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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディア・サービス網において実行され、パケット交換モバイルアクセス網に接
続された加入者の位置情報を、回線交換網における緊急センタに提供する方法であって、
　呼出番号を含み、前記加入者の位置情報を伴って、パケット交換された緊急要求を前記
加入者から受信するステップと、
　より詳細な位置情報が必要な場合、前記モバイルアクセス網の移動体位置決めセンタへ
前記呼出番号に係る位置クエリを送信するステップと、
　前記位置クエリに応答して前記加入者の位置表示を受信するステップと、
　パケット交換された前記緊急要求を、該緊急要求に係る回線交換制御メッセージに変換
するステップと、
　回線交換緊急呼出を開始するための一般的な標準に従って、前記緊急センタに前記加入
者の前記位置表示を前記回線交換制御メッセージで提供するステップと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　パケット交換信号メッセージを回線交換信号メッセージへ変換し、前記緊急センタに対
する回線交換網の挙動をエミュレートするために使用される、メディア・ゲートウェイ制
御機能において実行される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記メディア・ゲートウェイ制御機能は、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフ
ェース又はＥ３インタフェースを使用して、回線交換モバイルアクセス網におけるＭＳＣ
の挙動をエミュレートする、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記緊急センタを、受信した前記位置情報に基づいて前記要求に対して選択する、請求
項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記位置表示は、例えば、地理的座標、住所、又は同等のものとして、前記加入者の現
在の位置を明示的に示す、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記位置表示は、参照コード又はポインタにより前記加入者の現在の位置を黙示的に示
し、これにより、前記緊急センタは、必要に応じて前記位置表示を使用して前記移動体位
置決めセンタから位置情報を検索できる、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　受信した前記位置情報を、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ３
インタフェースで前記移動体位置決めセンタへ送信し、
　前記参照コード又はポインタを、前記Ｌｇインタフェース又はＥ３インタフェースで前
記移動体位置決めセンタからの応答として受信する、
請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記マルチメディア・サービス網はＳＩＰ信号を使用するＩＭＳ網であり、
　前記緊急要求はＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥメッセージである、
請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記回線交換制御メッセージは、ＩＳＵＰ標準に従うメッセージＩＡＭである、請求項
１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　パケット交換モバイルアクセス網に接続された加入者の位置情報を、回線交換網におけ
る緊急センタに提供する、マルチメディア・サービス網における構成であって、
　呼出番号を含み、前記加入者の位置情報を伴って、パケット交換された緊急要求を前記
加入者から受信する手段と、
　より詳細な位置情報が必要な場合、前記モバイルアクセス網の移動体位置決めセンタへ
前記呼出番号に係る位置クエリを送信する手段と、
　前記位置クエリに応答して前記加入者の位置表示を受信する手段と、
　パケット交換された前記緊急要求を、該緊急要求に係る回線交換制御メッセージに変換
する手段と、
　回線交換緊急呼出を開始するための一般的な標準に従って、前記緊急センタに前記加入
者の前記位置表示を前記回線交換制御メッセージで提供する手段と、
を備える構成。
【請求項１１】
　パケット交換信号メッセージを回線交換信号メッセージへ変換し、前記緊急センタに対
する回線交換網の挙動をエミュレートするために使用される、メディア・ゲートウェイ制
御機能において実現される、請求項１０記載の構成。
【請求項１２】
　前記メディア・ゲートウェイ制御機能は、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフ
ェース又はＥ３インタフェースを使用して、回線交換モバイルアクセス網におけるＭＳＣ
の挙動をエミュレートするように構成される、請求項１１記載の構成。
【請求項１３】
　受信した前記位置情報に基づいて前記要求に対する前記緊急センタを選択する論理手段
を更に備える、請求項１０から１２のいずれか１項に記載の構成。
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【請求項１４】
　前記位置表示は、例えば、地理的座標、住所、又は同等のものとして、前記加入者の現
在の位置を明示的に示す、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の構成。
【請求項１５】
　前記位置表示は、参照コード又はポインタにより前記加入者の現在の位置を黙示的に示
し、これにより、前記緊急センタは、必要に応じて前記位置表示を使用して前記移動体位
置決めセンタから位置情報を検索できる、請求項１０から１３のいずれか１項に記載の構
成。
【請求項１６】
　J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ３インタフェースで、受信し
た前記位置情報を前記移動体位置決めセンタへ送信する手段と、
　前記Ｌｇインタフェース又はＥ３インタフェースで、前記参照コード又はポインタを前
記移動体位置決めセンタからの応答として受信する手段と、
を更に備える、請求項１５記載の構成。
【請求項１７】
　前記マルチメディア・サービス網はＳＩＰ信号を使用するＩＭＳ網であり、
　前記緊急要求はＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥメッセージである、
請求項１０から１６のいずれか１項に記載の構成。
【請求項１８】
　前記回線交換制御メッセージは、ＩＳＵＰ標準に従うメッセージＩＡＭである、請求項
１０から１７のいずれか１項に記載の構成。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、マルチメディア・サービス網において緊急呼出を処理する方法及び
装置に関する。特に、本発明は、モバイルアクセス網において要求された位置情報を発呼
加入者に対する緊急センタに提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の回線交換電話システムにおいて、加入者は、事故及び病気等の非常時に緊急サー
ビスを利用できる。通常、まず緊急呼出は緊急センタにルーティングされ、緊急センタは
、現在の状況に応じて病院、消防署又は警察等の適切な緊急サービス局にその呼出を接続
する。
【０００３】
　緊急サービスの詳細及び要求は、異なる国及び地域に普及する規則に準拠する。一般に
、発呼者の位置を保証するために、電話システムは適切な位置情報を提供できることが必
要とされる。第１に、発呼者に適度に近接する緊急センタ又はサービス局に着呼を接続す
るのが重要である。第２に、ある理由のために、発呼者は緊急センタへの呼出中に発呼者
の居場所に関する非常に重要な情報を少なくとも即座に提供できない可能性がある。
【０００４】
　ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）等の固定公衆網において、緊急センタにルーティングされ
る時、ローカル交換局は「発呼者識別子」を緊急呼出に追加することが一般に必要とされ
る。ローカル交換局は、交換局において特定の入力線に接続され、特定の発呼者識別子に
関連付けられた加入者を認識しており、そのような発呼者識別子を緊急呼出に追加する。
その後、緊急センタは、受信した発呼者識別子を使用して公衆網の位置データベースから
地理的位置を検索できる。
【０００５】
　しかし、加入者端末の位置は以前のように固定的ではなく、端末は、同一の加入者アイ
デンティティを使用するが、現在の地理的位置に殆ど関係なくアクセス網に接続される。
これは、移動端末の場合であるのは明らかであり、また例えば種々の「ブロードバンド」
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サービスにアクセスするために、ＩＰアクセス網等において異なる位置の異なるアクセス
ポイントにプラグ接続される固定ポータブル端末の場合もある。
【０００６】
　図１は、加入者が現在位置するセルにおいて無線サービスエリアを提供する基地局１０
２との無線接続により回線交換セルラ・モバイルアクセス網１００に接続される移動加入
者端末Ａを示す概略図である。ネットワーク（網）１００の加入者は、ＰＳＴＮ／ＩＳＤ
Ｎ（統合サービスデジタル網）等のトランジット網（不図示）を介して緊急センタ１０４
に到達できる。図中、加入者Ａは、ＳＯＳ番号等をダイヤルすることにより緊急呼出を行
なう。基地局１０２はネットワーク１００のＭＳＣ（移動通信交換局）１０６に接続され
、ＭＳＣ１０６は緊急センタ１０４に呼出をルーティングする。
【０００７】
　ネットワーク１００は、加入者Ａを含むネットワーク１００の移動加入者に関する位置
情報を、例えば地理的座標等として提供できる移動体位置決めセンタ１０８を更に含んで
いる。加入者Ａの位置は、緊急呼出が行なわれるセルのアイデンティティに基づいて判定
されてもよく、セルのアイデンティティは、通話を処理するサービングＭＳＣから取得さ
れる。例えば、加入者が相対的に小さなセルに位置する場合、この情報は十分に正確であ
る。しかし、更に厳密な位置情報は、種々の高度な方法を使用する位置決め機能により取
得されてもよい。例えば、接続された移動端末の位置は、基地局１０２と隣接する基地局
との少なくともいずれかにおける信号強度測定値から計算され、これは「三角測量」と呼
ばれる場合がある。更に、移動端末がＧＰＳ（全地球測位衛星）システムと対話するＧＰ
Ｓユニットを装備するため、位置決め機能は、端末又はＧＰＳシステムからＧＰＳに基づ
く位置情報を受信することができる。
【０００８】
　サービングＭＳＣ１０６は、緊急センタ１０４に呼出をルーティングする時、セルアイ
デンティティ又はより詳細な情報等の位置情報を供給できる。緊急センタ１０４は、必要
に応じて、ネットワーク１００において採用される利用可能な位置サービスを使用して発
呼者の位置を判定してもよい。
【０００９】
　緊急サービスをサポートするために、２つの主な情報要素は、回線交換網に対する現在
の呼制御信号標準ＩＳＵＰ（ＩＳＤＮユーザ部）及びＢＩＣＣ（ベアラに依存しない呼制
御）、すなわち「発呼測地位置」及び「位置番号」で定義された。前者は、発呼者の地理
的位置を示し、後者は、地域、国、都市等の地理的領域を示す。ＢＩＣＣは、サービング
ノード間で使用される呼制御プロトコルである。このプロトコルは、ＩＳＵＰプロトコル
に基づき、使用されるベアラ技術及び信号メッセージ転送技術とは関係なくＩＳＤＮサー
ビスをサポートできた。
【００１０】
　更に、J-STD036-A標準は、回線交換モバイル網を緊急サービス網に接続するアーキテク
チャと、発呼者を識別してその位置を特定するために必要とされるメッセージとを規定す
る。特に、緊急呼出を行なう加入者の位置の判定をサポートする際、J-STD036-Aは、モバ
イルアクセス網において「ＭＰＣ（Mobile Positioning Centre：移動体位置決めセンタ
）」及び「ＧＭＬＣ（Gateway Mobile Location Centre）」と呼ばれる機能、また緊急サ
ービス網においては「ＣＲＤＢ（座標ルーティングデータベース）」と呼ばれる機能を規
定する。例えば、ANSI-41標準を使用する回線交換モバイル網において、ノードＭＰＣは
、インタフェースＥ３を介してＭＳＣノードと通信し、インタフェースＥ１１を介して緊
急サービス網のＣＲＤＢノードと通信し、インタフェースＥ２を介して緊急サービス網と
通信する。PCS 1900標準を使用する回線交換モバイル網において、ノードＧＭＬＣは、イ
ンタフェースＬｇを介してＭＳＣノードと通信し、インタフェースＥ１１と介して緊急サ
ービス網のＣＲＤＢノードと通信し、インタフェースＥ２を介して緊急サービス網と通信
する。
【００１１】
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　上記の例は従来の回線交換電話網に関連するが、一般に、通信技術の進展はパケット交
換網へ向かっている。今日、固定又は移動コンピュータ及び電話機を含むＩＰ（インター
ネットプロトコル）を使用するパケットによるマルチメディア通信が可能な種々の通信網
及び端末が使用される。通常、マルチメディアサービスは、オーディオ、ビデオ、画像、
テキスト、文書、アニメーションを含む種々の形式及び組合せのメディアを表現する符号
化データのＩＰによる送信を必要とする。
【００１２】
　パケット交換ＩＰ網を介して緊急呼出をサポートする際に必要な位置情報を提供する方
法はまだ解決されていない。J-STD036-A標準に従うパケット交換モバイル網を緊急サービ
ス網に接続するアーキテクチャ及び信号メッセージを採用できるが、その結果、コストが
高くなり、遅延が大きくなる。この状況において、他の更に単純なインターワーキング解
決策が望ましい。
【００１３】
　「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、パケットドメインにおいてマルチメディアサービス及び通信セッションを処理す
るオープン標準として第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）により開発
された。ＩＭＳ網は、要求された場合に適切な位置情報を提供する方法を解決する必要が
あるが、緊急サービスに対して使用できる。ＩＭＳは、使用されるアクセス技術とは殆ど
関係なくＩＰ転送に基づいてサービスを有効にするプラットフォームであり、本明細書に
おいては簡単に概要を示す。
【００１４】
　ＩＭＳ網は、マルチメディアセッションを一般に制御するために使用され、「ＳＩＰ」
（セッション開始プロトコル、IETF RFC 3261標準に従う）と呼ばれる仕様は、ＩＭＳ網
においてマルチメディア・セッションを処理するために使用される。ＳＩＰは、ＩＰによ
るマルチメディア通信を確立及び制御するために、ＩＭＳ網及び端末により使用されるア
プリケーション層プロトコルである。ＳＩＰメッセージを送信する場合、「ＳＩＰ ＵＲ
Ｉ」（Uniform Resource Identifier）と呼ばれるアドレス指定要素が使用されるため、
１つのＳＩＰ ＵＲＩは送信元を示し、別のＳＩＰ ＵＲＩは各メッセージの送信先を示す
。
【００１５】
　図２は、マルチメディアサービスがＩＭＳサービス網により移動端末Ａに提供される場
合の基本的な例を示す概略図である。端末Ａは、モバイルアクセス網２００に接続され、
別の端末又はサーバ等の相手側Ｂとメディアを通信する。ＩＭＳ網２０２Ａは、モバイル
アクセス網２００に接続され、端末Ａに対するセッションを処理する。ここで、通常、ネ
ットワーク２００及び２０２は同一のオペレータにより所有される。更に、端末が訪問先
のアクセス網に接続される場合、マルチメディアサービスは端末の「ホーム」ＩＭＳ網に
より処理される。すなわち、端末は加入者として登録される。相手側Ｂは、別の対応する
ＩＭＳ網２０２Ｂに接続されてもよい。尚、今日のモバイルアクセス網は、通常、回線交
換ドメイン及びパケット交換ドメインに分割される。
【００１６】
　図示されているセッションＳは、基本的に、ＩＭＳ網２０２Ａにおいて端末Ａに割り当
てられたＳ－ＣＳＣＦ（サービング・コール・セッション制御機能）２０４と呼ばれるノ
ードにより管理され、使用されるマルチメディアサービスは、ＩＭＳ網２０２に接続され
たアプリケーションサーバ２０６により有効にされ、実行される。基本的にＳ－ＣＳＣＦ
ノード２０４は、端末Ａに対してアプリケーションサーバ２０６のプロキシとしての役割
を果たし、破線の矢印で示されるように、端末ＡからのＳＩＰメッセージを相手側Ｂに対
して送信する。更に、主データベース要素ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）２０８は、加入
者及び認証データ、並びに特にアプリケーションサーバ２０６が加入者に対してサービス
を実行するために取り出すことができるサービス情報を格納する。
【００１７】
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　ＩＭＳ網２０２のＩ－ＣＳＣＦ（対話型コール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網に接続され、そのようなＩＭＳ網か
ら到着するＳＩＰメッセージに対するゲートウェイとしての役割を果たす。別の破線の矢
印により示されるように、Ｉ－ＣＳＣＦ２１０は、相手側Ｂに関するＳＩＰメッセージを
受信する。Ｐ－ＣＳＣＦ（プロキシ・コール・セッション制御機能）２１２と呼ばれるＩ
ＭＳ網２０２の別のノードは、モバイル網２００等の任意のアクセス網からＩＭＳ網２０
４へのエントリポイントとしての役割を果たし、ＩＭＳ網２０４の加入者間の全ての信号
メッセージは、Ｐ－ＣＳＣＦ２１２を介してルーティングされる。
【００１８】
　当然、ＩＭＳ網２０２は、更なるＳ－ＣＳＣＦノード及びアプリケーションサーバ等の
多くの他のノード及び機能を含むが、ここでは簡単にするために示さない。例えば、メデ
ィア・ゲートウェイ（ＭＧＷ）は、一般にパケット交換転送を回線交換転送に変換するた
めに使用され、「メディア・ゲートウェイ制御機能」（ＭＧＣＦ）と呼ばれるノードは、
パケット交換ＩＭＳ信号（例えば、ＳＩＰに従う）を回線交換信号（例えば、ＩＳＵＰに
従う）に変換する。
【００１９】
　上述のように、緊急要求がＳＩＰ信号を使用するＩＭＳ網等のＩＰを使用するマルチメ
ディア・サービス網を介して行なわれる場合、安全な信頼できる方法で移動加入者に対す
る緊急センタに位置情報を提供するという一般的な緊急必要条件を満足するのが望ましい
。しかし、緊急網に対する信号プロトコルが、通常、例えばＩＳＵＰ信号を使用して回線
交換ドメインにおいて実現されてきたことが問題である。例えば上述のJ-STD036-A標準に
従って、パケットドメインにおいて緊急サービス全体を実現すると、コストが高くなり、
展開の遅延が大きくなる。
【００２０】
　３ＧＰＰにおいて、例えばＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥメッセージによりパケット交換モバイ
ルアクセス網における緊急呼出のためのＩＰセッション要求を行なう移動端末は、その要
求と共にセルアイデンティティをネットワークに供給すべきであるということが提案され
ている。それにより、アクセス網は、場合によっては他のネットワークによる位置サービ
スも使用して、供給されたセルアイデンティティに基づいて最適な緊急センタを選択し、
その緊急センタに要求をルーティングできる。しかし、回線交換ドメインにおいて緊急セ
ンタに位置情報を提供する方法は解決されていない。
【００２１】
　ＩＰを使用するマルチメディアサービス及びネットワークが使用される場合、位置情報
を使用して緊急呼出をサポートするのが望ましい。更に、ＩＰを使用するマルチメディア
・サービス網により緊急セッションでそのような位置情報を提供する場合、緊急網におい
て既存の回線交換標準及びインフラストラクチャを維持するのが望ましい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明の目的は、少なくとも上述のいくつかの問題に対処し、ＩＰを使用する緊急セッ
ション要求に関連して、移動端末の位置情報を緊急センタに提供するための解決策を提供
することである。この目的及び他の目的は、添付の独立請求項による方法及び装置により
達成されてもよい。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　ある側面によると、本発明は、パケット交換モバイルアクセス網に接続される加入者の
位置情報を提供するマルチメディア・サービス網において実行される方法を提供する。本
発明の方法において、呼出番号を含む緊急要求が加入者から受信されると、更に詳細な位
置情報が必要な場合には、呼出番号に対する位置クエリがモバイルアクセス網の移動体位
置決めセンタへ送信される。それに応答して加入者に対する位置情報が受信され、加入者



(7) JP 5032338 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

の位置表示は、回線交換緊急呼出を開始するために一般的な標準に従って、選択された緊
急センタに回線交換制御メッセージで提供される。
【００２４】
　本発明の方法は、パケット交換信号メッセージを回線交換信号メッセージに変換し、緊
急センタに対する回線交換網の挙動をエミュレートするために使用される、メディア・ゲ
ートウェイ制御機能において実行されるのが好ましい。メディア・ゲートウェイ制御機能
は、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ３インタフェースを使用し
て、回線交換モバイルアクセス網のＭＳＣの挙動をエミュレートしてもよい。
【００２５】
　緊急センタは、受信した位置情報に基づいて要求に対して選択されてもよい。提供され
た位置表示は、例えば地理的座標又は住所等として加入者の現在の位置を明示的に示して
もよい。あるいは、提供された位置表示は、参照コード又はポインタにより加入者の現在
の位置を黙示的に示してもよい。このため、緊急センタは、必要に応じて位置表示を使用
して移動体位置決めセンタから位置情報を検索できる。後者の場合、受信した位置情報は
、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ３インタフェースで移動体位
置決めセンタに送信されてもよく、参照コード又はポインタは、Ｌｇインタフェース又は
Ｅ３インタフェースで移動体位置決めセンタからの応答として受信される。
【００２６】
　緊急センタが回線交換トランジット網に接続される場合、パケット交換緊急要求は、緊
急センタとの緊急呼出を開始するためにトランジット網の一般的な標準に従って回線交換
制御メッセージに変換される。
【００２７】
　マルチメディア・サービス網はＳＩＰ信号を使用するＩＭＳ網であってもよく、緊急要
求はＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥメッセージであってもよい。更に、回線交換制御メッセージは
、ＩＳＵＰ標準に従うメッセージＩＡＭであってもよい。
【００２８】
　別の側面によると、本発明は、パケット交換モバイルアクセス網に接続される加入者の
位置情報を提供するマルチメディア・サービス網における構成を提供する。本発明の構成
は、呼出番号を含む緊急要求を加入者から受信する手段と、更に詳細な位置情報が必要な
場合、モバイルアクセス網の移動体位置決めセンタに呼出番号に対する位置クエリを送信
する手段と、位置クエリに応答して加入者の位置情報を受信する手段と、回線交換緊急呼
出を開始するために一般的な標準に従って、選択された緊急センタに加入者の位置表示を
回線交換制御メッセージで提供する手段とを備える。
【００２９】
　本発明の構成は、パケット交換信号メッセージを回線交換信号メッセージに変換し、緊
急センタに対する回線交換網の挙動をエミュレートするために使用される、メディア・ゲ
ートウェイ制御機能において実現されるのが好ましい。メディア・ゲートウェイ制御機能
は、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ３インタフェースを使用し
て、回線交換モバイルアクセス網のＭＳＣの挙動をエミュレートするように構成されても
よい。
【００３０】
　本発明の構成は、受信した位置情報に基づいて、要求に対する緊急センタを選択する論
理手段を更に備えてもよい。
【００３１】
　上述のように、提供された位置表示は、例えば地理的座標又は住所等として明示的に、
あるいは参照コード又はポインタにより黙示的に、加入者の現在の位置を示してもよい。
後者の場合、本発明の構成は、J-STD-036-A標準で指定されるＬｇインタフェース又はＥ
３インタフェースで受信した位置情報を移動体位置決めセンタに送信する手段と、Ｌｇイ
ンタフェース又はＥ３インタフェースで参照コード又はポインタを移動体位置決めセンタ
からの応答として受信する手段とを更に備えてもよい。
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【００３２】
　緊急センタが回線交換トランジット網に接続される場合、本発明の構成は、緊急センタ
との緊急呼出を開始するために、トランジット網の一般的な標準に従ってパケット交換緊
急要求を回線交換制御メッセージに変換する手段を更に備える。
【００３３】
　本発明の構成において、マルチメディア・サービス網はＳＩＰ信号を使用するＩＭＳ網
であってもよく、緊急要求はＳＩＰ ＩＮＶＩＴＥメッセージであってもよい。更に、回
線交換制御メッセージは、ＩＳＵＰ標準に従うメッセージＩＡＭであってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　好適な実施形態を使用し、添付の図面を参照して、本発明を更に詳細に説明する。
【００３５】
　本発明は、モバイルアクセス網に接続された移動加入者からのパケット交換緊急呼出に
関連して、加入者の位置情報を取得し、その位置情報を緊急センタに提供する解決策を提
供する。最初に図３を参照して、この解決策の種々の実施形態を説明する。
【００３６】
　ＩＰ通信可能な移動端末を動作させる加入者Ａは、ある特定の位置においてパケット交
換モバイルアクセス網３００に接続される。モバイルアクセス網３００は、複数の基地局
（不図示）、加入者Ａに対して現在動作しているＳＧＳＮ／ＧＧＳＮ（サービングＧＰＲ
Ｓサポートノード／ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード）３０２、移動体位置決めセン
タ３０４及び位置決め機能３０６を含む。通常、それらノードは、任意のモバイルアクセ
ス網に存在する。
【００３７】
　移動体位置決めセンタ３０４は、ネットワーク３００の基地局と無線接続する加入者の
現在の位置を取得できる。位置決め機能３０６は、十分である場合にはセルレベルに関す
る位置情報を提供するか、あるいは背景の節で説明したように、種々の計算方法を使用し
てより厳密な位置情報を得られる。通常、図示される位置決め機能３０６は、モバイルア
クセス網３００の無線網部分において実現される。
【００３８】
　モバイルアクセス網３００は、ＩＭＳコア３０８を含むマルチメディア・サービス網、
ここでは図２を参照して上述したようなＩＭＳ網に更に接続される。本明細書において、
基本的にＩＭＳコア３０８は、加入者Ａ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表し、通常Ｐ－ＣＳＣＦノードである。本発明は、一般にこの側面
において限定されないが、モバイルアクセス網３００は、ＩＰ通信に対するパケット交換
ドメインを有し、ＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）とＧＰＲＳ（汎用パケット無線
サービス）との少なくともいずれかを使用する「３Ｇ」移動電話通信に適応されてもよい
。更に、ＩＭＳ網は、緊急センタ３１６が接続される回線交換トランジット網３１４と通
信するためにＭＧＣＦ３１０及びＭＧＷ３１２を含む。
【００３９】
　従って、加入者Ａは、モバイルアクセス網３００のパケット交換ドメインを介してＩＭ
Ｓコア３０８により提供されるマルチメディアサービス及び緊急センタ３１６により提供
される種々の緊急サービスにアクセスできる。当然、加入者Ａは、従来技術の周知の方法
で、異なる基地局に接続することによりネットワーク３００の無線サービスエリア内を自
由に動ける。
【００４０】
　図の第１のステップ３：１は、ＩＭＳコア３０８がＳＯＳ番号等をダイヤルし、この時
点までは未知である位置にいる加入者Ａから緊急要求を受信することを示す。ここで一般
に、発呼者に関する位置情報が緊急呼出において要求されると仮定する。背景技術の項目
で説明したように、緊急センタ３１６は入力した緊急要求について位置情報を使用できる
。国内の法令規則によっては、位置情報に対して詳細なレベルを更に要求してもよい。従
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って、一般にＩＭＳ網は、ステップ３：１の緊急要求に関連してそのような位置情報を検
索する義務があり、緊急センタはその位置情報を使用できるようになる。
【００４１】
　一般的な標準によると、要求は、加入者Ａの呼出番号（又は「Ａ番号」）を含み、ＳＩ
Ｐ ＩＮＶＩＴＥメッセージ等のセッション招待として受信される。要求は、加入者が現
在接続されるセルを示すセルアイデンティティを更に含んでもよく、セルアイデンティテ
ィは、加入者端末による要求に追加されてもよい。
【００４２】
　実質上、受信した緊急要求が緊急呼出に対するセッション招待であるため、ＩＭＳコア
３０８は適切な緊急センタとの呼出をセットアップする。ＩＭＳコアは、要求のセルアイ
デンティティを使用して、セル領域に対して動作する適切な緊急センタ、ここでは緊急セ
ンタ３１６を選択できる。あるいは、以下に説明するように、セルアイデンティティは、
要求がルーティングされるＭＧＣＦを最初に選択するためだけに使用され、ＭＧＣＦ３１
０は、例えばより詳細な位置情報に基づいて緊急センタを選択する。
【００４３】
　次のステップ３：２は、緊急センタ３１６が属する回線交換トランジット網３１４との
通信を処理する関連するＭＧＣＦ３１０に対して、ＩＭＳコア３０８が要求をルーティン
グすることを示している。緊急センタ３１６へ、更なるルーティングを行うことと配信を
行うこととの少なくともいずれかのために、更に詳細な位置情報が必要とされることをＭ
ＧＣＦ３１０が判定する場合、ＭＧＣＦ３１０は移動体位置決めセンタ３０４と連絡を取
る。
【００４４】
　従ってこの場合、ステップ３：３において、ＭＧＣＦ３１０は、ネットワーク３００の
移動体位置決めセンタ３０４に対して、要求において受信した呼出番号（又はＡ番号）を
含む位置クエリを適切なインタフェースで送信することにより、その呼出番号の加入者の
現在の位置を効果的に問い合わせる。それに応答して、移動体位置決めセンタ３０４は、
次のステップ３：４において位置決め機能３０６から発呼加入者の位置情報を検索する。
位置決め機能３０６は、例えば図１に対して説明したような信号強度測定値又はＧＰＳ情
報に基づいて加入者Ａの位置を判定する任意の適切な方法を使用してもよく、本発明は、
任意の特定の位置決め方法に限定されない。その結果、移動体位置決めセンタ３０４は、
ステップ３：３の位置クエリに応答可能であり、次のステップ３：５において取得した位
置情報をＭＧＣＦ３１０に提供してもよい。
【００４５】
　実装によって、位置情報は、例えば地理的座標又は住所等として明示的に、あるいは参
照コード又はポインタとして黙示的に、ＭＧＣＦ３１０により緊急センタ３１６に提供さ
れてもよい。以下の説明において、用語「位置表示（location indication）」は明示的
又は黙示的な位置情報を表す。
【００４６】
　位置情報が黙示的に与えられる場合、ＭＧＣＦ３１０は、まずオプションのステップ３
：５ａにおいて、J-STD-036-Aで指定されるＬｇ又はＥ３インタフェースで必要な位置情
報を移動体位置決めセンタ３０４に送信してもよい。その後、移動体位置決めセンタ３０
４が加入者Ａの実際の位置を格納し、割り当てられた参照コード又はポインタを提供する
ため、緊急センタは、必要に応じて参照コード又はポインタを使用して移動体位置決めセ
ンタ３０４から実際の位置を検索できる。移動体位置決めセンタ３０４は、次のオプショ
ンのステップ３：５ｂにおいて、J-STD-036-Aで指定されるＬｇ又はＥ３インタフェース
で割り当てられた参照コード又はポインタをＭＧＣＦ３１０へ送信する。
【００４７】
　いずれの場合においても、ＭＧＣＦ３１０は、例えばステップ３：５で取得された位置
表示に基づいて、加入者Ａからの緊急要求の受信者となる緊急センタ３１６を選択する。
更に、ＭＧＣＦ３１０は、緊急センタ３１６との緊急呼出を開始するために、トランジッ
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ト網３１４の一般的な標準に従ってパケット交換緊急要求を回線交換制御メッセージに変
換する。ＭＧＣＦ３１０は、取得した位置表示を制御メッセージに含み、次のステップ３
：６においてそれを緊急センタ３１６に送信する。
【００４８】
　このように実質上、ＭＧＣＦは、トランジット網３１４及び緊急センタ３１６、並びに
オプションとして移動体位置決めセンタ３０４に対して、回線交換網の挙動をエミュレー
トする緊急サービス・インターワーキング機能を提供する。
【００４９】
　ＩＳＵＰがネットワーク３１４において使用される場合、ＩＡＭ（初期アドレスメッセ
ージ）と呼ばれる呼出開始メッセージは、位置表示を緊急センタ３１６に搬送するために
使用される。尚、上述のように、位置表示は明示的又は黙示的であってもよい。参照コー
ド又は番号又はポインタのように黙示的である場合、緊急センタ３１６は、緊急事態の性
質に応じて、呼出中又は呼出後等、後で発呼加入者の実際の位置を移動体位置決めセンタ
３０４にクエリしてもよい。
【００５０】
　上述の解決策により、パケット交換モバイルアクセス網に接続される加入者からのマル
チメディア・サービス網を介する緊急呼出と関連して、要求された位置情報を取得し、そ
れを回線交換網の緊急センタに提供することが可能になる。
【００５１】
　図４のフローチャートを参照して、本発明のある側面に従ってモバイルアクセス網に接
続される加入者の位置情報を提供する手順の一例を説明する。フローチャートのステップ
は、マルチメディア・サービス網のメディア・ゲートウェイ制御機能ＭＧＣＦ又は他の対
応するノードにおける実行に対して定義され、特に図３に示すように、パケット交換信号
（例えば、ＩＭＳ網のＳＩＰに従う）と回線交換信号（例えば、ＰＳＴＮ／ＩＳＤＮのＩ
ＳＵＰに従う）との間の変換を処理する。
【００５２】
　第１のステップ４００において、パケット交換緊急要求は、呼出番号（又はＡ番号）及
びオプションとしてセルアイデンティティを含み、まず加入者からマルチメディア・サー
ビス網を介して受信される。それに応答して、ステップ４０２において、受信した要求が
更に詳細な位置情報を必要とするかが判定される。例えば、セルアイデンティティが要求
に含まれた場合、十分に詳細な位置情報が受信したセルアイデンティティから得られるか
、あるいは例えば緊急呼出に対する一般的な規則に従って、更に厳密な位置が加入者に対
して指示される必要があるかを判定してもよい。上述のように、セルアイデンティティは
、発呼加入者の位置を十分に指定できる程小さいセルサイズに対応してもよい。
【００５３】
　更に詳細な位置情報が必要とされる場合、次のステップ４０４において、受信した呼出
番号に対する位置クエリは、モバイルアクセス網の移動体位置決めセンタに送信される。
本発明の範囲外である移動体位置決めセンタにおける処理後、次のステップ４０６におい
て、位置表示は移動体位置決めセンタから受信される。上述のように、移動体位置決めセ
ンタは、発呼加入者に対する十分に詳細な位置情報を取得するために、信号強度測定値と
ＧＰＳ情報との少なくともいずれかを使用してもよい。位置表示が黙示的である場合、加
入者の実際の位置は、後で要求の際に使用可能となるように、位置表示と共に移動体位置
決めセンタに格納される。
【００５４】
　次のステップ４０８において、適切な緊急センタが選択され、この場合はステップ４０
６で受信した位置表示である位置情報は、緊急呼出要求を使用して選択された緊急センタ
に提供される。尚、取得した位置表示は、例えば加入者の現在の位置と同一の領域に位置
付けられる適切な緊急センタを選択するために使用されてもよい。ステップ４０２におい
て、更に詳細な位置情報が実際に要求されないと判定された場合、例えばセルアイデンテ
ィティが十分である場合、ステップ４０８はステップ４０２の後に実行されてもよく、こ
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の場合、ステップ４０４及び４０６は行なわない。
【００５５】
　次に図５を参照して、マルチメディア・サービス網において動作可能であるメディア・
ゲートウェイ制御機能ＭＧＣＦの構成を簡単に説明する。ＭＧＣＦ５００は、基本的に図
４に示す手順ステップ及び図３のＭＧＣＦ３１０に対して説明された手順を実行できる。
【００５６】
　ＭＧＣＦ５００は、メディア・ゲートウェイＭＧＷ５００ａに接続され、マルチメディ
ア・サービス網を介して加入者からパケット交換緊急要求Ｒを受信するように構成される
第１の受信手段５０２を含む。加入者は、モバイルアクセス網に接続される。ＭＧＣＦ５
００は、送信手段５０４を更に含む。例えば緊急呼出に対する一般的な規則又は他の必要
条件を満たすために、更に詳細な位置情報が加入者に対して必要な場合、送信手段５０４
は、加入者が接続されるモバイルアクセス網の移動体位置決めセンタに位置クエリＱを送
信するように構成される。ＭＧＣＦ５００は、クエリＱに応答して移動体位置決めセンタ
から位置表示Ｌを受信するように構成される第２の受信手段５０６を更に含む。
【００５７】
　ＭＧＣＦ５００は、選択された緊急センタに対して有効な標準に従う適切な方法で、緊
急要求Ｒ（Ｌ）に対する回線交換制御メッセージを使用して取得した位置表示Ｌを選択さ
れた緊急センタに提供するように構成される提供手段５０８を更に含む。制御メッセージ
は、標準ＩＳＵＰに従うメッセージＩＡＭ等の通常の呼出セットアップメッセージであっ
てもよい。各緊急要求Ｒ（Ｌ）は、取得された位置表示Ｌに基づいてオプションとして選
択された緊急センタに送信される。上述のように、提供手段５０８は、発呼加入者の明示
的又は黙示的な位置情報として位置表示Ｌを提供するように構成されてもよい。
【００５８】
　ＭＧＣＦ５００は、論理手段５１０を更に含んでもよい。論理手段５１０は、異なる手
段５０２～５０８の動作を制御し、またオプションとして、取得した位置情報Ｌに基づい
て緊急要求Ｅ（Ｌ）に対する適切な緊急センタを選択する。論理手段５１０は、入力マル
チメディア要求が緊急サービスに向けられるかを認識し、位置情報が要求を使用して提供
されるか否かを判定し、更に詳細な位置情報が必要とされるかを判定するように構成され
てもよい。
【００５９】
　尚、図５は、ＭＧＣＦ５００の基本機能要素を論理的に示す。しかし、当業者は、図示
される配置に限定されない任意の適切な方法でそれら要素を自由に実現できる。
【００６０】
　上記の種々の実施形態を参照して説明されたように、本発明は、モバイルアクセス網に
接続され、マルチメディア・サービス網から緊急サービスを要求する加入者からのパケッ
ト交換緊急要求に応答して、要求された位置情報を取得し、それを回線交換網の緊急セン
タに提供する単純だが信頼できる機構を提供する。特に、上述のＭＧＣＦは、例えばJ-ST
D-036-A標準に指定されるＬｇ又はＥ３インタフェースを使用して、回線交換モバイルア
クセス網のＭＳＣの挙動をエミュレートできる。
【００６１】
　特定の実施形態を参照して本発明を説明したが、一般に、説明は発明の概念を示すこと
を意図しており、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。例えば、
マルチメディア通信を可能にする任意の他の標準及びサービス網が基本的に使用されても
よいが、本明細書においては、ＳＩＰ信号プロトコル及びＩＭＳの概念が上記実施形態を
説明する時に使用された。更に、本発明は、任意の特定の緊急サービスに限定されないが
、任意の種類の緊急要求に対して位置情報を提供するために使用されてもよい。本発明は
、添付の請求の範囲により定義される。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】従来技術に従って、緊急呼出に対する位置情報を提供する回線交換セルラ・モバ
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イルアクセス網を示す概略ブロック図である。
【図２】本発明が使用されるＩＭＳ網を含む通信例を示す概略ブロック図である。
【図３】一実施形態に従って、モバイルアクセス網及びマルチメディア・サービス網の要
素を示し、位置情報を提供する手順を示すブロック図である。
【図４】別の実施形態に従って位置情報を提供する手順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って、マルチメディア・サービス網のマルチメディア・ゲ
ートウェイ制御機能を示すブロック図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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