
この章ではIPベースの緊急呼について取り上げる。IPベースの緊急呼は、緊急応答機関

（PSAP：Public Safety Answering Point）に接続しなければならないという理由から、複雑な

トピックとされている。この要求事項は、発信者の位置に基づいて呼をルーティングする必要

があるということ、すなわち発信者の位置を大まかに特定する必要があるということを意味し

ている。さらに、位置情報をPSAPの実際の位置を示す識別子（URI：Uniform Resource

Identifier）に変換する仕組みが必要となる。このようなことから、IPベースの緊急呼はSIPによ

るIPベースの通常呼と比較して複雑とされている。

この章ではまず以下に挙げる3つのタイプの緊急通信を説明する。

・ユーザから緊急機関への通信

ユーザが緊急通報用電話番号（欧州の“112”、米国の“911”等）に発信するケース。通常は

これらのことを緊急呼と言う。

・緊急機関からユーザへの通信

国の緊急機関が緊急状態に関する警報情報を放送するケース。例えば、ハリケーンや津波

などの悪天候における安全情報の放送が該当する。緊急状態のケースによっては、災害発生

地域の全住民または一部住民に対して警告情報や指示を発信できなければならない。

・緊急機関から緊急機関への通信

緊急状態において2つの緊急機関の間で通信を行うケース。国の緊急機関と警察、消防隊、

病院の間での通信が該当する。一般的にこのタイプの通信は、他の通信より優先され、通信

回線が輻輳している時等には、既に繋がっている呼を切断した上で接続することもある。

ユーザが緊急呼を発信する際、その地域の緊急通報用電話番号をダイヤルするだけで番号に

応じて最寄りの緊急機関（例えば救急など）に接続される。この仕組みは、ユーザ操作の観点か

ら見ればダイヤルするだけのシンプルなものではあるが、実際の処理過程は次に説明する4つの
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ステップにより構成されている。

第一のステップは、端末が自身の位置を特定することである。端末自身が位置特定不可能な

場合はネットワーク側で端末の位置特定を行う。位置情報の特定が必要な理由は2つある。1つ

目の理由は、緊急呼を最寄りのPSAPに接続するためである。PSAPは緊急呼接続を実施する地

域機関で、地域ごとに各々の管轄を持ち、適切な緊急サービス（消防、救急、警察など）を緊急

要請の発生地点へと提供する。PSAPが管轄とするエリアの大きさは様々で、地方や都市といっ

た狭いエリアのケースもあれば州や国全体といった広いエリアのケースもある。どのようなケー

スであれ、ユーザからの緊急呼が最寄りのPSAPに接続され、要請に応じて緊急隊員がユーザの

場所まで派遣される、という点に変わりはない。2つ目の理由は、PSAPがユーザの場所まで緊

急隊員を派遣する際に位置情報を必要とするためである。通常はユーザ自身が地理的な位置情

報をPSAPのエージェントに告げるが、位置情報を特定する仕組みを利用可能な場合は、より正

確な位置情報を取得することも可能となる。位置情報の決定方法に関しては13.2節で詳しく説

明する。

第二のステップは、端末がユーザの緊急呼発信を検出し、発信信号にその情報を含めること

で、緊急呼に対して特別な処理が実施可能となるようにすることである。その地域での緊急通

報用電話番号を発信信号の中に含める必要はないが、「緊急呼である」ということを示す識別子

を含める必要がある。GSMでの緊急呼も同様で、ダイヤルした番号は含まないが緊急呼の識別

子は含んでいる。緊急通報の種別ごとに電話番号は異なるため、発信信号に緊急通報の種別

（警察や救急など）までを示す識別子を含むこともある。緊急呼の識別子に関しては13.3節で詳

しく説明する。

第三のステップは、ユーザの現在地を管轄しているPSAPのURIを取得することだ。それは、

緊急呼が着信側の電話番号ではなく発信者の位置情報に基づいて接続されるためである。端末

自身かネットワーク内のプロキシが最寄りのPSAPのURIを特定することとなるが、どちらのケ

ースにおいても、ユーザの位置情報を入力として最寄りのPSAPへのルーティング用アドレスを

出力するデータベースが必要となる。最寄りのPSAPの決定方法に関しては13.4節で詳しく説明

する。

そしてこれらの3つのステップを経て最後に、緊急呼が発信される。位置情報が端末で取得可

能な場合は、位置情報はセッション確立を行うINVITEに付与される。取得不可能な場合は、

PSAPへのルーティング情報を取得するためにプロキシが端末の位置を決定する必要がある。そ

の結果INVITEは最寄りのPSAPに接続され、PSAPのエージェントがそれに応答し、緊急隊員

をユーザの場所まで派遣する。緊急呼の発信に関しては13.5節で詳しく説明する。

この章の以降の節では、上記のステップごとにそこで使われるプロトコルと手順を詳しく説

明する。
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13.2 位置情報の取得

位置情報の決定と取得は緊急呼を実現するために重要な要素である。端末の位置情報は、

ユーザの現在地に緊急サービスを提供するPSAPへ呼を接続するために必要となる。また

PSAPは、ユーザの現在地への緊急サービスを提供する際にこの位置情報を使用する。この節

では、位置の特定方法と端末への位置情報の転送方法に関して説明する。

位置情報の表記には、測地系による形式と都市情報による形式※1がある。全ての位置特定

プロトコルは、どちらの位置情報形式もサポートする。測地系による位置情報は点やポリゴ

ンなど様々な形で表現される。

ほとんど全ての位置特定プロトコルは、位置情報を実値または参照値として転送すること

が可能である。実値は実際の測地系の位置情報や実際の都市の位置情報を示す一方で、参照

値は実際の位置情報を保持しているサーバへのポインタ情報（HTTP URIなど）である。参照

値の受信者は必要に応じて実際の位置情報を取得するためにそのURIにアクセスする。

ユーザの位置情報を特定するためには、複数の方式が存在する。端末が位置情報を取得す

る方式もあれば、ネットワークが端末の位置を特定する方式もある。また固定通信環境と移

動通信環境の両方のために設計された方式もあれば、携帯網のために設計された方式もある。

一般的に位置情報の決定方式は以下の4つのグループに分類される。

（i） ユーザが自ら位置情報を入力するケース

（ii）アクセス網が位置情報取得データベースへのアクセス方法を提供するケース

（iii）端末が位置情報を測定するケース

（iv）ネットワークが位置情報を測定するケース

以降の節では位置情報の決定方式をそれぞれ説明する。

位置情報を決定する最も単純な仕組みは手動で端末に測地情報や都市情報を設定する手法

である。端末は緊急呼が発生した際、事前設定された位置情報を INVITEに付与して送信

する。

もうお気づきだろうが、手動設定方式は固定端末にしか適用できない。端末から提供され

る位置情報は設定された情報であるため、その意味では正確な情報といえるが、実際には間

違った位置情報となることが多い。位置情報を手動設定した固定端末を所有しているユーザ

が違う都市へ引越しするケースを考えてみればわかるだろう。端末は新しい位置情報にて再

設定されなければならないが、ユーザが再設定を忘れてしまうと、緊急呼は誤ったPSAPへと

接続されてしまう。したがって、手動設定方式は最終手段と考えるべきである。

※1 住所における町名、番地、フロア階等のような体系で表記されるもの。

手動設定による位置情報取得13.2.1
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DHCPによる位置情報取得13.2.2

5.1節にて説明した通り、IMS端末は自身のIPアドレスやアウトバウンドのプロキシサーバ

（例えばIMSでのP-CSCF）のアドレスを取得するために、DHCPを使用する。DHCPの他の用

途として、端末は自身の位置する都市情報や地理情報をDHCPサーバに要求することができる。

DHCPでは端末が要求するパラメータのリストをDHCPリクエストに含めるため、位置情報を

要求するDHCPリクエストでは、都市アドレス情報（Civic Addresses Configuration

Information）を要求するDHCPオプション（RFC 4776［297］にて規定）か、座標ベースの位置

情報（Coordinate-based Location Configuration Information）を要求するDHCPオプション

（RFC 3825［254］にて規定）が含まれる。前者のDHCPリクエストは都市の位置情報（通り名、

番地、郵便番号、都市、国等）を要求し、後者のDHCPリクエストは緯度・経度・高度の組合

せによる位置情報を要求する。どちらのDHCPオプションも、IPv4でのDHCP（RFC 2131［123］）

にもIPv6でのDHCP（RFC 3315［124］）にも適用可能である。

この方式では、位置情報の決定がDHCPサーバに依存することになる。そのため、DHCPサ

ーバは上記のオプションのどちらかを正確に動作させるため、端末の位置情報にアクセス可

能でなければならない。法人やコンシューマのADSL接続といった固定通信環境では、物理通

信線の終端と都市情報や地理情報をマッチングするデータベースによって実現される。DHCP

サーバはデータベースへのアクセスを持つか、サーバ内部にデータベースを保持する。新た

に固定接続（例えばイーサスイッチのポート、無線LANアクセスポイント、ADSL用通信線な

ど）が構築される際には、その終端の都市情報か地理情報をデータベースのエントリとして追

加する。DHCPサーバは2つのオプションのどちらかを含んだDHCPリクエストを受信すると、

物理線の識別子にてデータベースに問い合わせを行い、取得した位置情報を他の要求された

情報（IPアドレス、DNSサーバアドレス、SIPアウトバウンドプロキシサーバアドレスなど）

とともにDHCPレスポンスにて返信する。

DHCP方式は、固定通信環境にも移動通信環境にも適用可能であるが、一般的には固定通信

環境（固定された無線LANアクセスポイントも含む）にて使用される。

ネットワーク上のエレメントがお互いを発見したり接続方式を発見したりする際に使用さ

れるプロトコルとして、多くのプロプライエタリな（独占主有権のある）レイヤ2プロトコル

が存在している。プロプライエタリなプロトコルを扱う難しさは通信業界で広く知られてい

るため、2005年、IEEE 802.1AB［170］で規定されたLLDP（Link Layer Discovery Protocol）が

802-type LANでのエレメント発見の標準方式として浮上してきた。LLDPは、ネットワーク管

理や各ネットワークエレメントが提供する機能を報知するという目的で、物理的なトポロジ

ー情報を取得するために使用される。LLDPメッセージは、例えばシャーシやポートのID、シ

ステム名、システム性能、システム概要などの情報を提供する。

2006年には、TIA（Telecommunications Industry Association）がLLDPを拡張し、LLDP-

レイヤ2プロトコルによる位置情報取得13.2.3
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MED（Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery）の策定を行った。LLDP-MED

は802仕様のLANにおけるVoIP端末の実装を容易にしている。LLDP-MEDは、PoE（Power

over Ethernet）、ネットワークポリシー設定（VLAN識別子など）、メディア端点の位置、コン

ポーネント管理（inventory management）に関する情報を提供する新たなメッセージを追加し

ている。緊急呼に関連する点としては、LLDP-MEDが提供するメディア端点の位置情報が該

当する。

LLDP-MEDは端末の位置情報を3つの形式で提供できる。そのうち2つの形式はDHCPプロ

トコルとともに使うように IETFで規定されており、もう1つの形式はNENA（National

Emergency Number Association）で規定されている。LLDP-MEDがサポートする3つの位置情

報データの形式は以下の通りである。

・座標ベースの位置情報（RFC 3825［254］で規定）

・都市アドレスによる位置情報（RFC 4776［297］で規定）

・緊急位置識別番号（NENA TID 07-503［218］で規定）

802仕様のLANの性質により、この方式はイーサネットLANや管理された無線LANアクセス

ポイントで終端されるネットワークなどの、位置が固定されたシステムに適用される。

アプリケーションレベル（レイヤ7）には、デバイスの位置情報を転送可能なプロトコルが

多くある。その前提として、サーバがデバイスの位置を特定可能であることが必要となる。

具体的には、サーバがイーサネットのポートや無線LANのアクセスポイントの情報から位置

情報に変換するデータベースを持っているケースや、サーバがセル情報から携帯デバイスの

位置を特定可能なケースなどが該当する。

位置情報を取得するアプリケーションレイヤのプロトコルの1つとしてHELD（HTTP

Enabled Location Delivery）がある。HELDでは、端末の位置情報を取得可能であるアクセス

網上にサーバが存在していることが前提となっている。したがってサーバは、HTTPサーバ機

能とHELDによる拡張機能（インターネットドラフト“HTTP Enabled Location Delivery”［83］

で規定）を実装する必要がある。

HELDでは、端末が自らの実際の位置情報を取得することができる。これは実値による位置

情報として知られており、端末は文字通りの位置情報を取得する。またHELDでは、端末が位

置情報へのポインタを取得することもできる。これは参照値による位置情報として知られて

おり、端末は実際の位置情報を含んでいる1つ以上のURI情報を取得する。

HELDでは、クライアント端末の位置情報を特定できるHELDサーバのURIが、クライアン

ト側に設定されていることが前提となる。またHELDでは、位置情報取得のための3つのメッ

セージが定義されている。これらのメッセージの実体としてはHTTPリクエストとレスポンス

で運ばれるXMLドキュメントであり、具体的にはLocation Requestメッセージ、Location

Responseメッセージ、errorメッセージの3つになる。

アプリケーションレイヤプロトコルによる位置情報の取得13.2.4
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一般的なHELDの実行例を図 13.1に示す。HELDサーバのURIが設定されたクライアント端

末は、HTTP POSTリクエストをHELDサーバに送信する（①）。このリクエストには、他の情

報と一緒に、クライアントがサポートするXMLドキュメントタイプが示されている。HELD

ドキュメントは“application/held+xml”というContent-Typeによって識別され、この情報は

Acceptヘッダに挿入される。また、POSTリクエストはLocation RequestメッセージをXML

ドキュメントとして含み、そのContent-Typeヘッダに“application/held+xml”を設定する

ことで、サーバ側にてPOSTリクエストの内容がHELDドキュメントであることを認識できる

ようにしている。Location Requestメッセージは図 13.2の例の通りシンプルで、クライアン

トが都市アドレス形式と地理形式の位置情報を要求しているという情報を載せているにしか

過ぎない。サーバは、例えばそのリクエストを受信したイーサネットポートを調べることに

より、クライアントの位置情報を取得する。その後、HELDサーバはLocation Responseメッ

セージのXMLドキュメントを生成し、200（OK）レスポンスにその情報を付与して返信する

（②）。このLocation Responseメッセージの例を図 13.3に示す。なおこの例では、都市アドレ

ス形式と地理形式の位置情報が両方含まれている。実際には、Location Responseメッセージ

はプレゼンスのロケーション・オブジェクトも一緒に含むこともある。プレゼンスのロケーシ

ョン・オブジェクトに関しては、プレゼンス情報に関する説明と合わせて17.12節で後述する。

HELDにより位置情報を取得するもう１つの方式を図 13.4に示す。この方式においては、

クライアント端末は、HTTP GETリクエストをHELDサーバに送信する（①）。前述した図 13.1

①のPOSTリクエストとは違い、このGETリクエスト（①）はボディ部を含まないため、意味

的には単に「現在地情報を送って下さい」ということのみを示している。ただし図 13.1①の

POSTリクエストと同じ点として、このGETリクエスト（①）はサポートするHELDドキュメン

図 13.1 HTTP POSTを使ったHELDのやり取り

クライアント端末 HELDサーバ 

図 13.2 HELD Location Request XMLメッセージの一例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<locationRequest xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:geopriv:held">

<locationType>
geodetic
civic

</locationType>
</locationRequest>
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図 13.3 Location Response XMLメッセージ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<locationResponse xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:geopriv:held">

<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"
xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10"
entity="pres:someone@example.com">

<tuple id="sdoihs29">
<status>
<gp:geopriv>
<gp:location-info>
<gs:Circle

xmlns:gs="http://www.opengis.net/pidflo/1.0"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326">

<gml:pos>60.102937 22.320921</gml:pos>
<gs:radius uom="urn:ogc:def:uom:EPSG::9001">30
</gs:radius>

</gs:Circle>
<ca:civicAddress

xmlns:ca="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10:civicAddr"
xml:lang="FI">

<ca:country>FI</ca:country>
<ca:A3>Helsinki</ca:A3>
<ca:A6>Mannerheimintie</ca:A6>
<ca:HNO>14</ca:HNO>
<ca:NAM>Example Corporation</ca:NAM>
<ca:PC>00100</ca:PC>

</ca:civicAddress>
</gp:location-info>
<gp:usage-rules>
<gp:retransmission-allowed>false</gp:retransmission-allowed>
<gp:retention-expiry>

2007-05-25T12:35:02+10:00
</gp:retention-expiry>

</gp:usage-rules>
</gp:geopriv>

</status>
<timestamp>2007-11-25T33:29:02+03:00</timestamp>

</tuple>
</presence>

</locationResponse>

ト形式を示すAcceptヘッダを含んでいる。このリクエストを受信したHELDサーバは200

（OK）レスポンスにて返信する（②）。クライアント側は位置情報形式や他のパラメータ等に関

して細やかな要求までは伝えることができないので、返信されるHELDドキュメントに都市ア

ドレス形式と地理形式の位置情報のどちらか、あるいは両方の位置情報形式が含まれるかど

うかは、完全にHELDサーバの実装次第となる。



GPS※2は、最も洗練された位置情報取得方式である。一般ユーザにまでGPSシステムが普

及したことでGPSチップの価格は下がってきており、その結果としてGPS受信機を内蔵して

いる高機能携帯端末も現在では多く出てきている。また独立型のGPS受信機を携帯デバイス

と接続することで、携帯デバイスが現在地をGPS受信機から読み取ることもできる。

GPS受信機の精度は数十mの尺度で95%の正確さがあり、これは緊急呼の目的のためには十

分な精度と言える。そのため位置情報の取得にはGPS方式が好まれているが、いくつかの欠

点もある。GPS受信機は正確な位置を計算するために少なくとも3つのGPS衛星から情報を取

得するため、晴天の状態でなければならない。そのため、オフィスや宅内、その他屋内施設

などの建物の中ではGPS受信機を使用することができない。また、高層ビルの多い都市エリ

アの中ではうまく動作しないことも多くある。

無線ネットワークもまた、無線の三角測量により端末の位置情報を提供することが可能で

ある。三角測量は、異なる3つのポイントからの半径方向距離、方向、信号の強さ、信号受信

角度、信号受信までの時間を測定することにより端末の位置情報を特定する手法である。
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GPSによる位置情報取得13.2.5

図 13.4 HTTP GETを使ったHELDのやり取り

クライアント端末 HELDサーバ 

※2 Global Positioning System：全地球測位システム

無線による三角測量13.2.6

13.3 緊急呼の識別

緊急呼は、通常はユーザが緊急通報用電話番号をダイヤルすることにより発信される。回

線交換であるGSMの緊急呼では、緊急呼により発信される信号にダイヤルされた番号は含ま

ず、「緊急呼である」ということを示すビットを含んでいる。このビットにより、ダイヤルされ

た番号ではなく、位置情報に基づいて呼をルーティングするという特別な処理が起動される。

インターネットの緊急呼においても、ユーザが緊急呼を発信していることを示す識別子が

必要となる。例えば、SIPプロキシは緊急呼をダイヤルされた番号ではなく位置情報に基づい
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てルーティングするという特別な処理を行う必要があるかもしれない。あるいはプロキシは、

緊急呼に高い優先度を与えて呼の確立が遅延しないように内部処理のキューをスキップさせ

る必要があるかもしれない。

インターネットでは、ユーザが緊急呼をダイヤルして発信する際、SIPユーザエージェント

は緊急呼であることを識別するためにSOS URN（Uniform Resource Name）を使う。このURN

はRFC 5031［299］で規定されている。一般的なSOS URNは下記の通りである。

urn:service:sos

SIPユーザエージェントはこのSOS URNをSIP INVITEリクエストのRequest-URIに設定

する。

多くの国において、警察、救急、消防などに呼を接続するための特別な番号が用意されて

いる。RFC 5031［299］では他にも多数のURNが規定されており、消防を呼ぶための

urn:service:sos.fire、警察を呼ぶためのurn:service:sos.police、医師を呼ぶた

めのurn:service:sos.pysicianなどがある。

端末メーカは、SOS URNを使うことにより、例えば「赤いボタン」を緊急呼用に実装する

といった、実際に端末を使用する国に依存しない全世界共通とする仕様の端末を製作するこ

とが可能となる。

なお、実際に緊急呼を発信するための赤いボタンが実装されている端末は、ほとんどない

のが現状だ。通常は端末に地域の緊急通報用電話番号（端末の地域別設定かUICC（Universal

Integrated Circuit Card）から取得）が設定されているので、ユーザが例えば「112」等の緊急

通報用電話番号をダイヤルすると、端末はRequest-URIにSOS URNを設定したINVITEリクエ

ストを送信する仕組みとなっている。

13.4 最寄りのPSAPの決定

端末は緊急呼を発信する際、ユーザの現在地から最も近いPSAPの実際のSIP URIかTEL

URIを知っている必要がある。端末が最寄りのPSAPのSIP URIもTEL URIも取得できない場合、

その役割はSIPプロキシに任されることになる。つまり、端末かSIPプロキシがPSAPのURIを

発見することができるようにしておく必要がある。IETFではこの問題を解決するために

HTTPの拡張を行っており、その拡張をインターネットドラフト“LoST：A Location-to-

Service Translation Protocol”［163］※3において規定している。

クライアントはLoSTを使うことで位置情報やサービス種別に対応するURIを要求すること

が可能となる。緊急呼のケースでは、サービス種別は緊急呼でURIはPSAP URIとなる。LoST

は緊急呼のケースに限ることなく位置情報とサービス種別の組合せからURIに変換する際に使

うことができる。

LoSTは基本的に位置情報（都市情報か地理情報）とサービス種別を入力としてURIを出力す

※3 ［訳註］現在では、RFC 5222として標準化されている。


