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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、前記携帯端末に対してブロードキャストでデータを配信するブロードキャ
スト配信サーバと、前記ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信された
データをスキャンするために前記携帯端末にて用いられるグループページ識別子を管理す
るグループページ識別子サーバとを有してなるグループページシステムにおいて、
　前記携帯端末は、
　前記グループページ識別子の所定の更新タイミングで、前記グループページ識別子サー
バに対し、前記携帯端末が接続されているネットワークを示すネットワーク情報と前記携
帯端末の位置情報とを含む端末情報を送信する端末情報送信部を有し、
　前記グループページ識別子サーバは、
　前記携帯端末から送信されてきた前記端末情報に基づいて当該携帯端末へブロードキャ
ストでデータを配信するブロードキャスト配信サーバを特定し、特定したブロードキャス
ト配信サーバから配信されたデータをスキャンするためのグループページ識別子を前記携
帯端末に送信するグループページ識別子送信部を有する、グループページシステム。
【請求項２】
　前記携帯端末は、
　前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、当該アプリケーションに応じ
たデータが前記ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されてきた場合
に当該データをスキャンするためのグループページ識別子と、当該グループページ識別子
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の更新タイミングとを管理するアプリケーション情報管理部をさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、前記
グループページ識別子管理部にて管理されているグループページ識別子の更新タイミング
で、前記グループページ識別子サーバに対して前記端末情報を送信する、請求項１に記載
のグループページシステム。
【請求項３】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記携帯端末に実装されているアプリケーション
ごとに、前記グループページ識別子の更新タイミングでアクセスするグループページ識別
子サーバを示すアクセス情報も管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記アクセス情報に基づいて前記グループページ識別子の更新
タイミングでアクセスするグループページ識別子サーバを特定し、特定したグループペー
ジ識別子サーバに対して前記端末情報を送信する、請求項２に記載のグループページシス
テム。
【請求項４】
　前記携帯端末は、
　前記携帯端末が接続されている基地局およびネットワークをそれぞれ示す基地局情報お
よびネットワーク情報を受信する端末接続情報受信部をさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信された基地局情報を、前記位
置情報として前記グループページ識別子サーバに送信する、請求項２または３に記載のグ
ループページシステム。
【請求項５】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
て、前記携帯端末の位置するエリアが変更されたタイミングを管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信された基地局情報に基づいて
、前記エリアが変更されたか否かを判断する、請求項４に記載のグループページシステム
。
【請求項６】
　前記携帯端末は、
　前記携帯端末の位置を計測する位置計測部と、
　前記携帯端末が接続されている基地局およびネットワークをそれぞれ示す基地局情報お
よびネットワーク情報を受信する端末接続情報受信部とをさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記位置計測部にて計測された位置を、前記位置情報として前
記グループページ識別子サーバに送信する、請求項２または３に記載のグループページシ
ステム。
【請求項７】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
て、前記携帯端末の位置するエリアが変更されたタイミングを管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記位置計測部による位置計測結果に基づいて、前記エリアが
変更されたか否かを判断する、請求項６に記載のグループページシステム。
【請求項８】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
て、前記携帯端末が接続されるネットワークエリアが変更されたタイミングを管理してお
り、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信されたネットワーク情報に基
づいて、前記ネットワークが変更されたか否かを判断する、請求項４から７のいずれか１
項に記載のグループページシステム。
【請求項９】
　前記グループページ識別子サーバは、
　ブロードキャスト配信サーバごとに、当該ブロードキャスト配信サーバがブロードキャ
ストで配信するデータをスキャンするためのグループページ識別子と当該ブロードキャス
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ト配信サーバがブロードキャストでデータを配信するデータ配信範囲とを管理するグルー
プページ識別子管理部をさらに有し、
　前記グループページ識別子送信部は、前記携帯端末から送信されてきた前記端末情報と
前記グループページ識別子管理部にて管理されている前記ブロードキャスト配信サーバご
とのデータ配信範囲とに基づいて、前記携帯端末へブロードキャストでデータを配信する
ブロードキャスト配信サーバを特定する、請求項１から８のいずれか１項に記載のグルー
プページシステム。
【請求項１０】
　前記ブロードキャスト配信サーバがブロードキャストで配信するデータを格納するデー
タ格納装置と、当該データ格納装置に格納されたデータをスキャンするために前記携帯端
末にて用いられるグループページ識別子を管理する前記グループページ識別子サーバとを
対にして備える外部装置をさらに有する、請求項１から９のいずれか１項に記載のグルー
プページシステム。
【請求項１１】
　前記グループページ識別子は、ＭＢＭＳのＴＭＧＩである、請求項１から１０のいずれ
か１項に記載のグループページシステム。
【請求項１２】
　ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されたデータをスキャンする
ために用いるグループページ識別子を、グループページ識別子サーバから取得する携帯端
末において、
　前記グループページ識別子の所定の更新タイミングで、前記グループページ識別子サー
バに対し、前記携帯端末が接続されているネットワークを示すネットワーク情報と前記携
帯端末の位置情報とを含む端末情報を送信する端末情報送信部と、
　前記端末情報に応じたブロードキャスト配信サーバから配信されたデータをスキャンす
るためのグループページ識別子を、前記グループページ識別子サーバから受信するグルー
プページ識別子受信部とを有する、携帯端末。
【請求項１３】
　前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、当該アプリケーションに応じ
たデータが前記ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されてきた場合
に当該データをスキャンするためのグループページ識別子と、当該グループページ識別子
の更新タイミングとを管理するアプリケーション情報管理部をさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、前記
グループページ識別子管理部にて管理されているグループページ識別子の更新タイミング
で、前記グループページ識別子サーバに対して前記端末情報を送信する、請求項１２に記
載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記携帯端末に実装されているアプリケーション
ごとに、前記グループページ識別子の更新タイミングでアクセスするグループページ識別
子サーバを示すアクセス情報も管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記アクセス情報に基づいて前記グループページ識別子の更新
タイミングでアクセスするグループページ識別子サーバを特定し、特定したグループペー
ジ識別子サーバに対して前記端末情報を送信する、請求項１３に記載の携帯端末。
【請求項１５】
　前記携帯端末が接続されている基地局およびネットワークをそれぞれ示す基地局情報お
よびネットワーク情報を受信する端末接続情報受信部をさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信された基地局情報を、前記位
置情報として前記グループページ識別子サーバに送信する、請求項１３または１４に記載
の携帯端末。
【請求項１６】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
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て、前記携帯端末の位置するエリアが変更されたタイミングを管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信された基地局情報に基づいて
、前記エリアが変更されたか否かを判断する、請求項１５に記載の携帯端末。
【請求項１７】
　前記携帯端末の位置を計測する位置計測部と、
　前記携帯端末が接続されている基地局およびネットワークをそれぞれ示す基地局情報お
よびネットワーク情報を受信する端末接続情報受信部とをさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記位置計測部にて計測された位置を、前記位置情報として前
記グループページ識別子サーバに送信する、請求項１３または１４に記載の携帯端末。
【請求項１８】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
て、前記携帯端末の位置するエリアが変更されたタイミングを管理しており、
　前記端末情報送信部は、前記位置計測部による位置計測結果に基づいて、前記エリアが
変更されたか否かを判断する、請求項１７に記載の携帯端末。
【請求項１９】
　前記アプリケーション情報管理部は、前記グループページ識別子の更新タイミングとし
て、前記携帯端末が接続されるネットワークエリアが変更されたタイミングを管理してお
り、
　前記端末情報送信部は、前記端末接続情報受信部にて受信されたネットワーク情報に基
づいて、前記ネットワークが変更されたか否かを判断する、請求項１５から１８のいずれ
か１項に記載の携帯端末。
【請求項２０】
　前記グループページ識別子は、ＭＢＭＳのＴＭＧＩである、請求項１２から１９のいず
れか１項に記載の携帯端末。
【請求項２１】
　ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されたデータをスキャンする
ために携帯端末にて用いられるグループページ識別子を管理するグループページ識別子サ
ーバにおいて、
　前記携帯端末から、当該携帯端末が接続されているネットワークを示すネットワーク情
報と当該携帯端末の位置情報とを含む端末情報を受信する端末情報受信部と、
　前記端末情報受信部にて受信された前記端末情報に基づいて当該携帯端末へブロードキ
ャストでデータを配信するブロードキャスト配信サーバを特定し、特定したブロードキャ
スト配信サーバから配信されたデータをスキャンするためのグループページ識別子を前記
携帯端末に送信するグループページ識別子送信部とを有する、グループページ識別子サー
バ。
【請求項２２】
　ブロードキャスト配信サーバごとに、当該ブロードキャスト配信サーバがブロードキャ
ストで配信するデータをスキャンするためのグループページ識別子と当該ブロードキャス
ト配信サーバがブロードキャストでデータを配信するデータ配信範囲とを管理するグルー
プページ識別子管理部をさらに有し、
　前記グループページ識別子送信部は、前記携帯端末から送信されてきた前記端末情報と
前記グループページ識別子管理部にて管理されている前記ブロードキャスト配信サーバご
とのデータ配信範囲とに基づいて、前記携帯端末へブロードキャストでデータを配信する
ブロードキャスト配信サーバを特定する、請求項２１に記載のグループページ識別子サー
バ。
【請求項２３】
　前記グループページ識別子は、ＭＢＭＳのＴＭＧＩである、請求項２１または２２に記
載のグループページ識別子サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、複数の携帯端末に対し、ブロードキャストでデータ（ソフトウェアなどを含
む）を配信する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数の携帯端末に対して、ソフトウェアなどのデータをブロードキャストで同時
に配信するブロードキャストサービスが実用化されている。この種のブロードキャストサ
ービスとして、例えば、非特許文献１には、ＭＢＭＳ（Multimedia Broadcast/Multicast
 Service）と呼ばれるサービスが開示されている。
【０００３】
　ＭＢＭＳによれば、ブロードキャスト配信サーバ側では、ＴＭＧＩ（Temporary Mobile
 Group Identity）と呼ばれるグループページ識別子を付加したデータをブロードキャス
トで配信し、携帯端末側では、自端末に設定されているグループページ識別子がデータに
付加されている場合にのみそのデータのスキャンが行われる。
【非特許文献１】3GPP TS 23.246 V.6.2.0 Multimedia Broadcast/Multicast Service (M
BMS); Architecture and functional description (Release 6)
【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、従来のブロードキャストサービスにおいては、グループページ識別子が
、携帯網事業者により自由に割り当てられ、携帯端末に固定的、もしくは携帯網事業者固
有の方法で設定されていた。
【０００５】
　そのため、ユーザは、移動先において、ローミングサービスを利用して、移動先の携帯
網事業者のネットワークに接続できたとしても、そのネットワークにおいてグループペー
ジ識別子を取得することができないことから、移動先のブロードキャストサービスにおい
てブロードキャストで配信されるデータをスキャンすることができず、ブロードキャスト
サービスを継続して享受することができなかった。
【０００６】
　ブロードキャストサービスを継続して享受する方法としては、移動先の携帯網事業者に
対してグループページ識別子を要求して、グループページ識別子を取得する方法も考えら
れるが、その場合、ユーザに過度な負担がかかってしまう。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、移動先においてグループページ識別子を自動で取得すること
により、ユーザがブロードキャストサービスを的確かつ効果的に継続して享受することが
できるグループページシステム、携帯端末、グループページ識別子サーバを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明は、
　携帯端末と、前記携帯端末に対してブロードキャストでデータを配信するブロードキャ
スト配信サーバと、前記ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信された
データをスキャンするために前記携帯端末にて用いられるグループページ識別子を管理す
るグループページ識別子サーバとを有してなるグループページシステムにおいて、
　前記携帯端末は、
　前記グループページ識別子の所定の更新タイミングで、前記グループページ識別子サー
バに対し、前記携帯端末が接続されているネットワークを示すネットワーク情報と前記携
帯端末の位置情報とを含む端末情報を送信する端末情報送信部を有し、
　前記グループページ識別子サーバは、
　前記携帯端末から送信されてきた前記端末情報に基づいて当該携帯端末へブロードキャ
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ストでデータを配信するブロードキャスト配信サーバを特定し、特定したブロードキャス
ト配信サーバから配信されたデータをスキャンするためのグループページ識別子を前記携
帯端末に送信するグループページ識別子送信部を有することを特徴とする。
【０００９】
　この構成によれば、携帯端末を使用するユーザは、携帯端末が接続されているネットワ
ークと位置に応じたブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されるデー
タをスキャンするためのグループページ識別子を、グループページ識別子サーバから自動
で取得することができる。
【００１０】
　それにより、携帯端末を使用するユーザは、移動先の携帯網事業者のネットワークにロ
ーミングしてネットワークが変更された場合や、エリアが変更された場合など、移動を意
識せずに、ブロードキャストサービスを継続して享受することが可能となる。
【００１１】
　また、前記携帯端末は、
　前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、当該アプリケーションに応じ
たデータが前記ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されてきた場合
に当該データをスキャンするためのグループページ識別子と、当該グループページ識別子
の更新タイミングとを管理するアプリケーション情報管理部をさらに有し、
　前記端末情報送信部は、前記携帯端末に実装されているアプリケーションごとに、前記
グループページ識別子管理部にて管理されているグループページ識別子の更新タイミング
で、前記グループページ識別子サーバに対して前記端末情報を送信しても良い。
【００１２】
　この構成によれば、携帯端末を使用するユーザは、携帯端末に実装されているアプリケ
ーションに応じたデータをスキャンするためのグループページ識別子のみを取得すること
ができるため、必要なデータのみについてブロードキャストサービスを享受することが可
能となる。
【００１３】
　また、前記ブロードキャスト配信サーバがブロードキャストで配信するデータを格納す
るデータ格納装置と、当該データ格納装置に格納されたデータをスキャンするために前記
携帯端末にて用いられるグループページ識別子を管理する前記グループページ識別子サー
バとを対にして備える外部装置をさらに有していても良い。
【００１４】
　この構成によれば、ブロードキャストで配信するデータとそのデータをスキャンするた
めのグループページ識別子とを対として管理することが可能となるため、ブロードキャス
トサービスに関する情報管理を飛躍的に簡素化することが可能となる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本発明によれば、携帯端末が接続されているネットワークと位置に
応じたブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されるデータをスキャン
するためのグループページ識別子を、グループページ識別子サーバから自動で取得し更新
することができルため、移動を意識せずに、ブロードキャストサービスを継続して享受す
ることができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態によるグループページシステムは、外部装置１
０1～１０Nと、携帯網事業者Ｘのネットワーク５０に接続されるブロードキャスト配信サ
ーバ２０1～２０Mおよび基地局３０1～３０Pと、携帯網事業者Ｙのネットワーク５１に接
続されるブロードキャスト配信サーバ２１1～２１Lおよび基地局３１1～３１Qと、携帯端
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末４０とを有している。なお、図１においては、説明の便宜のために、携帯端末４０を１
つだけ図示し、またネットワーク５０，５１を２つだけ図示しているが、これらの数に特
に制限はない。
【００１８】
　外部装置１０1～１０Nは、携帯端末４０に提供されるブロードキャストサービス#１～#
Ｎごとに設けられている。ブロードキャストサービス#１～#Ｎとしては、携帯端末４０の
ＯＳ（Operating System）に応じたＯＳソフトウェアの更新版を配信するサービス、携帯
端末４０のＯＳに対するウィルスを駆除するためのワクチンデータの更新版を配信するサ
ービス、携帯端末４０のアプリケーションに応じたアプリケーションソフトウェアの更新
版を配信するサービス、緊急通知データを配信するサービス、広告を配信するサービス、
地域情報を配信するサービスなどが挙げられる。
【００１９】
　外部装置１０1は、携帯端末４０にブロードキャストで配信されるデータが格納される
データ格納装置１１1と、ブロードキャストで配信されたデータを携帯端末４０にてスキ
ャンするために用いる、ＭＢＭＳのＴＭＧＩに相当するグループページ識別子を管理する
グループページ識別子サーバ１２1とを対にして備えている。なお、他の外部装置１０2～
１０Nの構成も外部装置１０1と同一である。
【００２０】
　ブロードキャスト配信サーバ２０1は、データ格納装置１１1に格納されたデータに、自
身に割り当てられたグループページ識別子を付加し、所定のデータ配信範囲内に位置する
携帯端末にネットワーク５０から基地局３０1～３０Pを介してブロードキャストで配信す
る。なお、他のブロードキャスト配信サーバ２０2～２０M，２１1～２１Lの構成もブロー
ドキャスト配信サーバ２０1と同一である。すなわち、本実施形態では、グループページ
識別子は、ブロードキャスト配信サーバ２０1～２０M，２１1～２１Lごとに設定されてい
る。
【００２１】
　携帯端末４０は、ブロードキャストサービス#１～#Ｎにそれぞれ対応するアプリケーシ
ョンが実装されている。また、アプリケーションごとに、当該アプリケーションに応じた
データであってブロードキャスト配信サーバ２０1～２０M，２１1～２１Lからブロードキ
ャストで配信されるデータをスキャンするためのグループページ識別子とそのグループペ
ージ識別子を更新する更新タイミングとを管理しており、その更新タイミングでグループ
ページ識別子サーバ１２1～１２Nのいずれかからグループページ識別子を取得し更新する
。なお、携帯端末４０は、例えば、ブラウザ機能を利用してグループページ識別子サーバ
１２1～１２Nと通信することができる。そして、携帯端末４０は、ブロードキャスト配信
サーバ２０1～２０M，２１1～２１Lからブロードキャストでデータが配信されると、その
データに付加されているグループページ識別子と携帯端末４０にて管理されているグルー
プページ識別子を比較する事により、携帯端末４０のアプリケーションが必要とするデー
タの取り込みが可能となる。
【００２２】
　ここで、本発明の特徴部分となるグループページ識別子サーバ１２1～１２Nおよび携帯
端末４０の構成について詳細に説明する。
【００２３】
　図２を参照すると、グループページ識別子サーバ１２1～１２Nのそれぞれは、端末情報
受信部１２１と、グループページ識別子管理部１２２と、グループページ識別子送信部１
２３とを有している。
【００２４】
　端末情報受信部１２１は、携帯端末４０から、グループページ識別子の要求時に、携帯
端末４０が現在接続されているネットワークを示すネットワーク情報と、携帯端末４０の
現在位置を示す位置情報とを含む端末情報を受信する。位置情報とは、携帯端末４０にて
ＧＰＳ（Global Positioning System）機能を利用して計測された緯度／経度のＧＰＳ位
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置情報、または、携帯端末４０が現在接続されている基地局を示す基地局情報のいずれか
となる。
【００２５】
　グループページ識別子管理部１２２は、図３に示すように、ブロードキャスト配信サー
バごとに、当該ブロードキャスト配信サーバの識別子であるグループページ識別子を管理
している。その他、グループページ識別子管理部１２２は、ブロードキャスト配信サーバ
ごとに、当該ブロードキャスト配信サーバによるデータを配信するデータ配信範囲（ネッ
トワーク、基地局、緯度／経度などで示される）を管理している。なお、グループページ
識別子管理部１２２においては、同一の外部装置内のデータ格納装置に格納されているデ
ータを配信するブロードキャスト配信サーバのグループページ識別子のみを管理している
。
【００２６】
　グループページ識別子送信部１２３は、携帯端末４０からのグループページ識別子の要
求時に、端末情報受信部１２１にて受信された端末情報に基づきグループページ識別子管
理部１２２を照合することにより、携帯端末４０にデータを配信するブロードキャスト配
信サーバを特定し、特定したブロードキャスト配信サーバのグループページ識別子を携帯
端末４０に送信する。
【００２７】
　図４を参照すると、携帯端末４０は、アプリケーション４０１1～４０１Nと、位置計測
部４０２と、端末接続情報受信部４０３と、エリア情報管理部４０４と、アプリケーショ
ン情報管理部４０５と、端末情報送信部４０６と、グループページ識別子受信部４０７と
、グループページ受信部４０８とを有している。
【００２８】
　アプリケーション４０１1～４０１Nは、ブロードキャストサービス#１～#Ｎごとに実装
されており、当該ブロードキャストサービスの提供を受ける時にブロードキャストで配信
されたデータを処理するアプリケーションである。例えば、ＯＳソフトウェアの更新版へ
の更新等を行うアプリケーション、ワクチンデータの更新版への更新等を行うアプリケー
ション、アプリケーションソフトウェアの更新版への更新等を行うアプリケーション、緊
急通知データの表示等を行うアプリケーション、広告の表示等を行うアプリケーション、
地域情報の表示等を行うアプリケーション等、種々のアプリケーションが含まれている。
【００２９】
　位置計測部４０１は、不図示のＧＰＳ衛星からの情報を利用して携帯端末４０の緯度／
経度をＧＰＳ位置情報として計測する。
【００３０】
　端末接続情報受信部４０３は、基地局に変更があった場合、ネットワークに変更があっ
た場合、あるいは電源を投入した場合などに、現在接続されている基地局から、その基地
局を示す基地局情報と、その基地局が接続されているネットワークを示すネットワーク情
報とを含む端末接続情報を受信する。
【００３１】
　エリア情報管理部４０４は、図５に示すように、位置計測部４０１にてＧＰＳ位置情報
として計測された緯度／経度により特定されるエリアを管理している。
【００３２】
　アプリケーション情報管理部４０５は、図６に示すように、アプリケーション４０１1

～４０１Nごとに、ＵＲＬ、グループページ識別子、およびそのグループページ識別子の
更新タイミングを管理している。
【００３３】
　ＵＲＬは、該当するアプリケーションのグループページ識別子の更新タイミングでアク
セスするグループページ識別子サーバのインターネット上のアドレスを示すアドレス情報
である。例えば、図６においては、アプリケーション４０１1（サービス#１）のグループ
ページ識別子を更新するためにアクセスするのが、ＵＲＬ「HTTP://WWW.a.b/」であるグ
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ループページ識別子サーバであることを示している。なお、アプリケーション４０１6（
サービス#６）は、グループページ識別子が固定されており、そのためにＵＲＬの代わり
にＮＵＬＬデータが設定されている。このようなサービス#６の一例としては、特定のネ
ットワークでのみ有効なサービス等が挙げられる。
【００３４】
　グループページ識別子は、該当するアプリケーションに応じたデータとしてブロードキ
ャストで配信されたデータをスキャンするために用いるものであり、そのデータを配信す
るブロードキャスト配信サーバの識別子である。
【００３５】
　更新タイミングは、該当するアプリケーションのグループページ識別子を更新するタイ
ミングである。例えば、図６においては、アプリケーション４０１1（サービス#１）は、
携帯端末４０が接続されるネットワークが変更される（他携帯網事業者のネットワークに
ローミングする）タイミングでグループページ識別子の更新を行うことを示している。こ
のようなサービス#１の一例としては、アプリケーションソフトウェア更新サービスやウ
ィルス駆除用ワクチンデータの更新サービスなどが挙げられる。また、アプリケーション
４０１2～４０１5（サービス#２～#５）は、携帯端末４０が位置するエリアに変更があっ
たタイミングでグループページ識別子の更新を行うことを示している。このようなサービ
ス#２～#５の一例としては、緊急通知サービス、広告配信サービス、地域情報配信サービ
スなどが挙げられる。
【００３６】
　端末情報送信部４０６は、端末接続情報受信部４０３にて受信された端末接続情報によ
りネットワーク変更やエリア変更があったと判断するか、位置計測部４０１にて計測され
た位置情報に基づきエリア情報管理部４０４を照合することによりエリア変更があったと
判断したとする。この場合、アプリケーション情報管理部４０５を照合して、ネットワー
ク変更やエリア変更のタイミングをグループページ識別子の更新タイミングとしているア
プリケーションがあるか判断する。ここで、グループページ識別子の更新タイミングとな
っているアプリケーションがある場合は、該当するアプリケーションに対応するＵＲＬを
宛先として、携帯端末４０の端末情報（ネットワーク情報と位置情報）をグループページ
識別子サーバに送信して、グループページ識別子を要求する。
【００３７】
　グループページ識別子受信部４０７は、グループページ識別子サーバからグループペー
ジ識別子を受信すると、該当するアプリケーションについてアプリケーション情報管理部
４０５にて管理されているグループページ識別子を、グループページ識別子サーバから受
信したグループページ識別子に更新する。
【００３８】
　グループページ受信部４０８は、ブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで
データが配信されてきた場合、そのデータに付加されているグループページ識別子がアプ
リケーション情報管理部４０５にて管理されているグループページ識別子と一致している
場合に、スキャンを開始してそのデータを取り込む。そして、取り込んだデータを、該当
するアプリケーション４０１1～４０１Nに渡す。
【００３９】
　以下、携帯端末４０にて管理されているグループページ識別子の更新動作について、図
７のフローチャートを参照して説明する。
【００４０】
　携帯端末４０において、端末接続情報受信部４０３は、基地局に変更があった場合、ネ
ットワークに変更があった場合、あるいは電源を投入した場合などに、現在接続されてい
る基地局から、その基地局を示す基地局情報、その基地局が接続されているネットワーク
を示すネットワーク情報を受信する。一方、位置計測部４０２は、ＧＰＳ機能を利用して
常時または一定時間ごとに携帯端末４０の緯度／経度をＧＰＳ位置情報として計測してい
る。
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【００４１】
　ここで、端末情報送信部４０６は、端末接続情報受信部４０３にて受信された端末接続
情報によりネットワークに変更があったか、端末接続情報受信部４０３にて受信された端
末接続情報によりまたは位置計測部４０１にて取得された位置情報に基づきエリア情報管
理部４０４を照合することによりエリア変更があったか判断する（ステップ７０１）。
【００４２】
　端末情報送信部４０６は、ネットワーク変更やエリア変更があったと判断すると、アプ
リケーション情報管理部４０５を照合して、ネットワーク変更やエリア変更のタイミング
をグループページ識別子の更新タイミングとしているアプリケーションがあるか判断する
（ステップ７０２）。
【００４３】
　例えば、図６においては、ネットワーク変更があった場合は、アプリケーション４０１

1（サービス#１）のグループページ識別子の更新タイミングであると判断し、エリア変更
があった場合は、アプリケーション４０１2～４０１5（サービス#２～#５）のグループペ
ージ識別子の更新タイミングであると判断する。ただし、アプリケーション４０１3（サ
ービス#３）についてはグループページ識別子が固定であるため、ネットワーク変更やエ
リア変更があったとしても、グループページ識別子は更新されない。
【００４４】
　ここで、端末情報送信部４０６は、グループページ識別子の更新タイミングとなってい
るアプリケーションがある場合は、まず、アプリケーションの１つを選択する（ステップ
７０３）。そして、該当するアプリケーションに対応するＵＲＬをアプリケーション情報
管理部４０５を照合することで確認し、そのＵＲＬを持つグループページ識別子サーバに
対して、グループページ識別子を要求する（ステップ７０４）。
【００４５】
　例えば、図６においては、アプリケーション４０１1（サービス#１）のグループページ
識別子を更新する場合は、ＵＲＬ「http://www.a.b/」を持つグループページ識別子サー
バ１２1にグループページ識別子を要求する。
【００４６】
　この時、端末情報送信部４０６は、グループページ識別子の要求先となるグループペー
ジ識別子サーバにて携帯端末４０にデータを配信するブロードキャスト配信サーバを特定
するための情報を提供しなければならない。そこで、端末情報送信部４０６は、携帯端末
４０が現在接続されているネットワークを示すネットワーク情報と、携帯端末４０の現在
位置を示す位置情報とを含む端末情報を、グループページ識別子サーバに送信する。この
位置情報は、位置計測部４０２にて計測された緯度／経度のＧＰＳ位置情報、または、基
地局を示す基地局情報のいずれかとなる。
【００４７】
　次に、グループページ識別子の要求先となるグループページ識別子サーバにおいて、グ
ループページ識別子送信部１２３は、携帯端末４０から送信されてきた端末情報に基づき
グループページ識別子管理部１２２を照合することにより、携帯端末４０にデータを配信
するブロードキャスト配信サーバを特定し、特定したブロードキャスト配信サーバのグル
ープページ識別子を携帯端末４０に送信する（ステップ７０５）。
【００４８】
　次に、携帯端末４０において、グループページ識別子受信部４０７は、該当するアプリ
ケーションについてアプリケーション情報管理部４０５にて管理されているグループペー
ジ識別子を、グループページ識別子サーバから受信したグループページ識別子に更新する
（ステップ７０６）。
【００４９】
　次に、端末情報送信部４０６は、グループページ識別子の更新タイミングとなっている
他のアプリケーションがある場合は（ステップ７０７）、ステップ７０３の処理に戻り、
他のアプリケーションを選択して同様の処理を行い、他のアプリケーションがなければ、
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ステップ７０１の処理に戻る。
【００５０】
　以降、グループページ受信部４０８は、更新したグループページ識別子が付加されてい
るデータがブロードキャストで配信されると、そのデータのスキャンを開始することでそ
のデータを取り込み、該当するアプリケーション４０１1～４０１Nに渡す。それによりブ
ロードキャストサービスを継続して享受することが可能となる。
【００５１】
　以下、本実施形態のグループページシステムの動作について、具体例を挙げてさらに詳
細に説明する。ただし、以下に説明する具体例はあくまで例示であり、これらの具体例に
本発明が限定されないことは言うまでもない。
【００５２】
　（具体例１）
　本例は、ウィルス駆除用ワクチンデータ更新サービスに適用した場合の例である。すな
わち、携帯端末４０には、ワクチンデータ更新サービスの提供時に配信されるワクチンデ
ータの更新等を行うアプリケーション（アプリケーション４０１1とする）が実装されて
いる。また、本例のグループページ識別子の更新タイミングは、ネットワークが変更され
たタイミングであるとする。
【００５３】
　図８を参照すると、携帯端末４０においては、Ａ国（ネットワーク５０）からＢ国（ネ
ットワーク５１）に移動した場合、電源投入時などにおいて、現在接続されている基地局
（基地局３１1とする）から、基地局３１1を示す基地局情報およびネットワーク５１を示
すネットワーク情報が送信されてくる。このネットワーク情報を元に、端末情報送信部４
０６は、ネットワーク変更があったと判断できる。すると、端末情報送信部４０６は、ア
プリケーション情報管理部４０５において、アプリケーション４０１1に対応するＵＲＬ
「http://www.a.b/」を持つグループページ識別子サーバ（グループページ識別子サーバ
１２1とする）に位置情報およびネットワーク情報を送信してグループページ識別子を要
求する（ステップ８０１）。
【００５４】
　グループページ識別子サーバ１２1においては、グループページ識別子送信部１２３が
、携帯端末４０から送信されてきた位置情報およびネットワーク情報に基づき、携帯端末
４０にワクチンデータを配信するブロードキャスト配信サーバ（ブロードキャスト配信サ
ーバ２１1とする）を特定し、ブロードキャスト配信サーバ２１1のグループページ識別子
「1111444400001」を携帯端末４０に送信する（ステップ８０２）。これにより、携帯端
末４０においては、グループページ識別子受信部４０７によりアプリケーション４０１1

のグループページ識別子が「1111444400001」へ更新される。
【００５５】
　その一方、ブロードキャスト配信サーバ２１1では、所定のデータ配信範囲内の全携帯
端末（例えば、基地局３１1配下の全携帯端末）に対して、グループページ識別子「11114
44400001」を付加したワクチンデータを一定時間ごとにブロードキャストで配信している
。図９の例では、ブロードキャスト配信サーバ２１1では、１時間ごとに５分間、ワクチ
ンデータの配信を行っている（ステップ８０３）。
【００５６】
　その後、携帯端末４０において、グループページ受信部４０８は、更新したグループペ
ージ識別子が付加されているデータがブロードキャストで配信されると、そのデータのス
キャンを開始することでそのデータを取り込む（ステップ８０４）。図９の例では、携帯
端末４０において、１８：０５～１９：００までの間に、グループページ識別子が更新さ
れているため、グループページ受信部４０８は、１９：００からの５分間にブロードキャ
ストで配信されたワクチンデータを取り込む。
【００５７】
　なお、本例では、ウィルス駆除用ワクチンデータ更新サービスに適用した場合の例につ
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いて説明したが、ネットワークが変更されたタイミングでグループページ識別子を更新す
る他のサービス（アプリケーションソフトウェア更新サービスなど）に適用する場合も同
様の動作が行われる。
【００５８】
　（具体例２）
　本例は、緊急通知サービスに適用した場合の例である。すなわち、携帯端末４０には、
緊急通知サービスの提供時に配信される緊急通知データの表示等を行うアプリケーション
（アプリケーション４０１2とする）が実装されている。また、本例のグループページ識
別子の更新タイミングは、エリアが他の県に変更されたタイミングであるとする。
【００５９】
　図１０を参照すると、携帯端末４０においては、Ａ国（ネットワーク５０）内で、ａ県
からｂ県に移動した場合、移動先の基地局（基地局３０2とする）から、基地局３０2を示
す基地局情報およびネットワーク５０を示すネットワーク情報が送信されてくる。この基
地局情報を元に、端末情報送信部４０６は、ｂ県エリアへの変更があったと判断できる。
もしくは、端末情報送信部４０６は、位置計測部４０２にて計測されたＧＰＳ位置情報に
基づきエリア情報管理部４０４を照合することでｂ県エリアへの変更があったと判断でき
る。すると、端末情報送信部４０６は、アプリケーション情報管理部４０５において、ア
プリケーション４０１2に対応するＵＲＬ「http://www.b.c/」を持つグループページ識別
子サーバ（グループページ識別子サーバ１２2とする）に位置情報およびネットワーク情
報を送信してグループページ識別子を要求する（ステップ１００１）。
【００６０】
　グループページ識別子サーバ１２2においては、グループページ識別子送信部１２３が
、携帯端末４０から送信されてきた位置情報およびネットワーク情報に基づき、携帯端末
４０に緊急通知データを配信するブロードキャスト配信サーバ（ブロードキャスト配信サ
ーバ２０2とする）を特定し、ブロードキャスト配信サーバ２０2のグループページ識別子
「1111333300002」を携帯端末４０に送信する（ステップ１００２）。これにより、携帯
端末４０においては、グループページ識別子受信部４０７によりアプリケーション４０１

2のグループページ識別子が「1111333300002」へ更新される。
【００６１】
　その一方、ブロードキャスト配信サーバ２０2では、所定のデータ配信範囲内の全携帯
端末（例えば、基地局３０2，３０3配下の全携帯端末）に対して、グループページ識別子
「1111333300002」を付加した緊急通知データを一定時間ごとに配信している（ステップ
１００３）。この緊急通知データとしては、例えば、各県の警察が報知している「犯人逃
走中！！」といったメッセージデータや、台風警報、津波警報などの緊急の気象情報など
が挙げられる。
【００６２】
　その後、携帯端末４０において、グループページ受信部４０８は、更新したグループペ
ージ識別子が付加されている緊急通知データがブロードキャストで配信されると、その緊
急通知データのスキャンを開始することでそのデータを取り込む（ステップ１００４）。
【００６３】
　（具体例３）
　本例は、デパート広告配信サービスに適用した場合の例である。すなわち、携帯端末４
０には、デパート広告配信サービスの提供時に配信される広告の表示等を行うアプリケー
ション（アプリケーション４０１3とする）が実装されている。また、本例のグループペ
ージ識別子の更新タイミングは、エリアが他の地区（同県内の別地区、同市内の別地区な
ど）に変更されたタイミングであるとする。
【００６４】
　図１１を参照すると、携帯端末４０においては、Ａ国（ネットワーク５０）内で、ｃ地
区からｄ地区に移動した場合、移動先の基地局（基地局３０3とする）から、基地局３０3

を示す基地局情報およびネットワーク５０を示すネットワーク情報が送信されてくる。こ
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の基地局情報を元に、端末情報送信部４０６は、ｄ地区エリアへの変更があったと判断で
きる。もしくは、端末情報送信部４０６は、位置計測部４０２にて計測されたＧＰＳ位置
情報に基づきエリア情報管理部４０４を照合することでｄ地区エリアへの変更があったと
判断できる。すると、端末情報送信部４０６は、アプリケーション情報管理部４０５にお
いて、アプリケーション４０１3に対応するＵＲＬ「http://www.c.d/」を持つグループペ
ージ識別子サーバ（グループページ識別子サーバ１２3とする）に位置情報およびネット
ワーク情報を送信してグループページ識別子を要求する（ステップ１１０１）。
【００６５】
　グループページ識別子サーバ１２3においては、グループページ識別子送信部１２３が
、携帯端末４０から送信されてきた位置情報およびネットワーク情報に基づき、携帯端末
４０に広告を配信するブロードキャスト配信サーバ（ブロードキャスト配信サーバ２０3

とする）を特定し、ブロードキャスト配信サーバ２０3のグループページ識別子「1111333
300003」を携帯端末４０に送信する（ステップ１１０２）。これにより、携帯端末４０に
おいては、グループページ識別子受信部４０７によりアプリケーション４０１3のグルー
プページ識別子が「1111333300003」へ更新される。
【００６６】
　その一方、ブロードキャスト配信サーバ２０3では、所定のデータ配信範囲内の全携帯
端末（例えば、基地局３０3，３０4配下の全携帯端末）に対して、グループページ識別子
「1111333300003」を付加した広告を一定時間ごとに配信している（ステップ１１０３）
。この広告としては、例えば、バーゲンセール情報などが挙げられる。図１２の例では、
ブロードキャスト配信サーバ２０3では、３０分ごとに２０分間、デパートＡ～Ｄの広告
を各５分間順次配信している。
【００６７】
　その後、携帯端末４０において、グループページ受信部４０８は、更新したグループペ
ージ識別子が付加されている広告がブロードキャストで配信されると、その広告のスキャ
ンを開始することでそのデータを取り込む（ステップ１１０４）。
【００６８】
　（具体例４）
　本例は、地域情報通知サービスに適用した場合の例である。すなわち、携帯端末４０に
は、地域情報通知サービスの提供時に配信される地域情報の表示等を行うアプリケーショ
ン（アプリケーション４０１4とする）が実装されている。また、本例のグループページ
識別子の更新タイミングは、エリアが他の市に変更されたタイミングであるとする。
【００６９】
　図１３を参照すると、携帯端末４０においては、Ａ国（ネットワーク５０）内で、ｅ市
からｆ市に移動した場合、移動先の基地局（基地局３０4とする）から、基地局３０4を示
す基地局情報およびネットワーク５０を示すネットワーク情報が送信されてくる。この基
地局情報を元に、端末情報送信部４０６は、ｆ市エリアへの変更があったと判断できる。
もしくは、端末情報送信部４０６は、位置計測部４０２にて計測されたＧＰＳ位置情報に
基づきエリア情報管理部４０４を照合することでｆ市エリアへの変更があったと判断でき
る。すると、端末情報送信部４０６は、アプリケーション情報管理部４０５において、ア
プリケーション４０１4に対応するＵＲＬ「http://www.d.e/」を持つグループページ識別
子サーバ（グループページ識別子サーバ１２4とする）に位置情報およびネットワーク情
報を送信してグループページ識別子を要求する（ステップ１３０１）。
【００７０】
　グループページ識別子サーバ１２4においては、グループページ識別子送信部１２３が
、携帯端末４０から送信されてきた位置情報およびネットワーク情報に基づき、携帯端末
４０に地域情報を配信するブロードキャスト配信サーバ（ブロードキャスト配信サーバ２
０4とする）を特定し、ブロードキャスト配信サーバ２０4のグループページ識別子「1111
333300004」を携帯端末４０に送信する（ステップ１３０２）。これにより、携帯端末４
０においては、グループページ識別子受信部４０７によりアプリケーション４０１4のグ
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ループページ識別子が「1111333300004」へ更新される。
【００７１】
　その一方、ブロードキャスト配信サーバ２０4では、所定のデータ配信範囲内の全携帯
端末（例えば、基地局３０4，３０5配下の全携帯端末）に対して、グループページ識別子
「1111333300004」を付加した地域情報を一定時間ごとに配信している（ステップ１３０
３）。この地域情報としては、例えば、その地域のレストラン、娯楽施設などの宣伝情報
や、その地域の道路の渋滞情報や、その地域の地図や、その地域のイベント情報、観光情
報などが挙げられる。
【００７２】
　その後、携帯端末４０において、グループページ受信部４０８は、更新したグループペ
ージ識別子が付加されている地域情報がブロードキャストで配信されると、その地域情報
のスキャンを開始することでそのデータを取り込む（ステップ１３０４）。
【００７３】
　上述したように本実施形態においては、携帯端末４０において、グループページ識別子
の所定の更新タイミングで、携帯端末４０の位置および携帯端末４０が接続されているネ
ットワークをそれぞれ示す位置情報およびネットワーク情報を送信してグループページ識
別子を要求し、グループページ識別子サーバにおいて、携帯端末４０からの位置情報およ
びネットワーク情報に基づいて携帯端末４０へブロードキャストでデータを配信するブロ
ードキャスト配信サーバを特定し、特定したブロードキャスト配信サーバから配信された
データをスキャンするためのグループページ識別子を携帯端末４０に送信する。
【００７４】
　そのため、携帯端末４０を使用するユーザは、携帯端末４０が接続されているネットワ
ークと位置に応じたブロードキャスト配信サーバからブロードキャストで配信されるデー
タをスキャンするためのグループページ識別子を、グループページ識別子サーバから自動
で取得することができる。それにより、移動先の携帯網事業者のネットワークにローミン
グしてネットワークが変更された場合や、エリアが変更された場合など、移動を意識せず
に、ブロードキャストサービスを継続して享受することができる。
【００７５】
　また、本実施形態においては、携帯端末４０において、携帯端末４０に実装されている
アプリケーションごとに、グループページ識別子の所定の更新タイミングで、グループペ
ージ識別子を要求し、要求したグループページ識別子をグループページ識別子サーバから
自動で取得することができる。
【００７６】
　そのため、携帯端末４０を使用するユーザは、携帯端末４０に実装されているアプリケ
ーションに応じたデータをスキャンするためのグループページ識別子のみを取得すること
ができるため、必要なデータのみについてブロードキャストサービスを享受することがで
きる。
【００７７】
　また、本実施形態においては、外部装置において、データ格納装置とグループページ識
別子サーバとを対にして備えているため、ブロードキャストサービスに関する情報管理を
飛躍的に簡素化することができる。
【００７８】
　なお、本実施形態においては、携帯端末４０において、グループページ識別子を更新す
るに際し、携帯端末４０のブラウザ機能を利用してグループページ識別子サーバと通信す
ることができると説明したが、本発明はこれに限定されない。すなわち、グループページ
識別子サーバとの通信においては、E-mail、SMS（ショートメッセージ）などの通信方法
を用いても良い。この場合、図６で示されるＵＲＬの代わりに、グループページ識別子サ
ーバのE-mailアドレスまたは電話番号が設定される。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
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【図１】本発明の一実施形態のグループページシステムの構成を示す図である。
【図２】図１に示したグループページ識別子サーバの一構成例を示す図である。
【図３】図２に示したグループページ識別子管理部にて管理されるデータの一例を示す図
である。
【図４】図１に示した携帯端末の一構成例を示す図である。
【図５】図４に示したエリア情報管理部にて管理されるデータの一例を示す図である。
【図６】図４に示したアプリケーション情報管理部にて管理されるデータの一例を示す図
である。
【図７】本発明の一実施形態のグループページシステムによるグループページ識別子の更
新動作を説明するフローチャートである。
【図８】図１に示したグループページシステムの具体例１を説明する図である。
【図９】図８において、ブロードキャスト配信サーバによるブロードキャスト配信方法の
一例を説明する図である。
【図１０】図１に示したグループページシステムの具体例２を説明する図である。
【図１１】図１に示したグループページシステムの具体例３を説明する図である。
【図１２】図１１において、ブロードキャスト配信サーバによるブロードキャスト配信方
法の一例を説明する図である。
【図１３】図１に示したグループページシステムの具体例４を説明する図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１０1～１０N　　外部装置
　１１1～１１N　　データ格納装置
　１２1～１２N　　グループページ識別子サーバ
　２０1～２０M，２１1～２１L　　ブロードキャスト配信サーバ
　３０1～３０P，３１1～３１Q　　基地局
　４０　　携帯端末
　５０，５１　　ネットワーク
　１２１　　端末情報受信部
　１２２　　グループページ識別子管理部
　１２３　　グループページ識別子送信部
　４０１1～４０１N　　アプリケーション
　４０２　　位置計測部
　４０３　　端末接続情報受信部
　４０４　　エリア情報管理部
　４０５　　アプリケーション情報管理部
　４０６　　端末情報送信部
　４０７　　グループページ識別子受信部
　４０８　　グループページ受信部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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