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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置がサーバから送られてくる所定地域内の位置に関連するコンテンツを取得する
情報取得システムであって、
　前記サーバは、
　前記端末装置の位置を受信する位置情報受信部と、
　前記位置情報受信部が受信した前記位置から、移動に伴って参照すると予想される位置
であって、かつ通信可能エリア外の位置に対応する前記コンテンツを取得予定コンテンツ
とし、前記取得予定コンテンツに対応するアドレスと位置との組を少なくとも１つ以上格
納したコンテンツリストを生成して前記端末装置に送信するコンテンツリスト送信部と、
を具備し、
　前記端末装置は、
　前記端末装置の位置を検出する位置検出部と、
　検出した前記位置を前記サーバに送信する位置情報送信部と、
　前記サーバから送信された前記コンテンツリストを受信するコンテンツリスト受信部と
、
　前記端末装置の現在の位置における無線強度を検出し、検出した前記無線強度の履歴を
保存する無線強度検出部と、
　前記コンテンツリストに格納された前記取得予定コンテンツに対応付けられているアド
レスを用いて前記取得予定コンテンツを取得し、その後に前記無線強度検出部から受け取
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る前記無線強度の変化に基づいて、前記現在位置に関連するコンテンツの探索範囲を決定
して、前記位置に関連するコンテンツを選択し取得するコンテンツ取得部と、
　を具備したことを特徴とする情報取得システム。
【請求項２】
　前記端末装置の前記位置情報送信部が、前記コンテンツリストの送信要求を前記サーバ
に送信することを特徴とする請求項１に記載の情報取得システム。
【請求項３】
　前記サーバがさらに、前記端末装置からの前記コンテンツリストの送信要求を受信する
コンテンツリスト要求受信部を有することを特徴とする請求項２に記載の情報取得システ
ム。
【請求項４】
　前記端末装置の前記位置検出部が、前記端末装置の移動方向もしくは移動速度の少なく
とも一方を検出し、前記位置情報送信部が前記端末装置の移動方向もしくは移動速度の少
なくとも一方を前記サーバに送信することを特徴とする請求項１に記載の情報取得システ
ム。
【請求項５】
　前記取得予定コンテンツが、端末装置の移動予定位置であって、かつ通信可能エリア外
の位置に対応するコンテンツを含むことを特徴とする請求項１に記載の情報取得システム
。
【請求項６】
　前記コンテンツリスト送信部が、前記端末の移動予定位置であってかつ通信可能エリア
外にある位置を少なくとも１つ以上決定し、その位置に関連するコンテンツを取得予定コ
ンテンツとして特定することを特徴とする請求項５に記載の情報取得システム。
【請求項７】
　前記無線強度検出部は、前記無線強度の履歴を参照して、前記無線強度が強まりつつあ
る場合は長期間通信が可能であると判断し、前記無線強度が弱まりつつある場合は通信が
比較的短期間しか通信ができないと判断し、
　前記コンテンツ取得部は、前記無線強度検出部の判断に基づいて取得する位置関連コン
テンツの数を決定し、前記位置関連コンテンツを選択する、請求項１記載の情報取得シス
テム。
【請求項８】
　現在位置を検出する位置検出部と、
　検出した前記位置をサーバに送信する位置情報送信部と、
　前記サーバから送信されたコンテンツリストを受信するコンテンツリスト受信部と、
　前記端末装置の現在の位置における無線強度を検出し、検出した前記無線強度の履歴を
保存する無線強度検出部と、
　前記コンテンツリストに格納された取得予定コンテンツに対応付けられているアドレス
を用いて、移動に伴って参照すると予想される位置であって、かつ通信可能エリア外の位
置に対応する前記取得予定コンテンツを取得し、その後に前記無線強度検出部から受け取
る前記無線強度の変化に基づいて、前記現在位置に関連するコンテンツの探索範囲を決定
して、前記位置に関連するコンテンツを選択し取得するコンテンツ取得部と、
　を具備したことを特徴とする端末装置。
【請求項９】
　前記位置情報送信部が、前記コンテンツリストの送信要求を前記サーバに送信すること
を特徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記位置検出部が、前記端末装置の移動方向もしくは移動速度の少なくとも一方を検出
し、前記位置情報送信部が前記端末装置の移動方向もしくは移動速度の少なくとも一方を
前記サーバに送信することを特徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１１】



(3) JP 4317409 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

　前記コンテンツ取得部が、前記端末装置の移動予定位置であってかつ通信可能エリア外
にある位置を少なくとも１つ以上決定し、その位置に関連するコンテンツを取得予定コン
テンツとして特定することを特徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１２】
　前記無線強度検出部は、前記無線強度の履歴を参照して、前記無線強度が強まりつつあ
る場合は長期間通信が可能であると判断し、前記無線強度が弱まりつつある場合は通信が
比較的短期間しか通信ができないと判断し、
　前記コンテンツ取得部は、前記無線強度検出部の判断に基づいて、取得する位置関連コ
ンテンツの数を決定し、前記位置関連コンテンツを選択する、請求項８記載の端末装置。
【請求項１３】
　現在位置を検出する位置検出部と、
　取得するコンテンツのアドレスと位置との組を少なくとも１つ以上格納したコンテンツ
リストを管理するコンテンツリスト管理部と、
　前記端末装置の現在の位置における無線強度を検出し、検出した前記無線強度の履歴を
保存する無線強度検出部と、
　前記位置検出部が検出した前記現在位置に基づき、移動に伴って参照すると予想される
位置であって、かつ通信可能エリア外の位置に対応する前記コンテンツを前記コンテンツ
リスト管理部に管理されている前記コンテンツリストから検索して少なくとも１つの取得
予定コンテンツを決定し、前記取得予定コンテンツの取得後に前記無線強度検出部から受
け取る前記無線強度の変化に基づいて、前記現在位置に関連するコンテンツの探索範囲を
決定して、前記位置に関連するコンテンツを選択する取得予定コンテンツ決定部と、
　前記取得予定コンテンツを、対応付けられている前記アドレスを用いて取得するコンテ
ンツ取得部と、を具備したことを特徴とする端末装置。
【請求項１４】
　前記位置検出部が、前記端末装置の移動方向及び移動速度を検出し、
　前記取得予定コンテンツ決定部が、前記現在位置、前記移動方向、及び前記移動速度の
少なくとも１つに基づき、移動に伴って参照すると予想される位置であって、かつ通信可
能エリア外の位置に対応する前記コンテンツを前記コンテンツリスト管理部に管理されて
いるコンテンツリストから検索して少なくとも１つの前記取得予定コンテンツを決定する
ことを特徴とする請求項１３に記載の端末装置。
【請求項１５】
　前記取得予定コンテンツ決定部が、前記端末装置の移動予定位置であってかつ通信可能
エリア外にある位置に対応するコンテンツを、前記コンテンツリスト管理部に管理されて
いるコンテンツリストから検索して、少なくとも１つの前記取得予定コンテンツを決定す
ることを特徴とする請求項１３に記載の端末装置。
【請求項１６】
　前記無線強度検出部は、前記無線強度の履歴を参照して、前記無線強度が強まりつつあ
る場合は長期間通信が可能であると判断し、前記無線強度が弱まりつつある場合は通信が
比較的短期間しか通信ができないと判断し、
　前記取得予定コンテンツ決定部は、前記無線強度検出部の判断に基づいて、取得する位
置関連コンテンツの数を決定し、前記位置関連コンテンツを選択する、請求項１３記載の
端末装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツを提示するための端末装置およびこれを備えた情報取得システム
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　移動端末装置に対して位置に関連するコンテンツ（以下、位置関連コンテンツという）
を提供するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この技術では、移動端末装置が、ある位置関連コンテンツを取得するため、移動端末装
置の位置情報と、例えば探している建物の名前や施設の種類などの必要な情報の条件とを
サーバに送出し、サーバは受信した位置情報と条件とに相当する位置関連コンテンツを選
択して移動端末装置に送出する。
【特許文献１】特開平１１－２６１５９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、移動端末装置は、電波が届かないところ、つまり通信可能エリア外では
位置情報を送出することもコンテンツを受信することもできない。このため、移動端末装
置は、通信可能エリア外では、位置関連コンテンツを使用者に提示することができないと
いう課題がある。
【０００５】
　本発明は、通信可能エリア以外の位置に対応付けられた位置関連コンテンツを参照でき
る端末装置および情報取得システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題を解決するために、本発明は、通信部の回線品質を検出して、通信可能な回線
品質の通信部を１つ以上用いて、取得予定のコンテンツを予め通信可能エリア内で取得す
るようにしたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、取得予定のコンテンツを通信可能エリア内において予め取得しておく
ことができる。これにより、あるコンテンツを参照する際に通信可能エリア外にいたとし
ても、このコンテンツを通信可能エリア内で予め受信してあるので、このコンテンツを参
照できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の第１の態様にかかる端末装置は、取得するコンテンツのアドレスを少なくとも
１つ以上格納したコンテンツリストを管理するコンテンツリスト管理部と、１つ以上の無
線通信部と、所定位置における前記無線通信部の回線品質を検出する回線品質検出部と、
前記回線品質検出部が現在位置において検出した前記回線品質を用いて、通信可能な回線
品質を持つ前記無線通信部を１つ以上選択する通信選択部と、前記コンテンツリストに格
納されたコンテンツから取得予定の少なくとも１つの取得予定コンテンツを決定する取得
コンテンツ決定部と、前記取得予定コンテンツを、対応付けられている前記アドレスを用
いて、選択した前記無線通信部より取得するコンテンツ取得部と、を具備した構成を採る
。
【０００９】
　これにより、取得予定コンテンツを通信可能な状態で予め取得しておくことができる。
この結果、取得予定コンテンツを参照する際に通信可能エリア外にいたとしても、取得予
定コンテンツを予め受信してあるので、取得予定コンテンツを参照できる。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、現在位置を検出する位
置検出部と、所定地域内において、前記無線通信部についての通信可能な位置に関する通
信エリア情報を管理する通信エリア情報管理部とをさらに有し、前記回線品質検出部が、
前記通信エリア情報に基づき、前記位置検出部の検出した前記現在位置において前記無線
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通信部が通信可能かどうかを検出する。
【００１１】
　これにより、無線通信部が現在位置において通信可能か否かを容易に検出できる。また
、現在位置が通信可能エリア内かどうかを通信エリア情報に基づいて判定するため、電気
的に複数の無線通信部の通信状況を監視する必要がなくなる。
【００１２】
　これにより、電力消費量を削減することが可能となる。
【００１３】
　本発明の第３の態様は、第２の態様にかかる端末装置において、前記端末装置は、通信
可能でない前記無線通信部の処理能力を下げる制御を行う。
【００１４】
　このように、使用しない無線通信部の処理能力を下げることにより、電力消費量を低減
することができる。
【００１５】
　本発明の第４の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記取得コンテンツ決
定部が、ユーザの指示入力に基づき前記取得予定コンテンツの取得の有無もしくは取得順
の少なくとも一方を決定する。
【００１６】
　これにより、ユーザが所望するコンテンツを優先的に、また所望する順序で取得するこ
とができる。
【００１７】
　本発明の第５の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記コンテンツリスト
に、前記コンテンツのアドレスに対応する優先度が記載され、前記取得コンテンツ決定部
が前記優先度に基づいて前記取得予定コンテンツの取得の有無もしくは取得順の少なくと
も一方を決定する。
【００１８】
　これにより、取得予定コンテンツを、他の取得コンテンツより先に取得すべきか後に取
得すべきかを判定させるようにできる。例えばニュースなど重要度や更新頻度の高いコン
テンツに優先度を高く設定することにより、重要度や懇親頻度の高いコンテンツを優先的
に更新することが可能となる。
【００１９】
　本発明の第６の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記コンテンツリスト
に、前記コンテンツのアドレスに対応する所定地域内の位置情報が記載され、前記取得コ
ンテンツ決定部が前記位置情報に基づいて前記取得予定コンテンツの取得の有無もしくは
取得順の少なくとも一方を決定する。
【００２０】
　これにより、取得予定コンテンツの対応する位置に基づいて取得予定コンテンツの取得
の有無もしくは取得順の少なくとも一方を決定できる。
【００２１】
　本発明の第７の態様は、第６の態様にかかる端末装置において、前記取得コンテンツ決
定部が、前記通信エリア情報に基づき、前記コンテンツリストに記載された前記所定地域
内の位置情報の位置において通信可能かどうかを判定することによって前記所定地域内の
位置情報に対応するコンテンツの取得の有無もしくは取得順の少なくとも一方を決定する
。
【００２２】
　これにより、取得予定コンテンツの対応する位置が移動に伴い通信可能でなくなる場合
であっても、通信可能なときにコンテンツを取得しておくことができる。
【００２３】
　本発明の第８の態様は、第６の態様にかかる端末装置において、前記取得コンテンツ決
定部が、前記端末装置の移動方向もしくは移動速度の少なくとも一方に基づいて当該コン
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テンツの取得の有無もしくは取得順の少なくとも一方を決定する。
【００２４】
　このように移動方向もしくは移動速度を考慮することにより、移動に伴い通信可能でな
くなる取得予定コンテンツを正確に判断でき、移動に伴い通信可能でなくなるコンテンツ
を通信可能なときに確実に取得しておくことができる。
【００２５】
　本発明の第９の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記コンテンツリスト
に、前記コンテンツのアドレスに対応する参照履歴情報が記載され、前記取得コンテンツ
決定部が前記参照履歴情報に基づいてコンテンツの取得の有無もしくは取得順の少なくと
も一方を決定する。
【００２６】
　これにより、更新の古いコンテンツを優先的に取得させたり、参照回数の多いコンテン
ツを優先的に取得させたりすることができる。
【００２７】
　本発明の第１０の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記回線品質検出部
が、前記無線通信部の前記回線品質を、前記無線通信部の安定性により検出する。
【００２８】
　これにより、無線通信部が安定して通信を行うことができるか判定することが可能とな
る。
【００２９】
　本発明の第１１の態様は、第１０の態様にかかる端末装置において、前記回線品質検出
部が、無線強度、無線強度と雑音との比、伝送データの誤り率、実効伝送帯域、およびそ
れぞれの時間変化量の少なくとも１つに基づいて前記安定性を検出する。
【００３０】
　このように、回線品質を検出することにより、無線通信部が安定して通信を行うことが
できるか判定することが可能となる。
【００３１】
　本発明の第１２の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記回線品質検出部
が、前記無線通信部の前記回線品質を前記無線通信部が盗聴されることなく通信を行える
安全性を検出する。
【００３２】
　これにより、無線通信部が盗聴されることなく安全に通信を行うことができるか、判定
することが可能になる。
【００３３】
　本発明の第１３の態様は、第１の態様にかかる端末装置において、前記取得コンテンツ
決定部が、前記回線品質部が検出した無線通信部の回線品質に基づいて取得予定コンテン
ツの数を決定する。
【００３４】
　これにより、回線品質に応じて取得できる数のコンテンツを取得するようにできる。こ
の結果、無線通信部の能力を有効に活用でき、現在位置の周辺の位置に対応する位置関連
コンテンツ、つまり、これから参照することが予想される位置関連コンテンツを確実に取
得できる。
【００３５】
　本発明の第１４の態様は、端末装置がサーバから送られてくる所定地域内の位置に関連
するコンテンツを取得する情報取得システムであって、前記サーバは、前記端末装置の位
置を受信する位置情報受信部と、前記位置情報受信部が受信した前記位置から、移動に伴
って参照すると予想される位置であって、かつ通信可能エリア外の位置に対応する前記コ
ンテンツを取得予定コンテンツとし、前記取得予定コンテンツに対応するアドレスと位置
との組を少なくとも１つ以上格納したコンテンツリストを生成して前記端末装置に送信す
るコンテンツリスト送信部と、を具備し、前記端末装置は、前記端末装置の位置を検出す
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る位置検出部と、検出した前記位置を前記サーバに送信する位置情報送信部と、前記サー
バから送信された前記コンテンツリストを受信するコンテンツリスト受信部と、前記コン
テンツリストに格納された前記取得予定コンテンツに対応付けられているアドレスを用い
て前記取得予定コンテンツを取得するコンテンツ取得部と、を具備したことを特徴とする
情報取得システムである。
【００３６】
　このように、サーバから端末装置に上述したコンテンツリストを送信することで、端末
装置が参照すると予想され、かつ通信可能エリア外の位置に対応するコンテンツを選択で
きる。そして、このコンテンツを通信可能エリア内で受信するようにすることができる。
【００３７】
　本発明の第１５の態様は、取得するコンテンツのアドレスを少なくとも１つ以上格納し
たコンテンツリストを管理する工程と、現在位置において通信可能な回線品質を持つ通信
部を検出する工程と、前記コンテンツリストに格納されたコンテンツから取得予定の少な
くとも１つの取得予定コンテンツを決定する工程と、前記取得予定コンテンツを対応付け
られているアドレスを用いて、前記通信可能な前記通信部により取得する工程と、を具備
したことを特徴とする情報取得方法である。
【００３８】
　次に、本発明の概要について図１を用いて説明する。図１は、本発明の概要を説明する
ための図である。
【００３９】
　受信端末２０２は、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、カーナビゲーションシステムなど移動しながら情報を受信する移動通信端末全般
である。受信端末２０２は、（無線）中継器２０１と無線通信を行う。
【００４０】
　なお、中継器２０１は放送の送信機または中継器であってもよい。受信端末２０２は、
中継器２０１を通じてサーバ２１０から位置関連コンテンツ２０７を受信し、表示する。
【００４１】
　無線通信の方式は、電波、赤外線などの一般的な無線通信方式である。無線通信の具体
的な例としては、携帯電話、無線ＬＡＮなどが考えられる。
【００４２】
　なお、無線通信は、これ以外の方式であってもよい。また、無線通信は、携帯電話と無
線ＬＡＮと赤外線、など複数の通信手段を有していてもよい。この場合、受信端末２０２
は有している複数の通信手段から、使用できる少なくとも１つの通信手段を用いて通信を
行うことができる。
【００４３】
　また、受信端末２０２は、位置を検出する位置検出部を備えている。そして、受信端末
２０２は、位置検出部が検出した現在位置に基づいて位置関連コンテンツを選択し、サー
バ２１０から現在位置に対応する位置関連コンテンツを受信して表示する。
【００４４】
　しかし、受信端末２０２は、中継器２０１からの無線が届かない位置に移動した場合、
サーバ２１０から位置関連コンテンツを受信することができない。
【００４５】
　したがって、受信端末２０２は、無線通信ができる位置にいるときに、現在位置の情報
および移動方向、移動速度から、受信端末２０２が無線通信のできない位置に移動するか
否かを予測する。そして、受信端末２０２は、無線通信できない位置に移動すると予測し
た場合は、その位置に参照すべき位置関連コンテンツ２０８があるか判断する。そして、
受信端末２０２は、無線通信できない位置において参照すべき位置関連コンテンツ２０８
があると判断すると、中継器２０１を介して、この参照すべき位置関連コンテンツ２０８
を先行受信し、蓄積部２０３に蓄積する。
【００４６】



(8) JP 4317409 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

　そして、受信端末２０２は、無線通信のできない位置に移動すると、現在位置に基づい
て、参照すべき位置関連コンテンツ２０８を蓄積部２０３から検索し、表示部２０６に表
示する。
【００４７】
　また、蓄積部２０３は、磁気ディスクまたは半導体メモリなどの一般的な記憶媒体であ
る。また、表示部２０６は、映像を表示するディスプレイなどの一般的な表示手段である
。なお、表示部２０６は、音声を出力するスピーカーを備えた構成でもよい。
【００４８】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を用いて詳細に説明する。
【００４９】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１にかかる端末装置を備えた情報取得システムについて説明する。
まず、実施の形態１にかかる情報取得システムの構成について図２を用いて説明する。図
２は、本発明の実施の形態１にかかる情報取得システムの構成図である。
【００５０】
　実施の形態１にかかる情報取得システム１００には、コンテンツを配信するコンテンツ
サーバ１０１と、コンテンツサーバ１０１から送られてきたコンテンツを受信する端末装
置１０２と、が設けられている。
【００５１】
　端末装置１０２には、コンテンツを受信する複数の通信部１１２ａ～１１２ｃが設けら
れている。通信部１１２ａ～１１２ｃは、例えば電波、赤外線により通信を行う。通信手
段としては無線ＬＡＮ、携帯電話などの方式が考えられる。
【００５２】
　また、コンテンツサーバ１０１が放送送信設備であり、通信部１１２ａ～１１２ｃが放
送受信の機能を有していてもよい。なお、通信部１１２ａ～１１２ｃの数はこれに限定さ
れない。
【００５３】
　端末装置１０２には、コンテンツリスト管理部１０３が設けられている。コンテンツリ
スト管理部１０３は、コンテンツリストを管理する。コンテンツリストには複数のコンテ
ンツのアドレスが記載されている。アドレスはコンテンツの取得先を表し、例えばＷＷＷ
のアドレスを示すＵＲＬや放送のチャンネルである。
【００５４】
　コンテンツリストは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤなどのメモリに記録されていてもよいし、
任意の通信手段または放送を用いて外部のサーバから取得し、磁気ディスクや半導体メモ
リなどに記憶されていてもよい。コンテンツリストがメモリに記録されている場合、端末
装置１０２はコンテンツリストが外部から通信または放送を用いて取得する必要がない。
またコンテンツリストを通信または放送を用いて取得する場合、コンテンツリストを最新
の情報に更新することが可能となる。
【００５５】
　また、コンテンツリストには、コンテンツのアドレスのほか、コンテンツに対応する位
置情報が記載されている。
【００５６】
　ここで、コンテンツリストのデータ構造について、図３を用いて説明する。図３に示す
ように、コンテンツリストは、位置関連コンテンツのアドレス３０１と位置関連コンテン
ツに対応する地理的な位置情報３０２との組を複数格納したものである。図３の例では、
コンテンツリストは、コンテンツ１とコンテンツ２の２つのコンテンツに関するデータが
記述されている。
【００５７】
　アドレス３０１は、位置関連コンテンツのＵＲＬである。また、位置情報３０２は、緯
度と経度とによって表現されている。なお、アドレス３０１および位置情報３０２の表現
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形態はこれに限定されない。
【００５８】
　図４は、図３に示されるコンテンツリストをＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋ
ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）によって表現した例を示す図である。
【００５９】
　ＸＭＬは、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍによって規格が定め
られた言語であり、詳細はウェブページｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗ３．ｏｒｇ以下に開示
されている。
【００６０】
　位置関連コンテンツに関する情報は、＜ｃｏｎｔｅｎｔ＞と＜／ｃｏｎｔｅｎｔ＞では
さまれた部分に記述されている。具体的には、位置関連コンテンツに関する情報は、＜ｕ
ｒｌ＞と＜／ｕｒｌ＞ではさまれたアドレス３１１と、＜ｌｏｃａｔｉｏｎ＞と＜／ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ＞ではさまれた位置情報３１２と、から構成される。
【００６１】
　また、コンテンツリスト管理部１０３で管理するコンテンツリストに、そのコンテンツ
の優先度や端末装置１０２における参照履歴を記述してもよい。図５に、実施の形態１に
かかるコンテンツリストのその他の例を示す。
【００６２】
　図５に示すコンテンツリストには、＜ｐｒｉｏｒｉｔｙ＞と＜／ｐｒｉｏｒｉｔｙ＞で
囲まれた部分に優先度１３０４を示す数字が記述されている。
【００６３】
　これにより、あるコンテンツを、他のコンテンツより先に取得すべきか後に取得すべき
かを端末装置１０２に判定させるようにできる。例えばニュースなど重要度や更新頻度の
高いコンテンツに優先度を高く設定することにより、重要度や懇親頻度の高いコンテンツ
を優先的に更新することが可能となる。
【００６４】
　また、＜ａｃｃｅｓｓＤａｔｅ＞と＜／ａｃｃｅｓｓＤａｔｅ＞で囲まれた部分に、対
応するコンテンツを端末装置１０２が最後に参照した時刻、日付などの履歴情報１３０５
が記述されている。
【００６５】
　これにより、あるコンテンツを他のコンテンツより先に取得すべきか後に取得すべきか
を端末１０２に判定させることができる。例えば参照履歴の古い順にコンテンツを取得し
て蓄積された古いコンテンツから順に更新することが可能となる。また、開始時刻と終了
時刻とを記載することによりコンテンツの有効期間を記述し、現在時刻が有効期間内であ
るコンテンツを優先的に取得することもできる。
【００６６】
　また、図５に示すコンテンツリストには、＜ａｃｃｅｓｓＣｏｕｎｔ＞と＜／ａｃｃｅ
ｓｓＣｏｕｎｔ＞で囲まれた部分に、対応するコンテンツを端末装置１０２が参照した回
数１３０６が記述されている。
【００６７】
　これにより、あるコンテンツを、他のコンテンツより先に取得すべきか後に取得すべき
かを端末装置１０２に判定させることができる。例えば参照回数の多い順にコンテンツを
取得して参照回数の多いコンテンツを順に更新することが可能となる。
【００６８】
　また、図５に示すコンテンツリストには、コンテンツのアドレス１３０１、位置情報１
３０２が記述されている。
【００６９】
　また、図５に示すコンテンツリストには、＜ａｒｅａ＞と＜／ａｒｅａ＞で囲まれた部
分に現在、通信可能エリア内か通信可能エリア外かを表現する通信可能情報１３０３が記
述されている。図５の例では、通信可能情報１３０３は、「＋」もしくは「－」により、
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通信可能エリア内か通信可能エリア外かを表現している。特に、通信部１１２ａ～１１２
ｃで用いる通信手段（使用できる通信キャリア、プロバイダなど）の種類が限られている
場合、通信可能情報１３０３を記述する。
【００７０】
　ここで、図２を用いた端末装置１０２の説明に戻る。
【００７１】
　端末装置１０２には、回線品質検出部１０５が設けられている。回線品質検出部１０５
は、通信部１１２ａ～１１２ｃの回線品質を検出する。
【００７２】
　回線品質の検出方法の例としては、通信部１１２ａ～１１２ｃが用いる通信手段の無線
強度、無線強度と雑音との比、伝送データの誤り率、実効伝送帯域、およびそれぞれの時
間変化量を１つまたは複数検出する方法がある。
【００７３】
　このように、回線品質検出部１０５が回線品質を検出することにより、端末装置１０２
は、通信部１１２ａ～１１２ｃが安定して通信を行うことができるか、つまり通信の安定
性を判定することが可能となる。
【００７４】
　また、回線品質の検出方法における他の例としては、伝送路として例えば専用線、公衆
回線、インターネットのいずれを用いているか、またその伝送路が暗号化されているか、
をユーザの設定入力または自動検出により判定する方法がある。
【００７５】
　これにより、伝送路が盗聴されることなく安全に通信を行うことができるか、つまり通
信の安全性を判定することが可能となる。
【００７６】
　また、回線品質検出部１０５は、通信の安定性もしくは通信の安全性の一方または双方
を用いて回線品質を検出する。
【００７７】
　また、端末装置１０２には、回線品質検出部１０５が回線品質を検出するために使用す
る、位置検出部１１１および通信エリア情報管理部１１３が設けられている。
【００７８】
　位置検出部１１１は、端末装置１０２の現在位置を検出する。位置検出部１１１として
は、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が用いられ
る。また、位置検出部１１１は、現在位置のほかに移動方向や移動速度を検出する。
【００７９】
　通信エリア情報管理部１１３は、無線通信が可能な位置に関する情報を管理し、ある位
置が通信エリア内にあるかどうかを判定する。
【００８０】
　例えば、通信エリア情報管理部１１３は、無線中継器の設置位置の情報とそれぞれの無
線到達距離とを管理する。通信エリア情報管理部１１３は、ある位置が無線通信可能かど
うかを、その位置が無線中継器の位置から無線到達距離内にあるかどうかで判断する。
【００８１】
　なお、図５に示すように、コンテンツリストの＜ａｒｅａ＞と＜／ａｒｅａ＞で囲まれ
た部分に、現在、通信可能エリア内か通信可能エリア外かを表現する通信可能情報１３０
３が記述されている場合には、通信エリア情報管理部１１３が管理する通信エリア情報が
、コンテンツリスト管理部１０３が管理するコンテンツリストに記述されるため、通信エ
リア情報管理部１１３はなくてもよい。
【００８２】
　回線品質検出部１０５は、通信エリア情報管理部１１３が管理する通信エリア情報に基
づき、位置検出部１１１の検出する現在位置が通信エリア内にあるかどうかを判定するこ
とによって通信手段の安定性を判定してもよい。
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【００８３】
　例えば、通信部１１２ａ～１１２ｃは、半導体チップや回路などのハードウェアで構成
されている場合、またプログラムやプロセス、スレッドなどのソフトウェアで構成されて
いる場合がそれぞれ考えられる。このとき、端末装置１０２は、使用しない通信部１１２
ａ～１１２ｃの処理クロックを遅くしたり、回路やチップを電気的に停止させたり、ソフ
トウェアのプロセスやスレッドの処理をソフトウェア的に停止させたりすることによって
機能を制限する。このように、使用しない、つまり回線品質の低い通信部１１２ａ～１１
２ｃの処理能力を下げることにより、端末装置１０２の電力消費量を低減することができ
る。
【００８４】
　なお、通信エリア情報管理部１１３は、上述した以外の情報を管理し、ある位置が無線
通信可能かを判断してもよい。
【００８５】
　通信エリア情報管理部１１３が管理する情報とそのフォーマットの一例について図６を
用いて説明する。
【００８６】
　＜ｎｅｔａｒｅａ＞と＜／ｎｅｔａｒｅａ＞ではさまれた位置に、無線中継器１および
無線中継器２の２個の無線中継器に関する情報が記述されている。
【００８７】
　具体的には、無線中継器の情報として、＜ｌｏｃａｔｉｏｎ＞と＜／ｌｏｃａｔｉｏｎ
＞ではさまれた設置位置６０１と、＜ａｒｅａ＞と＜／ａｒｅａ＞ではさまれたその無線
到達距離６０２が記述されている。
【００８８】
　また、＜ｃａｒｅｅｒ＞と＜／ｃａｒｅｅｒ＞で囲んだ部分には、無線中継器を運用し
ている通信キャリア、プロバイダなどの名前６０３が記述されている。
【００８９】
　また、通信エリア情報管理部１１３は、予め端末装置１０２が契約済みの通信キャリア
、プロバイダなどの名前を管理し、その名前と図６に示す名前６０３の記述を比較し、端
末装置１０２の契約の有無によって無線通信可能かどうかを判断してもよい。
【００９０】
　これにより、複数の通信キャリアやプロバイダに関する通信エリア情報から、契約して
いる通信キャリア、プロバイダに関する情報のみを選択的に利用することが可能となる。
これら複数の通信キャリアやプロバイダは、携帯電話と無線ＬＡＮなどそれぞれ異なる通
信手段でアクセスするものであってもよい。
【００９１】
　なお、通信エリア情報管理部１１３が、通信キャリアやプロバイダ毎に個別の通信エリ
ア情報を管理し、無線通信可能な通信キャリアやプロバイダを選択するのに用いてもよい
。これにより、それぞれの通信キャリアやプロバイダが個別に通信エリア情報を配布し、
端末装置１０２が個別の通信エリア情報を複数利用して無線通信可能かどうかを判断する
ことが可能となる。
【００９２】
　また、無線中継器毎に、通信料金に関する記述をしてもよい。通信料金などに関する情
報は、通信エリア情報管理部１１３が管理する情報のフォーマット内に記述してもよいし
、あるいは別途に用意してもよい。
【００９３】
　また、＜ｂａｎｄｗｉｄｔｈ＞と＜／ｂａｎｄｗｉｄｔｈ＞で囲んだ位置には、無線通
信手段の伝送帯域６０４が記述されている。
【００９４】
　また、通信エリア情報管理部１１３は、伝送帯域６０４を用いて伝送に有利な帯域幅を
持つ無線中継器を選択してもよい。
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【００９５】
　また、通信エリア情報管理部１１３は、有利な通信料金の通信キャリア、プロバイダな
どによる無線中継器を選択してもよい。
【００９６】
　これにより、端末装置１０２の利用者は、無線通信可能なキャリアのうち、最も通信料
金の安い通信キャリア、あるいは最も伝送帯域の広い通信キャリアを利用することが可能
となる。
【００９７】
　ここで、図２を用いた端末装置１０２の説明に戻る。
【００９８】
　端末装置１０２には、通信選択部１１４が設けられている。通信選択部１１４は、回線
品質検出部１０５が検出した、通信部１１２ａ～１１２ｃの回線品質を用いて、実際にコ
ンテンツの取得に使用する通信部１１２ａ～１１２ｃを選択する。
【００９９】
　なお、通信選択部１１４は、通信部１１２ａ～１１２ｃをひとつ選択しても良いし、複
数選択しても良い。
【０１００】
　また、回線品質検出部１０５は、通信部１１２ａ～１１２ｃが例えば携帯電話と無線Ｌ
ＡＮなど複数の通信手段を備えている場合に、通信エリア情報管理部１１３が管理する通
信エリア情報に基づき現在位置が通信エリア内にあるかどうかを判定することにより、回
線品質を検出してもよい。
【０１０１】
　また、このとき、端末装置１０２は、通信選択部１１４において、実際に使用しない通
信部１１２ａ～１１２ｃについてその機能を制限する。
【０１０２】
　また、端末装置１０２には、取得コンテンツ決定部１０４が設けられている。
【０１０３】
　取得コンテンツ決定部１０４は、コンテンツリスト管理部１０３が管理するコンテンツ
リストを参照し、今後参照すると予想されるコンテンツ（取得予定コンテンツ）を決定す
る。取得コンテンツ決定部１０４は、コンテンツリストのコンテンツについて、現在位置
が無線通信可能なエリアであるかどうか、また複数の通信手段を有する場合はどの通信手
段が通信可能か、を回線品質検出部１０５に問い合わせ、現在位置でコンテンツを取得す
るかどうかを決定する。
【０１０４】
　また、取得コンテンツ決定部１０４は、取得予定コンテンツが複数ある場合は、その取
得順を決定する。
【０１０５】
　コンテンツの選択と取得順の決定は、コンテンツリストの記載内容に基づいて行っても
よいし、取得コンテンツ決定部１０４の独自基準を設けて行ってもよい。
【０１０６】
　例えばコンテンツリストに優先度が記載されていた場合、優先度に基づいてコンテンツ
の選択と取得順を決定することができる。
【０１０７】
　これにより、あるコンテンツを、他のコンテンツより先に取得すべきか後に取得すべき
かを判定させるようにできる。例えばニュースなど重要度や更新頻度の高いコンテンツに
優先度を高く設定することにより、重要度や更新頻度の高いコンテンツを優先的に更新す
ることが可能となる。
【０１０８】
　また、コンテンツリストに参照履歴情報が記載されていた場合、参照履歴情報に記載さ
れた時刻順や参照回数に基づいて取得予定コンテンツや取得順を決定することができる。
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【０１０９】
　これにより、更新の古いコンテンツを優先的に取得させたり、参照回数の多いコンテン
ツを優先的に取得させたりすることができる。
【０１１０】
　また、コンテンツリストを表示し、ユーザがコンテンツを選択することによって取得予
定コンテンツやその取得順を決定してもよい。
【０１１１】
　これにより、ユーザが所望するコンテンツを優先的に、また所望する順序で取得するこ
とができる。
【０１１２】
　また、取得コンテンツ決定部１０４は、位置検出部１１１が検出する現在位置の情報と
、位置関連コンテンツの位置情報とに基づき、移動に伴い参照することが予想される位置
関連コンテンツを選択し、取得順を決定しても良い。
【０１１３】
　この場合、取得コンテンツ決定部１０４は、現在位置からの距離や、現在位置の変化量
から計算される端末装置１０２の移動速度や移動方向に基づき、今後参照することが予想
される位置関連コンテンツを選択する。
【０１１４】
　また、取得コンテンツ決定部１０４は、コンテンツリストに記載された取得予定コンテ
ンツの位置情報と、通信エリア情報管理部１１３の管理する通信エリア情報とから、取得
予定コンテンツの対応する位置が通信可能かどうかを判定してもよい。
【０１１５】
　また、取得予定コンテンツの対応する位置が移動に伴い通信可能でなくなる場合は、通
信可能なときにコンテンツを取得しておく必要がある。よって、この場合、取得コンテン
ツ決定部１０４は、このコンテンツの取得順を優先的に早くする。
【０１１６】
　また、取得コンテンツ決定部１０４は、回線品質検出部１０５が検出する回線品質に応
じて取得コンテンツの数を決めてもよい。例えば、現在位置の回線の安定性を示す、無線
強度の時間変化量が増加傾向にあった場合、取得コンテンツ決定部１０４は、回線の安定
性が長時間継続すると判断し、取得コンテンツの数を増やしてもよい。
【０１１７】
　また、端末装置１０２にはコンテンツ取得部１０６が設けられている。コンテンツ取得
部１０６は、取得コンテンツ決定部１０４が決定した取得予定コンテンツを、通信選択部
１１４が選択した通信部１１２ａ～１１２ｃを用いて、コンテンツサーバ１０１から無線
通信で取得する。そして、コンテンツ取得部１０６は、取得したコンテンツを、蓄積管理
部１０７を通じて蓄積部１０８に蓄積する。
【０１１８】
　また、コンテンツ取得部１０６は、すでに該当するコンテンツが蓄積部１０８に蓄積さ
れているかを蓄積管理部１０７に問い合わせ、すでに該当する位置関連コンテンツが蓄積
部１０８に蓄積されている場合は、コンテンツの取得を中止する。
【０１１９】
　また、コンテンツ取得部１０６は、該当するコンテンツが蓄積部１０８にあっても、蓄
積されたコンテンツがコンテンツサーバ１０１に存在するコンテンツよりも古い場合は、
コンテンツ取得を継続してもよい。
【０１２０】
　また、端末装置１０２には、表示制御部１０９が設けられている。表示制御部１０９は
、コンテンツリスト管理部１０３の管理するコンテンツリストから、表示装置１１０で表
示すべきコンテンツを選択する。
【０１２１】
　表示制御部１０９は、コンテンツリストに記載された優先度、参照履歴情報などの付属
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情報に基づき、表示装置１１０で表示するコンテンツを選択してもよいし、位置検出部１
１１で検出した現在位置の情報とコンテンツリストに記載された位置情報に基づきコンテ
ンツを選択してもよい。
【０１２２】
　また、表示制御部１０９は、選択したコンテンツが蓄積部１０８に蓄積されているかど
うかを蓄積管理部１０７に問い合わせる。そして、蓄積管理部１０７が蓄積部１０８に該
当する位置関連コンテンツを発見した場合、表示制御部１０９は、蓄積管理部１０７から
、選択したコンテンツを取得し、表示装置１１０で表示する。
【０１２３】
　一方、蓄積管理部１０７が蓄積部１０８に選択したコンテンツを発見できなかった場合
は、表示制御部１０９は、蓄積管理部１０７がコンテンツ取得部１０６を通じてコンテン
ツサーバ１０１から取得した該当するコンテンツを受信する。
【０１２４】
　また、通信ができないなどの理由により、コンテンツ取得部１０６がコンテンツを取得
できない場合、蓄積管理部１０７は取得できない旨を表示制御部１０９に伝達する。そし
て、表示制御部１０９は、コンテンツを取得できない旨を表示装置１１０に表示する。
【０１２５】
　また、表示装置１１０は、映像や静止画像、文字などを出力するディスプレイや、音声
や音楽などを出力するスピーカー、ヘッドホン、イヤホンなどである。
【０１２６】
　また、蓄積管理部１０７は、蓄積部１０８において不要になったコンテンツを順次削除
する。蓄積管理部１０７は、不要になったコンテンツとして、参照済みのコンテンツ、参
照予定で取得したが移動により参照の予定がなくなったコンテンツ、などを選択する。
【０１２７】
　次に、実施の形態１にかかる端末装置１０２のコンテンツ取得処理について、図７を用
いて説明する。図７は、実施の形態１にかかる端末装置１０２のコンテンツ取得動作のフ
ローチャートである。
【０１２８】
　まず、端末装置１０２は、回線品質検出部１０５において、複数の通信部１１２ａ～１
１２ｃの回線品質を検出する（ＳＴ７０１）。
【０１２９】
　次に、端末装置１０２の通信選択部１１４が、ＳＴ７０１において検出した回線品質を
用いて、通信可能な通信部１１２ａ～１１２ｃを選択する（ＳＴ７０２）。
【０１３０】
　次に、端末装置１０２の取得コンテンツ決定部１０４は、通信可能な通信部１１２ａ～
１１２ｃがあるか判断する（ＳＴ７０３）。
【０１３１】
　そして、通信可能な通信部１１２ａ～１１２ｃが無いと判断した場合には、取得コンテ
ンツ決定部１０４は、コンテンツの取得を行わず（ＳＴ７０４）、ＳＴ７０１の処理に戻
る。
【０１３２】
　一方、ＳＴ７０３において、通信可能な通信部１１２ａ～１１２ｃがあると判断した場
合には、取得コンテンツ決定部１０４は、コンテンツリスト管理部１０３からコンテンツ
リストを取得する（ＳＴ７０５）。
【０１３３】
　次に、端末装置１０２の位置検出部１１１が、端末装置１０２の現在位置に関する情報
を取得する（ＳＴ７０６）。
【０１３４】
　次に、取得コンテンツ決定部１０４は、現在位置に基づいて、コンテンツリストのコン
テンツから取得予定コンテンツを選択する（ＳＴ７０７）。
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【０１３５】
　なお、取得コンテンツ決定部１０４は、ＳＴ７０７において、取得予定コンテンツを現
在位置に基づいてではなく、コンテンツの優先度、参照履歴、およびユーザによる選択指
示により選択しても良い。
【０１３６】
　次に、取得コンテンツ決定部１０４は、複数の取得予定コンテンツを選択した場合には
、コンテンツの位置、コンテンツの優先度、コンテンツの参照履歴、およびユーザによる
コンテンツ選択指示等に基づき、取得予定コンテンツの取得順を決定する（ＳＴ７０８）
。
【０１３７】
　そして、コンテンツ取得部１０６が、ＳＴ７０７において選択した取得予定コンテンツ
を、ＳＴ７０８において決定した取得順で、取得し（ＳＴ７０９）、ＳＴ７０１の処理に
戻る。
【０１３８】
　このように、端末装置１０２は、通信可能な通信部１１２ａ～１１２ｃを用いて、取得
予定コンテンツを取得する。
【０１３９】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、参照すると予想される位置関連コンテン
ツを予め無線通信可能なエリアで取得することができる。これにより、ある位置関連コン
テンツを参照する際に通信可能エリア外にいたとしても、この位置関連コンテンツを通信
可能エリア内で予め受信してあるので、この位置関連コンテンツを参照できる。つまり、
通信可能エリア外の位置に関連したコンテンツを参照できる。
【０１４０】
　また、実施の形態１によれば、通信可能エリア外で参照すべき位置関連コンテンツにつ
いては、通信可能エリア内で取得し蓄積したものを参照し、一方通信可能エリア内で参照
すべき位置関連コンテンツはその通信可能エリア内で取得して参照するようにできる。こ
れにより、位置関連コンテンツを、通信可能エリアに応じて、より最新の状態として参照
することが可能となる。
【０１４１】
　また、実施の形態１によれば、現在位置が通信可能エリア内かどうかを通信エリア情報
管理部１１３の管理する通信エリア情報に基づいて判定するため、複数の通信部１１２ａ
～１１２ｃを持つ端末装置１０２が電気的に複数の通信部１１２ａ～１１２ｃの通信状況
を監視する必要がなくなる。これにより、端末装置１０２の電力消費量を削減することが
可能となる。
【０１４２】
　また、実施の形態１によれば、取得コンテンツの決定を端末装置１０２内に構成される
取得コンテンツ決定部１０４で行う。これは、端末装置１０２から位置情報を通知された
サーバが位置に関連するコンテンツを検索して端末装置に対し送信する方式に比べ、端末
装置１０２から端末の現在位置情報を送出する必要がなくプライバシが保護できる。また
、サーバで検索する必要がなくサーバの負荷を低減できる。さらに、端末装置１０２内で
コンテンツを選択するためその選択方式を変更することにより端末装置１０２個別の柔軟
なサービスが実現できる。さらに、また、端末装置１０２で通信可能エリアの内外など通
信環境に応じてコンテンツを先行的に取得することにより無線の乱れの影響を低減できる
こと、などの効果が得られる。
【０１４３】
　また、コンテンツリスト管理部１０３が管理するコンテンツリストは位置情報を持たな
いＵＲＬのみのリストであってもよい。コンテンツの例としてはユーザが移動しながら順
次再生したい音楽や映像のコンテンツが考えられる。このとき取得コンテンツ決定部１０
４は、位置検出部１１１が検出した現在位置に関する情報に関係なく、コンテンツリスト
の全てのコンテンツをリスト順あるいは任意の順序で取得するように決定することができ
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る。これにより、位置に関連しないコンテンツであっても、通信可能エリア外で参照する
ことが可能となる。またコンテンツリストはコンテンツリスト管理部１０３が自動的に生
成してもよい。例えば、ユーザが参照しているコンテンツを検知し、それに含まれるリン
ク先のＵＲＬのリストを生成することができる。これにより、移動端末装置においてユー
ザが次に参照すると予測されるコンテンツをユーザが参照する前に、通信可能エリアにお
いて先行取得することが可能となる。
【０１４４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２にかかる端末装置を備えた情報取得システムについて説明する。
まず、実施の形態２にかかる情報取得システムの構成について図８を用いて説明する。
【０１４５】
　実施の形態２にかかる情報取得システム８００には、位置関連コンテンツを配信するコ
ンテンツサーバ１０１と、位置関連コンテンツを受信する端末装置８０２と、が設けられ
ている。なお、すでに説明した部分には、同一の符号を付与し、詳細な説明を省略する。
【０１４６】
　端末装置８０２には、位置検出部１１１と、通信エリア情報管理部１１３と、取得コン
テンツ決定部８０４と、コンテンツ取得部８０６と、コンテンツリスト管理部１０３と、
蓄積管理部１０７と、蓄積部１０８と、表示制御部１０９と、表示装置１１０と、が設け
られている。
【０１４７】
　取得コンテンツ決定部８０４は、位置検出部１１１が検出した現在位置の情報に基づき
、現在位置が無線通信可能なエリアであるかどうか、また複数の通信手段を有する場合は
どの通信手段が通信可能か、を通信エリア情報管理部１１３に問い合わせ、現在位置でコ
ンテンツを取得するかどうかを決定する。現在位置が無線通信可能なエリアであると判定
された場合は、現在位置の情報に基づき、移動に伴い参照することが予想される位置関連
コンテンツを選択する。
【０１４８】
　次に、取得コンテンツ決定部８０４は、通信エリア情報管理部１１３に通信可能エリア
に関する情報を問い合わせることで、参照することが予想される位置関連コンテンツに対
応する位置が通信可能エリア内か否か判断する。そして、取得コンテンツ決定部８０４は
、参照すると予想される位置関連コンテンツに対応する位置が通信可能エリア外にある場
合に、その位置関連コンテンツを現在位置で取得すべき位置関連コンテンツとして選択す
る。
【０１４９】
　また、コンテンツ取得部８０６は、取得コンテンツ決定部８０４が選択した位置関連コ
ンテンツをコンテンツサーバ１０１から無線通信により取得し、蓄積管理部１０７を通じ
て蓄積部１０８に蓄積する。
【０１５０】
　また、コンテンツ取得部８０６は、すでに該当する位置関連コンテンツが蓄積部１０８
に蓄積されているかを蓄積管理部１０７に問い合わせ、すでに該当する位置関連コンテン
ツが蓄積部１０８に蓄積されている場合は、位置関連コンテンツの取得を中止する。また
、コンテンツ取得部８０６は、該当する位置関連コンテンツが蓄積部１０８にあっても、
蓄積された位置関連コンテンツがコンテンツサーバ１０１に存在する位置関連コンテンツ
よりも古い場合は、コンテンツ取得を継続してよい。
【０１５１】
　次に、取得コンテンツ決定部８０４の処理手順について図９を用いて説明する。図９は
、実施の形態２にかかる取得コンテンツ決定部８０４の処理の詳細を説明する図である。
【０１５２】
　まず、取得コンテンツ決定部８０４は、位置検出部１１１から端末装置８０２の現在位
置、移動方向、移動速度に関する情報を取得する（ＳＴ９０１）。次に、取得コンテンツ
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決定部８０４は、取得した現在位置に関する情報から、現在位置が無線通信可能なエリア
であるかどうかを通信エリア情報管理部１１３に問い合わせる。取得コンテンツ決定部８
０４は、現在位置が無線通信可能なエリアでないと判定されたときは取得コンテンツがな
いものと決定する。
【０１５３】
　一方、現在位置が無線通信可能なエリアである場合、取得コンテンツ決定部８０４は、
コンテンツリスト管理部１０３からコンテンツリストを取得する（ＳＴ９０２）。そして
、取得コンテンツ決定部８０４は、取得した位置、移動方向、移動速度に関する情報に基
づき、端末装置８０２が移動後に参照すると予測される位置関連コンテンツを選択し、順
位付けをする（ＳＴ９０３）。そして、取得コンテンツ決定部８０４は、ＳＴ９０３にお
いて選択した位置関連コンテンツを参照候補コンテンツとする（ＳＴ９０４）。
【０１５４】
　ここで、取得コンテンツ決定部８０４による、参照予想の位置関連コンテンツの選択に
ついて図１０を用いて説明する。図１０は、実施の形態２にかかる取得コンテンツ決定部
における位置関連コンテンツの選択の一例を示す図である。
【０１５５】
　取得コンテンツ決定部８０４は、現在位置５０１を焦点の１つとし、移動方向５０２の
前方にある点をもうひとつの焦点５０３とする楕円の領域内５１０に対応付けられたコン
テンツをコンテンツリストから検索し、選択する。
【０１５６】
　取得コンテンツ決定部８０４は、移動速度に応じて焦点５０１と焦点５０３との間の距
離を大きくする。これにより、移動速度が大きいときにより広い領域のコンテンツを選択
することができる。
【０１５７】
　取得コンテンツ決定部８０４は、こうして選択された位置関連コンテンツに対し、現在
位置５０１からの距離が近い順に順位付けをする。
【０１５８】
　なお、取得コンテンツ決定部８０４における位置関連コンテンツの選択のしかたや順位
付けのしかたは上述した方法に限定されるものではなく、これ以外の方法でコンテンツの
選択や順位付けを行ってもよい。例えば、位置関連コンテンツを選択する範囲は楕円でな
くてもよく、移動方向に所定の幅を持つ領域とすればよい。
【０１５９】
　また、取得コンテンツ決定部８０４は、端末装置８０２が記憶するスケジュール情報や
移動経路情報に基づいて、参照候補コンテンツを決定してもよい。具体的には、端末装置
８０２が利用者の行動スケジュール（例えば１５時から新宿で会議、など）を入力可能な
ＰＤＡや、移動経路を検索できるカーナビゲーションシステムであった場合、取得コンテ
ンツ決定部８０４が、利用者の行動スケジュールなどをもとに、移動経路や目的地を決定
し、移動経路や目的地周辺の位置関連コンテンツを参照候補コンテンツとして選択するよ
うにしてもよい。これにより、今後の行動予定に基づいた、位置関連コンテンツを参照候
補コンテンツとして選択することができる。
【０１６０】
　次に、取得コンテンツ決定部８０４は、通信エリア情報管理部１１３から現在位置、お
よびＳＴ９０４において取得した参照候補コンテンツに対応付けられた位置が、通信可能
エリアであるかどうかを問い合わせる（ＳＴ９０５）。
【０１６１】
　そして、取得コンテンツ決定部８０４は、それぞれの参照候補コンテンツに関して直ち
に取得すべきかどうかを判定する（ＳＴ９０６）。
【０１６２】
　具体的には、取得コンテンツ決定部８０４は、参照候補コンテンツが通信可能エリア内
の位置に対応付けられていれば、その位置に到達したときでも参照候補コンテンツを受信
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することが可能であるため、現在位置での取得の優先度を下げる。
【０１６３】
　一方、参照候補コンテンツが通信可能エリア外の位置に対応付けられていれば、その位
置に到達したときに参照候補コンテンツを受信することができないため、通信エリア内に
端末装置８０２が存在するときに優先的に先行して取得する必要がある。
【０１６４】
　よって、取得コンテンツ決定部８０４は、先行取得する必要がある位置関連コンテンツ
を取得予定コンテンツとして決定する（ＳＴ９０７）。
【０１６５】
　なお、参照候補コンテンツが通信可能エリア内にあるかを判定する位置は、参照候補コ
ンテンツが対応付けられた位置に限定されない。例えば、位置関連コンテンツをそれに対
応付けられた位置に到着するより以前に参照する場合、位置関連コンテンツが対応付けら
れた位置よりも手前の位置を参照予定位置として通信可能エリア内かどうか判定する。
【０１６６】
　また、参照予定位置でなく、端末装置８０２の現在位置と移動方向から予測される移動
経路上の位置を用いて、通信可能エリア内かどうか判定してもよい。
【０１６７】
　次に、コンテンツ取得部８０６が、取得コンテンツ決定部８０４が選択した取得予定コ
ンテンツを、順次取得する（ＳＴ９０８）。具体的には、コンテンツ取得部８０６は、コ
ンテンツリストを参照し、取得予定コンテンツのアドレスを取得し、取得したアドレスを
用いて所得予定コンテンツを取得する。
【０１６８】
　そして、取得コンテンツ決定部８０４は、一定時間間隔毎に位置検出部１１１から情報
を取得し、取得予定コンテンツを決定し、更新する。
【０１６９】
　なお、取得コンテンツ決定部８０４は、位置検出部１１１から情報を取得した後、一定
の距離を移動したと検出された後に、取得予定コンテンツを決定、更新してもよい。
【０１７０】
　また、コンテンツ取得部８０６は、取得予定コンテンツからコンテンツを１つ選択し、
それが取得完了した後にさらに取得予定コンテンツを決定し、その取得予定コンテンツの
中からコンテンツを１つ選択してもよい。これにより、移動位置により柔軟に対応してコ
ンテンツを取得できる。つまり、移動が大きい場合にも、移動した位置に適切なコンテン
ツを取得できる。
【０１７１】
　以上説明したように、実施の形態２によれば、参照すると予想される位置関連コンテン
ツに対応する位置が通信可能エリア外の場合であっても、参照すると予想されるコンテン
ツを予め通信可能エリア内において取得しておくことができる。これにより、通信可能エ
リア外の位置に関連したコンテンツを参照できる。
【０１７２】
　また、実施の形態２によれば、通信可能エリア外で参照すべき位置関連コンテンツにつ
いては、通信可能エリア内で取得し蓄積したものを参照し、一方通信可能エリア内で参照
すべき位置関連コンテンツはその通信可能エリア内で取得して参照するようにできる。こ
れにより、位置関連コンテンツを、通信可能エリアに応じて、より最新の状態として参照
することが可能となる。
【０１７３】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３にかかる情報取得システムについて図１１を用いて説明する。
【０１７４】
　実施の形態３の情報取得システム１１００は、実施の形態２の情報システム８００と端
末装置１１０２の構成が異なる。端末装置１１０２は、実施の形態２における端末装置８
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０２の通信エリア情報管理部１１３の代わりに無線強度検出部１１０５を備えている。な
お、すでに説明した部分については同一の符号を付与し、詳細な説明を省略する。
【０１７５】
　無線強度検出部１１０５は、端末装置１１０２の現在の位置における無線通信の通信強
度を検出する。無線強度検出部１１０５は、回線の安定性を示す無線強度、例えば無線通
信に電波を用いているときは電波の電界強度を、赤外線を用いているときは赤外線の強度
を検出する。また、無線強度検出部１１０５は、無線強度と雑音との比、伝送データの誤
り率、実効伝送帯域を検出してもよい。これにより、精度の高い回線品質検出方法を利用
することができる。
【０１７６】
　また、無線強度検出部１１０５は、検出した無線強度の履歴を保存する。無線強度検出
部１１０５は、例えば直前に検出した無線強度のみを保存してもよいし、検出した無線強
度を全て、検出した位置とともに保存してもよい。
【０１７７】
　取得コンテンツ決定部１１０４は、現在の位置に対応する位置関連コンテンツを取得し
終わってから、無線強度検出部１１０５に無線強度を問い合わせ、十分な無線強度が得ら
れる場合はさらに位置関連コンテンツの探索範囲を広げて位置関連コンテンツを選択し、
取得を行う。言い替えれば、取得コンテンツ決定部１１０４は、無線強度に応じて、現在
位置の周辺の位置に対応する位置関連コンテンツ、つまり、これから参照することが予想
される位置関連コンテンツを選択する。
【０１７８】
　これにより、無線強度、つまり回線品質に応じて取得できる数のコンテンツを取得する
ようにできる。この結果、通信手段の能力を有効に活用でき、現在位置の周辺の位置に対
応する位置関連コンテンツ、つまり、これから参照することが予想される位置関連コンテ
ンツを確実に取得できる。
【０１７９】
　なお、取得コンテンツ決定部１１０４は、無線強度の変化に基づいて、端末装置１１０
２が通信可能エリアに入ったばかりか、出るところかを判断し、この判断結果に基づいて
位置関連コンテンツを取得するか否かの判断をしてもよい。
【０１８０】
　具体的には、無線強度検出部１１０５は、無線強度の直前の履歴も保持し、無線強度が
強まりつつある場合は通信可能エリアに入ったばかりと判断し、比較的長時間通信が可能
であると判断する。逆に無線強度が弱まりつつある場合は、無線強度検出部１１０５は、
通信可能エリアを出るところと判断し、通信が比較的短時間しかできないと判断をする。
【０１８１】
　そして、取得コンテンツ決定部１１０４は、判断した通信可能時間に合わせて、取得す
る位置関連コンテンツの数を決定し、位置関連コンテンツを選択するようにする。これに
より、位置関連コンテンツの取得判断の精度を高めることができる。
【０１８２】
　また、位置関連コンテンツのサイズや通信手段の伝送帯域から位置関連コンテンツの伝
送にかかる時間を算出し、算出した時間に基づいて位置関連コンテンツを取得するか否か
を決定してもよい。
【０１８３】
　具体的には、無線強度の変化を用いて、通信可能である時間を求め、この求めた通信可
能である時間と、位置関連コンテンツの伝送にかかる時間を比較して、通信可能である時
間が位置関連コンテンツの伝送にかかる時間より長い場合に、対応する位置関連コンテン
ツの取得をする。これにより、位置関連コンテンツの取得判断の精度を高めることができ
る。
【０１８４】
　また、コンテンツのサイズはコンテンツリストに記述し、それを読み込んでもよいし、
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コンテンツサーバ１０１にサイズだけを問い合わせてもよい。また、通信手段の伝送帯域
は、無線強度検出部１１０５が検出しそれを読み出してもよい。
【０１８５】
　以上説明したように、実施の形態３によれば、現在位置の無線強度に応じて、現在の位
置の周辺に対応する位置関連コンテンツ、つまり今後参照すると予想される位置関連コン
テンツを今取得するかどうかを判断することが可能となる。このように、今後参照すると
予想される位置関連コンテンツを先行して可能な限り取得、蓄積しておくことにより、参
照すると予想されるコンテンツに対応する位置が通信可能エリア外であっても、参照する
ことができる。
【０１８６】
　なお、実施の形態３において、実施の形態２のように、今後参照されると予測される位
置関連コンテンツに対応する位置が通信可能エリア外にあるものについて、先行して取得
するようにしてもよい。これにより、必要とされる位置関連コンテンツをより効果的に取
得することができる。
【０１８７】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４は、端末装置の位置に応じたコンテンツリストを生成し、端末装
置に送信するコンテンツリストサーバを具備したものである。
【０１８８】
　以下、本発明の実施の形態４にかかる情報取得システムについて図１２を用いて説明す
る。なお、すでに説明したものと同一の部分には、同一の符号を付与し詳細な説明を省略
する。
【０１８９】
　実施の形態４にかかる情報取得システム１２００には、コンテンツサーバ１０１と、コ
ンテンツリストサーバ１２０１と、端末装置１２０２が設けられている。
【０１９０】
　端末装置１２０２には、コンテンツリスト要求部１２０４が設けられている。コンテン
ツリスト要求部１２０４は、コンテンツリストの送信要求をコンテンツリストサーバ１２
０１に送信する。
【０１９１】
　また、コンテンツリスト要求部１２０４は、位置関連コンテンツの送信を要求する場合
は、位置検出部１１１において端末装置１２０２の位置および移動方向、移動速度を検出
し、送信要求とともにコンテンツリストサーバ１２０１に送信する。
【０１９２】
　これに対して、コンテンツリストサーバ１２０１は、端末装置１２０２からコンテンツ
リスト要求をコンテンツリスト要求受信部１２０５において受信する。次に、コンテンツ
リストサーバ１２０１は、コンテンツリスト生成部１２０６において、端末装置１２０２
に送信するコンテンツのコンテンツリストを作成する。コンテンツとしては端末装置１２
０２に通知するメッセージなどがあり得る。
【０１９３】
　コンテンツリスト要求受信部１２０５が端末装置１２０２の位置情報、および、移動方
向、移動速度を受信した場合は、コンテンツリスト生成部１２０６は、受信した位置情報
、移動方向、移動速度に基づき、端末１２０２が参照すると思われ、かつ通信可能エリア
外に対応する位置関連コンテンツをデータベース１２０７から検索し、検索した位置関連
コンテンツからなるコンテンツリストを生成する。そして、コンテンツリストサーバ１２
０１は、生成したコンテンツリストを端末装置１２０２に送信する。
【０１９４】
　これに対して、端末装置１２０２は、コンテンツリスト管理部１２０３において、上述
したコンテンツリストを受信する。次に、取得コンテンツ決定部１０４は、受信したコン
テンツリストから参照することが予想されるコンテンツの選択と取得順の決定を行う。
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【０１９５】
　次に、コンテンツ取得部１０６が、取得コンテンツ決定部１０４が決定した取得予定コ
ンテンツをコンテンツサーバ１０１から受信する。
【０１９６】
　このようにして、端末装置１２０２は、移動に伴って参照することが予想され、かつ通
信可能エリア外に対応する位置関連コンテンツを取得する。
【０１９７】
　次に、コンテンツリスト生成部１２０６のコンテンツリストを生成する方法について図
１３を用いて説明する。図１３は、コンテンツリスト生成部１２０６の処理を説明するた
めの、無線中継器の位置を記した略地図である。
【０１９８】
　図１３中の円を通信可能エリアの境界とし、円の中心を無線中継器の位置とする。円の
外側は通信可能エリア外を示し、端末装置１２０２は通信できない。
【０１９９】
　端末装置１２０２の現在位置は１３０１であり、矢印１３０２の方向に移動していると
する。また、図１３中の任意の位置にコンテンツが対応付けられているとする。図中のＡ
～Ｆは、領域を示す。例えば領域Ａは、端末装置１２０２の現在位置１３０１における通
信可能エリアの円の内部を現す。領域Ｂ、Ｃ、ＤおよびＥは通信可能エリア外であり、領
域Ｆは通信可能エリア内である。
【０２００】
　端末装置１２０２は、位置１３０１から位置１３０２の方向に移動するため、領域Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｆの内部に対応付けられた位置関連コンテンツを参照する可能性がある。そこで
、コンテンツリストサーバ１２０１のコンテンツリスト生成部１２０６は、領域Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｆに対応する位置関連コンテンツを候補として決定する。
【０２０１】
　次に、領域Ｆ内の位置関連コンテンツは端末装置１２０２がその領域に移動してから受
信可能なため、コンテンツリスト生成部１２０６は、コンテンツリストに挙げる必要はな
い。よって、コンテンツリスト生成部１２０６は、領域Ｆ内の位置関連コンテンツをコン
テンツリストの候補から外す。
【０２０２】
　このようにして、コンテンツリスト生成部１２０６は、領域Ａ～Ｃの内部に対応付けら
れた位置関連コンテンツを用いてコンテンツリストを生成する。具体的には、コンテンツ
リストは、領域Ａ～Ｃの内部に対応する位置関連コンテンツのアドレスと、位置情報との
組で構成される。
【０２０３】
　なお、コンテンツリスト生成部１２０６は、移動方向が途中で変化しうることも考慮し
て領域Ｄや領域Ｆの位置関連コンテンツをコンテンツリストに挙げてもよい。
【０２０４】
　また、コンテンツデータベース１２０７は、位置関連コンテンツを個別に管理し、都度
検索してコンテンツリストを生成してもよいし、各領域（Ａ、Ｂ、Ｃ、…）毎に小さいコ
ンテンツリストの形で管理してそれらを結合してコンテンツリストを生成してもよい。
【０２０５】
　また、コンテンツリストサーバ１２０１は、無線中継器であってもよい。その場合のデ
ータベース１２０７は少なくとも、その無線中継器の通信可能エリア内領域および周辺の
通信可能エリア外領域のコンテンツを管理していればよい。
【０２０６】
　また、コンテンツリスト生成部１２０６は、端末装置１２０２から受信したスケジュー
ル情報や移動経路情報に基づいてコンテンツリストを生成してもよい。
【０２０７】
　具体的には、端末装置１２０２が利用者の行動スケジュール（例えば１５時から新宿で
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会議、など）を入力可能なＰＤＡや、移動経路を検索できるカーナビゲーションシステム
であった場合、それらの情報をコンテンツリストサーバ１２０１に送信し、コンテンツリ
ストサーバ１２０１が受信した移動経路や目的地周辺の位置関連コンテンツをコンテンツ
リスト生成部１２０６においてコンテンツリストに含めるようにする。これにより、コン
テンツリストサーバ１２０１は、今後の行動予定に沿ったコンテンツ予測を行うことがで
き、より正確なコンテンツリストを生成することができる。
【０２０８】
　以上説明したように、実施の形態４によれば、端末装置１２０２は、端末装置１２０２
の移動に伴い通信可能エリア外で参照すべき位置関連コンテンツのリストをコンテンツリ
ストサーバ１２０１から取得できる。そして、端末装置１２０２は、この参照すべき位置
関連コンテンツを通信可能エリア内で受信できる。このように、にサーバ１２０１から端
末装置１２０２に対して、移動に伴い通信可能エリア外で参照すべき位置関連コンテンツ
通知することにより、端末装置１２０２が移動に伴い通信可能エリア外で参照すべき位置
関連コンテンツを決定する必要がなくなる。この結果、端末装置１２０２の負荷を軽減で
きる。また、端末装置１２０２に特別な装置を備える必要もなくなるので、端末装置１２
０２に一般的な移動端末を適用できる。
【産業上の利用可能性】
【０２０９】
　本発明は、例えば通信可能エリア外の位置に関連付けられた位置関連コンテンツのよう
に、通信可能エリア外で参照すると予想されるコンテンツを、通信可能エリア内で予め受
信することにより、通信可能エリア外でもコンテンツを参照できる端末装置および情報取
得システム、例えば移動端末等に適している。
【図面の簡単な説明】
【０２１０】
【図１】本発明の概要を説明するための図
【図２】本発明の実施の形態１にかかる情報取得システムの構成図
【図３】実施の形態１にかかるコンテンツリストのデータ構造を示す図
【図４】実施の形態１にかかるコンテンツリストのフォーマットの例を示す図
【図５】実施の形態１にかかるコンテンツリストのその他の例を示す図
【図６】実施の形態１にかかる通信エリア情報管理部が管理する情報とそのフォーマット
を示す図
【図７】実施の形態１にかかる端末装置のコンテンツ取得動作のフローチャート
【図８】本発明の実施の形態２にかかる情報取得システムの構成図
【図９】実施の形態２にかかる取得コンテンツ決定部の処理の詳細を説明する図
【図１０】実施の形態２にかかる取得コンテンツ決定部における位置関連コンテンツの選
択の一例を示す図
【図１１】本発明の実施の形態３にかかる情報取得システムの構成図
【図１２】本発明の実施の形態４にかかる情報取得システムの構成図
【図１３】実施の形態４にかかるコンテンツリスト生成部の処理を説明するための、無線
中継器の位置を記した略地図
【符号の説明】
【０２１１】
　１０１　コンテンツサーバ
　１０２、８０２、１１０２、１２０２　端末装置
　１０３、１２０３　コンテンツリスト管理部
　１０４、８０４、１１０４　取得コンテンツ決定部
　１０５　回線品質検出部
　１０６、８０６　コンテンツ取得部
　１０７　蓄積管理部
　１０８、２０３　蓄積部
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　１０９　表示制御部
　１１０　表示装置
　１１１　位置検出部
　１１２ａ～１１２ｃ　通信部
　１１３　通信エリア情報管理部
　１１４　通信選択部
　２０１　無線中継器
　２０２　受信端末
　２０６　表示部
　２０７、２０８　コンテンツ
　２１０　サーバ
　１１０５　無線強度検出部
　１２０１　コンテンツリストサーバ
　１２０５　コンテンツリスト要求受信部
　１２０６　コンテンツリスト生成部
　１２０７　データベース
　１３０１　端末の現在位置
　１３０２　端末の移動方向

【図１】 【図２】



(24) JP 4317409 B2 2009.8.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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