT研究所の取り組み
について紹介します．

番号ポータビリティ

番号ポータビリティとは，現在利用
中の電話番号を変更せずに，契約する
通信キャリアを変更することを可能に
するサービスです（１）．固定番号の番号
ポータビリティはLNP (Local Number 
Portability)，移動番号の番号ポータビ
リティはMNP (Mobile Number Port
a bil ity)といいます．国内では，総務
省が電話番号を管理し， １ 万番号単位

（固定事業者）もしくは１0万番号単位
（移動体事業者）で通信事業者に割り
当てており，電話番号の最初の ５ 桁（最
初の 0 を除きます）を基に割り当てら
れている通信キャリアを判断すること
ができます（２）．番号ポータビリティが
提供されるまでは，電話番号を基に着
信先の通信キャリアを判定し，その通
信キャリアに対して接続が行われてい
ました．しかし，番号ポータビリティ

により，電話番号だけでは着信先の
通信キャリアを判断できないため，
何らかの方法で着信先の通信キャリ
ア網（ユーザが現在契約している通
信キャリア）に接続可能な情報を取
得し，その情報を利用して着信先の
通信キャリア網へ接続する必要があ
ります．

番号ポータビリティ 
の方式

番号ポータビリティの方式として，
ITUT（International Telecommunication 
UnionTelecommunication Standardi
zation Sector） E.１64 supplement ２ で
は，次の 4 方式が規定されています．

・ All Call Quary（ACQ）方式（発
側データベース参照方式）

・ Query on Release（QoR）方式（ク
エリ ・ オン ・ リリース方式）

・ Call Dropback（CD） 方 式（ リ
ダイレクション方式）

・ Onward Routing（OR）方式（転
送方式）

また，番号ポータビリティのデータ
を保持するデータベースの方式につい
ては，次の方式が規定されています．

・ 共通のデータベースに全通信キャ
リアのデータを設定する方式（共
通データベース方式）

・ 通信キャリア個々にデータベース
持ち，そのデータベースに全通信
キャリアのデータを設定する方式

〔個別データベース方式（全社デー
タ保有型）〕

・ 通信キャリア個々にデータベース

持ち，そのデータベースに，自社の
データのみ設定する方式〔個別デー
タベース方式（自社データ保有型）〕

■従来の電話網（PSTN）における
番号ポータビリティの実現方式
PSTNでは，発信事業者網から電話

番号を基に移転元事業者網に接続を行
い，移転元事業者網が発側事業者網へ
切り戻しを行い発信事業者網から移転
先事業者網に再接続を行う（リダイレ
クション方式）か，移転元事業者網か
ら移転先事業者網へ接続を行う（転
送方式）ことにより番号ポータビリ
ティユーザへの接続を実現しています

（図 １ ）．移転先事業者網へのルーチン
グには，移転先事業者網を特定可能な
ネットワークルーチング番号（NRN: 
Network Routing Number）が利用さ
れており，固定事業者では加入者交換
機に，移動体事業者の場合はHSS

（Home Sub scriber Server）もしくは
HLR（Home Location Register） に
NRNの情報が保持されています．ま
た，発信事業者網からの接続要求の中
には，切り戻しを要求するか，そのま
ま移転先事業者網への接続を要求する
かを示す情報が設定されており，移転
元事業者網はその情報を基に，どちら
の方式で動作するか判断します．
■IP網における番号ポータビリティ

方式の国内標準化
２0１0年からNTT東日本，NTT西日

本が主催の「PSTNマイグレーション
に係る意識合わせの場」が開催されて
おり，国内の通信キャリア間でPSTN
マイグレーションに向けた要件の意識

番号ポータビリティ仕様に関する標準化活動
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合わせが行われています．この場では，
IP網における番号ポータビリティの要
件も議論が行われています．番号ポー
タビリティ方式については，次の理由か
ら，PSTNで採用している方式とは異な
る，発側データベース参照方式を基本
方針とすることが決定しました（図 ２ ）．

・ 番号取得事業者網に呼接続を行わ
ないことから，番号取得事業者網
が提供するコーデックや付加
サービス（メッセージ通信など）
の提供条件に影響されず，また，
呼制御サーバに故障が発生して
も移転先事業者網への接続が可

能である．
・ 他国（PSTN）での導入実績が多い．
また，データベース方式について

は，導入の容易さ，データ管理のセ
キュリティなどの観点から，PSTNと
同じ個別データベース方式（自社デー
タ保有型）を基本方針とすることが決
定しました．

この結論を受け，意識合わせの場か
らTTCに対して，合意された基本方
針を実現するために必要なIP網にお
ける番号ポータビリティの国内標準化
の要望が発出されました．

番号ポータビリティの標準化として
は，アーキテクチャ ・ 機能配備とその
アーキテクチャ上で実装可能な信号方
式を標準化する必要があることから，
E.１64番号＊にかかわる標準化を担う

「番号計画専門委員会」と信号方式の
標準化を担う「信号制御専門委員会」
の合同アドホックとして，「番号ポー
タビリティ方式検討合同アドホック」
が設立されました．

TTC標準化に関する 
NTT研究所の取り組み

私たちのグループでは，通信キャリ
ア間の将来のIP相互接続に向け，通
信キャリア間のインタフェースである
NNI（NetworkNetwork Interface）
の標準化を中心に取り組んでいます

（図 ３ ）．
今回，番号ポータビリティのための

データベース問合せの信号方式を検討
するにあたり，固定事業者 ・ 移動体事
業者が共通に利用可能なものとするた
め，3GPP標準や移動体通信キャリア
の 業 界 団 体 で あ るGSMA（GSM 
Association）のガイドラインで利用
されるキャリアENUM（E.１64 NUmber 

データベースアクセス信号

発信事業者網
①着信

先電話
番号

（03-
3333-

4444）

番号取得事業者網

番号データベース

NRN

②NR
N（0

3-555
5-666

6），

着信先
電話番

号

番号ポータビリティ

着信先電話番号
03-3333-4444

③NRN，着信先電話番号

移転先事業者網

呼制御信号

図 ２ 　IP網の番号ポータビリティの実現方式

呼制御信号

（a）　リダイレクション方式

（b）　転送方式

移転先事業者網

発信事業者網
①着信先電話番号
（03-3333-4444）

②NRN（03-5555-6666）

番号取得事業者網

加入者
交換機

NRN

NRN

加入者
交換機

番号ポータビリティ

③NRN，着信先電話番号 着信先電話番号
03-3333-4444

発信事業者網
①着信先電話番号
（03-3333-4444）

番号取得事業者網

番号ポータビリティ

②NRN（03-5555-6666），
着信先電話番号

着信先電話番号
03-3333-4444

移転先事業者網

図 １ 　PSTNの番号ポータビリティの実現方式

＊	E.１64番号：ITU-T E.１64で定められている形式の
電話番号．固定電話や携帯電話の番号等が該当
します．
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Mapping）を採用し，ENUMサーバと
SIPサーバの間でやり取りするDNS
メッセージとSIPサーバにおける
ENUMを利用したルーチング方式の
TTC標準化を標準案の提案から全面
的に行いました．現在TTCでの技術
検討を終え，２0１５年 ８ 月にJJ90.31と
して制定されています．番号ポータビ
リティ仕様のドキュメント構成を図 ４

に示します．
なお，番号ポータビリティを除く基本的

なSIP/SDP（Session Initiation Proto
col/Session Description Protocol）の
NNI仕様については，固定事業者，移動
体事業者が共通に利用可能な3GPP

（Third Generation Partnership 
Project）仕様準拠のIP相互接続仕様
をTTCに 提 案 し，２0１５年 ５ 月 にJJ

90.30として制定されています（3）．

番号ポータビリティ 
標準の技術仕様の概要

JJ90.31は，通信キャリア間で電話
番号から，対応するURI（Uniform 
Resource Identifier）を取得するため
に必要となるNNIの基本的な信号条件
を規定しています．プロトコル ・ 動作
のサポート条件はENUM/DNSのRFC

（RFC１034，RFC１03５，RFC6１１6等），
GSMAのENUM/DNSガイドライン（4）

に準拠しつつ，従来の電話網からの移
行を考慮した運用条件を追加してJJ
90.31内に記述しています．

ENUMは，電話番号をキーとして
DNSを検索することにより，その電話
番号で利用可能な １ つもしくは複数の
アプリケーションをURI形式で得る機
構です（５）．ENUMの問合せ元では，着
信 者 の 電 話 番 号 を 問 い 合 わ せ，
NAPTR（Naming Authority Pointer）
レコードからURIを抽出して，そのア
プリケーションの接続に利用します．
TTC標準では，国際標準に対して以
下のような明確化を行っています．

JT-E164 Supplement 2

ENUM基本手順

番号ポータビリティ情報のSIP-ISUP
インタワーク条件

①アーキテクチャ・機能配備
技術検討：番号計画専門委員会
制定部門：番号計画専門委員会

②信号方式（ENUM/DNS）
技術検討：番号計画/信号制御専門委員会の合同アドホック

制定部門：信号制御専門委員会

③信号方式（SIP）
技術検討：SIP-SWG

制定部門：信号制御専門委員会

Stage 2 仕様
として参照

Stage 3 仕様
として参照

Stage 3 仕様
として参照

…

ITU-T E.164 Supplement 2 の
オプション選択・補足規定

番号ポータビリティ

ITU-T E.164 Supplement 2

Supplement2: Number portability

JJ-90.31

ENUM/DNSインタフェース仕様

LNP/MNP/FNPを実現する
ためのENUM/DNS詳細規定

JF-IETF-RFC6116
The E.164 to Uniform Resource Identifiers
(URI) Dynamic Delegation Discovery System

(DDDS) Application (ENUM)

JJ-90.30

IMS事業者網間の
相互接続インタフェース

3GPP TS 29.165をベースとするSIP/SDP
の網間インタフェース

ENUM-SIPのインタワーク条件

図 4 　番号ポータビリティ仕様のドキュメント構成
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図 ３ 　ENUM/DNSを利用する相互接続のモデル
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・ NAPTRレコードに記載する優先
度の設定値や，URIに設定するオ
プションパラメータなどの信号条
件の補足規定の追加

・ ENUM/DNSの動作条件〔問合せ
方法（反復問合せ ・ 再帰問合せ）
等〕の補足規定の追加

・ シーケンス ・ メッセージ例の追加
例えば，ENUM/DNSの動作条件の

明確化としては，欠番（利用されてい
ない電話番号）のENUM問い合わせ
を行った場合の，アンサーの条件の明
確化を行っています．国際標準との整
合性，PSTNの機能配備との整合性な
どを考慮し，欠番の場合にもルーチン
グ情報としてその番号に対応する
NAPTRレコードを返送し，番号取得
事業者網に接続後，SIPレイヤで欠番
判定を行う機能配備としています．

また，PSTNからの移行に関して，
PSTNとIP網の併存期間が発生する
ことを考慮すると，発信事業者網−番
号取得事業者網はIP相互接続してい
るが，発信事業者網−移転先事業者網

はPSTN経由で相互接続している場合
を考慮する必要があります．この併存
期間に対応するため，PSTNの番号
ポータビリティ接続に必要となる移転
先事業者網へのNRNを設定可能な
URI情報を返送できるように，ENUM
問合せに対するアンサーで複数の
NAPTRレコードを返送可能な仕様と
しています（図 ５ ）．

今後の展開

NNIの基本的なSIP/SDPの信号条
件を規定するTTC標準（JJ90.30）と，
番号ポータビリティを含むSIPのルー
チングに必要なENUM/DNSインタ
フェース条件を規定するTTC標準

（JJ90.31）の整備が一通り完了した
ことにより，通信キャリア網間の相対
のIP相 互 接 続 は 商 用 網 で の 実 現
フェーズに移行できたと考えていま
す．具体化に向けて，「PSTNマイグ
レーションに係る意識合わせの場」の
議論と連動して，引き続き各通信事業

者の要望も踏まえつつタイムリーに標
準化の取り組みを行っていく予定です．
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図 ５ 　番号ポータビリティの接続動作例


