
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、データを送信
するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無線基地局
を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、
　特定の無線基地局を表す少なくとも１つの基地局識別子と、前記サーバに蓄積されてい
る複数のデータの中の特定データを表す少なくとも１つのデータ識別子とを保持し、前記
基地局識別子及びデータ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別子送信手段を設けた配信
制御装置を前記ネットワークに接続し、
　前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と、前記配信制御装置から受
信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ選択手段と、前記配信制御
装置から受信した基地局識別子に対応する特定の無線基地局に対して前記データ選択手段
の選択したデータを送信するデータ送信手段と、
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　同報配信されるデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納
手段に格納された複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、
　前記配信制御装置によって選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配
信情報を選択する配信情報選択手段と、
　前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータ
の見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、
　前記一覧作成手段の作成した一覧情報を同報配信する一覧同報配信手段と



　を設けたことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項２】
　受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、データを送信
するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無線基地局
を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、

　を設けたことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項３】

【請求項４】
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　特定の無線基地局を表す少なくとも１つの基地局識別子と、前記サーバに蓄積されてい
る複数のデータの中の特定データを表す少なくとも１つのデータ識別子とを保持し、前記
基地局識別子及びデータ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別子送信手段を設けた配信
制御装置を前記ネットワークに接続し、
　前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と、前記配信制御装置から受
信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ選択手段と、前記配信制御
装置から受信した基地局識別子に対応する特定の無線基地局に対して前記データ選択手段
の選択したデータを送信するデータ送信手段と、
　同報配信されるデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納
手段に格納された複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、
　前記配信制御装置によって選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配
信情報を選択する配信情報選択手段と、
　前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータ
の見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、
　前記一覧作成手段の作成した一覧情報を該当するデータを配信している無線基地局に対
して送信する一覧情報送信手段と

　受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、データを送信
するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無線基地局
を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定デ
ータを表す少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送
信する識別子送信手段を備える配信制御装置と、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出される同報データを受信して少なく
とも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属する第１の装置に対して前記同報デ
ータを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置からの要求に従って前記データ転送手
段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転送装置とを設けるとともに、
　前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と、前記配信制御装置から受
信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ選択手段と、前記データ選
択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転送装置に同報データとして
送信するデータ送信手段と、
　前記データ送信手段の送信する同報データの利用に必要なアドレスなどの配信情報を前
記配信制御装置に対して送信するデータ配信情報送信手段とを設け、
　前記配信制御装置には、前記サーバから受信した前記配信情報を少なくとも１つの無線
基地局に対して送信するデータ配信情報転送手段を更に設けた
　ことを特徴とするデータ配信システム。

　受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、データを送信
するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無線基地局
を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定デ
ータを表す少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送
信する識別子送信手段を備える配信制御装置と、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出される同報データを受信して少なく



　を設けたことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項５】

　を設けたことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項６】
　請求項 のデータ配信システムにおいて、
　前記サーバには、前記一覧情報の配信を開始する際に、前記一覧情報を受信する際に必
要とされるアドレスなどの配信情報を前記配信制御装置に対して通知する配信情報通知手
段を更に設け、
　前記配信制御装置には、前記サーバの配信情報通知手段から通知された配信情報を無線
基地局に対して通知する配信情報通知転送手段を更に設けた
　ことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項７】
　請求項 のデータ配信システムにおいて、前記サーバには、前記一覧情報の配
信を開始する際に、前記一覧情報を受信する際に必要とされるアドレスなどの配信情報を
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とも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属する第１の装置に対して前記同報デ
ータを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置からの要求に従って前記データ転送手
段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転送装置とを設けるとともに、
　前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と、前記配信制御装置から受
信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ選択手段と、前記データ選
択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転送装置に同報データとして
送信するデータ送信手段と、
　同報配信されるデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納
手段に格納された複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、
　前記配信制御装置によって選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配
信情報を選択する配信情報選択手段と、
　前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータ
の見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、
　前記一覧作成手段の作成した一覧情報を同報配信する一覧同報配信手段と

　受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、データを送信
するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無線基地局
を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定デ
ータを表す少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送
信する識別子送信手段を備える配信制御装置と、
　前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出される同報データを受信して少なく
とも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属する第１の装置に対して前記同報デ
ータを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置からの要求に従って前記データ転送手
段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転送装置とを設けるとともに、
　前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と、前記配信制御装置から受
信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ選択手段と、前記データ選
択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転送装置に同報データとして
送信するデータ送信手段と、
　同報配信されるデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納
手段に格納された複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、
　前記配信制御装置によって選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配
信情報を選択する配信情報選択手段と、
　前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータ
の見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、
　前記一覧作成手段の作成した一覧情報を該当するデータを配信している無線基地局に対
して送信する一覧情報送信手段と

１または４

２または５



無線基地局に対して通知する配信情報通知手段を更に設けたことを特徴とするデータ配信
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、デー
タを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータを無
線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線装置を利用する通信システムにおいては、同じ無線チャネルを用いて１つの無線基地
局から不特定の多数の無線端末に対して各種のコンテンツを同報配信することができる。
このようなコンテンツの配信を行う場合には、コンテンツのデータはネットワークと接続
されたサーバ上に配置される。また、無線基地局は前記ネットワークを介して前記サーバ
と接続される。
【０００３】
実際にコンテンツの配信を行う場合には、コンテンツの所有者及び無線システムの所有者
はそれぞれ次に説明するような手続きを行う必要がある。
コンテンツの所有者は、コンテンツのデータを準備してそれをサーバに格納し、サーバが
同報配信を開始するように手続きする。また、コンテンツの所有者はコンテンツ毎に、同
報配信のデータを受信する場合に必要となる情報（ＩＰアドレスやポート番号）を格納し
たコンテンツデータ情報と呼ばれるファイルなどを作成する。コンテンツデータ情報は、
受信端末に対して同報配信するか又はサーバ上に配置する。
【０００４】
無線システムの所有者は、前記サーバから配信されているコンテンツを無線基地局が複数
の無線端末に対して同報配信するように、無線基地局の動作を決定する。更には、コンテ
ンツデータ情報（ＩＰアドレスやポート番号）がＷＥＢ上に存在しない場合のように、端
末がコンテンツデータ情報に直接アクセスできない場合には、無線システムの所有者がコ
ンテンツデータ情報を入手して、それを無線基地局が複数の無線端末に対して同報配信す
るように無線基地局の動作を決定する。
【０００５】
コンテンツを受信しようとする無線端末においては、該当するコンテンツデータ情報を同
報配信として無線基地局から受信するか又はＷＥＢサーバに問い合わせることにより取得
し、そのコンテンツデータ情報を用いて希望するコンテンツを同報配信として受信する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来のデータ配信システムにおいては、無線システムの所有者とコンテンツを配信するサ
ーバの管理者（あるいはコンテンツの所有者）とが異なる場合には、無線システムの所有
者が配信を希望するコンテンツであっても、サーバの管理者あるいはコンテンツの所有者
の手続きによってサーバからの配信ができる状態になった特定のコンテンツ以外は無線シ
ステム及び無線端末に対して配信することができない。
【０００７】
すなわち、サーバ上に多数のコンテンツが蓄積されている場合であっても、サーバの管理
者が所定の手続きを行わない限り全てのコンテンツを無線システム及び無線端末に配信す
ることはできないので、無線システムの所有者は配下の無線端末に対して配信するコンテ
ンツを自由に選別することができなかった。
また、無線基地局がコンテンツの配信を行う場合には、サーバが該当するコンテンツの配
信に利用しているＩＰアドレスなどの情報を利用する必要があるので、無線システムの所
有者はＩＰアドレスなどの情報をコンテンツの所有者などから入手する必要があり、無線
システムの所有者及びコンテンツの所有者のいずれにおいても煩わしい手続きが必要であ
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った。
【０００８】
本発明は、無線システムの所有者とコンテンツの所有者あるいはサーバの管理者とが異な
る場合であっても、無線システムの所有者における比較的簡単な手続きで所望のコンテン
ツを配信することが可能なデータ配信システムを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１は、受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、
データを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータ
を無線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、特定の無
線基地局を表す少なくとも１つの基地局識別子と、前記サーバに蓄積されている複数のデ
ータの中の特定データを表す少なくとも１つのデータ識別子とを保持し、前記基地局識別
子及びデータ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別子送信手段を設けた配信制御装置を
前記ネットワークに接続し、前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と
、前記配信制御装置から受信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ
選択手段と、前記配信制御装置から受信した基地局識別子に対応する特定の無線基地局に
対して前記データ選択手段の選択したデータを送信するデータ送信手段と、

を設けたことを特徴とする。
【００１０】
請求項１においては、配信制御装置が送出するデータ識別子によって配信すべきコンテン
ツが決定され、配信制御装置が送出する基地局識別子によってデータ配信を行う無線基地
局が決定される。従って、配信可能な全てのコンテンツを予めサーバ上に配置しておけば
、配信制御装置側の操作だけで実際に配信するコンテンツを自由に変更することができる
。
【００１１】
　すなわち、無線システム及び配信制御装置の所有者とコンテンツの所有者（あるいはサ
ーバ管理者）とが異なる場合であっても、無線システム及び配信制御装置の所有者が手続
きを行うだけで配信するコンテンツを変更できる。コンテンツの所有者は全てのコンテン
ツをサーバ上に配置しておけば、実際に配信されるコンテンツに関して特別な操作や手続
きを行う必要はない。

【００１２】
　請求項２は、受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、
データを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータ
を無線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、
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同報配信され
るデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納手段に格納され
た複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、前記配信制御装置によ
って選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配信情報を選択する配信情
報選択手段と、前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情
報及びデータの見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、前記一覧作成手段
の作成した一覧情報を同報配信する一覧同報配信手段と

　また、前記配信制御装置におけるコンテンツの選択状態の変化を反映するようにサーバ
上で一覧情報が作成され、この一覧情報がサーバから同報配信される。この一覧情報はユ
ーザの使用する無線端末で受信可能なコンテンツのリストであり、ユーザはこれを番組表
として利用することができる。サーバから同報配信された番組表は、各無線端末で受信す
ることができる。

特定の無
線基地局を表す少なくとも１つの基地局識別子と、前記サーバに蓄積されている複数のデ
ータの中の特定データを表す少なくとも１つのデータ識別子とを保持し、前記基地局識別
子及びデータ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別子送信手段を設けた配信制御装置を
前記ネットワークに接続し、前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と
、前記配信制御装置から受信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ
選択手段と、前記配信制御装置から受信した基地局識別子に対応する特定の無線基地局に



を設けたことを特徴とする。

【００１３】

　請求項 においては、配信制御装置が送出するデータ識別子によって配信すべきコンテ
ンツが決定される。従って、配信可能な全てのコンテンツを予めサーバ上に配置しておけ
ば、配信制御装置側の操作だけで実際に配信するコンテンツを自由に変更することができ
る。
　また、請求項 ではコンテンツのデータはサーバから同報配信されてデータ転送装置に
届く。無線基地局（第１の装置）からの転送要求があると、データ転送装置はその無線基
地局に対してコンテンツのデータを転送する。従って、転送要求の発生した特定の無線基
地局だけがコンテンツの配信を行うことになる。
【００１５】
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対して前記データ選択手段の選択したデータを送信するデータ送信手段と、同報配信され
るデータの受信に必要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納手段に格納され
た複数のデータのそれぞれについて保持する配信情報格納手段と、前記配信制御装置によ
って選択された１つ又は複数のデータ識別子に対応付けられた配信情報を選択する配信情
報選択手段と、前記配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情
報及びデータの見出し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、前記一覧作成手段
の作成した一覧情報を該当するデータを配信している無線基地局に対して送信する一覧情
報送信手段と
　請求項２においては、配信制御装置が送出するデータ識別子によって配信すべきコンテ
ンツが決定され、配信制御装置が送出する基地局識別子によってデータ配信を行う無線基
地局が決定される。従って、配信可能な全てのコンテンツを予めサーバ上に配置しておけ
ば、配信制御装置側の操作だけで実際に配信するコンテンツを自由に変更することができ
る。
　すなわち、無線システム及び配信制御装置の所有者とコンテンツの所有者（あるいはサ
ーバ管理者）とが異なる場合であっても、無線システム及び配信制御装置の所有者が手続
きを行うだけで配信するコンテンツを変更できる。コンテンツの所有者は全てのコンテン
ツをサーバ上に配置しておけば、実際に配信されるコンテンツに関して特別な操作や手続
きを行う必要はない。
　また、前記配信制御装置におけるコンテンツの選択状態の変化を反映するようにサーバ
上で一覧情報が作成され、この一覧情報が該当するコンテンツを配信している無線基地局
にサーバから送信される。この一覧情報はユーザの使用する無線端末で受信可能なコンテ
ンツのリストであり、ユーザはこれを番組表として利用することができる。サーバから送
信された番組表は、無線基地局を経由して各無線端末で受信することができる。

　請求項３は、受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、
データを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータ
を無線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、前記ネッ
トワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定データを表す
少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別
子送信手段を備える配信制御装置と、前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出
される同報データを受信して少なくとも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属
する第１の装置に対して前記同報データを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置か
らの要求に従って前記データ転送手段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転
送装置とを設けるとともに、前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と
、前記配信制御装置から受信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ
選択手段と、前記データ選択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転
送装置に同報データとして送信するデータ送信手段と、前記データ送信手段の送信する同
報データの利用に必要なアドレスなどの配信情報を前記配信制御装置に対して送信するデ
ータ配信情報送信手段とを設け、前記配信制御装置には、前記サーバから受信した前記配
信情報を少なくとも１つの無線基地局に対して送信するデータ配信情報転送手段を更に設
けたことを特徴とする。

３

３



　例えばＩＰ（ Internet Protocol）網において同報配信されている特定のデータを受信
するためには、その同報配信で利用しているＩＰマルチキャストアドレスやポート番号、
すなわち配信情報が必要になる。
　請求項３では、サーバ上のデータ配信情報送信手段が配信しているデータの配信情報を
前記配信制御装置に送る。配信制御装置はサーバから受信した配信情報を配下の無線基地
局に送信する。従って、配信情報を受信した無線基地局は受信すべきデータを特定できる
。
【００１６】
　請求項４は、

を設けたことを特徴とする。
【００１７】
　請求項４においては、

【００１８】
　請求項５は、
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受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、
データを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータ
を無線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、前記ネッ
トワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定データを表す
少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別
子送信手段を備える配信制御装置と、前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出
される同報データを受信して少なくとも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属
する第１の装置に対して前記同報データを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置か
らの要求に従って前記データ転送手段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転
送装置とを設けるとともに、前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と
、前記配信制御装置から受信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ
選択手段と、前記データ選択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転
送装置に同報データとして送信するデータ送信手段と、同報配信されるデータの受信に必
要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納手段に格納された複数のデータのそ
れぞれについて保持する配信情報格納手段と、前記配信制御装置によって選択された１つ
又は複数のデータ識別子に対応付けられた配信情報を選択する配信情報選択手段と、前記
配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータの見出
し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、前記一覧作成手段の作成した一覧情報
を同報配信する一覧同報配信手段と

配信制御装置が送出するデータ識別子によって配信すべきコンテ
ンツが決定される。従って、配信可能な全てのコンテンツを予めサーバ上に配置しておけ
ば、配信制御装置側の操作だけで実際に配信するコンテンツを自由に変更することができ
る。
　また、請求項４ではコンテンツのデータはサーバから同報配信されてデータ転送装置に
届く。無線基地局（第１の装置）からの転送要求があると、データ転送装置はその無線基
地局に対してコンテンツのデータを転送する。従って、転送要求の発生した特定の無線基
地局だけがコンテンツの配信を行うことになる。
　また、前記配信制御装置におけるコンテンツの選択状態の変化を反映するようにサーバ
上で一覧情報が作成され、この一覧情報がサーバから同報配信される。この一覧情報はユ
ーザの使用する無線端末で受信可能なコンテンツのリストであり、ユーザはこれを番組表
として利用することができる。サーバから同報配信された番組表は、各無線端末で受信す
ることができる。

受信データを配下の複数の無線端末に対して同報配信する無線基地局と、
データを送信するサーバとが所定のネットワークを介して接続され、前記サーバのデータ
を無線基地局を介して複数の無線端末に配信するデータ配信システムにおいて、前記ネッ
トワークに接続され、前記サーバに蓄積されている複数のデータの中の特定データを表す
少なくとも１つのデータ識別子を保持し、データ識別子を前記サーバ宛てに送信する識別
子送信手段を備える配信制御装置と、前記ネットワークに接続され、前記サーバから送出
される同報データを受信して少なくとも１つの無線基地局を含む配下のネットワークに属
する第１の装置に対して前記同報データを転送するデータ転送手段と、前記第１の装置か



を設け
たことを特徴とする。
【００１９】
　請求項５においては、

【００２１】
前記配信制御装置におけるコンテンツの選択状態の変化を反映するようにサーバ

上で一覧情報が作成され、この一覧情報が該当するコンテンツを配信している無線基地局
にサーバから送信される。この一覧情報はユーザの使用する無線端末で受信可能なコンテ
ンツのリストであり、ユーザはこれを番組表として利用することができる。サーバから送
信された番組表は、無線基地局を経由して各無線端末で受信することができる。
【００２２】
　請求項 は、請求項 のデータ配信システムにおいて、前記サーバには、前記
一覧情報の配信を開始する際に、前記一覧情報を受信する際に必要とされるアドレスなど
の配信情報を前記配信制御装置に対して通知する配信情報通知手段を更に設け、前記配信
制御装置には、前記サーバの配信情報通知手段から通知された配信情報を無線基地局に対
して通知する配信情報通知転送手段を更に設けたことを特徴とする。
【００２３】
　請求項 においては、サーバが前記一覧情報を配信するときに、その配信情報が前記配
信制御装置を経由して無線基地局に届く。従って、無線基地局は受信した配信情報を用い
ることによりサーバから配信される前記一覧情報を直ちに配下の無線端末に配信すること
ができる。
　請求項 は、請求項 のデータ配信システムにおいて、前記サーバには、前記
一覧情報の配信を開始する際に、前記一覧情報を受信する際に必要とされるアドレスなど
の配信情報を無線基地局に対して通知する配信情報通知手段を更に設けたことを特徴とす
る。
【００２４】
　請求項 においては、サーバが前記一覧情報を配信するときに、その配信情報も無線基
地局に届く。従って、無線基地局は受信した配信情報を用いることによりサーバから配信
される前記一覧情報を直ちに配下の無線端末に配信することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　（第１の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムの１つの実施の形態について、図１～図６を参照して説明
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らの要求に従って前記データ転送手段の動作を制御する転送制御手段とを備えるデータ転
送装置とを設けるとともに、前記サーバには、複数のデータを保持するデータ格納手段と
、前記配信制御装置から受信したデータ識別子に対応する特定のデータを選択するデータ
選択手段と、前記データ選択手段の選択したデータをネットワークを介して前記データ転
送装置に同報データとして送信するデータ送信手段と、同報配信されるデータの受信に必
要とされるアドレスなどの配信情報を前記データ格納手段に格納された複数のデータのそ
れぞれについて保持する配信情報格納手段と、前記配信制御装置によって選択された１つ
又は複数のデータ識別子に対応付けられた配信情報を選択する配信情報選択手段と、前記
配信情報選択手段が選択した複数の配信情報に基づいて、前記配信情報及びデータの見出
し情報を含む一覧情報を作成する一覧作成手段と、前記一覧作成手段の作成した一覧情報
を該当するデータを配信している無線基地局に対して送信する一覧情報送信手段と

配信制御装置が送出するデータ識別子によって配信すべきコンテ
ンツが決定される。従って、配信可能な全てのコンテンツを予めサーバ上に配置しておけ
ば、配信制御装置側の操作だけで実際に配信するコンテンツを自由に変更することができ
る。
　また、請求項５ではコンテンツのデータはサーバから同報配信されてデータ転送装置に
届く。無線基地局（第１の装置）からの転送要求があると、データ転送装置はその無線基
地局に対してコンテンツのデータを転送する。従って、転送要求の発生した特定の無線基
地局だけがコンテンツの配信を行うことになる。

　また、

６ １または４

６

７ ２または５

７



する。なお、この形態は請求項１ 。
【００２６】
図１は通信システムの構成例を示すブロック図である。図２はこの形態のサーバの構成を
示すブロック図である。図３はデータ情報の構成を示す模式図である。図４はこの形態の
配信制御装置の構成を示すブロック図である。図５はこの形態の無線システムの構成を示
すブロック図である。図６はこの形態のデータ配信システムの動作を示すシーケンス図で
ある。
【００２７】
　この形態では、請求項１ の無線端末，無線基地局，サーバ，ネットワーク，識
別子送信手段，配信制御装置，データ格納手段，データ選択手段及びデータ送信手段は、
それぞれ無線端末５０，無線基地局４０，サーバ１０，ネットワーク２０，基地局識別子
送信部３２（データ識別子送信部３３），配信制御装置３０，データ格納部１１，データ
選択部１５及びデータ送信部１６に対応する。
【００２８】
この形態では、図１に示すようにサーバ１０，ネットワーク２０，配信制御装置３０，無
線基地局４０及び無線端末５０を備える通信システムを用い、サーバ１０に格納した各種
コンテンツのデータをユーザの所有する無線端末５０に配信する場合を想定している。
ネットワーク２０には１つ又は複数のサーバ１０と１つ又は複数の無線基地局４０とがそ
れぞれ接続されている。無線基地局４０が形成する無線ゾーンの範囲内に存在する各無線
端末５０は、無線基地局４０との間で通信することができる。また、無線基地局４０は配
下の複数の無線端末５０に対して同じ無線チャネル（共通の無線コネクション）を用いて
データを同報送信することができる。サーバ１０から送出されるコンテンツのデータは、
無線基地局４０の同報送信により無線端末５０に配信される。
【００２９】
この例では、無線基地局４０を含む無線システムの所有者（又は管理者）とコンテンツの
所有者（又はサーバ１０の管理者）とが異なる場合を想定している。また、配信制御装置
３０も無線システムの所有者が所有している。配信制御装置３０は、無線システムの所有
者がユーザに配信するコンテンツを制御するために利用される。
【００３０】
サーバ１０には、図２に示すようにデータ格納部１１，データ情報記憶部１２，データ識
別子受信部１３，基地局識別子受信部１４，データ選択部１５及びデータ送信部１６が備
わっている。
データ格納部１１はハードディスクのような記憶装置である。データ格納部１１には、例
えばコンテンツ所有者の操作によって、コンテンツ所有者がユーザに対するデータ配信を
望む各種のコンテンツデータ１７が予め記憶される。コンテンツデータ１７には、例えば
複数の動画像，複数の静止画，複数のテキスト文書などが含まれる。
【００３１】
データ識別子受信部１３は、配信制御装置３０から出力されるデータ識別子をネットワー
ク２０を介して受信する。このデータ識別子は、配信するコンテンツデータ１７を特定す
るのに必要な情報であり、例えばコンテンツの内容，データのファイル名，識別番号など
である。
基地局識別子受信部１４は、配信制御装置３０から送出される基地局識別子をネットワー
ク２０を介して受信する。この基地局識別子は、コンテンツデータ１７の配信に利用する
無線基地局４０を特定するための情報であり、例えば特定の無線基地局４０に割り当てら
れたＩＰアドレスが基地局識別子として用いられる。
【００３２】
データ情報記憶部１２には、図３に示すようなデータ情報が保持されている。このデータ
情報は、データ格納部１１に記憶されている全てのコンテンツデータ１７の番号，所在及
びファイル名，名前などで構成されており、コンテンツデータ１７の検索に利用される。
すなわち、データ情報を参照することにより、データ識別子受信部１３が受信したデータ
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および２に関連する

および２



識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７をデータ格納部１１から見つけることがで
きる。
【００３３】
データ選択部１５は、データ識別子受信部１３がデータ識別子を受信した場合に、そのデ
ータ識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７をデータ情報記憶部１２のデータ情報
から見つけ、そのコンテンツデータ１７をデータ格納部１１から取り出してデータ送信部
１６に与える。
【００３４】
データ送信部１６は、データ選択部１５から入力される特定のコンテンツデータ１７をネ
ットワーク２０を介して送信する。このコンテンツデータ１７の宛先は基地局識別子受信
部１４が受信した基地局識別子に対応する特定の無線基地局４０である。
配信制御装置３０は、図４に示すように識別子記憶部３１，基地局識別子送信部３２及び
データ識別子送信部３３を備えている。識別子記憶部３１は例えば半導体メモリで構成さ
れる。この識別子記憶部３１には、基地局識別子ＩＤ１及びデータ識別子ＩＤ２が保持さ
れている。
【００３５】
基地局識別子送信部３２は、識別子記憶部３１に保持されている基地局識別子ＩＤ１をネ
ットワーク２０を介してサーバ１０に送信する。また、データ識別子送信部３３は識別子
記憶部３１に保持されているデータ識別子ＩＤ２をネットワーク２０を介してサーバ１０
に送信する。
一方、図５に示すように無線基地局４０にはデータ受信部４１及びデータ同報配信部４２
が備わっている。データ受信部４１は、ネットワーク２０を介して無線基地局４０宛に配
信されてきたコンテンツデータ１７を受信する。
【００３６】
データ同報配信部４２は、データ受信部４１の受信したコンテンツデータ１７を無線信号
に変換し、配下の無線端末５０に対して同報配信する。
各無線端末５０は、無線基地局４０が送信する無線信号を受信し、配信されたコンテンツ
データ１７を同報データ受信部５１で復調し再生する。
次に、この形態のデータ配信システム全体の動作について図６を参照しながら説明する。
なお、ここではコンテンツの所有者が全てのコンテンツデータ１７を既にサーバ１０のデ
ータ格納部１１に格納した場合を想定している。
【００３７】
また、配信制御装置３０を操作する管理者が予めコンテンツの配信に利用する特定の無線
基地局４０を表す基地局識別子、並びに配信する特定のコンテンツデータ１７を表すデー
タ識別子を入手しそれらを既に識別子記憶部３１に記憶させてある場合を想定している。
【００３８】
コンテンツデータ１７の配信を開始させようとする場合には、最初に配信制御装置３０か
ら基地局識別子及びデータ識別子が送信される（Ｓ１１，Ｓ１２）。これらの基地局識別
子及びデータ識別子はサーバ１０で受信される。
サーバ１０は、受信したデータ識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７をステップ
Ｓ１３で選択する。選択されたコンテンツデータ１７は、受信した基地局識別子に対応す
る特定の無線基地局４０に対して送信される（Ｓ１４）。
【００３９】
無線基地局４０は、サーバ１０からのコンテンツデータ１７を受信すると、そのコンテン
ツデータ１７の同報送信を開始する。この同報送信によって、コンテンツデータ１７は無
線基地局４０配下の複数の無線端末５０に配信される。
配信するコンテンツデータ１７は、配信制御装置３０がサーバ１０宛に送信するデータ識
別子によって決定されるので、コンテンツの所有者が特別な操作や手続きを行わなくても
、配信制御装置３０が送出するデータ識別子を変更するだけで配信するコンテンツデータ
１７を変更できる。従って、システム所有者（無線基地局４０及び配信制御装置３０の所

10

20

30

40

50

(10) JP 3958585 B2 2007.8.15



有者）とコンテンツデータ１７の所有者あるいはサーバ１０の管理者とが異なる場合であ
っても、システム所有者の判断だけで自由に配信するコンテンツを変更することができる
。
【００４０】
　（第２の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図７～図１２を参照し
て説明する。この形態は請求項
　図７は通信システムの構成例を示すブロック図である。図８はこの形態のサーバの構成
を示すブロック図である。図９はこの形態の配信制御装置の構成を示すブロック図である
。図１０はこの形態のデータ転送装置の構成を示すブロック図である。図１１はこの形態
の無線システムの構成を示すブロック図である。図１２はこの形態のデータ配信システム
の動作を示すシーケンス図である。
【００４１】
　この形態は第１の実施の形態の変形例である。図７～図１２において第１の実施の形態
と対応する要素は同一の符号を付けて示してある。同一の要素については以下の説明を省
略する。
　この形態では、請求項 の識別子送信手段，配信制御装置，第１の装置，データ
転送手段，転送制御手段，データ転送装置，サーバ，データ格納手段，データ選択手段及
びデータ送信手段は、それぞれデータ識別子受信部１３，配信制御装置３０，無線基地局
４０，データ転送制御部６２，転送要求受信部６１，データ転送装置６０，サーバ１０，
データ格納部１１，データ選択部１５及びデータ同報送信部１８に対応する。
【００４２】
また、請求項３のデータ配信情報送信手段及びデータ配信情報転送手段は、それぞれデー
タ配信情報送信部１９及びデータ配信情報送信部３６に対応する。
この形態では、図７に示すようにサーバ１０，ネットワーク２０，配信制御装置３０，無
線基地局４０，無線端末５０及びデータ転送装置６０を備える通信システムを用い、サー
バ１０に格納した各種コンテンツのデータをユーザの所有する無線端末５０に配信する場
合を想定している。
【００４３】
すなわち、この形態では無線基地局４０はデータ転送装置６０を介してネットワーク２０
に接続されている。ネットワーク２０には１つ又は複数のサーバ１０が接続される。また
、データ転送装置６０には１つ又は複数の無線基地局４０が接続される。
無線基地局４０が形成する無線ゾーンの範囲内に存在する各無線端末５０は、無線基地局
４０との間で通信することができる。また、無線基地局４０は配下の複数の無線端末５０
に対して同じ無線チャネル（共通の無線コネクション）を用いてデータを同報送信するこ
とができる。サーバ１０から送出されるコンテンツのデータは、無線基地局４０の同報送
信により無線端末５０に配信される。
【００４４】
この例では、無線基地局４０を含む無線システムの所有者（又は管理者）とコンテンツの
所有者（又はサーバ１０の管理者）とが異なる場合を想定している。また、配信制御装置
３０も無線システムの所有者が所有している。配信制御装置３０は、無線システムの所有
者がユーザに配信するコンテンツを制御するために利用される。
【００４５】
サーバ１０には、図８に示すようにデータ格納部１１，データ情報記憶部１２，データ識
別子受信部１３，データ選択部１５，データ同報送信部１８及びデータ配信情報送信部１
９が備わっている。
第１の実施の形態と同様に、データ識別子受信部１３は配信制御装置３０から出力される
データ識別子を受信する。また、データ選択部１５はデータ識別子受信部１３の受信した
データ識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７を選択してデータ格納部１１から取
り出しデータ同報送信部１８に与える。
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【００４６】
データ同報送信部１８は、データ選択部１５の選択したコンテンツデータ１７をネットワ
ーク２０に対して同報送信する。この同報送信により、コンテンツデータ１７はネットワ
ーク２０を経由してデータ転送装置６０に届けられる。
データ配信情報送信部１９は、データ同報送信部１８がコンテンツデータ１７の同報送信
で使用しているデータ配信情報、すなわちＩＰアドレスやポート番号の情報をデータ同報
送信部１８から取得し、それを配信制御装置３０に向けて送信する。データ配信情報送信
部１９が送信するデータ配信情報はネットワーク２０を経由して配信制御装置３０に届く
。
【００４７】
配信制御装置３０は、図９に示すように識別子記憶部３１，データ識別子送信部３３，デ
ータ配信情報受信部３５及びデータ配信情報送信部３６を備えている。第１の実施の形態
と同様に、データ識別子送信部３３は識別子記憶部３１に保持されたデータ識別子をネッ
トワーク２０を介してサーバ１０に送信する。
データ配信情報受信部３５は、サーバ１０から送信されるデータ配信情報をネットワーク
２０から受信する。
【００４８】
データ配信情報送信部３６は、データ配信情報受信部３５が受信したデータ配信情報を無
線基地局４０宛てに送信する。すなわち、宛先は識別子記憶部３１が保持している基地局
識別子ＩＤ１に対応する無線基地局４０である。このデータ配信情報は、ネットワーク２
０及びデータ転送装置６０を経由して無線基地局４０に届けられる。
【００４９】
データ転送装置６０は、図１０に示すように転送要求受信部６１，データ転送制御部６２
及びルータ６３を備えている。ルータ６３は、ネットワーク２０及び無線基地局４０と接
続されている。すなわち、各無線基地局４０はルータ６３を経由してネットワーク２０と
接続されている。
転送要求受信部６１は、無線基地局４０から送出されるデータ転送要求を受信してデータ
転送制御部６２に通知する。このデータ転送要求には、例えばＩＧＭＰ（ Internet Group
 Management Protocol）を使用したメッセージが用いられる。このデータ転送要求は、配
下の無線基地局４０が同報データを受信したい場合に送信する。
【００５０】
データ転送制御部６２は、受信したデータ転送要求に従ってルータ６３を制御し、コンテ
ンツデータ１７の転送を制御する。すなわち、データ転送要求を受信した場合に該当する
コンテンツデータ１７を配下の無線基地局４０に対してまだ転送していない場合には、そ
のコンテンツデータ１７の転送を開始する。
無線基地局４０には、図１１に示すようにデータ受信部４１，データ同報配信部４２，デ
ータ配信情報受信部４３及びデータ転送要求送信部４４が備わっている。
【００５１】
データ配信情報受信部４３は、配信制御装置３０から送信されるデータ配信情報をネット
ワーク２０及びデータ転送装置６０を介して受信する。また、データ配信情報受信部４３
は受信したデータ配信情報に従って同報配信されてくるコンテンツデータ１７の転送を要
求するために、データ転送要求送信部４４にデータ配信情報を通知する。同時に、データ
受信部４１に対してコンテンツデータ１７の受信を要求する。
【００５２】
データ転送要求送信部４４は、データ配信情報受信部４３から通知されるデータ配信情報
に基づいて、データ転送要求を表すＩＧＭＰパケットを作成しそれをデータ転送装置６０
に対して送信する。
次に、この形態のデータ配信システム全体の動作について図１２を参照しながら説明する
。なお、ここではコンテンツの所有者が全てのコンテンツデータ１７を既にサーバ１０の
データ格納部１１に格納した場合を想定している。
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【００５３】
また、配信制御装置３０を操作する管理者が予めコンテンツの配信に利用する特定の無線
基地局４０を表す基地局識別子、並びに配信する特定のコンテンツデータ１７を表すデー
タ識別子を入手しそれらを既に識別子記憶部３１に記憶させてある場合を想定している。
なお、データ転送装置６０の所有者については、無線システムの所有者と同じであっても
よいし異なってもよい。
【００５４】
コンテンツデータ１７の配信を開始させようとする場合には、最初に配信制御装置３０か
らデータ識別子が送信される（Ｓ２１）。このデータ識別子はサーバ１０で受信される。
サーバ１０は、受信したデータ識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７をステップ
Ｓ２２で選択する。選択されたコンテンツデータ１７は、サーバ１０からネットワーク２
０に対して同報配信開始される（Ｓ２３）。これにより、コンテンツデータ１７はデータ
転送装置６０に届く。
【００５５】
また、サーバ１０上では同報送信しているコンテンツデータ１７の配信に利用しているデ
ータ配信情報、すなわちマルチキャストＩＰアドレスやポート番号などの情報をデータ同
報送信部１８から取得する。このデータ配信情報は、サーバ１０から送信され（Ｓ２４）
配信制御装置３０に届く。
配信制御装置３０では、サーバ１０からのデータ配信情報を受信すると、それをコンテン
ツデータ１７の配信に使用する特定の無線基地局４０に対して送信する（Ｓ２５）。
【００５６】
無線基地局４０は、配信制御装置３０からのデータ配信情報を受信すると、それに該当す
るコンテンツデータ１７を受信するために、ＩＧＭＰメッセージなどの形式でデータ転送
要求をデータ転送装置６０に対して送信する（Ｓ２６）。
データ転送装置６０は、各無線基地局４０から送信されるデータ転送要求に従って、コン
テンツデータ１７の転送を制御する。すなわち、要求されたコンテンツデータ１７を該当
する無線基地局４０に対してまだ転送していない場合には、そのコンテンツデータ１７の
転送を開始する（Ｓ２７）。
【００５７】
これにより、サーバ１０から送信されたコンテンツデータ１７は、データ転送装置６０を
経由して無線基地局４０に届くことになる。
無線基地局４０は、データ転送要求を送信した後で、該当するコンテンツデータ１７を受
信するまで待機し、コンテンツデータ１７の受信を検出するとそのコンテンツデータ１７
の無線端末５０に対する同報配信を開始する（Ｓ２８）。
【００５８】
このように、コンテンツの配信に関してコンテンツの所有者あるいはサーバ１０の管理者
が格別な手続きを行わなくても、配信制御装置３０が送信するデータ識別子によって配信
するコンテンツデータ１７を変更することができる。また、無線基地局４０では配信制御
装置３０から送信されるデータ配信情報を用いてコンテンツデータ１７を受信し、配下の
無線端末５０に対して無線信号でコンテンツデータ１７を同報配信することができる。
【００５９】
　（第３の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図１３～図１６を参照
して説明する。
　図１３はこの形態のサーバの構成を示すブロック図である。図１４はこの形態の配信制
御装置の構成を示すブロック図である。図１５はこの形態のデータ配信システムの動作を
示すシーケンス図である。図１６はデータ一覧の表示例を示す正面図である。
【００６０】
　この形態は第１の実施の形態の変形例である。図１３～図１６において第１の実施の形
態と対応する要素は同一の符号を付けて示してある。同一の要素については以下の説明を
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省略する。また、この形態の特徴については第２の実施の形態にも同様に適用できるがそ
の説明は省略する。
【００６１】
この形態では、第１の実施の形態と同様に図１に示すようなシステムを用いてコンテンツ
のデータを配信する場合を想定している。また、この形態では配信制御装置３０を操作す
る管理者がサーバ１０上に配置されている各コンテンツデータ１７を知らなくても、配信
制御装置３０からサーバ１０に送信すべきデータ識別子を容易に決定できるようになって
いる。
【００６２】
この形態では、サーバ１０には図１３に示すように一覧作成部１０１及び一覧送信部１０
２が設けてある。
一覧作成部１０１は、データ格納部１１に保持されている全てのコンテンツデータ１７を
表すデータ一覧を例えばＨＴＭＬ（ Hyper Text Markup Language ）形式の情報として作
成する。このデータ一覧は、例えば図１６のように表示することができる。
【００６３】
このデータ一覧は、図１６に示すようにコンテンツデータ１７毎の題名１１１，概要１１
２，内容の一場面を表す画像１１３などを備えている。また、データ一覧は配信するコン
テンツデータ１７の選択などの入力に利用される選択部１１４を備えている。また、デー
タ一覧にはコンテンツデータ１７毎のデータ識別子が含まれている。
【００６４】
一覧送信部１０２は、一覧作成部１０１の作成したデータ一覧の情報を、ネットワーク２
０を介して配信制御装置３０に送信する。この場合の送信方法については、ユニキャスト
でもマルチキャストでも構わない。
一方、配信制御装置３０には図１４に示すように一覧受信部１０５，一覧表示部１０６及
びデータ識別子入力部１０７が備わっている。
【００６５】
一覧受信部１０５は、サーバ１０から送信されたデータ一覧の情報をネットワーク２０か
ら受信する。
一覧表示部１０６は、一覧受信部１０５が受信したデータ一覧の情報をＣＲＴディスプレ
ー，液晶ディスプレーあるいはプリンタなどを用いて可視的な情報として出力する。従っ
て、配信制御装置３０のを操作する管理者は図１６に示すようなデータ一覧を見ることが
でき、サーバ１０に格納されている全てのコンテンツデータ１７の内容を把握できる。
【００６６】
データ識別子入力部１０７は、例えばマウスやキーボードのような入力装置を備え、配信
制御装置３０の管理者からの入力を受け付ける。すなわち、図１６のような情報が表示さ
れた画面を見ながら管理者が特定のコンテンツデータ１７に対応付けられた選択部１１４
に対する入力を行うと、データ識別子入力部１０７は入力された位置に表示されているコ
ンテンツデータ１７のデータ識別子を選択する。
【００６７】
データ識別子送信部３３は、データ識別子入力部１０７が選択したデータ識別子をネット
ワーク２０を介してサーバ１０に送信する。
次に、システム全体の動作について図１５を参照しながら説明する。
サーバ１０においては、全てのコンテンツデータ１７が格納された後で、これらの内容を
表すデータ一覧が作成される（Ｓ０１）。このデータ一覧がネットワーク２０を介してサ
ーバ１０から配信制御装置３０に送信される（Ｓ０２）。
【００６８】
配信制御装置３０においては受信したデータ一覧を可視的に表示する（Ｓ０３）。この表
示を確認することにより、配信制御装置３０の管理者は全てのコンテンツデータ１７を把
握できる。
管理者がコンテンツデータ１７を選択すると、配信制御装置３０はその入力を受け付け（
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Ｓ０４）、選択されたコンテンツデータ１７に対応するデータ識別子を特定し（Ｓ０５）
、サーバ１０に送信する（Ｓ１２）。
【００６９】
このように、配信制御装置３０の管理者は、配信制御装置３０が受信したデータ一覧によ
りサーバ１０に格納されている全てのコンテンツデータ１７を把握し、配信すべき特定の
コンテンツデータ１７を選択できる。
コンテンツデータ１７の配信動作については、第１の実施の形態及び第２の実施の形態と
同様である。
【００７０】
また、配信制御装置３０の管理者が表示されたデータ一覧の「配信停止」をクリックする
と、その入力がステップＳ１６で受け付けられ、配信を停止すべきデータ識別子がステッ
プＳ１７で特定され、配信制御装置３０は配信停止要求をサーバ１０に送信する（Ｓ１８
）。この配信停止要求を受信すると、サーバ１０は該当するコンテンツデータ１７の配信
を停止する（Ｓ１９）。
【００７１】
なお、前述の第２の実施の形態においても、配信制御装置３０からの指示によってデータ
の配信を停止することができる。その場合には、図１５のように配信制御装置３０からサ
ーバ１０に対して配信停止要求を送信するだけでなく、配信制御装置３０から無線基地局
４０に対しても停止したいコンテンツのデータ配信情報とともに配信停止要求を送信する
必要がある。無線基地局４０は、この配信停止要求を受信するとデータ転送装置に対する
データ転送要求の送信を停止する。
【００７２】
　（第４の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図１７～図２０を参照
して説明する。この形態は請求項
　図１７はこの形態のサーバの構成を示すブロック図である。図１８はデータ配信情報の
構成例を示す模式図である。図１９は番組表の表示例を示す正面図である。図２０はデー
タ配信状況の変化に対するサーバの動作を示すフローチャートである。
【００７３】
　この形態は第１の実施の形態，第２の実施の形態及び第３の実施の形態のいずれかの変
形例である。図１７～図２０において第１の実施の形態と対応する要素は同一の符号を付
けて示してある。同一の要素については以下の説明を省略する。
　この形態では、請求項 の配信情報格納手段，配信情報選択手段，一覧作成手
段及び一覧同報配信手段は、それぞれデータ配信情報記憶部２０２，データ配信情報選択
部２０４，データ情報一覧作成部２０５及びデータ情報一覧同報配信部２０６に対応する
。
【００７４】
この形態では、第１の実施の形態と同様にサーバ１０，ネットワーク２０，配信制御装置
３０，無線基地局４０及び無線端末５０を備えるシステムシステムを用いてコンテンツの
データを配信する場合を想定している。
また、この形態では各無線端末５０の利用者が受信可能なコンテンツデータ１７を把握し
て選択できるように、データ情報一覧、すなわち番組表のコンテンツを作成してそれも無
線端末５０に同報配信する。また、番組表の内容については、配信制御装置３０によって
制御されるコンテンツデータ１７の配信状況の動的な変化を反映するように作成する。
【００７５】
サーバ１０は、図１７に示すようにデータ格納部１１，データ情報記憶部１２，データ選
択部１５，データ送信部１６，データ配信情報記憶部２０２，データ配信情報選択部２０
４，データ情報一覧作成部２０５及びデータ情報一覧同報配信部２０６を備えている。
データ選択部１５は、第１の実施の形態と同様に、配信制御装置３０から入力されるデー
タ識別子に対応する特定のコンテンツデータ１７をデータ格納部１１から取り出す。
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【００７６】
データ配信情報記憶部２０２は、ハードディスクなどで構成される記憶装置であり、デー
タ配信情報を保持している。データ配信情報記憶部２０２が保持しているデータ配信情報
は、例えば図１８に示すように、サーバ１０が同報配信しているコンテンツデータ１７を
端末が受信するのに必要な情報、すなわちマルチキャストＩＰアドレスやポート番号であ
り、配信するコンテンツデータ１７毎にそれぞれ保持している。
【００７７】
データ配信情報選択部２０４は、配信を開始するコンテンツデータ１７に対応するデータ
識別子及びデータ情報をデータ選択部１５から取得するとともに、取得したデータ識別子
に対応するデータ配信情報をデータ配信情報記憶部２０２から選択的に取り出す。
データ情報一覧作成部２０５は、データ配信情報選択部２０４が選択したコンテンツのデ
ータ情報及びデータ配信情報を取得し、それらに基づいてデータ情報一覧、すなわち番組
表を例えばＨＴＭＬ形式のファイルとして作成する。
【００７８】
このデータ情報一覧は、例えば図１９に示すように可視的に表示することができる。図１
９に示すデータ情報一覧には、コンテンツ毎に、データ情報であるコンテンツの一場面の
画像１１３，題名１１１及び概要１１２と、データ配信情報の配信帯域１１５とが表示さ
れている。
勿論、実際に配信されるデータ情報一覧には、コンテンツの受信に必要なマルチキャスト
ＩＰアドレスやポート番号の情報も含まれているが、これらは画面には表示されない。
【００７９】
番組表であるデータ情報一覧は、無線端末５０で受信し表示することができる。表示され
た番組表に対してユーザが特定のコンテンツを選択するための入力操作を行うと、特定の
コンテンツデータ１７の配信で使用しているマルチキャストＩＰアドレスやポート番号の
情報がデータ情報一覧から抽出される。従って、無線端末５０はユーザの希望する特定の
コンテンツデータ１７を受信することができる。
【００８０】
図１７に示すデータ情報一覧同報配信部２０６は、データ情報一覧作成部２０５が作成し
たデータ情報一覧を１つのコンテンツとしてネットワーク２０に同報配信する。従って、
サーバ１０の送信したデータ情報一覧を各無線端末５０で受信することができる。
この形態では、サーバ１０は他の実施の形態の動作以外に図２０に示す動作を実行し、デ
ータ情報一覧の配信を管理する。配信制御装置３０からの指示に従ってサーバ１０がコン
テンツデータ１７の配信を開始すると、それを契機として図２０に示す動作が実行される
。
【００８１】
図２０のステップＳ４１では、サーバ１０はデータ配信状況の変化を監視する。すなわち
、各コンテンツデータ１７の配信開始又は停止を行う際には、配信制御装置３０からサー
バ１０に対して該当するコンテンツデータ１７のデータ識別子が入力されるので、それを
監視することによりデータ配信状況の変化の有無を調べることができる。
【００８２】
データ配信状況に変化が発生すると、ステップＳ４１からＳ４２に進む。ステップＳ４２
では、新たに配信を開始するコンテンツ又は配信を停止するコンテンツのデータ識別子及
びデータ情報をデータ選択部１５から取得する。
ステップＳ４３では、新たに配信を開始するコンテンツ又は配信を停止するコンテンツの
データ配信情報をデータ配信情報記憶部２０２から取得する。
【００８３】
新たなコンテンツの配信を開始する場合にはステップＳ４４からＳ４５に進み、配信中の
コンテンツを配信停止する場合にはステップＳ４４からＳ４６に進む。
ステップＳ４５では、新たに配信を開始するコンテンツの情報、すなわちステップＳ４２
，Ｓ４３で取得した情報をデータ情報一覧に追加する。ステップＳ４６では、配信を停止
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するコンテンツの情報、すなわちステップＳ４２，Ｓ４３で取得した情報をデータ情報一
覧から削除する。
【００８４】
ステップＳ４７では、ステップＳ４５又はＳ４６で更新されたデータ情報一覧を１つのコ
ンテンツ、すなわち番組表としてネットワーク２０に同報配信する。
従って、無線端末５０に配信される番組表の内容は、実際にサーバ１０から配信されるコ
ンテンツデータ１７の動的な変化を反映するように逐次更新される。無線端末５０のユー
ザは、番組表の内容から実際にサーバ１０で配信されているコンテンツデータ１７を把握
するとともに、各コンテンツデータ１７の受信に必要なデータ配信情報（ＩＰアドレスや
ポート番号）を取得することができる。
【００８５】
　このように、データ配信情報を含む番組表を各無線端末５０のユーザに対して配信する
ことができ、番組表の内容は常に最新の状態に維持することができる。
　（第５の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図２１を参照して説明
する。この形態は請求項 に対応する。
【００８６】
　図２１はこの形態のサーバの構成を示すブロック図である。この形態は第４の実施の形
態の変形例である。図２１において第４の実施の形態と対応する要素は同一の符号を付け
て示してある。同一の要素については以下の説明を省略する。
　この形態では、請求項 の配信情報格納手段，配信情報選択手段，一覧作成手
段及び一覧情報送信手段は、それぞれデータ配信情報記憶部２０２，データ配信情報選択
部２０４，データ情報一覧作成部２０５及びデータ情報一覧送信部２０７に対応する。
【００８７】
図２１に示すように、この形態のサーバ１０にはデータ情報一覧同報配信部２０６の代わ
りにデータ情報一覧送信部２０７が備わっている。
データ情報一覧送信部２０７は、データ情報一覧作成部２０５が作成してデータ情報一覧
をネットワーク２０を介して、コンテンツの配信先である特定の無線基地局４０に対して
送信する。
【００８８】
　これ以外の動作は第４の実施の形態と同様である。
　（第６の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図２２を参照して説明
する。この形態は請求項 に対応する。
　図２２はデータ配信システムの動作例を示すシーケンス図である。この形態は第４の実
施の形態の変形例であり、第４の実施の形態と同様の構成のシステムを用いることを想定
している。
【００８９】
この形態で変更又は追加された動作について、図２２を参照して説明する。第４の実施の
形態と同一の部分については説明を省略する。
第４の実施の形態と同様に、配信制御装置３０から送出されるデータ識別子に従って、サ
ーバ１０はステップＳ６２でデータ情報一覧（番組表）を作成しそれの同報配信を開始す
る。このデータ情報一覧はネットワーク２０を介してデータ転送装置６０などに届けられ
る。
【００９０】
また、サーバ１０は配信を開始したデータ情報一覧のコンテンツ（番組表）に関するデー
タ配信情報、すなわちＩＰマルチキャストアドレスやポート番号の情報をステップＳ６４
で配信制御装置３０に通知する。
配信制御装置３０は、サーバ１０から通知された番組表のデータ配信情報を無線基地局４
０に送信する（Ｓ６５）。
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【００９１】
無線基地局４０は、番組表のデータ配信情報を受け取ると、番組表の転送を要求するため
にデータ転送要求をデータ転送装置６０に送信する（Ｓ６６）。
データ転送装置６０は、無線基地局４０からのデータ転送要求を受信すると、それに従っ
て番組表を無線基地局４０に転送開始する（Ｓ６７）。
無線基地局４０は、データ転送装置６０から転送された番組表を無線区間に対して同報配
信開始する（Ｓ６８）。
【００９２】
このように、サーバ１０が番組表の送信を開始すると、無線基地局４０がデータ転送装置
６０に対して番組表の転送を自動的に要求するので、無線区間に対する番組表の同報配信
をすぐに開始することができる。
【００９３】
　（第７の実施の形態）
　本発明のデータ配信システムのもう１つの実施の形態について、図２３を参照して説明
する。この形態は請求項 に対応する。
　図２３はデータ配信システムの動作例を示すシーケンス図である。この形態は第５の実
施の形態の変形例であり、第５の実施の形態と同様の構成のシステムを用いることを想定
している。
【００９４】
この形態で変更又は追加された動作について、図２３を参照して説明する。第５の実施の
形態と同一の部分については説明を省略する。
第５の実施の形態と同様に、配信制御装置３０から送出されるデータ識別子に従って、サ
ーバ１０はステップＳ７１でデータ情報一覧（番組表）を作成しそれの同報配信を開始す
る。このデータ情報一覧はネットワーク２０を介して無線基地局４０に送信される（Ｓ７
２）。
【００９５】
また、サーバ１０はデータ情報一覧（番組表）の同報配信で使用しているデータ配信情報
、すなわちＩＰマルチキャストアドレスやポート番号を無線基地局４０に対して送信する
（Ｓ７３）。
無線基地局４０は、受信したデータ配信情報を用いて、配信されるデータ情報一覧（番組
表）を受信し、それの無線区間に対する同報配信を開始する（Ｓ７４）。
【００９６】
このように、サーバ１０が番組表の送信を開始すると、無線基地局４０は受信したデータ
配信情報を用いて番組表を自動的に受信し、無線区間に対する番組表の同報配信をすぐに
開始することができる。
また、サーバ１０から無線基地局４０までの間のデータ転送方式がユニキャスト／マルチ
キャストのいずれであっても、無線端末５０のユーザはコンテンツの一覧を表す番組表を
受信して所望のコンテンツを選択することができる。
【００９７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によればコンテンツの所有者と配信するコンテンツを決定し
たい無線システムの管理者とがお互いのことを考慮することなく、同報配信するコンテン
ツを決定することができる。コンテンツの所有者はコンテンツデータをサーバに格納する
だけでよく、無線システムの管理者はコンテンツを選択するだけでよいので、コンテンツ
を配信したいというお互いの目的が達成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態のサーバの構成を示すブロック図である。
【図３】データ情報の構成を示す模式図である。
【図４】第１の実施の形態の配信制御装置の構成を示すブロック図である。
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【図５】第１の実施の形態の無線システムの構成を示すブロック図である。
【図６】第１の実施の形態のデータ配信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】通信システムの構成例を示すブロック図である。
【図８】第２の実施の形態のサーバの構成を示すブロック図である。
【図９】第２の実施の形態の配信制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】第２の実施の形態のデータ転送装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】第２の実施の形態の無線システムの構成を示すブロック図である。
【図１２】第２の実施の形態のデータ配信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１３】第３の実施の形態のサーバの構成を示すブロック図である。
【図１４】第３の実施の形態の配信制御装置の構成を示すブロック図である。
【図１５】第３の実施の形態のデータ配信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１６】データ一覧の表示例を示す正面図である。
【図１７】第４の実施の形態のサーバの構成を示すブロック図である。
【図１８】データ配信情報の構成例を示す模式図である。
【図１９】番組表の表示例を示す正面図である。
【図２０】データ配信状況の変化に対するサーバの動作を示すフローチャートである。
【図２１】第５の実施の形態のサーバの構成を示すブロック図である。
【図２２】データ配信システムの動作例を示すシーケンス図である。
【図２３】データ配信システムの動作例を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１０　サーバ
１１　データ格納部
１２　データ情報記憶部
１３　データ識別子受信部
１４　基地局識別子受信部
１５　データ選択部
１６　データ送信部
１７　コンテンツデータ
１８　データ同報送信部
１９　データ配信情報送信部
２０　ネットワーク
３０　配信制御装置
３１　識別子記憶部
３２　基地局識別子送信部
３３　データ識別子送信部
３５　データ配信情報受信部
３６　データ配信情報送信部
４０　無線基地局
４１　データ受信部
４２　データ同報配信部
４３　データ配信情報受信部
４４　データ転送要求送信部
５０　無線端末
５１　同報データ受信部
６０　データ転送装置
６１　転送要求受信部
６２　データ転送制御部
６３　ルータ
１０１　一覧作成部
１０２　一覧送信部
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１０５　一覧受信部
１０６　一覧表示部
１０７　データ識別子入力部
１１１　題名
１１２　概要
１１３　画像
１１４　選択部
１１５　配信帯域
２０１　データ情報記憶部
２０２　データ配信情報記憶部
２０３　データ選択部
２０４　データ配信情報選択部
２０５　データ情報一覧作成部
２０６　データ情報一覧同報配信部
２０７　データ情報一覧送信部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

(23) JP 3958585 B2 2007.8.15



【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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