
 
平成 23 年６月９日 

  消 防 庁 

 

「新発信地表示システムと位置情報通知システムの 

統合に係る実証試験報告書」の公表 

 

１１９番通報者の位置情報については、固定電話については昭和６２年より発信地表

示システムの運用が開始され、携帯電話・ＩＰ電話については平成１９年より位置情報

通知システム（携帯電話・ＩＰ電話）の運用が開始されました。 

しかし、消防本部としては、２つのシステムが必要となるため、指令装置が複雑化す

ることや同様なシステムを二重に運用することによる費用負担が懸念されていたこと

から、消防庁としては、平成１９年度より、２つのシステムを統合した位置情報通知シ

ステム（統合型）に関して、技術的、金銭的な面から、両システムの統合化の方式や安

定稼働性、指令システムとの連動性等に関して検討がなされました。 

平成２２年度には、７５の消防本部において位置情報システム（統合型）の導入につ

いて実証試験を行った結果、通信指令業務の改善効果のほか、費用面、運用面での効果

が確認されました。 

本実証試験により、位置情報システム（統合型）の円滑かつ安定的な運用が確認され

たことを受け、高度化された１１９番通報に係る通信指令システムが普及し、国民の安

心・安全への更なる寄与が期待されます。 

 

［添付資料］ 

○「新発信地表示システムと位置情報通知システムの統合に係る実証試験報告書」の

概要 

○「新発信地表示システムと位置情報通知システムの統合に係る実証試験」参加機関 

 

※ 報告書全文は消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/）に掲載します。 
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新発信地表示システムと一情報通知システムの統合に係る実証実験の概要

ＮＴＴ加入電話からの１１９番通報 → 新発信地表示システム
携帯電話・ＩＰ電話からの１１９番通報→ 位置情報通知システム

位置情報システム（統合型）

実証実験の背景

・消防本部の位置情報システムの複雑化

・フレームリレー網使用料や新発信地表示システムの保守費
用の負担

位置情報システム（統合型）の概要



新発信地表示システムと一情報通知システムの統合に係る実証実験の概要

実証実験の結果

目的 試験名 試験内容 試験結果

システム
の基本
機能及び
基本性
能の確
認

基本機能
確認試験

ＮＴＴ加入電話及び携帯・ＩＰ電話からの１１９番通報に係る位置情報
の通知及び取得機能が技術的条件書に則り正常に動作することを
確認する試験

一部の指令台では、位置情報取得
件数がＮＴＴ東西の検知件数と一致
しない等の不具合があったが試験
期間中に対処完了。

性能評価
試験

新発信地表示システムとの性能比較を行うために、ＮＴＴ加入電話か
らの１１９番通報に係る位置情報取得の所要時間を計測する試験

位置情報の取得要求から結果が表
示されるまでの時間が５秒以内とな
り、問題なし。

シーケン
ス確認試
験

ＮＴＴ加入電話からの１１９番通報に係る位置情報取得時に発生する
センタ設備と端末設備間の電文シーケンスの不具合が、どれくらい
の頻度で起こり得るかを確認する試験

ＮＴＴ東西の加入電話について約０．
３２％の割合で一情報取得に失敗
したが、指令台メーカの改修により
自動的に回避できるようになった。

指令シス
テムとの
連動性
の確認

運用評価
試験

実際の１１９番通報を模したシナリオを用いて、システム導入前後の
通報位置特定に係る所要時間を計測する試験

システム導入前と比較して、通報位
置特定に係る所要時間が短くなっ
ていることが確認された。

携帯電話
応用試験

移動中などの状況下で携帯電話による１１９番通報を実施した際に、
指令システムにどのように位置情報が表示され、どの程度通信指令
業務に有効であるかを評価する試験

静止状態及び移動状態いずれも取
得された位置情報は概ね通報して
いる地点と一致していた。

システム
の信頼
性の確
認

長時間耐
久性試験

システム導入後６か月を経過した時点で、ＮＴＴ加入電話からの１１９
番通報に係る位置情報取得の所要時間に変化があるかを確認する
試験

システムの経年劣化が見られない
ことが確認された。

負荷耐性
試験

実証試験に参加する全ての消防本部により、一斉にＮＴＴ加入電話
からの１１９番通報に係る位置情報取得を実施し、センタ設備に負荷
がかかった状態においてもシステムが正常に動作することを確認す
る試験

８２消防本部から一斉に、５回／分
ずつ位置情報の照会を行っても新
発信地センタ・サーバの処理能力
は平常時と概ね変わりがなかった。
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「新発信地表示システムと位置情報通知システムの統合に係る実証試験」参加機関 

 

１ 消防本部 

No. 都道府県 消防本部名 

1 北海道 函館市消防本部 

2 青森県 青森地域広域消防事務組合消防本部 

3 宮城県 栗原市消防本部 

4 秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部 

5 秋田県 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 

6 山形県 天童市消防本部 

7 福島県 須賀川地方広域消防本部 

8 茨城県 鹿行広域事務組合消防本部 

9 茨城県 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部 

10 茨城県 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部 

11 茨城県 常陸太田市消防本部 

12 栃木県 日光市消防本部 

13 群馬県 渋川広域消防本部 

14 群馬県 利根沼田広域消防本部 

15 埼玉県 久喜地区消防組合 

16 埼玉県 吉川松伏消防組合消防本部 

17 埼玉県 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 

18 埼玉県 深谷市消防本部 

19 千葉県 野田市消防本部 

20 千葉県 銚子市消防本部 

21 千葉県 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 

22 神奈川県 伊勢原市消防本部 

23 神奈川県 湯河原町消防本部 

24 新潟県 十日町地域消防本部 

25 新潟県 南魚沼市消防本部 

26 富山県 射水市消防本部 

27 富山県 砺波広域圏事務組合消防本部 

28 富山県 氷見市消防本部 

29 石川県 七尾鹿島広域圏事務組合消防本部 

30 福井県 南越消防組合消防本部 

31 山梨県 甲府地区広域行政事務組合消防本部 

32 岐阜県 不破消防組合消防本部 

33 岐阜県 郡上市消防本部 

34 岐阜県 羽島郡広域連合消防本部 

35 静岡県 焼津市消防防災局 
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No. 都道府県 消防本部名 

36 静岡県 牧之原市御前崎市広域施設組合消防本部 

37 静岡県 吉田町牧之原市広域施設組合消防本部 

38 静岡県 伊東市消防本部 

39 愛知県 一宮市消防本部 

40 愛知県 瀬戸市消防本部 

41 三重県 津市消防本部 

42 三重県 鈴鹿市消防本部 

43 三重県 伊勢市消防本部 

44 滋賀県 愛知郡広域行政組合消防本部 

45 滋賀県 甲賀郡広域行政組合消防本部 

46 京都府 乙訓消防組合消防本部 

47 大阪府 熊取町消防本部 

48 大阪府 交野市消防本部 

49 大阪府 貝塚市消防本部 

50 大阪府 和泉市消防本部 

51 大阪府 箕面市消防本部 

52 兵庫県 篠山市消防本部 

53 兵庫県 宍粟市消防本部 

54 奈良県 中和広域消防組合消防本部 

55 和歌山県 紀美野町消防本部 

56 和歌山県 日高広域消防事務組合消防本部 

57 島根県 雲南消防本部 

58 島根県 江津邑智消防組合消防本部 

59 島根県 浜田市消防本部 

60 島根県 出雲市消防本部 

61 岡山県 新見市消防本部 

62 広島県 尾道市消防局 

63 徳島県 板野東部消防組合消防本部 

64 香川県 三観広域行政組合消防本部 

65 愛媛県 八幡浜地区施設事務組合消防本部 

66 福岡県 粕屋南部消防組合消防本部 

67 福岡県 久留米広域消防組合消防本部 

68 福岡県 八女消防本部 

69 長崎県 島原地域広域市町村圏組合消防本部 

70 熊本県 水俣芦北広域行政事務組合消防本部 

71 熊本県 八代広域消防本部 

72 宮崎県 都城市消防局 

73 宮崎県 宮崎県東児湯消防組合消防本部 
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No. 都道府県 消防本部名 

74 鹿児島県 大隈肝属地区消防組合消防本部 

75 沖縄県 比謝川行政事務組合ニライ消防本部 

計 75消防本部 

 

※参考：平成21年度実証試験参加消防本部 

No. 都道府県 消防本部名 

1 岩手県 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 

2 栃木県 鹿沼市消防本部 

3 埼玉県 さいたま市消防局 

4 長野県 長野市消防局 

5 和歌山県 那賀消防組合消防本部 

6 山口県 周南市消防本部 

7 沖縄県 那覇市消防本部 

計 7消防本部 

 

２ 電話事業者 

(1) NTT東西 

電話事業者 事業者名 

NTT東西 
東日本電信電話株式会社 

西日本電信電話株式会社 

計 2事業者 

 

(2) 携帯電話事業者 

電話事業者 事業者名 

携帯電話事業者 

株式会社NTTドコモ 

KDDI株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

イー・モバイル株式会社 

計 4事業者 

 

(3) IP電話事業者 

電話事業者 事業者名 

IP電話事業者 
東日本電信電話株式会社 

西日本電信電話株式会社 
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電話事業者 事業者名 

NTTコミュニケーションズ株式会社 

KDDI株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

株式会社ケイ・オプティコム 

株式会社STNet 

九州通信ネットワーク株式会社 

株式会社ジュピターテレコム 

株式会社テクノロジーネットワークス 

中部テレコミュニケーション株式会社 

株式会社UCOM 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

計 14事業者 

 

３ IP-VPN回線事業者 

IP-VPN 回線事業者 事業者名 

IP-VPN回線事業者 

株式会社NTTデータ 

NTTコミュニケーションズ株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

計 3事業者 

 

４ 指令台メーカー 

指令台メーカー メーカー名 

指令台メーカー 

日本電気株式会社 

沖電気工業株式会社 

株式会社富士通ゼネラル 

富士通株式会社 

株式会社日立製作所 

計 5メーカー 
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