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まえがき 

 

 
東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいます。）が提供するノーリンギング通信サービスを利用す

るためには、ノーリンギング通信設備の技術的内容をよく理解する必要があります。 

本技術参考資料は、NTT東日本が提供するノーリンギング通信サービスの概要、設備構成、接続動作及びノーリ

ンギング通信設備と端末設備(センタ用端末等及びメータ用端末等があります。)とのインタフェースを示したもの

です。センタ用端末等及びメータ用端末等を設計するときにご利用ください。なお、NTT東日本は本技術参考資料

によってノーリンギング通信のための品質を保証するものではありません。 

 また、ノーリンギング通信サービスは既設の電話網を利用していることから、本技術参考資料のほかに「技術参

考資料：電話サービスのインタフェース」をあわせてご覧くださることをお勧めします。 
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１． 概説 

1.1 用語の説明 

  この技術参考資料で使用する用語は次の通りです。 

(1) ノーリンギング通信サービス 

既存の電話網を利用してセンタ用端末等から電話機のベルを鳴動させることなくメータ

用端末等を起動（無鳴動着信）し、メータの検針値等を送受することのできる電気通信サ

ービスです。 

(2) センタ用端末等 

NTT 東日本のノーリンギング通信を行うための電気通信設備に接続して、メータ用端末

等との間で検針データ等の送受信を行う端末設備及び自営電気通信設備をいい、コンピュ

ータ等が一例としてあげられます。以下、「センタ」と呼ぶことがあります。 

(3) メータ用端末等 

 NTT 東日本のノーリンギング通信を行うために加入電話回線に接続してセンタ用端末等

との間で検針データ等の送受信を行う端末設備及び自営電気通信設備をいい、端末用網制

御装置及びメータセンタ等から構成されます。 

(4) メータセンサ等 

NTT 東日本のノーリンギング通信サービスを行うための端末用網制御装置に接続され、

計量器で計量した数値を電気信号に変換する装置をいい、以下「メータ」と呼ぶことがあ

ります。 

(5) 端末用網制御装置 

 加入電話回線の終端の近傍に設置し、NTT 東日本の電話網との接続制御を行う機能を有

する装置で、以下「NCU」と呼ぶことがあります。 

(6) 加入電話回線 

 NTT 東日本から加入電話サービスの提供を受けるための契約を加入電話契約といい、こ

の契約に基づいて設置される電気通信回線をいいます。ノーリンギング通信契約者は、本

サービスを受けるために、メータ用端末等を設置する加入電話契約者から承諾をうけたう

えでメータ用端末等を設置した加入電話の契約者回線を利用することになります。以下「メ

ータ用端末等を設置した加入電話回線」の略称として「加入電話回線」を用いることがあ

ります。 

(7) ノーリンギング通信の契約者回線 

 NTT 東日本からノーリンギング通信サービスの提供を受けるためのセンタ用端末等を設

置する加入電話契約の付加機能（ノーリンギング通信機能）の契約をノーリンギング通信

契約といいます。メータ用端末等が接続される加入電話の契約者回線と識別するため、以

下「センタ回線」と呼ぶことがあります。 
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(8) ノーリンギングトランク 

 ノーリンギング通信サービスを提供するために、NTT 東日本の加入者線交換機に設置され

るトランクで、無鳴動着信のほかに、不正使用防止、連続検針等を行います。以下「NRT」と

呼ぶことがあります。 

1.2 サービス概要 

ノーリンギング通信サービスは、既設の電話網を利用しセンタから電話機のベルを鳴らすこ

となく加入電話契約者宅に設置したメータ用端末等に着信させ、計量値等を読み取ることができ

るサービスです。特に既設の電話網を利用することから、メータ等が非常に多く単位時間当りの

回線保留時間が短い低トラヒックのシステムに利用する場合有効です。 

本サービスの概念図は図 1.2.1の通りであり、以下の特徴があります。 

(1) 既設の電話網の利用 

各家庭にある水道、ガス等のメータの検針は、回数が少ないにも関わらず検針先が著し

く多い。このような各家庭にあるメータを検針するシステムに適用できるようにするため、

新たに通信回線を設定せず既設の電話網を有効利用することができます。 

(2) ノーリンギング呼び出し 

 一つの加入電話回線に電話機及び複数のメータ用端末等の設置を可能とするために、呼

出信号を複数用意します。したがって、センタから加入電話契約者宅のメータ用端末等を

呼び出す際、電話機のベルを鳴らすことなく任意のメータ用端末等を選択して着信できま

す。 

(3) 発信通話の優先 

 電話の空き時間を利用して行うという主旨から、たとえノーリンギング通信中（検針中）

であっても加入電話利用者が発信しようとする場合には、電話機の送受話器が持ち上げら

れたことを検出して直ちにノーリンギング通信を中止させ、加入電話利用者の発信通話を

優先させます。なお、ノーリンギング通信中(検針中)における第三者からの着信について

は話中となります。 

(4) 連続検針 

 通信相手が著しく多い場合など接続時間の短縮を図るため、センタから着信側加入者線

交換機の NRT までの回線を保留したまま、この NRT とその加入者線交換機に収容されてい

るメータ用端末等の間の回線を次々とつなぎ替えて通信を行うことができます。 

(5) 瞬時鳴動の防止 

 メータの検針は主に電話トラヒックの低い夜間に行うことが多いということを考慮して、

加入電話回線の極性反転の際に生じる瞬時鳴動を防止しています。 
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(6) SDRを受信した後、NRTSの送出を停止するものとします。 

(7) SDRが停止した後、第 2 選択信号及び NRS 選択信号を送出するものとします。第 2 選択

信号はメータ用端末等を設置した加入電話回線の電話番号（市外局番は含みません）です。

NRS選択番号は第 2 選択信号に連続して送出する信号で、複数の NRSから任意の一つの NRS

を選択する信号です。具体的には、表 2.2.1 に示される選択信号のうち、「1」～「9」及

び「0」に相当する信号です。ここで、SDR 受信後、第 2選択信号を送出完了するまでの時

間は 8秒以内とします。 

(8) 第 2 選択信号及び NRS 選択信号送出終了後、0.2 秒以上 5 秒以内に NRTS を送出するも

のとし、通信終了（指定により接続されたメータ用端末等とのデータ通信信号の送受信を

終了することをいいます。以下同じとします。）まで送出し続けることとします。 

(9) NRTS を送出してから極性反転（メータ用端末等の応答を示す信号）を受信するまでの

時間は最大 8秒程度です。なお、自動的に極性反転を検出する場合には NRTS送出後、極性

反転が受信できないときは 25 秒以内に NRTSを停止するものとします。 

  注 第 2選択信号及び NRS選択信号送出完了から極性反転検出までの間に、 

短時間、呼出音を受信する場合があります。 

(10) 極性反転を受信した後、通信を開始するものとします。 

(11) 発信に際して自動的にセンタ回線を捕捉する場合、使用中（直流回路が閉じている状

態をいいます。）のセンタ回線を捕捉してはならないものとします。 

2.3.3 通信終了及び切断の機能 

(1) センタ用端末等が通信を終了する場合は、NRTSの送出を停止するものとします。 

(2) センタ用端末等が第 1 選択信号で接続されているノーリンギング通信設備との接続を

切り離す場合は、センタ回線の極性が復旧した後、直ちに直流回路を開くものとします。 

センタ→ 

センタ回線 

センタ回線 

→センタ 

NRTS 

通信終了 直流回路 
開放 

▼ 

▲ 
極性復旧 

図 2.3.2 ノーリンギング通信終了、切断の手順 
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3.2 電気的条件 

 3.2.1 直流回路の電気的条件 

(1) 直流回路を開いているとき 

 直流回路（加入電話回線に接続して網制御を行う回路をいいます。以下同じとします。）

の直流抵抗値は規定点 Tにおいて、1MΩ以上、直流回路と大地との間の絶縁抵抗は直流 250V

で測定して 1MΩ以上とします。 

(2) 直流回路を半閉じにしているとき 

(A) 規定点 T における直流回路の直流抵抗値は、30V 以上 53V 以下の電圧で測定した値

で 4KΩ以上です。これは、他の通信に影響を与えない値であり、動作領域の値につ

いては、表 3.2.3に示します。 

なお、応答しない端末は、NRS 検出状態以外の時は、直流回路を開くものとします。 

(B) 直流回路の交流インピーダンスは、自らがノーリンギング通信を行っている場合を 

除き規定点 Aにおいて 300Hz 以上 3400Hz以下で 100KΩ以上とします。ただし、NRS

検出状態時には、300Hz以上 3400Hz以下で 2KΩ程度とします。 

(3) メータ用端末等の設置に関する制限 

 メータ用端末等を収容している NTT 東日本交換局から規定点 T までの線路伝送損失が

7dB以下で、かつ加入電話回線の線路抵抗値と端末（一般端末）の直流抵抗値の和が 1340

Ω以内でない場合は、ノーリンギング通信が正常に行えない場合があります。 

(4) その他 

 加入電話回線に対して直流の電圧を加えてはならないものとします。 

 なお、メータ用端末等における電気抵抗値等は表 3.2.3に示すとおりです。 

 

注(1) 以上の電気的条件のうち、規定点 Tで規定されている項目についてはあえて 

規定点 A で規定していませんが、メータ用端末等を設計する際は、メータ用端末等 

が一加入電話回線に複数設置されることを十分考慮して設計するものとします。 
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＜参考資料１＞ 

  

ダイヤルインサービス（番号情報送出機能）利用回線へのノーリンギング通信サービスの提

供について 

 

(1) ノーリンギング着信の際の着信回線の電話番号は、NCU を接続している局線対応の実番号

となります。 

(2) センタ回線からの電話番号による指定局線のみに着信し、ダイヤルインの代表選択を行い

ません。 

(3) ノーリンギング着信の際は、ダイヤルインのシーケンスをとらず、ノーリンギング通信の

シーケンスをとります。 

＜接続構成例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜提供条件＞ 

(1) 加入者伝送損失   5dB以下（線路抵抗値 770Ω以下） 

(2) 発信者優先機能   発着衝突防止機能を有する PBX等では、ノーリンギング通信中にお 

          いて発信優先とはなりません。 

(3) 発着衝突防止回路の着信検出リレーの直流抵抗値は概ね 10KΩ以上必要です。 

(4) PBX等への着信時の処理が呼出信号（IR）の有無に関わらず「局線の極性レバース」のみ

を検出してシーケンスを進める方式になっていないこと。 

メータ 

NRT 

NTT東日本 加入者交換機 PBX 

NCU 














