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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアサービスネットワークのセッション管理ノードで実行される、あるアク
セスポイントでＩＰアクセスネットワークに現在接続している加入者に対する位置情報を
取得する方法であって、
　前記アクセスポイントに接続している場合の前記加入者に現在割当られているＩＰアド
レスを含むリクエストを、該加入者から受信するステップと、
　前記ＩＰアドレスを含む、前記加入者に対する位置問い合わせを前記ＩＰアクセスネッ
トワークへ送信するステップと、
　前記位置問い合わせに応じて、前記アクセスポイントの前記加入者に対する位置情報を
受信し、それによって、前記加入者からのエマージェンシーコールに関係する、その受信
した位置情報をエマージェンシーセンターへ供給することを実現するステップとを備え、
　前記位置問い合わせは、前記ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットに送信され
、
　前記ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットは、前記受信したＩＰアドレスに現
在関連付けられているアクセスポイントのアイデンティティを、前記ＩＰアクセスネット
ワークのＩＰアドレスアドミニストレータから検索する
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記受信したリクエストがエマージェンシーコールに関連していることが判定されると
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、取得した前記位置情報は、それをエマージェンシーセンターへ送信する前に前記リクエ
ストに追加される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記取得した位置情報に基づいて、前記エマージェンシーセンターが、前記リクエスト
に対して選択される
　ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネ
ットワークであり、
　エマージェンシーコールに関連する前記リクエストは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセー
ジである
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信したリクエストが登録リクエストであることが判定されると、取得した前記位
置情報は、前記加入者からの次のエマージェンシーコールの場合の後の検索のために保存
される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネ
ットワークであり、
　前記登録リクエストは、ＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ（登録）メッセージである
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＩＭＳネットワークであり、
　当該方法は、前記ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードのようなＩＭＳコアエンテ
ィティで実行される
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　マルチメディアサービスネットワークのセッション管理ノードにおける、あるアクセス
ポイントでＩＰアクセスネットワークに現在接続している加入者に対する位置情報を取得
するための装置であって、
　前記アクセスポイントに接続している場合の前記加入者に現在割当られているＩＰアド
レスを含むリクエストを該加入者から受信する手段と、
　前記ＩＰアドレスを含む、前記加入者に対する位置問い合わせを、前記ＩＰアクセスネ
ットワークへ送信する手段と、
　前記位置問い合わせに応じて、前記アクセスポイントの前記加入者に対する位置情報を
受信する手段であって、これによって、前記加入者からのエマージェンシーコールに関係
する、その受信した位置情報の供給を実現する、手段とを備え、
　前記送信する手段は、前記ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットに、前記位置
問い合わせを送信するように構成されていて、
　前記ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットは、前記受信したＩＰアドレスに現
在関連付けられているアクセスポイントのアイデンティティを、前記ＩＰアクセスネット
ワークのＩＰアドレスアドミニストレータから検索する
　ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記受信したリクエストがエマージェンシーコールに関連しているか否かを判定する論
理手段と、
　取得した前記位置情報を、それをエマージェンシーセンターへ送信する前に前記リクエ
ストに追加する手段と
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　を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記論理手段は、前記取得した位置情報に基づいて、前記リクエストに対する前記エマ
ージェンシーセンターを選択するように構成されている
　ことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネ
ットワークであり、
　エマージェンシーコールに関連する前記リクエストは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセー
ジである
　ことを特徴とする請求項９または１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信したリクエストが登録リクエストであるかどうかを判定するための論理手段と
、
　前記加入者からの次のエマージェンシーコールの場合の後の検索のために、取得した前
記位置情報を記憶する手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネ
ットワークであり、
　前記登録リクエストは、ＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ（登録）メッセージである
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＩＭＳネットワークであり、
　当該装置は、前記ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードのようなＩＭＳコアエンテ
ィティで実行される
　ことを特徴とする請求項８乃至１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　ＩＰアクセスネットワークで実行される、あるアクセスポイントで前記ＩＰアクセスネ
ットワークに現在接続している加入者に対する位置情報をマルチメディアサービスネット
ワークのセッション管理ノードへ提供する方法であって、
　前記アクセスポイントに接続している場合の前記加入者に現在割当られているＩＰアド
レスを含む、該加入者に対する位置問い合わせを受信するステップと、
　前記ＩＰアドレスに基づいて、前記アクセスポイントの前記加入者に対する位置情報を
検索するステップと、
　前記受信した位置問い合わせに応じて、前記加入者に対する前記検索された位置情報を
前記セッション管理ノードへ提供するステップとを備え、
　前記ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットは、前記受信したＩＰアドレスに現
在関連付けられているアクセスポイントのアイデンティティを、前記ＩＰアクセスネット
ワークのＩＰアドレスアドミニストレータから検索する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記位置検索ユニットは、更に、前記検索されたアクセスポイントのアイデンティティ
に基づいて、前記位置情報を、前記ＩＰアクセスネットワークの位置データベースから検
索する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記位置情報は、前記検索されたアクセスポイントのアイデンティティとともに与えら
れる
　ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
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【請求項１８】
　前記アクセスポイントのアイデンティティは、ネットワーク構成に依存する、イーサネ
ットＭＡＣアドレス、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩあるいは他の関連ネットワークアドレスの
ようなレイヤ２アドレスである
　ことを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＩＭＳネットワークであり、
　前記検索された位置情報は、前記ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードのようなＩ
ＭＳコアエンティティに提供される
　ことを特徴とする請求項１５乃至１８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　あるアクセスポイントでＩＰアクセスネットワークに現在接続している加入者に対する
位置情報をマルチメディアサービスネットワークのセッション管理ノードに提供するため
の、前記ＩＰアクセスネットワークにおける位置検索ユニットであって、
　前記アクセスポイントに接続している場合に前記加入者に割当られているＩＰアドレス
を含む、前記加入者に対する位置問い合わせを受信する手段と、
　前記ＩＰアドレスに基づいて、前記アクセスポイントの前記加入者に対する位置情報を
検索する手段と、
　前記受信した位置問い合わせに応じて、前記加入者に対する前記検索された位置情報を
前記セッション管理ノードに提供する手段とを備え、
　前記検索する手段は、前記受信したＩＰアドレスに現在関連付けられているアクセスポ
イントのアイデンティティを、前記ＩＰアクセスネットワークのＩＰアドレスアドミニス
トレータから検索するように構成されている
　ことを特徴とする位置検索ユニット。
【請求項２１】
　前記検索する手段は、更に、前記検索されたアクセスポイントのアイデンティティに基
づいて、前記位置情報を、前記ＩＰアクセスネットワークの位置データベースから検索す
るように構成されている
　ことを特徴とする請求項２０に記載の位置検索ユニット。
【請求項２２】
　前記検索する手段は、更に、前記検索されたアクセスポイントのアイデンティティとと
もに前記位置情報を取得するように構成されている
　ことを特徴とする請求項２０に記載の位置検索ユニット。
【請求項２３】
　前記アクセスポイントのアイデンティティは、ネットワーク構成に依存する、イーサネ
ットＭＡＣアドレス、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩあるいは他の関連ネットワークアドレスの
ようなレイヤ２アドレスである
　ことを特徴とする請求項２０乃至２２のいずれか１項に記載の位置検索ユニット。
【請求項２４】
　前記マルチメディアサービスネットワークは、ＩＭＳネットワークであり、
　前記提供する手段は、前記検索された位置情報を、前記ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳ
ＣＦノードのようなＩＭＳコアエンティティに提供するように構成されている
　ことを特徴とする請求項２０乃至２３のいずれか１項に記載の位置検索ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　技術分野
　本発明は、一般的には、マルチメディアサービスネットワークにおいて、エマージェン
シーコールを処理するための方法及び装置に関するものである。特に、本発明は、呼出（
calling）加入者に対して必要な位置情報を取得することに関するものである。
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【０００２】
　　　背景　　　
　伝統的な回線交換テレフォニーシステムでは、エマージェンシーサービスを、事故や病
気のような緊急事態にある加入者が利用可能である。エマージェンシーコールは、典型的
には、まず、エマージェンシーセンターへ転送され、次に、エマージェンシーセンターは
、更に、そのエマージェンシーコールを、現在の状況に応じて、関連するエマージェンシ
ーサービス局へ連絡する。このエマージェンシーサービス局には、例えば、病院、消防署
あるいは警察署がある。
【０００３】
　エマージェンシーサービスの詳細及び要件は、様々な国及び地域に普及している規則に
従っている。典型的には、発呼者の位置を保証するために、テレフォニーシステムは関連
位置情報を提供することができることが必要とされる。第一に、着呼をエマージェンシー
センターあるいは発呼者から合理的に近いサービス局へ連絡することが重要である。第二
に、いくつかの理由のために、少なくとも直ちには、発呼者は、エマージェンシーセンタ
ーに自身の所在に関する不可欠な情報を提供することができない可能性がある。
【０００４】
　図１は、ローカル交換機ＬＥ１０２によってテレフォニーネットワーク１００に接続し
ている固定加入者端末Ａを示している。エマージェンシーセンター１０４もテレフォニー
ネットワーク１００へ接続されていて、このテレフォニーネットワーク１００には、エマ
ージェンシーコールが加入者Ａから行われる。ネットワーク１００は、更に、位置データ
ベース１０６を備える。この位置データベース１０６は、ネットワーク１００に接続して
いる加入者の地理的位置情報を保持している。この情報は、例えば、所在地住所あるいは
その類の形態で加入者Ａを含んでいる。
【０００５】
　典型的には、固定公衆ネットワークにおいては、エマージェンシーセンターへ転送され
る場合のエマージェンシーコールに「発呼者識別子」が含められることをローカル交換機
が保証することが必要とされる。この例では、ローカル交換機１０２は、自身の専用入力
線に接続されている加入者端末Ａの知識を持っていて、これは、加入者端末Ａの専用発呼
者識別子に関連付けられている。つまり、ローカル交換機１０２は、エマージェンシーコ
ールをエマージェンシーセンター１０４へ送信する場合に、加入者端末Ａの発呼者識別子
を供給することが必要とされる。位置データベース１０６では、加入者端末Ａの地理的位
置が自身の発呼者識別子とともに記憶され、そうすることで、エマージェンシーセンター
１０４は、エマージェンシーコールで受信される発呼者識別子によって位置データベース
１０６から位置情報を検索することができる。
【０００６】
　セルラーネットワークでは、在圏移動体交換局ＭＳＣは、移動端末からのエマージェン
シーコールに位置情報を含めることができる。この位置情報には、例えば、セル識別情報
、あるいはネットワークで採用されている位置サービスに基づく地理的座標あるいはその
類の形態によるより正確な情報がある。また、受信側のエマージェンシーセンターは、必
要な場合に、発呼者の位置を判定するために、専用の位置サービスを使用することもでき
る。
【０００７】
　上述の例は伝統的な回線交換電話ネットワークに関するものであるが、様々な通信ネッ
トワーク及び端末が今日では使用されている。これらは、ＩＰ（インターネットプロトコ
ル）を使用するパケットベースのマルチメディア通信が可能であり、固定あるいは移動体
コンピュータ及び電話が含まれる。マルチメディアサービスは、典型的には、オーディオ
、ビデオ、画像、テキスト、文書、アニメーション等を含む、様々なフォーマット及びそ
の組み合わせでメディアを表現する符号化データのＩＰベースの送信を伴っている。
【０００８】
　加入者端末の位置は、以前と同じように固定的なものではない、これは、依然として同
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一の加入者アイデンティティを使用しながら、ＩＰ端末は、自身の現在の地理的位置とは
関係なく多かれ少なかれマルチメディアサービスネットワークに接続することができるか
らである。このことは、移動端末の場合には明らかであるばかりか、固定ポータブル端末
に対しても明らかである。これは、固定ポータブル端末は、例えば、様々な「ブロードバ
ンド」サービスにアクセスするために、ＩＰアクセスネットワークの様々な位置の様々な
アクセスポイントに接続することができるからである。
【０００９】
　「ＩＰマルチメディアサブシステム」（ＩＭＳ）と呼ばれるネットワークアーキテクチ
ャは、パケットドメイン内のマルチメディアサービス及び通信セッションを処理するため
のオープンスタンダードとして、第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によ
って開発されている。ＩＭＳネットワークは、エマージェンシーサービスを提供するため
にも使用することができるが、ＩＰ端末のローミング可能性のために、必要な場合にどの
ようにして関連位置情報を提供するかは明らかではない。そのため、この問題は、いまだ
解決されていない。ＩＭＳは、使用されるアクセス技術とは独立して、多から少なかれＩ
Ｐトランスポート（転送）に基づくサービスを可能にするプラットホームであり、これに
ついて簡単に説明する。
【００１０】
　ＩＭＳネットワークは、一般的にはマルチメディアセッションを制御するために使用さ
れ、また、「ＳＩＰ」（ＩＥＴＦ　ＲＦＣ３２６１規格に従うセッション開始プロトコル
）と呼ばれる仕様がＩＭＳネットワークにおけるマルチメディアセッションを処理するた
めに使用される。ＳＩＰは、ＩＭＳネットワーク及び端末によって使用されるアプリケー
ション層プロトコルであり、ＩＰベースのマルチメディア通信を確立し、かつ制御する。
ＳＩＰメッセージを送信する場合、「ＳＩＰ　ＵＲＩ」（ユニフォームリソース識別子）
と呼ばれるアドレス指定要素が使用され、そうすることで、１つのＳＩＰ　ＵＲＩはその
ソースを示し、また別のものは、各メッセージの宛先を示すことになる。
【００１１】
　図２は、ＩＭＳサービスネットワークによってマルチメディアサービスが端末Ａに対し
て提供される場合の基本的な情報を示している。端末Ａは、ＩＰアクセスネットワーク２
００に接続されていて、かつ、別の端末あるいはサーバのようなリモートパーティＢとの
メディア通信を通信セッションＳで行っている。ＩＭＳネットワーク２０２Ａは、ＩＰア
クセスネットワーク２００に接続されていて、かつ端末Ａに関するセッションを処理する
。ここで、ネットワーク２００及び２０２は、典型的には、同一のオペレータによって所
有されている。また、端末が訪問先アクセスネットワークに接続されている場合、マルチ
メディアサービスは端末の「ホーム」ＩＭＳネットワークによって処理される。即ち、こ
こでは、加入者として登録されている。リモートパーティＢは、ＩＭＳネットワーク２０
２Ｂに対応する別のものに接続されていても良い。
【００１２】
　図示のセッションＳは、ＩＭＳネットワーク２０２Ａの端末Ａに割当られているＳ－Ｃ
ＳＣＦ（在圏呼セッション制御機能）によって基本的には管理されていて、使用されるマ
ルチメディアサービスは、ＩＭＳネットワーク２０２に接続されているアプリケーション
サーバ２０６によって実現され実行される。基本的には、Ｓ－ＣＳＣＦノード２０４は、
端末Ａへのアプリケーションサーバ２０６に対してはプロキシとして動作し、破線で示さ
れるように、端末Ａから到来するＳＩＰメッセージをリモートパーティＢへ送信する。ま
た、メインデータベース要素ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）２０８は加入者データ及び認
証データに加えて、サービス情報を記憶し、ＳＩＰアプリケーションサーバ２０６は加入
者に対するサービスを実行するためにこの情報をフェッチすることができる。
【００１３】
　ＩＭＳネットワーク２０２のＩ－ＣＳＣＦ（問い合わせ呼セッション制御機能）２１０
と呼ばれるノードは、ネットワーク２０２Ｂを含む他のＩＭＳネットワークに接続されて
いて、また、このようなＩＭＳネットワークから到達するＳＩＰメッセージに対するゲー
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トウェイとして動作する。Ｉ－ＣＳＣＦ２１０は、もう１つの破線で示されるように、リ
モートパーティＢに関するＳＩＰメッセージを受信する。ＩＭＳネットワーク２０２内の
、Ｐ－ＣＳＣＦ（プロキシ呼セッション制御機能）２１２と呼ばれる別のノードは、任意
のアクセスネットワーク、例えば、ＩＰネットワーク２００からＩＭＳネットワーク２０
４に向けてのエントリポイントとして動作し、ＩＭＳネットワーク２０４の加入者間のあ
らゆるシグナリングフローはＰ－ＣＳＣＦ２１２を介して転送される。もちろん、ＩＭＳ
ネットワーク２０２は、いくつかの他のノード及び機能を含んでいて、これには、例えば
、更なるＳーＣＳＣＦノード及びＳＩＰアプリケーションサーバがある。尚、ここでは、
これらのノード及びサーバは説明を簡単にするために図示していない。
【００１４】
　上述のように、ＩＰベースのマルチメディアサービスネットワークが使用される場合に
、安全かつ合理的な方法で、ＩＰ端末からのエマージェンシーコールで位置情報を提供す
るための有力なエマージェンシー要件をどのようにして満足するかについては解決されて
いない。特に、異なる位置間を移動することができるＩＰ端末から到来するエマージェン
シーコールがエマージェンシーセンターへ転送される場合に、位置情報を供給することが
要望されている。また、発呼側加入者の位置に依存して、エマージェンシーコールが転送
される適切なエマージェンシーセンターを選択することが要望されている。
【００１５】
　　　要約
　本発明の目的は、上述の問題の少なくともいくつかに向けたものであり、かつＩＰアク
セスネットワークに接続される場合に、加入者に対する位置情報をエマージェンシーコー
ルに関係するエマージェンシーセンターへ供給することを実現するためのソリューション
を提供することである。この目的及びその他の目的は、添付された独立請求項に従う方法
及び装置を提供することによって達成することができる。
【００１６】
　１つの構成に従えば、本発明は、マルチメディアサービスネットワークで実行される、
ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者に対する位置情報を取得する方法を提供
する。加入者に現在割当られているＩＰアドレスを含むリクエストを、加入者から受信す
る場合、そのＩＰアドレスを含む位置問い合わせをＩＰアクセスネットワークへ送信する
。その位置問い合わせに応じて、加入者に対する位置情報を受信し、それによって、前記
加入者からのエマージェンシーコールに関係する、その受信した位置情報の供給を実現す
る。
【００１７】
　受信したリクエストがエマージェンシーコールに関連していることが判定されると、取
得した位置情報は、それをエマージェンシーセンターへ送信する前にそのリクエストに追
加される。その取得した位置情報に基づいて、エマージェンシーセンターが、そのリクエ
ストに対して選択されても良い。このマルチメディアサービスネットワークは、ＳＩＰシ
グナリングを使用するＩＭＳネットワークであっても良く、また、エマージェンシーコー
ルに関連するこのリクエストは、典型的には、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージである。
【００１８】
　一方、受信したリクエストが登録リクエストであることが判定されると、取得した位置
情報は、加入者からの次のエマージェンシーコールの場合の後の検索のために保存されて
も良い。このマルチメディアサービスネットワークがＳＩＰシグナリングを使用するＩＭ
Ｓネットワークである場合、その登録リクエストは、典型的には、ＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴ
ＥＲ（登録）メッセージである。
【００１９】
　マルチメディアサービスネットワークは、ＩＭＳネットワークであり、上記方法は、Ｉ
ＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードのようなＩＭＳコアエンティティで実行すること
ができる。上記の位置問い合わせは、ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットに送
信されても良く、これは、位置問い合わせ機能とも呼ばれる。
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【００２０】
　別の構成に従えば、本発明は、マルチメディアサービスネットワークにおける、ＩＰア
クセスネットワークに接続している加入者に対する位置情報を取得するための装置を提供
する。本発明の装置は、加入者に現在割当られているＩＰアドレスを含むリクエストを該
加入者から受信する手段と、ＩＰアドレスを含む位置問い合わせをＩＰアクセスネットワ
ークへ送信する手段と、その位置問い合わせに応じて、前記加入者に対する位置情報を受
信する手段とを備える。これによって、加入者からのエマージェンシーコールに関係する
、その受信した位置情報を供給することができる。
【００２１】
　マルチメディアサービスネットワーク装置は、更に、受信したリクエストがエマージェ
ンシーコールに関連しているか否かを判定する論理手段と、取得した位置情報を、それを
エマージェンシーセンターへ送信する前にリクエストに追加する手段とを備えていても良
い。この論理手段は、取得した位置情報に基づいて、リクエストに対するエマージェンシ
ーセンターを選択するように構成されていても良い。マルチメディアサービスネットワー
クがＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネットワークである場合、エマージェンシーコ
ールに関連するリクエストはＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージであっても良い。
【００２２】
　マルチメディアサービスネットワーク装置は、更に、受信したリクエストが登録リクエ
ストであるかどうかを判定する論理手段と、加入者からの次のエマージェンシーコールの
場合の後の検索のために、取得した位置情報を記憶する手段とを備えていても良い。マル
チメディアサービスネットワークがＳＩＰシグナリングを使用するＩＭＳネットワークで
ある場合、登録リクエストは典型的にはＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲ（登録）メッセージで
ある。
【００２３】
　マルチメディアサービスネットワークがＩＭＳネットワークである場合、当該装置は、
ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードのようなＩＭＳコアエンティティで実現するこ
とができる。送信する手段は、ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットに、前記位
置問い合わせを送信するように構成されていても良く、これは、位置問い合わせ機能とも
呼ばれる。
【００２４】
　また、更に別の構成に従えば、本発明は、ＩＰアクセスネットワークで実行される、Ｉ
Ｐアクセスネットワークに接続している加入者に対する位置情報をマルチメディアサービ
スネットワークへ提供する方法を提供する。加入者に現在割当られているＩＰアドレスを
含む、該加入者に対する位置問い合わせを受信すると、そのＩＰアドレスに基づいて、加
入者に対する位置情報が検索され、その受信した位置問い合わせに応じて、加入者に対す
る検索された位置情報がマルチメディアサービスネットワークへ提供される。
【００２５】
　位置問い合わせ機能とも呼ばれる、ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットは、
受信したＩＰアドレスに現在関連付けられているアクセスポイントのアイデンティティを
、ＩＰアクセスネットワークのＩＰアドレスアドミニストレータから検索しても良い。こ
の位置検索ユニットは、更に、検索されたアクセスポイントのアイデンティティに基づい
て、位置情報を、ＩＰアクセスネットワークの位置データベースから検索しても良い。こ
の位置情報は、この検索されたアクセスポイントのアイデンティティとともに与えられて
も良い。このアクセスポイントのアイデンティティは、ネットワーク構成に依存する、イ
ーサネットＭＡＣアドレス、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩあるいは他の関連ネットワークアド
レスのようなレイヤ２アドレスであっても良い。マルチメディアサービスネットワークが
ＩＭＳネットワークである場合、検索された位置情報は、ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳ
ＣＦノードのようなＩＭＳコアエンティティに提供されても良い。
【００２６】
　更に別の構成に従えば、本発明は、ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者に
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対する位置情報をマルチメディアサービスネットワークに提供するための、位置問い合わ
せ機能とも呼ばれる、ＩＰアクセスネットワークにおける位置検索ユニットを提供する。
この位置検索ユニットは、加入者に割当られているＩＰアドレスを含む、加入者に対する
位置問い合わせを受信する手段と、ＩＰアドレスに基づいて、加入者に対する位置情報を
検索する手段と、受信した位置問い合わせに応じて、加入者に対する検索された位置情報
をマルチメディアサービスネットワークに提供する手段とを備える。
【００２７】
　検索する手段は、受信したＩＰアドレスに現在関連付けられているアクセスポイントの
アイデンティティを、ＩＰアクセスネットワークのＩＰアドレスアドミニストレータから
検索するように構成されていても良い。この検索する手段は、更に、検索されたアクセス
ポイントのアイデンティティに基づいて、位置情報を、ＩＰアクセスネットワークの位置
データベースから検索するように構成されていても良い。この検索する手段は、更に、検
索されたアクセスポイントのアイデンティティとともに位置情報を取得するように構成さ
れていても良い。
【００２８】
　アクセスポイントのアイデンティティは、ネットワーク構成に依存する、イーサネット
ＭＡＣアドレス、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩあるいは他の関連ネットワークアドレスのよう
なレイヤ２アドレスである。マルチメディアサービスネットワークがＩＭＳネットワーク
である場合、提供する手段は、検索された位置情報を、ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣ
ＦノードのようなＩＭＳコアエンティティに提供するように構成されていても良い。
【００２９】
　　　詳細説明
　本発明は、加入者からのエマージェンシーコールに関連して、エマージェンシーセンタ
ーへ位置情報を供給することを可能にするために、ＩＰアクセスネットワークに接続して
いる加入者に対する位置情報を取得するためのソリューションを提供する。このソリュー
ションの様々な実施形態を、まず、図３を参照して説明する。
【００３０】
　ＩＰ通信を実現可能な固定端末を操作する加入者Ａは、あるアクセスポイントでＩＰア
クセスネットワーク３００に接続している。アクセスネットワーク３００は、更に、マル
チメディアサービスネットワーク３０２に接続されている。この場合、これは、図２で上
述したものと同様のＩＭＳネットワークであり、ここでは、ＩＭＳコア３０４だけを示し
ている。ここで、ＩＭＳコア３０４は、加入者Ａから、好ましくは、Ｐ－ＣＳＣＦノード
からのメッセージを処理するために使用されるセッション管理ノードを基本的には示すエ
ンティティである。ＩＰアクセスネットワーク３００は、マルチメディアサービスに対し
て典型的には使用される、いわゆる固定ブロードキャストアクセスに対して構成されてい
ても良いが、本発明は、一般的には、この構成に限定されるものではない。
【００３１】
　ここで、加入者Ａは、様々なエマージェンシーサービスのような、マルチメディアネッ
トワーク３０２によって提供されるマルチメディアサービスへのアクセスを有している。
ＩＰアクセスネットワーク３００は、位置検索ユニット３０６、ＩＰアドレスアドミニス
トレータ３０８及び位置データベース３１０を備えている。ここで、ＩＰアドレスアドミ
ニストレータ３０８及び位置データベース３１０あるいはその類は、典型的には、任意の
ＩＰアクセスネットワーク内に存在していても良い。位置検索ユニット３０６は、また、
時には、「位置問い合わせ機能」としても参照される。ＩＰアドレスアドミニストレータ
３０８は、リクエスト時、例えば、電源がＯＮされた場合に、制限時間期間の間、ＩＰア
ドレスを加入者端末へ割り当て、かつネットワーク内のどのアクセスポイントで、ＩＰア
ドレスが現在使用されているかについての知識を有している。
【００３２】
　ネットワーク３００の各アクセスポイントは、ネットワーク構成に依存する、イーサネ
ットＭＡＣ（媒体アクセスコントロール）アドレス、ＡＴＭ　ＶＰＩ／ＶＣＩ（非同期転
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送モード、仮想経路識別子／仮想チャネル識別子）あるいは他の関連ネットワークアドレ
スのようなレイヤー２アドレスによって識別されても良い。位置データベース３１０は、
所在地住所、地理的座標あるいはその類のような、ネットワーク３００内の各アクセスポ
イントについての物理的位置についての情報を記憶している。
【００３３】
　上述のように、ＩＰアクセスネットワークの、様々なアクセスポイントで加入者は接続
することが一般的には可能であり、それゆえ、どの物理的位置で、加入者Ａが現在接続し
ているかは当然明らかではない。例えば、加入者は、基本的には自身のＩＰ通信端末を、
ネットワークの任意のアクセスポイント、例えば、ホテル及び空港のような公共の場所、
あるいは様々な私的な場所へ持参することができる。加えて、加入者は、ＩＰアドレスア
ドミニストレータ３０８によって管理される、異なる状況で異なるＩＰアドレスを有して
いても良い。
【００３４】
　図中の第１ステップ３：１は、ネットワーク３００内のＩＭＳコア３０４が、今までの
ところ未知の位置に存在する加入者Ａからのマルチメディアリクエストを受信することを
示している。一般的な規格に従えば、このリクエストは、加入者に現在割り当てられてい
るＩＰアドレスを含んでいて、また、このリクエストは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥ（招待）
メッセージのようなセッションインビテーション（招待）であっても良い。本ソリューシ
ョンはエマージェンシーコールに関係しているので、受信されるリクエストは、主として
、適切なエマージェンシーセンターに転送すべきエマージェンシーコールに対するセッシ
ョンインビテーションであっても良い。しかしながら、このリクエストは、セッションを
リクエストすることなく、選択的には、ＩＰ端末の電源がＯＮにされた後に典型的にはマ
ルチメディアサービスネットワークに送信される通常の登録リクエストであっても良い。
ＳＩＰシグナリングが使用されるＩＭＳシステムでは、これは、典型的にはＳＩＰ　ＲＥ
ＧＩＳＴＥＲ（登録）と呼ばれるメッセージとなる。
【００３５】
　ここでは、発呼者の位置情報がエマージェンシーコールで必要とされていると想定する
。この位置情報は、背景技術で説明されるように、到来するエマージェンシーリクエスト
とともにエマージェンシーセンターへ供給されるべきものである。つまり、ステップ３：
１でのエマージェンシーリクエストの場合、ＩＭＳネットワーク３０２は、それをエマー
ジェンシーセンターへ送信する場合に、そのような位置情報を検索し、リクエストに追加
することが強制される。これは、しかしながら、登録リクエストの場合、ＩＭＳネットワ
ーク３０２は、続くエマージェンシーリクエストが同一の加入者から発行される場合に、
後の状況でそれを供給するために、位置情報を検索し、記憶しても良い。但し、いくつか
のアクセスネットワークに対して、モビリティが許可されない、実現できないあるいは予
期されていない場合に、後者の場合が主に関係することに注意すべきである。そうするこ
とで、加入者の位置（ほとんどそうであるように）は、セッションを通して同一のものを
維持する。そうでない場合、エマージェンシーセンターは、更新された位置情報について
リクエストすることができる。但し、この情報は、本発明の範囲外のことである。
【００３６】
　次のステップ３：２で、ＩＭＳコア３０４は、リクエストで受信されるＩＰアドレスを
含む位置問い合わせ（クエリー）を、ネットワーク３００の位置検索ユニット３０６へ送
信する。そうすることで、与えられるＩＰアドレスを現在使用している加入者の位置につ
いて効果的に問い合わせを行う。それの応答では、ステップ３：３で、ユニット３０６は
、ＩＰアドレスを現在使用している加入者が接続しているアクセスポイントのアイデンテ
ィティを、ＩＰアドレスアドミニストレータ３０８から検索する。ユニット３０６は、上
述のように、ネットワークコンフィグレーションに依存して、レイヤー２アドレスあるい
は他のネットワークアドレスとしてアクセスポイントのアイデンティティを取得しても良
い。
【００３７】
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　アクセスポイントのアイデンティティを取得すると、次のステップ３：４で、ユニット
３０６は、例えば、所在地住所あるいはその類、あるいは地理的座標として、位置データ
ベース３１０からアクセスポイントのアイデンティティに対する物理的位置を検索するこ
とができる。選択的には、物理的位置は、ステップ３：３で、ＩＰアドレスアドミニスト
レータから予め与えられていても良く、これにより、ステップ３：４を不要なものにする
ことができる。どちらの場合でも、位置検索ユニット３０６は、次のステップ３：５で、
ＩＭＳコア３０４へ取得した位置情報を提供することによって、ステップ３：２の位置問
い合わせに応答することができる。
【００３８】
　これによって、ＩＭＳコア３０４は、必要な場合、加入者Ａからステップ３：１のリク
エストに、受信した位置情報を追加することができ、それを更に、最終オプションのステ
ップ３：６で示されるように、エマージェンシーセンターへ送信することができる。選択
的には、ステップ３：１のリクエストが登録リクエストであり、かつエマージェンシーリ
クエストでない場合、ＩＭＳコア３０４は、上述のように、登録リクエストにそれを追加
することなく、加入者Ａからのエマージェンシーリクエストの場合の後の使用のために、
位置情報を記憶することができる。
【００３９】
　上述のソリューションは、ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者からマルチ
メディアサービスネットワークを介して到来するエマージェンシーコールに関連して、必
要とされる位置情報を取得し供給することを可能にする。
【００４０】
　本発明の１つの構成に従って、ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者に対す
る位置情報を取得する処理を、図４のフローチャートを参照して説明する。このフローチ
ャートのステップは、マルチメディアサービスネットワーク内、特に、Ｐ－ＣＳＣＦのよ
うなＩＭＳコアエンティティ内で実行するために定義される。
【００４１】
　最初のステップ４００では、まず、加入者に現在割当られているＩＰアドレスを含むマ
ルチメディアリクエストを加入者から受信する。これの応答では、次のステップ４０２で
、受信したＩＰアドレスに対する位置問い合わせをＩＰネットワーク、好ましくは、図３
に示されるユニット３０６のような、位置検索ユニットあるいはその類に送信する。以下
でより詳細に説明されるＩＰアクセスネットワークにおける処理後、続くステップ４０４
で、関連位置情報をそのＩＰアクセスネットワークから受信する。
【００４２】
　次に、ステップ４０６で、受信したリクエストが、加入者からのエマージェンシーコー
ルに対するセッションインビテーションでリクエストされるエマージェンシーに向けられ
ているエマージェンシーコールに関連するものであるかどうかを判定する。そうである場
合、ステップ４０４で受信した位置情報を、エマージェンシーコールリクエストをエマー
ジェンシーセンターへ送信する前に、次のステップ４０８で、そのエマージェンシーコー
ルリクエストに追加する。取得した位置情報は、例えば、加入者の現在の位置と同一の地
域に配置されている適切なエマージェンシーセンターを選択するために使用されても良い
ことに注意すべきである。ステップ４０６で、受信したリクエストがエマージェンシーコ
ールに関連していないと判定される場合、例えば、登録リクエストである場合、取得した
位置情報をステップ４００で受信したリクエストに追加する代わりに、ステップ４１０で
、後に、加入者がエマージェンシーコールを発行する場合に、加入者が使用するためにそ
の取得した位置情報を記憶する。
【００４３】
　選択的には、この処理は、最初のステップ４００によるリクエストの受信直後に、ステ
ップ４０６の判定を実行することによって簡略化することもできる。そして、そのリクエ
ストがエマージェンシーコールに関連している場合にのみ、ステップ４０２、４０４及び
４０８を実行することによって、位置情報を取得して供給するようにしても良い。この場
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合、ステップ４１０による記憶を省略することができる。この構成では、リクエストがエ
マージェンシーコールに関連していない場合には、位置検索のための処理は実行されない
。
【００４４】
　ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者に対する位置情報をマルチメディアサ
ービスネットワークへ提供するための、本発明の別の構成に従う処理を、図５のフローチ
ャートを参照して説明する。このフローチャートのステップは、ＩＰアクセスネットワー
ク内、特に、時には「位置問い合わせ機能」とも呼ばれる、位置検索ユニットあるいはそ
の内部で実現される同様のものの内で実行するために定義されている。上述の例のように
、マルチメディアサービスネットワークはＩＭＳネットワークであっても良く、また、以
下の処理におけるその通信ポイントは、Ｐ－ＣＳＣＦノードのようなＩＭＳコアエンティ
ティとなる。
【００４５】
　第１ステップ５００で、加入者に現在割当られているＩＰアドレスを含む位置問い合わ
せを、加入者に対するマルチメディアサービスネットワークから受信する。その応答では
、次のステップ５０２で、与えられるＩＰアドレスに対応するアクセスポイントのアイデ
ンティティ（例えば、レイヤ２アドレス）を、ＩＰアドレスアドミニストレータから検索
する。使用されるアクセス技術に依存して、必要とされる位置情報は、この与えられるポ
イントであっても良い。そして、次のステップ５０４で、位置情報が取得されているかど
うかをチェックする。取得されていない場合、続くステップ５０６で、上述の検索された
アクセスポイントのアイデンティティ（例えば、レイヤ２アドレス）に基づいて、位置情
報を、位置データベースから検索する。
【００４６】
　最終的には、最終ステップ５０８で、位置情報をマルチメディアサービスネットワーク
に提供することができる。一方、ステップ５０４で、必要とされる位置情報が既に取得さ
れている場合、図示のように、ステップ５０４の直後に、ステップ５０８を実行すること
ができる。
【００４７】
　マルチメディアサービスネットワーク内のＩＭＳコアエンティティ、例えば、Ｐ－ＣＳ
ＣＦノード内の構成を、図６を参照して簡単に説明する。ＩＭＳコアエンティティ６００
は、基本的には、図４に示される処理を実行するように構成されている。ＩＭＳコアエン
ティティ６００は、加入者からマルチメディアリクエストＲを受信するように構成されて
いる受信手段６０２と、加入者が接続しているＩＰアクセスネットワークへ位置問い合わ
せＱを送信するように構成されている送信手段６０４を備えている。ＩＭＳコアエンティ
ティ６００は、更に、位置問い合わせＱに応じて、ＩＰアクセスネットワークから位置情
報Ｌを受信するように構成されている第２の受信手段６０６と、エマージェンシーリクエ
ストＥ（Ｌ）をエマージェンシーセンターへ送信するために、取得した位置情報Ｌを追加
するように構成されている追加手段６０８を備えている。
【００４８】
　ＩＭＳコアエンティティ６００は、更に、各手段６０２ー６０８の動作を制御するため
の論理手段６１０を備えていて、オプションとして、取得した位置情報に基づいて、エマ
ージェンシーリクエストＥ（Ｌ）に対して適切なエマージェンシーセンターを選択するた
めの手段を備えていても良い。論理手段６１０は、更に、到来するマルチメディアリクエ
ストがエマージェンシーサービスに向けられているかどうかを評価し、位置情報をリクエ
ストに追加すべきかどうかを判定するように構成されていても良い。そして、ＩＭＳコア
エンティティ６００は、次のエマージェンシーリクエストの場合の後の検索ために、受信
した位置情報Ｌを記憶するように構成されている記憶手段６１２を備えていても良い。
【００４９】
　ＩＰアクセスネットワークに接続している加入者に対する位置情報をマルチメディアサ
ービスネットワークに提供するためのＩＰアクセスネットワーク内の構成を、図７を参照
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るように構成されている図３のユニット３０６と同様に、位置検索ユニット７００で実現
される。
【００５０】
　位置取得ユニット７００は、マルチメディアサービスネットワークから位置問い合わせ
Ｑを受信するように構成されている受信手段７０２を備え、ここで、各位置問い合わせに
は加入者に割当られているＩＰアドレスを含んでいる。このユニット７００は、更に、こ
のＩＰアドレスに基づいて、ＩＰアドレスアドミニストレータから、オプションとしては
、ＩＰアクセスネットワーク内の位置データベースから、位置情報Ｌを検索するように構
成されている検索手段７０４を備えている。このユニット７００は、更に、受信した位置
問い合わせＱに応じて、加入者に対して検索した位置情報Ｌをマルチメディアサービスネ
ットワークに提供するように構成されている提供手段７０６を備えている。
【００５１】
　図６及び図７はそれぞれ、ＩＭＳコアエンティティ６００及び位置検索ユニット７００
の基本的な機能要素を論理的に示していることに注意すべきである。従って、当業者は、
図示の配置に制限されない任意の適切な方法でこれらの機能要素を配置することは自由で
ある。
【００５２】
　様々な実施形態を参照して説明される、本発明は、必要とされる位置情報を取得し、か
つＩＰアクセスネットワークに接続している加入者からのエマージェンシーリクエストに
応じて、その位置情報をエマージェンシーセンターへ提供し、かつマルチメディアサービ
スネットワークからエマージェンシーサービスをリクエストするための、簡単でかつ信頼
性のあるメカニズムを提供する。
【００５３】
　本発明は、特定の実施形態を参照して説明しているが、この説明は、一般的には、本発
明の概念を示すことを意図するものであって、本発明の範囲を制限するものとして解釈さ
れるべきでない。例えば、ＳＩＰシグナリングプロトコル及びＩＭＳの概念が、上述の実
施形態を説明する場合に全体を通して使用されているが、マルチメディア通信を実現可能
な他の規格及びサービスネットワークを、基本的には使用することができる。また、本発
明は、任意の特定のエマージェンシーサービスに制限されるものではなく、任意のタイプ
のエマージェンシーリクエストに位置情報を提供するために使用することができる。本発
明は、添付の請求項によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】従来技術に従う、エマージェンシーコールに対する位置情報を提供する通信ネッ
トワークのブロック図である。
【図２】本発明を使用することができる、ＩＭＳネットワークを含むブロック図である。
【図３】一実施形態に従う、位置情報を取得するための処理を示す、ＩＰアクセスネット
ワーク及びマルチメディアサービスネットワークのブロック図である。
【図４】別の実施形態に従う、位置情報を提供するための処理を示すフローチャートであ
る。
【図５】更に別の実施形態に従う、位置情報を提供するための処理を示すフローチャート
である。
【図６】更に別の実施形態に従う、マルチメディアサービスネットワークのＩＭＳコアエ
ンティティのブロック図である。
【図７】更に別の実施形態に従う、ＩＰアクセスネットワークの位置検索ユニットのブロ
ック図である。
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