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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信システムに基づき動作する第１の通信装置（１０）が、データのダウンロー
ドを要求する第１の要求信号を第２の通信装置（４０、５０）に送信し、
　前記第２の通信装置が、前記第１の要求信号を受信後、前記データの内容に応じた属性
データを、前記第１の通信装置に送信し、
　前記第１の通信装置が、前記属性データの受信後、前記属性データに基づき前記複数の
通信システムのうち何れか１つの通信システムを制御対象として選択し、
　前記第１の通信装置が、前記選択された通信システムを利用する前記ダウンロードを要
求する第２の要求信号を、前記第２の通信装置に送信し、
　前記第２の通信装置が、前記第２の要求信号の受信後、前記選択された通信システムに
よって、前記データを前記第１の通信装置に送信し、前記第１の通信装置が前記データを
受信することを特徴とする適応通信システム。
【請求項２】
　操作部（１３）を有するとともに、複数の通信システムに基づき動作する通信端末であ
って、
　前記操作部の操作に応じて、データのダウンロードを要求する第１の要求信号を第２の
通信装置（４０、５０）に送信する第１の送信手段（１００）と、
　前記第１の要求信号の送信後、前記データの内容に応じた属性データを前記第２の通信
装置から受信する第１の受信手段（１１０）と、
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　前記属性データの受信後、前記属性データに基づき前記複数の通信システムのうち何れ
か１つの通信システムを選択する選択手段（１２０）と、
　この選択された通信システムを利用する前記ダウンロードを要求する第２の要求信号を
、前記第２の通信装置に送信する第２の送信手段（１６０）と、
　前記第２の要求信号の送信後、前記選択された通信システムによって、前記データを前
記第２の通信装置から受信する第２の受信手段（１７０）とを有することを特徴とする通
信端末。
【請求項３】
　操作部の操作に応じて、データのダウンロードを要求する第１の要求信号を第２の通信
装置（４０、５０）に送信するステップと、
　前記第１の要求信号の送信後、前記データの内容に応じた属性データを前記第２の通信
装置から受信するステップと、
　前記属性データの受信後、前記属性データに基づき複数の通信システムのうち何れか１
つの通信システムを選択するステップと、
　前記選択された通信システムを利用する前記ダウンロードを要求する第２の要求信号を
、前記第２の通信装置に送信するステップと、
　前記第２の要求信号の送信後、前記選択された通信システムによって、前記データを前
記第２の通信装置から受信するステップとを通信端末（１０）のコンピュータに実行させ
るためのプログラムを格納した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、適応通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＰＨＳ方式とＰＤＣ方式との双方の通信システムに対応する無線通信端末（特開平
１１－２８９６４号公報参照）、若しくは、ＣＤＭＡ方式とＡＭＰＳ（高度移動電話シス
テム）との双方の通信システムに対応する無線通信端末といったデュアルバンド無線通信
端末が各種提案されている。このデュアルバンド無線通信端末では、両通信システムにお
ける受信電力のうち、大きい受信電力を得られる通信システムが選択されるようにしてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のデュアルバンド無線通信端末においては、コンテンツデータをダウ
ンロードする際、上述の如く、通信システムを受信電力に基づいて選択するため、コンテ
ンツデータの内容によっては、適切な選択が行われないことがある。
【０００４】
例えば、新聞等のコンテンツデータのダウンロードのように、コンテンツデータが大容量
であるため、大容量高速通信機能を有する通信システム（例えば、ＰＨＳ方式）が必要と
なるものがある。しかし、デュアルバンド無線通信端末における受信電力によっては、小
容量低速通信機能を有する通信システム（例えば、ＰＤＣ方式）が選択されることがある
。この場合、ダウンロードの緊急度（即応性）は低いため、デュアルバンド無線通信端末
が、即座にダウンロードを開始するのではなく、大容量高速通信機能を有する通信システ
ムが動作するエリアに移動してから、ダウンロードを開始することが望ましい。
【０００５】
本発明は、上記点に鑑み、通信データの内容に応じた良好な通信を行うようにした適応通
信システムを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明では、複数の通信システ
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ムに基づき動作する第１の通信装置（１０）が、データのダウンロードを要求する第１の
要求信号を第２の通信装置（４０、５０）に送信し、第２の通信装置が、第１の要求信号
を受信後、データの内容に応じた属性データを、第１の通信装置に送信し、第１の通信装
置が、属性データの受信後、属性データに基づき複数の通信システムのうち何れか１つの
通信システムを制御対象として選択し、第１の通信装置が、選択された通信システムを利
用するダウンロードを要求する第２の要求信号を、第２の通信装置に送信し、第２の通信
装置が、第２の要求信号の受信後、選択された通信システムによって、データを前記第１
の通信装置に送信し、第１の通信装置がデータを受信することを特徴とする。このように
、第１の通信装置が、第２の通信装置から送られてくる属性データに基づき通信システム
を選択することにより、通信データの内容に応じた通信システムを選択して、良好な通信
を行うことができる。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明では、操作部（１３）を有するとともに、複数の通信シス
テムに基づき動作する通信端末であって、操作部の操作に応じて、データのダウンロード
を要求する第１の要求信号を第２の通信装置（４０、５０）に送信する第１の送信手段（
１００）と、第１の要求信号の送信後、データの内容に応じた属性データを第２の通信装
置から受信する第１の受信手段（１１０）と、属性データの受信後、属性データに基づき
複数の通信システムのうち何れか１つの通信システムを選択する選択手段（１２０）と、
この選択された通信システムを利用するダウンロードを要求する第２の要求信号を、第２
の通信装置に送信する第２の送信手段（１６０）と、第２の要求信号の送信後、選択され
た通信システムによって、データを第２の通信装置から受信する第２の受信手段（１７０
）とを有することを特徴とする。
【００１５】
このように、通信端末は、属性データに基づき通信システムを選択するとともに、選択さ
れた通信システムによって、データを受信するため、請求項１に記載の発明と同様に、通
信データの内容に応じた良好な通信を行うことができる。
【００１６】
　請求項３に記載の発明では、操作部の操作に応じて、データのダウンロードを要求する
第１の要求信号を第２の通信装置（４０、５０）に送信するステップと、第１の要求信号
の送信後、データの内容に応じた通信システムを示す属性データを第２の通信装置から受
信するステップと、属性データの受信後、属性データに基づき複数の通信システムのうち
何れか１つの通信システムを選択するステップと、選択された通信システムを利用するダ
ウンロードを要求する第２の要求信号を、第２の通信装置に送信するステップと、第２の
要求信号の送信後、選択された通信システムによって、データを第２の通信装置から受信
するステップと、を通信端末（１０）のコンピュータに実行させるためのプログラムを格
納した記録媒体を採用してもよい。
【００２３】
因みに、上記各手段の括弧内の符号は、後述する一実施形態に記載の具体的手段との対応
関係を示す一例である。
【００２４】
【発明の実施の形態】
図１に、本発明に係る制御方法が適用された適応通信システムの一実施形態を示す。図１
は、適応通信システムの概略構成を示すブロック図である。適応通信システムは、通信端
末１０、基地局２０Ａ、２０Ｂ、ネットワーク３０Ａ、３０Ｂ、通信制御装置４０、及び
データベースコンピュータ５０よって構成されている。通信端末１０（無線通信端末）は
、通信システムＡ及び通信システムＢの双方に対応するデュアル携帯電話（デュアルバン
ド無線通信端末）であって、自動車に搭載されている。
【００２５】
通信端末１０は、マイクロコンピュータ（ＣＰＵ）１１、メモリ１２、操作部１３、表示
部１４、無線部１５Ａ、１５Ｂ、及びアンテナ１６Ａ、１６Ｂから構成されている。マイ
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クロコンピュータ１１は、通話処理、ダウンロード処理、アップロード処理等の各種処理
を行う。また、マイクロコンピュータ１１には、当該自動車の車速センサーからの車速信
号が入力される。メモリ１２は、通話処理、ダウンロード処理、アップロード処理等のコ
ンピュータプログラムとともに、後述する評価関数に入力される各スコア値を保持する。
表示部１４は、液晶パネルであって、マイクロコンピュータ１１の制御によって、各種表
示を行う。
【００２６】
　無線部１５Ａは、マイクロコンピュータ１１の制御によって、送信信号をアンテナ１６
Ａから出力させる。また、無線部１５Ｂは、マイクロコンピュータ１１の制御によって、
送信信号をアンテナ１６Ｂから出力させる一方、アンテナ１６Ｂでの受信信号を受信する
。操作部１３は、テンキー、確定キー、選択キー等の複数のキーから構成されている。
【００２７】
基地局２０Ａは、ネットワーク３０Ａとともに通信システムＡを構成する一方、基地局２
０Ｂは、ネットワーク３０Ｂとともに通信システムＢを構成する。但し、通信システムＡ
、Ｂは、各々、公衆網（通信システムネットワーク）を介して通信制御装置４０に接続さ
れている。通信システムＡは、ＰＤＣ方式（或いは、ＣＤＭＡｏｎｅ方式、Ｗ－ＣＤＭＡ
方式）が採用されて、通信システムＢは、ＰＨＳ方式（或いは、ＤＳＲＣ方式、無線ＬＡ
Ｎ）が採用されているとする。
【００２８】
但し、通信システムＡ（伝送速度：９６００ｂｐｓ）は、通信システムＢ（伝送速度：６
４０００ｂｐｓ）に比べて、通信速度が低い。すなわち、本実施形態では、通信レートを
制御対象として採用したことになる。ここで、制御対象とは、通信システムが含む種々の
属性を示すものである。さらに、通信可能である通信端末における移動速度の限界は、通
信システムＡの方が、通信システムＢに比べて高い（なお、通信システムＡの通信コスト
は、通信システムＢに比べて高い）。
【００２９】
通信制御装置４０は、後述するプロファイル（属性データ）をデータベースコンピュータ
５０から受信し、そのプロファイルを通信端末１０に送信する。また、データベースコン
ピュータ５０は、いわゆる“サーバ”であって、データ（コンテンツデータ）とともに、
データの各々に対応するプロファイルをメモリ（データ保存部）にて保持する。プロファ
イルは、図２に示すように、データ（通信内容）の先頭に付加されている。なお、プロフ
ァイルは、データベースコンピュータ５０のメモリに入力処理（属性付加部）により、付
加されたものである。ここで、プロファイルとは、データの内容に応じた属性データであ
り、属性データは、データの秘匿性、評価関数、通信システム、通信場所、ダウンロード
時刻等を示すデータが採用されている。
【００３０】
但し、評価関数とは、通信システムＡ、Ｂのうちデータの内容に対応する通信システムを
決めるための関数を示すものである。ここで、通信システムとは、データの内容に応じた
システム（例えば、ＰＤＣ方式、ＣＤＭＡ方式、Ｗ－ＣＤＭＡ方式、ＰＨＳ方式、ＬＡＮ
等）を示すものである。また、通信場所とは、通信端末１０にとって、データの内容に対
応してデータを受信可能である場所を示す。ダウンロード時刻とは、通信端末１０にとっ
て、データの内容に対応してデータを受信可能である時刻を示すものである。
【００３１】
次に、本実施形態の適応通信システムの作動について図３、図４を参照して説明する。図
３は適応通信システムの作動を示す図であり、図４は、通信端末１０のマイクロコンピュ
ータ１１の作動を示すフローチャートである。マイクロコンピュータ１１は、図４に示す
フローチャートに従って、処理を実行する。先ず、図３に基づき、通信システム全体の動
作について説明する。以下、適応通信システムの作動として、通信端末１０が新聞データ
をダウンロードする例につき説明する。但し、新聞としてのデータは大容量で、かつ、新
聞の内容は、ダウンロードの緊急性が低いものが採用されている。
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【００３２】
先ず、通信端末１０のマイクロコンピュータ１１は、操作部１３への所定キー操作に応じ
て、無線部１５Ａ、１５Ｂの受信電力を比較した上で、通信システムＡにより、ネットワ
ークＡに接続されているものとする。この状態において、利用者が操作部１３を操作して
、データのダウンロードを要求した場合、無線部１５Ａを介して通信要求信号（第１の要
求信号）を送信する（図３のＡ）。送信さされた通信要求信号は、基地局２０Ａ、ネット
ワークＡを介して通信制御装置４０に受信される。
【００３３】
通信制御装置４０は、通信要求信号を受信すると（第１の受信部）、データベースコンピ
ュータ５０に要求されたデータの属性を示すプロファイルを要求し（図３のＢ）、データ
ベースコンピュータ５０は、通信制御装置４０にプロファイルを転送する（図３のＣ）。
その後、通信制御装置４０は、このプロファイルをネットワークＡ、基地局２０Ａ介して
該当する通信端末１０に転送する（第２の受信部：図３のＤ）。
【００３４】
通信端末１０は、プロファイルを受信すると、プロファイルに応じて、ダウンロードのた
めの通信システムを決定する選択決定処理を行う（図３のＥ）。すなわち、この選択決定
処理により、データの内容（新聞データ）に応じて、通信システムＡ、Ｂのいずれか一方
を選択することができ、例えば、通信システムＢが選択されたものとする。なお、以下、
このように、選択された通信システムを、選択通信システムという。選択決定処理の詳細
は、後述する。
【００３５】
次に、通信端末１０は、選択通信システムを示す通知信号を、基地局２０Ｂ、ネットワー
クＢを介して通信制御装置４０に送信し、通知する（図３のＦ）。通信制御装置４０は、
通知信号をデータベースコンピュータ５０に通知転送し（図３のＧ）、データベースコン
ピュータ５０は、通知信号を受信すると、データ（新聞データ）を通信制御装置４０に伝
送する（図３のＩ）。そして、通信制御装置４０は、データ（新聞データ）を保持する。
【００３６】
次に、通信端末１０は、選択通信システムとして通信システムＢが選択されたとき、マイ
クロコンピュータ１１は、無線部１５Ｂによって、伝送要求信号（第２の要求信号）を基
地局２０Ｂに送信する。ここで、基地局２０Ｂは、伝送要求信号をネットワークＢを通し
て通信制御装置４０に送信する（図３のＨ）。通信制御装置４０は、伝送要求信号を受信
すると、データ（新聞データ）をネットワークＢ、基地局２０Ｂを介してデータを通信端
末１０に送信する（データ送信部：図３中のＪ）。その後、通信端末１０は、このデータ
を受信し、受信されたデータをメモリ１２に格納する。これにより、データ（新聞データ
）のダウンロードが終了することになる。
【００３７】
次に、図４に基づき、通信端末１０のマイクロコンピュータ１１における処理について詳
述する。先ず、ステップ１００にて、データの通信要求を行い、次のステップ１１０にて
、通信制御装置４０から、データの内容に応じたプロファイルを受信する。そして、ステ
ップ１２０にて、プロファイルに基づき何れかの通信システムを選択する。さらに、次の
ステップ１３０にて、その選択結果を通信制御装置４０に通知し、次のステップ１４０に
て、無線部１５Ｂによって伝送要求信号を送信させる。その後、ステップ１５０にて、無
線部１５Ｂを通してデータ（新聞データ）を受信する。
【００３８】
但し、マイクロコンピュータ１１は、伝送要求信号の送信処理に先立って、利用者に対し
て選択された通信システムを表示部１４を介して通知し、例えば、通信システムＢが選択
されたとき、「通信システムＢが選択されましたが、データを要求しますか？１：ＹＥＳ
、２：ＮＯ」といった内容を表示させる。そして、操作部１３のテンキー「１」が押下さ
れると、データのダウンロードの処理を行う。一方、操作部１３のテンキー「２」が押下
されたとき、ステップ１２０に進む。
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【００３９】
これにより、利用者の意志により、選択された通信システムによるダウンロードを中止で
きる。なお、マイクロコンピュータ１１は、伝送要求信号の送信を、操作部１３の操作に
応じて行うことに限らず、予め、プロファイルには、評価関数に加えて、ダウンロード時
刻を示すデータを含めるようにしておき、ダウンロード時刻に伝送要求信号を送信するよ
うにしてもよい。
【００４０】
以下、通信端末１０のマイクロコンピュータ１１における選択決定処理の詳細について図
５（ａ）、（ｂ）を参照して説明する。図５（ａ）は、通信システムの伝送速度に対応す
るスコア値を示す図表であって、伝送速度を、対応するスコア値に変換するテーブルであ
る。図５（ｂ）は、通信端末１０の移動速度に対応するスコア値を示す図表であって、移
動速度を、対応するスコア値に変換するテーブルである。この例では、データ内容に応じ
て送信されるプロファイルとして、以下に示す評価関数が送信されるものである。
【００４１】
先ず、評価関数としては、データの内容に対応する通信システムを選択するために、下記
に示す数式１が採用される。
【００４２】
【数１】
Ｊ＝Ｗ１・（伝送速度）＋Ｗ２・（移動速度）
　但し、伝送速度としては、図５（ａ）に示す図表中、現時刻で使用している通信システ
ムの伝送速度に対応するスコア値が採用される。移動速度としては、図５（ｂ）に示す図
表中、通信端末１０の移動速度（本実施形態では、上述した車速センサの出力）に対応す
るスコア値が採用される。Ｗ１、Ｗ２は、重み係数である。但し、Ｗ１、Ｗ２の値は、値
「１」が採用されており、Ｗ１、Ｗ２は、データの内容に応じて決められている。すなわ
ち、本実施形態は、データは大容量で、かつ、データの内容（新聞データ）は、ダウンロ
ードの緊急性が低いものであることを加味して、Ｗ１、Ｗ２の値が決定されている。なお
、画像や音声等のデータや、ダウンロードの緊急性によっては、Ｗ１、Ｗ２の値としては
、「１」とは異なる値が採用され、さらには、評価関数としては、数式１式とは異なる式
が採用されてもよい。
【００４３】
本実施形態では、評価値Ｊが１００（閾値）より大きいとき（Ｊ＞１００）、通信システ
ムＢが選択され、評価値Ｊが１００（閾値）未満とき（Ｊ≦１００）、通信システムＡが
選択されるようになっている。
【００４４】
具体的には、移動速度が１０ｋｍ未満で、かつ、現時刻にて通信システムＡを選択してい
る例につき説明する。この場合、通信システムＡの伝送速度は９６００ｂｐｓであるため
、図５（ａ）の図表を参照すると、伝送速度のスコア値として「１０」が選択される。移
動速度は１０ｋｍ未満であるため、図５（ｂ）の図表を参照すると、移動速度のスコア値
として「１００」が選択される。このように、移動速度及び伝送速度の双方のスコア値が
選択されたとき、評価値Ｊは「１１０」となり、評価値Ｊは１００より大きくなるため、
通信システムＢが選択される。すなわち、通信システムとしては、通信システムＡから通
信システムＢに変わることになる。
【００４５】
また、現時刻にて通信システムＡを使用しており、かつ、移動速度が１００ｋｍ以上のと
き、伝送速度のスコア値として「１０」が選択される。移動速度のスコア値として「１０
」が選択されるため、評価値Ｊは「２０」となり、評価値Ｊは１００未満ため、通信シス
テムＡが選択される。
【００４６】
以下、実施形態の特徴について述べる。すなわち、新聞等のデータ（コンテンツデータ）
のダウンロードにおいては、コンテンツデータが大容量であるため、大容量高速通信機能
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を有する通信システムが要求されるものの、ダウンロードの緊急度は低い。ここで、通信
システムＢは、通信システムＡに比べて、通信速度が高く、通信可能である通信端末にお
ける移動速度の限界は、通信システムＢの方が、通信システムＡに比べて低い。このこと
により、新聞等のデータのダウンロードには、通信システムＢが適していることになる。
【００４７】
そこで、本実施形態では、通信システムの選択にあたり、数式１の評価関数を採用するこ
とにより、通信端末１０の移動速度が、低速（例えば、１０ｋｍ未満）のとき、通信シス
テムＢが選択される。従って、例えば、通信端末１０を搭載した自動車が信号持ちのとき
、通信システムＢが選択されて、通信システムＢでダウンロードが行われ得る。従って、
データの内容に応じた良好な通信を行うことができる。
【００４８】
また、通信端末１０の移動速度が、高速（例えば、１００ｋｍ以上）のとき、通信システ
ムＡが選択されるものの、操作部１３の操作に応じて、ダウンロードを禁止することもで
きる。なお、通信制御装置４０が、上述の如く、データの保持、若しくは、プロファイル
の送受信を行うようにしているため、データベースコンピュータ５０の処理を低減できる
。
【００４９】
　（変形例）上記実施形態では、適応通信システムとして、通信端末１０がプロファイル
（属性データ）に応じて通信システム（通信システムＡ、Ｂ）の何れか一方を選択するよ
うにした例につき説明したが、以下のように、通信制御装置４０が通信システムを選択す
るようにしてもよい。この場合における構成を図６に示す。図６に示す適応通信システム
は、通信端末１０、基地局２１～２４、通信制御装置４０、プロバイダ４００、及びサイ
ト３００～３０２から構成されている。
【００５０】
先ず、通信端末１０は、要求信号を基地局２１を通してプロバイダ４００に送信する（図
６中矢印２０１参照）。ここで、要求信号には、モバイルプロファイル（移動速度、通信
可能レート、端末環境、ユーザ環境等のデータ）が含まれている。そして、プロバイダ４
００は、要求信号に応じて、サイト３００にアクセスするとともに（図６の２０２）、通
信制御装置４０にもアクセスする（図６の２０４）。
【００５１】
次に、サイト３００においては、要求信号に基づいてユーザに要求されるコンテンツを有
するとき、その旨を示す返信を行う（図６中矢印２０３参照）。ここで、メディア制御ア
プリケーションでは、データベースコンピュータ５０からコンテンツとともにプロファイ
ルＭ０（データサイズ、作成者、作成時間、作成場所）が入力されて、コンテンツのデー
タ形式の変換を行う。そして、プロファイルＭ０も、プロファイルＭ１（コンテンツの分
割指定、サイト指定、アクセス時間指定）に変換される。その後、プロファイルＭ１は、
データ変換されたコンテンツデータとともに通信制御装置４０に送信される。
【００５２】
次に、通信制御装置４０では、プロバイダ４００からのアクセスとともにプロファイルＭ
１に応じて、コンテンツデータを３つのコンテンツデータＣａ、Ｃｂ、Ｃｃに分割し、各
々、プロファイルＭ２ａ、Ｍ２ｂ、Ｍ２ｃを付加する。ここで、プロファイルＭ２ａ～Ｍ
２ｃには、各々、データの分割指定、経路指定（通信システムの指定）、データ待ち時間
、配信時刻等のデータ含まれている。通信制御装置４０は、プロファイルＭ１に基づいて
、コンテンツデータＣａ、Ｃｂ、Ｃｃを、プロファイルＭ２ａ、Ｍ２ｂ、Ｍ２ｃとともに
、各々、異なる基地局２２～２４に送信し、基地局２２～２４は、各々、コンテンツデー
タＣａ、Ｃｂ、Ｃｃを、プロファイルＭ２ａ、Ｍ２ｂ、Ｍ２ｃとともに、通信端末１０に
送信する。
【００５３】
すなわち、通信制御装置４０は、コンテンツデータＣａ、Ｃｂ、Ｃｃの各々を、対応する
プロファイルＭ２ａ、Ｍ２ｂ、Ｍ２ｃとともに、異なる通信システムを利用して通信端末
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１０に送信することになる。その後、通信端末１０は、プロファイルＭ２ａ、Ｍ２ｂ、Ｍ
２ｃを基づいて、コンテンツデータＣａ、Ｃｂ、Ｃｃを合成する。
【００５４】
また、上記変形例に限らず、図７に示すようにしてもよい。この場合、サイト３００から
コンテンツデータＣ１及びプロファイルＭ１が通信制御装置４０Ａに送信され、サイト３
０１からコンテンツデータＣ２及びプロファイルＭ２が通信制御装置４０Ｂに送信され、
サイト３０２からコンテンツデータＣ３及びプロファイルＭ３が通信制御装置４０Ｃに送
信される。プロファイルＭ１～Ｍ３には、コンテンツデータＣ１～Ｃ３の配信時間（ｔ１
、ｔ２、ｔ３）とともに、合成方式が含まれており、通信制御装置４０Ａ～４０Ｃは、各
々、プロファイルＭ１～Ｍ３に応じた時間にて基地局２２～２４を通して配信し、通信端
末１０は、プロファイルＭ１～Ｍ３（合成方式）に応じて、コンテンツデータＣ１～Ｃ３
を合成する。
【００５５】
なお、上記実施形態では、制御対象の一例として通信レートを採用し、通信システムＡ、
Ｂの何れか一方を属性データを利用して選択するようにした例につき説明したが、これに
限らず、以下のようにしてもよい。すなわち、制御対象の一例として、通信レート以外に
、伝送場所、通信レート、通信種別（双方向、パケット式、トランシーバ式）、通信デー
タフォーマット、暗号化手段、通信プロトコル、多重化方式、メディアメディア検索方式
、メディアフィルタリング処理方式、メディア記述方式、メディア符号化方式等を採用す
るようにしてもよい。
【００５６】
例えば、制御対象の一例として、伝送場所が採用されたとき、現在使用している制御対象
に代えて、携帯端末１０にとってデータの伝送可能な場所が、属性データを利用して選択
される。すなわち、携帯端末１０にとっては、属性データを利用して選択された伝送場所
で、データを受信できることになる。制御対象の一例として、通信レートが採用されたと
き、属性データを利用して通信レートが選択される。また、通信種別、通信プロトコル、
暗号化手段、通信データフォーマット、多重化方式、メディア検索方式、メディアフィル
タリング処理方式、メディア記述方式、及びメディア符号化方式のうち何れか１つが採用
されたとき、その１つが、通信レートの場合と実質的に同様に、属性データを利用して選
択されることになる。
【００５７】
さらに、上記変形例に限らず、図８に示すようにしてもよい。この場合、図７に示す例と
は異なり、サイト３０２からのプロファイルＭ３及びコンテンツデータＣ３は、通信制御
装置４０Ａに送信されて、通信制御装置４０Ａにて、コンテンツデータＣ１、Ｃ３を合成
して、基地局２２を通して通信端末１０に配信するようにしてもよい。
【００５８】
また、上記実施形態では、属性データとして、移動速度と伝送速度を加味した評価関数を
採用し、この評価関数を利用して制御対象を選択する例について説明したが、次のように
してもよい。すなわち、通信システムを選択（或いは、ダウンロードの時刻指定）するに
あたり、移動速度と伝送速度との双方に加えて、図９に示すように、選択可能な通信レー
ト、受信電力、トラフィックの混み具合、場所（駅、交差点、踏切）、周囲の状況、予定
経路、携帯者（ドライバー／非ドライバー）、希望するアプリケーション、コンテンツの
内容・品質、ユーザの要求コスト、要求の緊急度（緊急情報、音楽、ニュース、ナビ情報
）、通信端末の能力、及び表示能力等のうち少なくとも１つを加味してもよい。
【００５９】
また、これら以外にも、制御対象を選択（或いは、ダウンロードの時刻指定）するにあた
り、移動速度と伝送速度との双方に加えて、コンテンツの人気度（アクセス集中度）、サ
イトの種類、ジャンル（音楽、ニュース）、データの区別（映像、音声、文字）、記述式
、及びデータ量を加味してもよい。
【００６０】
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また、以下のようにしてもよい。すなわち、上記実施形態にて述べた制御対象の選択に加
えて、サイトの選択、コンテンツのアクセス時間の指定、通信プロトコルの指定、記述方
式の指定、処理ツール指定、若しくは、符号化方法の指定等を選択するようにしてもよい
。さらには、これらの選択にあたり、通信端末１０が、存在する、存在すると予想される
場所と時間に応じて行うようにしてもよい。さらに、通信端末１０の加速度に応じて通信
システムの選択を行うようにしてもよい。さらには、ユーザ或いは通信端末１０における
予定経路（電車、バス、自動車、飛行機、船、ビル内のエスカレータ、動く歩道）と、大
容量通信可能なポイント（交差点、駅、コンビニ、ＧＳ、料金所）とに応じて選択するよ
うにしてもよい。これに加えて、ユーザの分類（ドライバー、同乗者、歩行者、乗客）を
加味してもよい。
【００６１】
また、上記実施形態にて述べた制御対象の選択に加えて、通信端末１０における、表示処
理、通信処理、及びコンテンツ処理の各々のタスクの優先順位を変えるようにしてもよく
、検索やフィルタリング手法、メタデータ（内容記述データ）の検索の深さ、メタデータ
の構成（属性間の階層関係や属性のデータ形式など）、コンテンツの分割方法を変更して
もよい。
【００６２】
また、上記実施形態にて述べた通信システムの選択に加えて、コンテンツを複数のサイト
に分散するデータから構築する手段、コンテンツを分割して配送する手段を変更してもよ
く、さらには、コンテンツ内容（メディア環境）、通信環境、ユーザ要求とに応じて複数
サイトにわたるコンテンツを切り替えて配送するようにしてもよい。
【００６３】
なお、本発明の実施にあたり、第１の通信端末がプロファイル及びデータを有するとき、
この第１の通信端末がプロファイル（属性データ）に基づいてデータをサーバに送信し、
サーバがプロファイル（属性データ）に基づいてデータを第２の通信端末に送信するよう
にしてもい。さらに、サーバを採用せずに、第１及び第２の通信端末間において、プロフ
ァイル（属性データ）に基づいてデータを伝送するようにしてもよい。
【００６４】
なお、本発明の実施にあたり、データベースコンピュータ５０から通信端末１０へのダウ
ンロードに限らず、通信端末１０からデータベースコンピュータ５０へのアップロードに
適用してもよい。すなわち、通信端末１０が、通信制御装置４０を通してデータベースコ
ンピュータ５０にアップロードするにあたり、通信端末１０が、新聞データの内容に応じ
た通信方式を示すプロファイル（属性データ）に基づき通信システムＡ、Ｂのうち何れか
１つを選択し、通信端末１０が、選択された通信システムによって、データを通信制御装
置４０を通してデータベースコンピュータ５０に送信するようにしてもよい。
【００６５】
なお、上記実施形態では、プロファイル（属性データ）によって通信システムを選択する
ようにした例につき説明したが、これに限らず、データの内容に応じたダウンロード時刻
を属性データを採用して、ダウンロード時刻を設定するようにしてもよい。即ち、通信端
末１０が、データのダウンロードを要求する通信要求信号を通信制御装置４０を通してデ
ータベースコンピュータ５０に送信し、データベースコンピュータ５０が、通信要求信号
を受信後、データの内容に応じたダウンロードの時刻を示す属性データを通信制御装置４
０を通して通信端末１０に送信する。　その後、通信端末１０が、属性データの受信後、
時刻に、ダウンロードを要求する伝送要求信号を、通信制御装置４０を通してデータベー
スコンピュータ５０に送信する。データベースコンピュータ５０が、伝送要求信号の受信
後、データを通信制御装置４０を通して通信端末１０に送信する。通信端末１０がデータ
を受信する。
【００６６】
ここで、通信制御装置４０においては、データを保存するデータ保存部と、データの内容
に応じたダウンロードの時刻を示す属性データを付加する属性付加部と、データのダウン
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ロードの要求を示す通信要求信号（第１の要求信号）を受信する第１の受信部と、通信要
求信号の受信に応じて属性データを送信する属性データ送信部と、ダウンロードの要求を
示す伝送要求信号（第２の要求信号）を受信する第２の受信部と、伝送要求信号（第２の
要求信号）の受信に応じてデータを送信するデータ送信部とを有するように構成する。
【００６７】
さらに、通信端末１０においては、操作部１３の操作に応じて、データのダウンロードを
要求する通信要求信号（第１の要求信号）を通信制御装置４０を通してデータベースコン
ピュータ５０に送信し、通信要求信号の送信後、データの内容に応じたダウンロードの時
刻を示す属性データを通信制御装置４０から受信し、属性データの受信後、時刻に、伝送
要求信号（第２の要求信号）を通信制御装置４０に送信し、伝送要求信号の送信後、デー
タを通信制御装置５０から受信するようにしておく。
【００６８】
また、本発明の実施にあたり、プロファイルとしては、データベースコンピュータ５０が
データに基づいて作成するようにしてもよい。さらに、プロファイルは、通信制御装置４
０がデータに基づいて作成するようにしてもよい。
【００６９】
さらに、本発明の実施にあたり、通信端末１０のメモリ１２に保持されたコンピュータプ
ログラムとしては、サーバに備えられた記録媒体からネットワークを介した通信によって
配信されるようになっていてもよい。また、メモリ１２としては、複数個採用して、コン
ピュータプログラムを分散してもよい。なお、本発明の実施にあたり、データベースコン
ピュータ５０において、プロファイルは、データと分離されて保持されているようにして
もよい。さらに、本発明の実施にあたり、通信端末１０としては、携帯電話に限らず、携
帯通信端末、コンピュータ等の各種機器に適用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である適応通信システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１に示すデータベースコンピュータ５０に格納されたプロファイルとデータを
示す図である。
【図３】上記適応通信システム作動を説明するための図である
【図４】図１に示す通信端末の作動を示すフローチャートである。
【図５】（ａ）、（ｂ）は通信端末の移動速度及び伝送速度を示す図表である。
【図６】上記実施形態の変形例の概略構成を説明するための図である。
【図７】上記実施形態の変形例の概略構成を示す図である。
【図８】上記実施形態の変形例の概略構成を示す図である。
【図９】上記実施形態の変形例を説明するための図である。
【符号の説明】
１０…通信端末、１１…マイクロコンピュータ、
１３…操作部、４０…通信制御装置。



(11) JP 4622070 B2 2011.2.2

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(12) JP 4622070 B2 2011.2.2

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(13) JP 4622070 B2 2011.2.2

10

フロントページの続き

(72)発明者  笹木　美樹男
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内

    審査官  清水　祐樹

(56)参考文献  特開２０００－２３６５７６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１２４８５２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－５５２５３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１２７２１８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２４６５２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２４４６０１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３３２６４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３２７４６３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B  7/24 -  7/26
              H04W  4/00 - 99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

