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E911のホームページ
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話が混雑時においてもどのぐらいの品質

警察
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込み、これに基づいて電話をかける相手
を選択するシステムを実現している。また、

パケットをクラス別に分類し、それぞれで優先処理をする仕組み。
プロバイダーのバックボーンネットワークなど各クラスについて統一した取り扱いをする範囲をDSドメインと呼び、パケッ
トがDSドメインに入る際にそのトラフィック
（IPパケット）
の種別に応じてルータでクラスを付け
（図ではIPパケットにクラ
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（ヘッダの模様）
をはずしている。
DSドメイン内では同じ模様のIPパケットは同じ優先度の扱いを受ける。DiffServについては、RFC 2474、RFC 2475
等で定義されている。
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＊1 E911：Phase I、Phase IIの2段階で準備することが想定されており、Phase Iでは発信者の電話番号及びその携帯電話が接続さ
れている基地局の位置を通知する機能、Phase IIではさらにGPS等を用いて50m〜100m程度の精度で携帯電話の位置を通知
する機能を搭載することを求めている。
＊2 DNS:Domain Name System、ホスト名から対応するIPアドレスを取得できるようにするサービスを提供するシステム。
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