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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う１つまたは複数の第一の無線基地局と、前
記第一の通信規格よりも低速である第二の通信規格によって前記移動機と通信を行う１つ
または複数の第二の無線基地局と、によって構成される移動通信システムにおいて用いら
れる、データ転送システムであって、
　サーバから送信された第一のデータよりもサイズの小さい第二のデータを、前記移動機
のユーザが第一の方法を指定した場合は前記第一のデータに対して画質を落とす処理を施
すことによって生成し、前記ユーザが第二の方法を指定した場合は前記第一のデータに対
して動画像をカットし音声を残す処理を施すことによって生成する、縮小データ生成手段
と、
　前記移動機が前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのいずれかのエリアに属す
るときは前記第一のデータを前記移動機へ送信するが、前記ユーザが前記第一の方法また
は前記第二の方法を指定した場合において前記移動機が前記１つまたは複数の第二の無線
基地局のうちのいずれかのエリアに属するときは前記第一のデータの代わりに前記第二の
データを送信し、前記ユーザが第三の方法を指定した場合において前記移動機が前記１つ
または複数の第二の無線基地局のうちのいずれかのエリアにあるときは前記第一のデータ
を送信するのを停止し、その後前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのいずれか
のエリアに前記移動機が属したら前記第一のデータの未送信の部分を送信する、データ転
送手段と、
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　を有することを特徴とするデータ転送システム。
【請求項２】
　前記縮小データ生成手段は、前記ユーザが第一の方法を指定した場合は、前記１つまた
は複数の第二の無線基地局のうちの前記移動機が属する第二の無線基地局から前記移動機
への通信速度に応じて前記第一のデータに係る動画像の画質を落とすことによって前記第
二のデータを生成する、
　請求項１記載のデータ転送システム。
【請求項３】
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う１つまたは複数の第一の無線基地局と、前
記第一の通信規格よりも低速である第二の通信規格によって前記移動機と通信を行う１つ
または複数の第二の無線基地局と、によって構成される移動通信システムにおいて、
　サーバと前記１つまたは複数の第一の無線基地局および前記１つまたは複数の第二の基
地局との間にデータ転送システムを設けておき、
　前記データ転送システムに、
　前記サーバから送信された第一のデータよりもサイズの小さい第二のデータを、前記移
動機のユーザが第一の方法を指定した場合は前記第一のデータに対して画質を落とす処理
を施すことによって生成し、前記ユーザが第二の方法を指定した場合は前記第一のデータ
に対して動画像をカットし音声を残す処理を施すことによって生成させ、
　前記移動機が前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのいずれかのエリアに属す
るときは前記第一のデータを前記移動機へ送信させるが、前記ユーザが前記第一の方法ま
たは前記第二の方法を指定した場合において前記移動機が前記１つまたは複数の第二の無
線基地局のうちのいずれかのエリアに属するときは前記第一のデータの代わりに前記第二
のデータを送信させ、前記ユーザが第三の方法を指定した場合において前記移動機が前記
１つまたは複数の第二の無線基地局のうちのいずれかのエリアにあるときは前記第一のデ
ータを送信するのを停止させ、その後前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのい
ずれかのエリアに前記移動機が属したら前記第一のデータの未送信の部分を送信させる、
　ことを特徴とするデータ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話システム、ＰＨＳ、または無線ＬＡＮなどの技術を用いた移動通信
システムにおいてマルチメディアデータなどを配信サーバから移動機に転送するシステム
および方法などに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）による移動通信システムに
おいて、移動機（端末装置）への通信つまり下りの通信の速度を向上させる技術として、
「ＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Packet Access）」が提唱されている。
【０００３】
　ＨＳＤＰＡは、Ｗ－ＣＤＭＡの技術的な仕様を大幅に変更することなく、下りの通信の
高速化および効率化を図ることができる。現在のＷ－ＣＤＭＡによると下りの通信の速度
は最高で２Ｍｂｐｓであるが、ＨＳＤＰＡを使用すると、１４Ｍｂｐｓ程度まで向上させ
ることができる。
【０００４】
　今後、ＨＳＤＰＡが普及すると、従来は困難であった、高解像度の動画像を含むコンテ
ンツつまり大量のビットレートを必要とするコンテンツの配信サービスが普及することが
、予想される。
【特許文献１】特表２００６－５００８０８号公報
【特許文献２】特表２００６－５０３４６３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＨＳＤＰＡを使用して高解像度の動画像を含むコンテンツを移動機に配信するには、次
のような課題が存在する。
【０００６】
　ＨＳＤＰＡによる通信のサービスを開始してから当分の間は、係る通信のサービスを受
けられるセルが、徐々に増えてゆく。よって、係る通信のサービスを受けられるセルと従
来のセルとが混在する。
【０００７】
　したがって、ユーザがＨＳＤＰＡのセルから従来のセルに移動するのに伴って、移動機
がコンテンツを円滑に受信することができなくなってしまうことが、起こり得る。そうす
ると、ユーザの希望通りにコンテンツを提供できなくなるおそれがある。
【０００８】
　そこで、特許文献１、２に記載される方法を用いることが考えられる。特許文献１に記
載される方法によると、下りの通信の速度に応じてストリーミングサーバからのデータの
送信のビットレートを変更する。
【０００９】
　特許文献２に記載される方法によると、セルの再選択の後に、このセルの再選択のため
にモバイルクライアント装置が受信できなかったストリーミングメディアを再送するよう
に、ストリーミングサーバに対して要求する。
【００１０】
　しかし、特許文献１、２に記載されるような従来の方法によると、ストリーミングサー
バに対して要求を行うので、ストリーミングサーバに負担が掛かってしまう。ストリーミ
ングサーバへの負荷が過大になると、データの配信が円滑に行えなくなってしまう。
【００１１】
　本発明は、このような問題点に鑑み、ＨＳＤＰＡのような新たな高速通信の規格のセル
と従来の規格とが混在した移動通信システムにおいても、データの配信を従来よりも円滑
に行い、かつ、ユーザの希望通りにコンテンツを提供できるようにすることを、目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るデータ転送システムは、第一の通信規格によって移動機と通信を行う１つ
または複数の第一の無線基地局と、前記第一の通信規格よりも低速である第二の通信規格
によって前記移動機と通信を行う１つまたは複数の第二の無線基地局と、によって構成さ
れる移動通信システムにおいて用いられる、データ転送システムであって、サーバから送
信された第一のデータよりもサイズの小さい第二のデータを、前記移動機のユーザが第一
の方法を指定した場合は前記第一のデータに対して画質を落とす処理を施すことによって
生成し、前記ユーザが第二の方法を指定した場合は前記第一のデータに対して動画像をカ
ットし音声を残す処理を施すことによって生成する、縮小データ生成手段と、前記移動機
が前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのいずれかのエリアに属するときは前記
第一のデータを前記移動機へ送信するが、前記ユーザが前記第一の方法または前記第二の
方法を指定した場合において前記移動機が前記１つまたは複数の第二の無線基地局のうち
のいずれかのエリアに属するときは前記第一のデータの代わりに前記第二のデータを送信
し、前記ユーザが第三の方法を指定した場合において前記移動機が前記１つまたは複数の
第二の無線基地局のうちのいずれかのエリアにあるときは前記第一のデータを送信するの
を停止し、その後前記１つまたは複数の第一の無線基地局のうちのいずれかのエリアに前
記移動機が属したら前記第一のデータの未送信の部分を送信する、データ転送手段と、を
有する。
【００１３】
　または、サーバから配信されるデータを移動機に中継する中継手段と、前記データを受
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信中でありかつ前記第二の無線基地局に接近している移動機を検知する接近移動機検知手
段と、前記接近移動機検知手段によって検知された移動機に前記データを中継するのを前
記中継手段に停止させる、中継停止制御手段と、前記中継手段が移動機に対して前記デー
タを中継するのを停止した後、前記サーバから配信される前記データの残りの部分を当該
移動機のために蓄積する、蓄積手段と、前記接近移動機検知手段によって検知された移動
機のうち、前記第二の無線基地局から前記第一の無線基地局にハンドオーバした移動機を
検知する、ハンドオーバ移動機検知手段と、前記ハンドオーバ移動機検知手段によって検
知された移動機に対して前記蓄積手段に当該移動機のために蓄積した前記データの残りの
部分を中継するように、前記中継手段を制御する、中継再開制御手段と、を有することを
特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る接近通知システムは、第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の
無線基地局と、前記第一の通信規格よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通
信を行う第二の無線基地局と、によって構成される移動通信システムにおいて用いられる
、接近通知システムであって、前記第一の無線基地局と通信を行っておりかつ前記第二の
無線基地局に接近している移動機を検知する接近移動機検知手段と、前記接近移動機検知
手段によって検知された移動機に対して、前記第二の無線基地局に接近している旨を通知
する、接近通知手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、ＨＳＤＰＡのような新たな高速通信の規格のセルと従来の規格とが混
在した移動通信システムにおいても、データの配信を従来よりも円滑に行い、かつ、ユー
ザの希望通りにコンテンツを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は携帯電話システム１ＫＳの全体的な構成の例を示す図、図２は携帯電話端末１の
構成の例を示す図、図３はデータ変換蓄積サーバ３のハードウェア構成の例を示す図、図
４はデータ変換蓄積サーバ３の機能的構成の例を示す図、図５は動画像変換定義データベ
ース３１１の例を示す図、図６は動画像変換部位予約データベース３１２の例を示す図、
図７は基地局制御装置２の構成の例を示す図、図８は通信中端末情報管理データベース２
０９の例を示す図である。
【００１７】
　携帯電話システム１ＫＳは、図１に示すように、携帯電話端末１、基地局制御装置２、
データ変換蓄積サーバ３、無線基地局４、およびＧＰＲＳサポートノード６などによって
構成される、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）の規格に基づく
移動通信システムである。
【００１８】
　ＧＰＲＳサポートノード６は、従来と同様に、基地局制御装置２と外部のネットワーク
（例えば、インターネットなどのＩＰネットワークまたは他のキャリアの移動通信システ
ムのネットワーク）との間でデータの交換を行う。「ＧＳＮ」などと略称で呼ばれること
もある。特に、本実施形態では、配信サーバ５から送信される動画像および音声のデータ
、つまり、マルチメディアコンテンツのデータを携帯電話端末１に中継する処理および携
帯電話端末１からのマルチメディアコンテンツのリクエストを配信サーバ５に中継する処
理を行う。
【００１９】
　なお、配信サーバ５は、映画、コンサート、スポーツ中継、ニュース、授業などのマル
チメディアコンテンツのデータを配信するストリーミングサーバである。以下、マルチメ
ディアコンテンツを再生するためのデータを「マルチメディアデータ」と記載する。配信
サーバ５は、マルチメディアデータをストリーミング技術によって配信するので、後に説
明する携帯電話端末１は、マルチメディアデータをすべてダウンロードし終えてからマル
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チメディアコンテンツを再生するのではなく、ダウンロードしながら再生する。
【００２０】
　無線基地局４は、従来と同様に、基地局制御装置２からの制御信号に従って、携帯電話
端末１との間で無線信号の送受信を行う。「Ｎｏｄｅ－Ｂ」、「基地局」、「無線局」、
「ＢＳ（Base Station）」、または「ＢＴＳ（Base Transceiver Station）」などと呼ば
れることもある。携帯電話システム１ＫＳには、ＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Pack
et Access）による通信を行う無線基地局４と、ＨＳＤＰＡに非対応の無線基地局４とが
混在している。以下、ＨＳＤＰＡによる通信を行う無線基地局４およびＨＳＤＰＡに非対
応の無線基地局４をそれぞれ「ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈ」および「ＨＳＤＰＡ非対
応無線基地局４Ｎ」と区別して記載することがある。
【００２１】
　ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎは、最高で２Ｍｂｐｓ程度の速さでしか携帯電話端末
１にデータを送信することができないが、ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈは、最高で約１
４Ｍｂｐｓの速さで、携帯電話端末１にデータを送信することができる。
【００２２】
　携帯電話端末１は、ユーザが使用する端末装置である。「移動機」、「移動局」、また
は「ＭＳ（Mobile Station）」などと呼ばれることもある。
【００２３】
　携帯電話端末１は、図２に示すような、コンテンツ選択処理部１０１、ヒューマンイン
タフェース部１０２、無線通信制御部１０３、データ要求制御部１０４、およびコンテン
ツ再生部１０５などによって構成される。
【００２４】
　無線通信制御部１０３は、無線基地局４との間で通信を行うモジュールである。ヒュー
マンインタフェース部１０２は、液晶パネル、スピーカ、マイク、および操作ボタンなど
からなる、ＨＭＩ（Human Machine Interface）である。無線通信制御部１０３およびヒ
ューマンインタフェース部１０２は、従来のＭＳに備わっているものと同じである。
【００２５】
　コンテンツ選択処理部１０１は、マルチメディアコンテンツのタイトルなどの情報を配
信サーバ５から取得し、配信を受けるマルチメディアコンテンツをユーザに選択させるた
めの一覧画面をヒューマンインタフェース部１０２の操作パネルに表示させる。
【００２６】
　データ要求制御部１０４は、一覧画面の中からユーザが選択したマルチメディアコンテ
ンツのマルチメディアデータを配信するように、現在、その携帯電話端末１が位置するセ
ルの無線基地局４を介して配信サーバ５に対して要求する。
【００２７】
　データ要求制御部１０４およびコンテンツ選択処理部１０１の上述の処理は、従来通り
、アプリケーションをＣＰＵで実行することによって実現される。本実施形態では、さら
に、コンテンツ選択処理部１０１は、マルチメディアデータの配信を受けている最中にそ
の携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルに移動した場合にどのような
方法でそのマルチメディアデータの残りの部分の配信を受けるのかをユーザに選択させる
画面を操作パネルに表示させる。データ要求制御部１０４は、ユーザが選択した配信方法
を示す配信方法データ８Ｂを、無線基地局４を介して基地局制御装置２に送信する。これ
らの処理も、アプリケーションによって実現される。
【００２８】
　コンテンツ再生部１０５は、無線通信制御部１０３によって受信されたマルチメディア
データを用いて、マルチメディアコンテンツを再生する。コンテンツ再生部１０５は、既
存のアプリケーションによって実現される。
【００２９】
　ユーザは、次の（方法Ａ）～（方法Ｃ）のうちのいずれかを、ＨＳＤＰＡ非対応無線基
地局４Ｎのセルに移動した場合の配信方法として指定することができる。
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（方法Ａ）　画質を落として継続：マルチメディアコンテンツの中の動画像の画質を落と
してマルチメディアデータの配信を受ける。
（方法Ｂ）　音声のみ受信：マルチメディアコンテンツの中の音声のみの配信を受ける。
つまり、動画像をカットする。
（方法Ｃ）　サーバに蓄積：ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎと通信を行っている間は一
時的にマルチメディアデータの配信を受けるのを停止し、続きの部分をデータ変換蓄積サ
ーバ３に蓄積する。そして、ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈとの通信が再び可能になった
ら、蓄積した部分からマルチメディアデータの配信を受けるのを再開する。
【００３０】
　図１に戻って、データ変換蓄積サーバ３は、上記の（方法Ａ）～（方法Ｃ）を実現する
ための処理を行う。つまり、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎと通信中なので高速通信が
できない携帯電話端末１のために、マルチメディアデータを、動画像の画質を落としたり
、動画像をカットして音声のみにしたりすることによって、小さくする処理を行う。また
は、マルチメディアデータを蓄積しておき、携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ対応無線基地局
４Ｈとの通信を再開してから、そのままの質のマルチメディアデータを配信する処理を行
う。
【００３１】
　データ変換蓄積サーバ３は、図３に示すように、ＣＰＵ３０ａ、ＲＡＭ３０ｂ、ＲＯＭ
３０ｃ、ハードディスク３０ｄ、および通信インタフェース３０ｅなどによって構成され
る。
【００３２】
　通信インタフェース３０ｅは、基地局制御装置２と通信を行うためのＮＩＣ（Network 
Interface Card）または無線通信モジュールなどである。
【００３３】
　ＲＯＭ３０ｃまたはハードディスク３０ｄには、図４に示すようなＲＮＣ通信制御部３
０１、データ変換分析部３０２、データ変換等制御部３０３、変換配信部位プール部３０
４、動画像変換定義データベース３１１、およびデータ変換部位予約データベース３１２
などの機能を実現するためのコンピュータプログラムおよびデータがインストールされて
いる。これらのコンピュータプログラムおよびデータは必要に応じてＲＡＭ３０ｂにロー
ドされ、ＣＰＵ３０ａによってコンピュータプログラムが実行される。
【００３４】
　図４において、ＲＮＣ通信制御部３０１は、基地局制御装置２との通信を行うために通
信インタフェース３０ｅを制御する。
【００３５】
　動画像変換定義データベース３１１には、図５に示すような、どれくらいの通信速度（
伝送速度）のときにどれくらいの配信ビットレートでマルチメディアデータを送信するの
が好ましいかを定義したデータが記憶されている。
【００３６】
　なお、動画像変換定義データベース３１１の内容は、無線基地局４から携帯電話端末１
への下り回線の通信のトラフィックなどネットワークに関する情報の統計結果に応じて、
保守者が設定または変更を行う。伝送速度に対する配信ビットレートは、余裕を持って少
し低めに設定するのが望ましい。
【００３７】
　データ変換分析部３０２は、マルチメディアデータに対してどのような処理を施すのか
を、基地局制御装置２から提供される情報を分析することによって、決定する。また、そ
の結果に応じて、データ変換等制御部３０３または変換配信部位プール部３０４に、次の
ような処理を実行させる。
【００３８】
　データ変換等制御部３０３は、マルチメディアデータのコーデックまたは蓄積の予約を
データ変換部位予約データベース３１２に登録する処理を行う。さらに、コーデックの予



(7) JP 4722028 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

約を呼び出し、そのコーデックを実行する。特に、動画像の画質を落とし、または、動画
像をカットし音声部分のみを残すことによって、マルチメディアデータのサイズを小さく
するコーデックを行う。また、蓄積の予約を呼び出し、マルチメディアデータを所定の記
憶領域に記憶させる処理を行う。
【００３９】
　データ変換部位予約データベース３１２には、図６に示すように、どの携帯電話端末１
に対してどのようなマルチメディアデータを配信するのかを示すデータが、登録されてい
る。
【００４０】
　変換配信部位プール部３０４は、データ変換等制御部３０３によってコーデックされた
マルチメディアデータまたは蓄積されたマルチメディアデータが携帯電話端末１に宛てて
配信されるように、ＲＮＣ通信制御部３０１に指令を与える。
【００４１】
　図４に示す各部の詳細な処理内容は、携帯電話端末１のユーザが指定した、上述の（方
法Ａ）～（方法Ｃ）によって異なる。これについては、後に説明する。
【００４２】
　図１に戻って、基地局制御装置２は、従来と同様に、通話を開始する携帯電話端末１に
対する無線チャネルの設定（発着信接続制御）、携帯電話端末１の移動に伴うハンドオー
バの制御、ダイバシチーハンドオーバ制御、チャネルの開放（終話制御）などが実行され
るように、無線基地局４を制御する。基地局制御装置２は、「ＲＮＣ（Radio Network Co
ntroller）」または「ＢＳＣ（Base Station Controller）」などと呼ばれることもある
。
【００４３】
　また、基地局制御装置２は、配信サーバ５から発信されたマルチメディアデータを携帯
電話端末１に中継する処理を行う。さらに、必要に応じて、マルチメディアデータに対す
る処理をデータ変換蓄積サーバ３に施させ、そのマルチメディアデータを携帯電話端末１
に中継する。
【００４４】
　基地局制御装置２は、図７に示すような、Ｂ－Ｎｏｄｅ通信部２０１、呼制御部２０２
、ＧＳＮ通信部２０３、データ変換制御部２０４、配信データ切換制御部２０５、データ
変換蓄積サーバ通信部２０６、ハンドオーバ制御部２０７、データ受信制御部２０８、通
信中端末情報管理データベース２０９、およびデータ配信制御部２１０などが設けられて
いる。これら全部または一部を、ハードウェアのみによって実現してもよいし、ソフトウ
ェアをＣＰＵに実行させハードウェアを制御することによって実現してもよい。
【００４５】
　ＧＳＮ通信部２０３は、ＧＰＲＳサポートノード６（ＧＳＮ）と通信を行う。Ｂ－Ｎｏ
ｄｅ通信部２０１は、無線基地局４（Ｂ　Ｎｏｄｅ）と通信を行う。呼制御部２０２は、
呼接続を制御する。ハンドオーバ制御部２０７は、携帯電話端末１の移動に伴って、その
携帯電話端末１との通信を行う無線基地局４の切換えつまりハンドオーバの制御を行う。
　　　
【００４６】
　データ変換蓄積サーバ通信部２０６は、データ変換蓄積サーバ３と通信を行うハードウ
ェアモジュールである。
【００４７】
　データ変換制御部２０４は、マルチメディアデータの変換の処理または蓄積の処理をデ
ータ変換蓄積サーバ３に実行させるための制御を行う。
【００４８】
　配信データ切換制御部２０５は、携帯電話端末１に送信するマルチメディアデータの切
換えの処理を行う。
【００４９】
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　データ受信制御部２０８は、上位ノードつまりＧＰＲＳサポートノード６から発信され
ＧＳＮ通信部２０３によって受信されたデータをデータ配信制御部２１０またはデータ変
換蓄積サーバ通信部２０６に送出する。
【００５０】
　データ配信制御部２１０は、マルチメディアデータが携帯電話端末１に配信されるよう
にＢ－Ｎｏｄｅ通信部２０１を制御する。
【００５１】
　通信中端末情報管理データベース２０９には、図８に示すように、その基地局制御装置
２の配下にある無線基地局４と現在通信中である携帯電話端末１ごとの端末管理データ８
Ａが保存される。
【００５２】
　端末管理データ８Ａにおいて、「端末識別番号」は、その端末管理データ８Ａに係る携
帯電話端末１を他の携帯電話端末１と識別するための識別情報である。「使用中セル識別
番号」は、その携帯電話端末１が現在通信を行っている無線基地局４のセルを他の無線基
地局４のセルと識別するための識別情報である。
【００５３】
　「通信状態」は、その携帯電話端末１が現在行っている下りの通信の状態を示す。「通
信状態」が「パケット高速通信」である場合は、その携帯電話端末１が現在、ＨＳＤＰＡ
による通信つまり高速通信を行っていることを、意味する。「パケット低速通信」である
場合は、ＨＳＤＰＡによらない通信つまり低速通信を行っていることを、意味する。すな
わち、「通信状態」が「パケット高速通信」であればその携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ対
応無線基地局４Ｈとパケット通信を行っており、「パケット低速通信」であればＨＳＤＰ
Ａ非対応無線基地局４Ｎとパケット通信を行っていることが、分かる。
【００５４】
　「動画配信方法」は、その携帯電話端末１がＨＳＤＰＡによる通信を行うことができな
い場合つまりＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルに位置する場合に、マルチメディア
データの配信をどのような方法で受けるのかを、示す。
【００５５】
　その基地局制御装置２の配下の無線基地局４と携帯電話端末１とが新たに通信を開始す
ると、その携帯電話端末１の端末管理データ８Ａが通信中端末情報管理データベース２０
９に登録される。なお、その端末管理データ８Ａの「配信方法」の値は、その携帯電話端
末１から送信されてきた配信方法データ８Ｂに基づいている。
【００５６】
　また、端末管理データ８Ａの「使用中セル識別番号」の値は、その携帯電話端末１が通
信を行う相手がその基地局制御装置２の配下の他の無線基地局４にハンドオーバされるご
とに、更新される。また、ハンドオーバされることによって、通信速度などの状態が変化
した場合は、「通信状態」の値がそれに合わせて更新される。
【００５７】
　ただし、通信の相手が他の基地局制御装置２の配下にある無線基地局４に変更（ハンド
オーバ）された場合は、その端末管理データ８Ａは、通信中端末情報管理データベース２
０９から削除される。その代わりに、当該他の基地局制御装置２の通信中端末情報管理デ
ータベース２０９に新たにその携帯電話端末１の端末管理データ８Ａが登録される。
【００５８】
　また、携帯電話端末１が通信を終了した場合も、その携帯電話端末１の端末管理データ
８Ａが通信中端末情報管理データベース２０９から削除される。
【００５９】
　次に、配信サーバ５から発信されたマルチメディアデータを携帯電話端末１に中継する
際の基地局制御装置２およびデータ変換蓄積サーバ３の各部の処理内容を、さらに詳細に
説明する。
【００６０】
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　〔マルチメディアデータの配信の開始時の処理〕
　図９は携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接近する前のマルチメディ
アデータＭＤ０の処理の流れの例を示す図である。
【００６１】
　前述のように、ユーザは、配信サーバ５からマルチメディアデータの配信を受ける前に
、低速通信時の配信方法を選択する。すると、その配信方法を示す配信方法データ８Ｂが
、現在そのユーザの携帯電話端末１と通信を行っているＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈを
制御する基地局制御装置２に送信される。その基地局制御装置２の通信中端末情報管理デ
ータベース２０９に記憶されているその携帯電話端末１の端末管理データ８Ａの「配信方
法」に、その配信方法データ８Ｂの示す配信方法が登録される。
【００６２】
　そして、従来通り、配信サーバ５から発信されたマルチメディアデータは、図９に丸数
字で示す順番の通り、ＧＰＲＳサポートノード６、基地局制御装置２のＧＳＮ通信部２０
３、データ受信制御部２０８、データ配信制御部２１０、Ｂ－Ｎｏｄｅ通信部２０１、お
よびＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈを経由して、その携帯電話端末１に届けられる。そし
て、その携帯電話端末１は、受信したマルチメディアデータに基づいてマルチメディアコ
ンテンツを再生し、動画像を液晶パネルに表示しスピーカから音声を出力する。
【００６３】
　以下、配信サーバ５から発信されるマルチメディアデータを「マルチメディアデータＭ
Ｄ０」と記載する。
【００６４】
　その後、ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈと通信中である携帯電話端末１が移動すると、
ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルに接近することがある。
【００６５】
　〔配信方法の切換えの準備の処理〕
　基地局制御装置２において、配信データ切換制御部２０５は、ＨＳＤＰＡ対応無線基地
局４Ｈと通信中である携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接近している
ことを検知する。例えば、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎがその携帯電話端末１から受
信する電波の強さが所定の値以上になった場合に、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接
近していると検知すればよい。または、ハンドオーバ制御部２０７がその携帯電話端末１
をＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨからＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎにハンドオーバさ
せようとしたことに基づいて、検知してもよい。
【００６６】
　配信データ切換制御部２０５は、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接近していること
を検知すると、その携帯電話端末１に対して、マルチメディアデータの配信方法を変更す
る旨を通知するとともに、配信方法を変更するための処理を実行するように、データ変換
蓄積サーバ３に対して指令する。この際に、その携帯電話端末１の端末管理データ８Ａに
示される配信方法および端末識別番号と接近しているＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎか
らの下りの通信速度とを示す配信変更属性データ８Ｃを、データ変換蓄積サーバ３に送信
する。
【００６７】
　データ変換蓄積サーバ３において、ＲＮＣ通信制御部３０１によって配信変更属性デー
タ８Ｃが受信されると、データ変換分析部３０２は、その配信変更属性データ８Ｃを次の
ように分析し、データ変換等制御部３０３は、その分析結果に応じて動画像変換部位予約
データベース３１２に、次のように、マルチメディアデータＭＤ０のコーデックまたは蓄
積の予約を行う。
【００６８】
　データ変換分析部３０２は、配信変更属性データ８Ｃに示される配信方法をチェックす
る。
【００６９】
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　配信方法が「画質を落として継続」である場合は、さらに、その配信変更属性データ８
Ｃに示される下りの通信速度と図５の動画像変換定義データベース３１１とを照合するこ
とによって、その通信速度に好適な、マルチメディアデータの配信ビットレートを決定す
る。そして、動画像変換部位予約データベース３１２の中の空いている画像変換部位（エ
リア、レコード）を検索し、その画像変換部位に、その配信変更属性データ８Ｃに示され
る端末識別番号および配信方法と決定した配信ビットレートとを示す情報を、格納する。
これにより、予約が完了する。
【００７０】
　例えば、接近しているＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎの下りの伝送速度が「１２８ｋ
ｂｐｓ」であれば、「１００＜Ｓ≦２００」のレコードより、配信ビットレートを「３２
ｋｂｐｓ」に決定する。
【００７１】
　配信方法が「音声のみ配信」または「サーバに蓄積」である場合は、動画像変換部位予
約データベース３１２の中の空いている画像変換部位に、その配信変更属性データ８Ｃに
示される端末識別番号および配信方法を示す情報を、格納する。これにより、予約が完了
する。配信ビットレートの算出は行わない。
【００７２】
　予約が完了することによって、マルチメディアデータＭＤ０の変換または蓄積のための
リソースがデータ変換蓄積サーバ３に確保される。これにより、配信方法の切換えの準備
が完了する。
【００７３】
　〔配信方法の切換え〕
　図１０は携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接近したことが検知され
てから再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈにハンドオーバされるまでの間のマルチメディ
アデータＭＤ０の処理の流れの例を示す図、図１１は携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ非対応
無線基地局４Ｎに接近したことが検知されてから再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈにハ
ンドオーバされるまでの間のマルチメディアデータＭＤ０の処理の流れの他の例を示す図
である。
【００７４】
　基地局制御装置２の呼制御部２０２は、配信方法を切り換える準備が完了したら、送信
先の携帯電話端末１に対して、これから切換えを行うことを通知する。
【００７５】
　そして、基地局制御装置２およびデータ変換蓄積サーバ３の各部は、ユーザが選択した
配信方法によって、次のような処理を行う。
【００７６】
　（１）　ユーザが選択した配信方法が「画質を落として継続」である場合
　ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎに接近している携帯電話端末１へのマルチメディアデ
ータの配信方法の切換えの準備が完了すると、基地局制御装置２の配信データ切換制御部
２０５の制御処理によって、データ変換制御部２０４およびデータ配信制御部２１０は、
次のような処理を行う。
【００７７】
　データ変換制御部２０４は、動画像の画質を落とす処理をその携帯電話端末１へのマル
チメディアデータＭＤ０に施すように、データ変換蓄積サーバ通信部２０６を介してデー
タ変換蓄積サーバ３に対して指令する。この際に、その携帯電話端末１の端末識別番号を
データ変換蓄積サーバ３に通知しておく。さらに、配信サーバ５から引き続き送信されて
くる、その携帯電話端末１のためのマルチメディアデータＭＤ０の続きの部分を、データ
変換蓄積サーバ３に転送させる。
【００７８】
　すると、データ変換蓄積サーバ３において、動画像変換部位予約データベース３１２（
図６参照）に登録されている、その携帯電話端末１の予約の「配信ビットレート」に基づ
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いて、データ変換等制御部３０３は、基地局制御装置２から転送されてくるマルチメディ
アデータＭＤ０に対して動画像の画質を落とすコーデックの処理を施す。つまり、その配
信ビットレートで送信可能な画質まで、動画像の画質を落とす。フレームレートを下げる
ことによって画質を落としてもよいし、解像度を下げることによって画質を落としてもよ
い。以下、画質を落とすコーデックの処理が施されたマルチメディアデータＭＤ０を「マ
ルチメディアデータＭＤ１」と記載する。
【００７９】
　変換配信部位プール部３０４は、マルチメディアデータＭＤ１を、転送元の基地局制御
装置２に送信する。
【００８０】
　基地局制御装置２において、データ配信制御部２１０は、マルチメディアデータＭＤ１
がデータ変換蓄積サーバ３から送信されてくると、その携帯電話端末１にマルチメディア
データＭＤ０を送信するのを停止し、その代わりに、マルチメディアデータＭＤ１をその
携帯電話端末１に送信する。
【００８１】
　以上説明したように、マルチメディアデータは、図１０に丸数字で示す順番の通りに処
理され携帯電話端末１に配信されるようになる。その携帯電話端末１は、受信したマルチ
メディアデータＭＤ１に基づいて、当初よりも画質の低いマルチメディアコンテンツを再
生し、動画像を液晶パネルに表示しスピーカから音声を出力する。
【００８２】
　（２）　ユーザが選択した配信方法が「音声のみ受信」である場合
　この場合の各部の処理の内容は、上述の「画質を落として継続」の場合と基本的に同様
である。
【００８３】
　ただし、データ変換制御部２０４は、動画像をカットする処理をその携帯電話端末１へ
のマルチメディアデータＭＤ０に施すように、データ変換蓄積サーバ３に対して指令する
。
【００８４】
　データ変換蓄積サーバ３のデータ変換等制御部３０３は、基地局制御装置２から転送さ
れてくるマルチメディアデータＭＤ０に対して動画像の部分をカット（削除）し音声の部
分を残すコーデックの処理を施す。以下、動画像の部分をカットするコーデックの処理が
施されたマルチメディアデータＭＤ０を「マルチメディアデータＭＤ２」と記載する。
【００８５】
　そして、このマルチメディアデータＭＤ２は、上述の「画質を落として継続」の場合と
同様に、図１０に示すような順序で携帯電話端末１に届けられる。その携帯電話端末１は
、受信したマルチメディアデータＭＤ２に基づいて音声のみの再生を行う。
【００８６】
　（３）　ユーザが選択した配信方法が「サーバに蓄積」である場合
　データ変換制御部２０４は、マルチメディアデータＭＤ０を蓄積する処理を実行するよ
うにデータ変換蓄積サーバ３に対して指令する。この際に、「画質を落として継続」およ
び「音声のみ受信」の場合と同様に、その携帯電話端末１の端末識別番号をデータ変換蓄
積サーバ３に通知しておく。さらに、配信サーバ５から引き続き送信されてくる、その携
帯電話端末１のためのマルチメディアデータＭＤ０の続きの部分を、データ変換蓄積サー
バ３に転送させる。
【００８７】
　データ配信制御部２１０は、その携帯電話端末１へのマルチメディアデータＭＤ０の送
信を停止する。
【００８８】
　データ変換蓄積サーバ３において、データ変換等制御部３０３は、基地局制御装置２か
ら転送されてくるマルチメディアデータＭＤ０を所定の記憶領域に蓄積（保存）する処理
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を開始する。以下、所定の記憶領域に蓄積されたマルチメディアデータＭＤ０を「マルチ
メディアデータＭＤ３」と記載する。
【００８９】
　マルチメディアデータＭＤ０は、図１１に丸数字で示す順番の通りに処理され、データ
変換蓄積サーバ３に蓄積される。携帯電話端末１への配信は、停止する。その携帯電話端
末１は、マルチメディアコンテンツの再生を停止する。
【００９０】
　〔配信方法の再切換え〕
　図１２は携帯電話端末１が再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈにハンドオーバされた後
のマルチメディアデータＭＤ０、ＭＤ３の処理の流れの例を示す図である。
【００９１】
　ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎと通信していた携帯電話端末１がＨＳＤＰＡ対応無線
基地局４Ｈにハンドオーバされたことが検知されると、本来の質のマルチメディアデータ
がその携帯電話端末１に配信されるように、基地局制御装置２の各部およびデータ変換蓄
積サーバ３の各部は、次のような処理を行う。
【００９２】
　（１）　ユーザが選択した配信方法が「画質を落として継続」または「音声のみ受信」
である場合
　基地局制御装置２において、配信データ切換制御部２０５は、配信サーバ５から引き続
き送信されてくる、その携帯電話端末１のためのマルチメディアデータＭＤ０の続きを、
データ変換蓄積サーバ３に転送するのを停止させる。その代わりに、そのマルチメディア
データＭＤ０の続きをそのままその携帯電話端末１に送信するように、データ配信制御部
２１０を制御する。
【００９３】
　また、携帯電話端末１に対して、本来の質に戻してマルチメディアコンテンツを継続す
る旨を通知する。
【００９４】
　データ変換蓄積サーバ３において、その携帯電話端末１のための予約が動画像変換部位
予約データベース３１２（図６参照）から開放され（つまり、「空」にされ）、そのマル
チメディアデータＭＤ０をマルチメディアデータＭＤ１に変換する処理を終了する。
【００９５】
　これにより、マルチメディアデータＭＤ０は、再び、図９に丸数字で示す順番の通りに
処理され、その携帯電話端末１に届けられる。そして、その携帯電話端末１は、本来の質
のマルチメディアコンテンツを再生する。
【００９６】
　（２）　ユーザが選択した配信方法が「サーバに蓄積」である場合
　配信データ切換制御部２０５は、その携帯電話端末１のために蓄積しているマルチメデ
ィアデータＭＤ３を配信するように、データ変換蓄積サーバ３に対して指令する。
【００９７】
　すると、データ変換蓄積サーバ３において、変換配信部位プール部３０４は、所定の記
憶領域に蓄積されているマルチメディアデータＭＤ３の出力を開始する。そのマルチメデ
ィアデータＭＤ３は、図１２の丸数字１３以降の順序の通り、ＲＮＣ通信制御部３０１、
データ変換蓄積サーバ通信部２０６、データ配信制御部２１０、Ｂ－Ｎｏｄｅ通信部２０
１、およびＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈを経由して携帯電話端末１に届けられる。
【００９８】
　携帯電話端末１は、送信されてきたマルチメディアデータＭＤ３に基づいて、マルチメ
ディアコンテンツの再生を、前に停止したところから再開する。
【００９９】
　その後、携帯電話端末１においてそのマルチメディアコンテンツの再生が終了したら、
その携帯電話端末１のための予約を動画像変換部位予約データベース３１２から開放する
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（つまり、「空」にする）。
【０１００】
　図１３および図１４は携帯電話端末１の移動に伴うマルチメディアデータＭＤ０、ＭＤ
１の中継の変化を説明するための図、図１５および図１６は複数の基地局制御装置２を跨
いだ携帯電話端末１の移動に伴うマルチメディアデータＭＤ０、ＭＤ１の中継の変化を説
明するための図である。
【０１０１】
　次に、あるユーザが移動しながらマルチメディアコンテンツを楽しむ場合における、マ
ルチメディアデータの配信方法の変化について、簡説明する。
【０１０２】
　なお、図１３～図１６において、点線の楕円はＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈのセルを
意味し、一点鎖線の楕円はＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルを意味する。また、そ
のユーザの携帯電話端末１を「携帯電話端末１Ａ」と記載する。複数のＨＳＤＰＡ対応無
線基地局４Ｈ同士を区別するために、それぞれを「ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＡ」、
「ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＢ」、…、と記載する。ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４
Ｎについても、同様である。
【０１０３】
　図１３において、ユーザは、ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＡのセルの場所で、携帯電
話端末１Ａを操作し、自分の所望するマルチメディアコンテンツを配信サーバ５に対して
要求する。この際に、ユーザは、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルに移動した際の
配信方法を選択し、それを基地局制御装置２に通知しておく。以下、「画質を落として継
続」を選択した場合について説明する。
【０１０４】
　配信サーバ５は、従来通り、ＧＰＲＳサポートノード６、基地局制御装置２、およびＨ
ＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＡを介して、ユーザが要求したマルチメディアコンテンツの
マルチメディアデータＭＤ０を携帯電話端末１Ａに配信する。
【０１０５】
　ユーザがＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＢ、４ＨＣの各セルの順に移動しても、マルチ
メディアデータＭＤ０が引き続き携帯電話端末１Ａに配信される。
【０１０６】
　ユーザがＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４ＮＡに接近すると、基地局制御装置２は、マル
チメディアデータＭＤ０の続きの部分をデータ変換蓄積サーバ３に転送する。データ変換
蓄積サーバ３は、ユーザが選択した配信方法（ここでは、画質を落として配信を継続する
方法）で、そのマルチメディアデータＭＤ０の続きの部分に対する処理を行う。
【０１０７】
　すなわち、データ変換蓄積サーバ３は、画質をＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４ＮＡにお
ける下りの配信ビットレートに落とすコーデックの処理をそのマルチメディアデータＭＤ
０の続きの部分に施し、マルチメディアデータＭＤ１を生成する。そして、そのマルチメ
ディアデータＭＤ１を、基地局制御装置２およびＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＣを介し
て携帯電話端末１Ａに配信する。
【０１０８】
　その後、さらにユーザが移動しＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４ＮＡのセルに入ると、携
帯電話端末１Ａは、ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＣからＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４
ＮＡにハンドオーバされる。そして、次にいずれかのＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈにハ
ンドオーバされるまでの間、マルチメディアデータＭＤ０がデータ変換蓄積サーバ３にお
いてマルチメディアデータＭＤ１に変換され、そのマルチメディアデータＭＤ１が携帯電
話端末１Ａに配信され続ける。
【０１０９】
　図１４に示すように、さらにユーザが移動しＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＤのセルに
入り、携帯電話端末１ＡがＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４ＮＢからＨＳＤＰＡ対応無線基



(14) JP 4722028 B2 2011.7.13

10

20

30

40

50

地局４ＨＤにハンドオーバされると、データ変換蓄積サーバ３はマルチメディアデータＭ
Ｄ１への変換の処理を終了する。そして、配信サーバ５から発信されるマルチメディアデ
ータＭＤ０の続きの部分が再びデータ変換蓄積サーバ３を介さずに携帯電話端末１Ａに配
信されるようになる。
【０１１０】
　なお、ハンドオーバに伴って、携帯電話端末１Ａが通信を行う無線基地局４を制御する
基地局制御装置２が変わることがある。例えば、図１５および図１６に示すように、基地
局制御装置２Ａから基地局制御装置２Ｂに変わることがある。この場合は、データ変換蓄
積サーバ３は、携帯電話端末１ＡがＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＣからＨＳＤＰＡ非対
応無線基地局４ＮＡにハンドオーバするのに伴って、マルチメディアデータＭＤ１を、図
１５のように基地局制御装置２ＡおよびＨＳＤＰＡ対応無線基地局４ＨＣを介して携帯電
話端末１Ａに配信していたのを、図１６のように基地局制御装置２ＢおよびＨＳＤＰＡ非
対応無線基地局４ＮＡに介して配信するように変更すればよい。
【０１１１】
　本実施形態によると、ＨＳＤＰＡ対応の無線基地局（ＨＳＤＰＡ対応無線基地局４Ｈ）
と従来の規格のみに対応した無線基地局（ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎ）とが混在し
た移動通信システムにおいても、配信サーバ５から携帯電話端末１へのマルチメディアデ
ータの配信を従来よりも円滑に行い、かつ、ユーザの希望通りにコンテンツを提供できる
ようにすることができる。
【０１１２】
　本実施形態では、下りの通信に関する例について説明したが、上りの通信つまり携帯電
話端末１からデータを発信する場合は、次のように構成してもよい。
【０１１３】
　ＨＳＵＰＡ（High Speed Uplink Packet Access）に対応した無線基地局４と非対応の
無線基地局４とが混在している携帯電話システム１ＫＳにおいて、携帯電話端末１は、Ｈ
ＳＵＰＡに対応した無線基地局４を介して高解像度の動画像（例えば、携帯電話端末１の
ビデオカメラ機能を使って撮影した映像）のデータを発信し始める。基地局制御装置２は
、その携帯電話端末１がＨＳＵＰＡ非対応の無線基地局４のセルに接近していることを検
知すると、その旨をその携帯電話端末１に通知する。
【０１１４】
　すると、携帯電話端末１は、その後、動画像の解像度を落としてデータの送信を続ける
。
【０１１５】
　基地局制御装置２は、その携帯電話端末１がＨＳＵＰＡに対応した無線基地局４にハン
ドオーバしたら、その旨をその携帯電話端末１に通知する。
【０１１６】
　すると、携帯電話端末１は、その後、動画像の解像度を元に戻して（つまり、高解像度
に戻して）データの送信を続ける。
【０１１７】
　本実施形態では、Ｗ－ＣＤＭＡの高速通信に対応したセルと非対応のセルとが混在して
いる場合を例に説明したが、本発明は、他の規格（１ｘＥＶ－ＤＯ、ＣＤＭＡ２０００、
ＰＨＳ、無線ＬＡＮなど）において高速通信に対応したセルと非対応のセルとが混在して
いる場合にも、適用可能である。
【０１１８】
　本実施形態では、マルチメディアデータの配信を受ける前に（方法Ａ）～（方法Ｃ）の
うちのいずれかをユーザに選択させたが、ＨＳＤＰＡ非対応無線基地局４Ｎのセルに接近
するごとにユーザにその旨を通知しいずれかを選択させてもよい。
【０１１９】
　本実施形態では、（方法Ａ）において、動画像の質のみを落としたが、音声の質を落と
してもよい。または、データのフォーマットを変更することによって、データの縮小を図
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ってもよい。
【０１２０】
　その他、携帯電話システム１ＫＳ、携帯電話端末１、基地局制御装置２、データ変換蓄
積サーバ３の全体または各部の構成、処理内容、処理順序、データベースの構成などは、
本発明の趣旨に沿って適宜変更することができる。
【０１２１】
　上に述べた実施例には、以下に述べるような付記も開示されている。
（付記１）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
って構成される移動通信システムにおいて用いられる、データ転送システムであって、
　サーバから送信された第一のデータに対して特定の処理を施すことによって当該第一の
データよりもサイズの小さい第二のデータを生成する縮小データ生成手段と、
　前記第一のデータおよび前記縮小データ生成手段によって生成された当該第一のデータ
に係る前記第二のデータのうちのいずれか一方を選択的に移動機に転送するデータ転送手
段と、
　前記第一のデータを受信中でありかつ前記第二の無線基地局に接近している移動機を検
知する接近移動機検知手段と、を有し、
　前記データ転送手段は、前記接近移動機検知手段によって検知された移動機に対しては
、検知された後は、前記第一のデータを送信するのを停止し、その代わりに、前記縮小デ
ータ生成手段によって生成された、当該第一のデータの未転送の部分に係る前記第二のデ
ータを転送し始める、
　ことを特徴とするデータ転送システム。
（付記２）
　前記第二のデータを受信中でありかつ前記第一の無線基地局にハンドオーバされた移動
機を検知するハンドオーバ移動機検知手段、を有し、
　前記データ転送手段は、前記ハンドオーバ移動機検知手段によって検知された移動機に
対しては、検知された後は、前記第二のデータを送信するのを停止し、その代わりに、当
該第二のデータの未転送の部分の前記第一のデータを転送し始める、
　付記１記載のデータ転送システム。
（付記３）
　前記第一のデータは、動画像を再生するためのデータであって、
　前記縮小データ生成手段は、前記第一のデータに係る動画像の画質を落とすことによっ
て前記第二のデータを生成する、
　付記１または付記２記載のデータ転送システム。
（付記４）
　前記縮小データ生成手段は、前記第二の無線基地局から移動機への通信速度に応じて前
記第一のデータに係る動画像の画質を落とすことによって前記第二のデータを生成する、
　付記３記載のデータ転送システム。
（付記５）
　前記第一のデータは、動画像および音声を再生するためのデータであって、
　前記縮小データ生成手段は、動画像を再生する部分のデータを前記第一のデータから削
除することによって前記第二のデータを生成する、
　付記１または付記２記載のデータ転送システム。
（付記６）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
って構成される移動通信システムにおいて、
　サーバから配信されるデータを移動機に中継する中継手段と、
　前記データを受信中でありかつ前記第二の無線基地局に接近している移動機を検知する
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接近移動機検知手段と、
　前記接近移動機検知手段によって検知された移動機に前記データを中継するのを前記中
継手段に停止させる、中継停止制御手段と、
　前記中継手段が移動機に対して前記データを中継するのを停止した後、前記サーバから
配信される前記データの残りの部分を当該移動機のために蓄積する、蓄積手段と、
　前記接近移動機検知手段によって検知された移動機のうち、前記第二の無線基地局から
前記第一の無線基地局にハンドオーバした移動機を検知する、ハンドオーバ移動機検知手
段と、
　前記ハンドオーバ移動機検知手段によって検知された移動機に対して前記蓄積手段に当
該移動機のために蓄積した前記データの残りの部分を中継するように、前記中継手段を制
御する、中継再開制御手段と、
　を有することを特徴とするデータ転送システム。
（付記７）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
って構成される移動通信システムにおいて用いられる、接近通知システムであって、
　前記第一の無線基地局と通信を行っておりかつ前記第二の無線基地局に接近している移
動機を検知する接近移動機検知手段と、
　前記接近移動機検知手段によって検知された移動機に対して、前記第二の無線基地局に
接近している旨を通知する、接近通知手段と、
　を有することを特徴とする接近通知システム。
（付記８）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
って構成される移動通信システムにおいて、
　第一のデータを送信するサーバと前記第一の無線基地局および前記第二の基地局との間
にデータ転送システムを設けておき、
　前記データ転送システムに、
　サーバから送信された第一のデータに対して特定の処理を施すことによって当該第一の
データよりもサイズの小さい第二のデータを生成する縮小データ生成手段と、
　前記第一のデータおよび前記縮小データ生成手段によって生成された当該第一のデータ
に係る前記第二のデータのうちのいずれか一方を選択的に移動機に転送するデータ転送手
段と、
　前記第一のデータを受信中でありかつ前記第二の無線基地局に接近している移動機を検
知する接近移動機検知手段と、を設けておき、
　前記接近移動機検知手段によって移動機が検知された場合に、
　前記データ転送手段に、当該移動機に前記第一のデータを送信するのを停止させ、その
代わりに、前記縮小データ生成手段によって生成された、当該第一のデータの未転送の部
分に係る前記第二のデータを転送させる、
　ことを特徴とするデータ転送方法。
（付記９）
　前記移動通信システムの中の基地局制御装置と通信回線を介して接続されるデータ変換
装置を用意し、
　前記データ転送手段および前記接近移動機検知手段を前記基地局制御装置ごとに設けて
おき、
　前記縮小データ生成手段を前記データ変換装置に設けておく、
　付記８記載のデータ転送方法。
（付記１０）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
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って構成される移動通信システムにおいて、
　前記第一の無線基地局を介して他の装置に第一のデータを送信している移動機が前記第
二の無線基地局に接近していることを検知した場合に、前記第二の無線基地局に接近して
いる旨の通知を当該移動機に対して与え、
　前記通知を受けた移動機に、
　前記第一のデータの未送信の部分に対して特定の処理を施すことによって当該第一のデ
ータよりもサイズの小さい第二のデータを生成させ、
　前記第一のデータを停止させ、その代わりに、前記第二のデータを送信させる、
　ことを特徴とする移動機におけるデータ送信の制御方法。
（付記１１）
　第一の通信規格によって移動機と通信を行う第一の無線基地局と、前記第一の通信規格
よりも低速である第二の通信規格によって移動機と通信を行う第二の無線基地局と、によ
って構成される移動通信システムにおいて、
　前記第一の無線基地局と通信を行っておりかつ前記第二の無線基地局に接近している移
動機を検知し、
　検知した移動機に対して、前記第二の無線基地局に接近している旨を通知する、
　ことを特徴とする接近通知方法。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】携帯電話システムの全体的な構成の例を示す図である。
【図２】携帯電話端末の構成の例を示す図である。
【図３】データ変換蓄積サーバのハードウェア構成の例を示す図である。
【図４】データ変換蓄積サーバの機能的構成の例を示す図である。
【図５】動画像変換定義データベースの例を示す図である。
【図６】動画像変換部位予約データベースの例を示す図である。
【図７】基地局制御装置２の構成の例を示す図である。
【図８】通信中端末情報管理データベースの例を示す図である。
【図９】携帯電話端末がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局に接近する前のマルチメディアデー
タの処理の流れの例を示す図である。
【図１０】携帯電話端末がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局に接近したことが検知されてから
再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局にハンドオーバされるまでの間のマルチメディアデータの
処理の流れの例を示す図である。
【図１１】携帯電話端末がＨＳＤＰＡ非対応無線基地局に接近したことが検知されてから
再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局にハンドオーバされるまでの間のマルチメディアデータの
処理の流れの他の例を示す図である。
【図１２】携帯電話端末が再びＨＳＤＰＡ対応無線基地局にハンドオーバされた後のマル
チメディアデータの処理の流れの例を示す図である。
【図１３】携帯電話端末の移動に伴うマルチメディアデータの中継の変化を説明するため
の図である。
【図１４】携帯電話端末の移動に伴うマルチメディアデータの中継の変化を説明するため
の図である。
【図１５】複数の基地局制御装置を跨いだ携帯電話端末の移動に伴うマルチメディアデー
タの中継の変化を説明するための図である。
【図１６】複数の基地局制御装置を跨いだ携帯電話端末１の移動に伴うマルチメディアデ
ータの中継の変化を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　　１ＫＳ　携帯電話システム（移動通信システム）
　　１　携帯電話端末（移動機）
　　２　基地局制御装置
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　　２０２　呼制御部
　　２０５　配信データ切換制御部
　　２１０　データ配信制御部
　　３　データ変換蓄積サーバ
　　３０３　データ変換等制御部
　　５　配信サーバ

【図１】 【図２】
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