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(57)【要約】
　【課題】　通話が保留状態のときを利用して通話相手
の携帯電話端末に広告情報を配信して、通話保留中の時
間帯を有効に利用できるような携帯電話端末を提供する
。
　【解決手段】　広告配信サーバ１から、公衆網３、Ｍ
ＳＣ２及びＲＮＣ４を通して各基地局（Ａ基地局５ａ、
Ｂ基地局５ｂ、Ｃ基地局５ｃ）へ個別内容の広告情報を
配信する。従って、Ａ基地局５ａのＡエリア６ａに存在
するＡ携帯電話端末７ａはＡ基地局５ａからＡ広告情報
を受信して自己の広告情報保存領域に保存する。Ａ携帯
電話端末７ａとＢ携帯電話端末７ｂが通話中においてＡ
携帯電話端末７ａが通話保留中になると、Ａ携帯電話端
末７ａは自己の広告情報保存領域に保存されたＡ広告情
報をＢ携帯電話端末７ｂに自動的に配信する。これによ
って、Ｂ携帯電話端末７ｂは、通話保留中における手持
ち無沙汰を解消することができると共に、地域や生活時
間帯にマッチした広告情報を受信することができる。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告情報の配信サービスに対応する機能を備えた携帯電話端末であって、
　基地局が通話サービスを提供するエリアごと及び時間帯ごとにユニークな広告情報を保
存する広告情報保存手段と、
　通話が保留状態のときに前記広告情報保存手段に保存された広告情報を通話相手の携帯
電話端末に送信する広告情報送信手段と
　を備えたことを特徴とする携帯電話端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の通信サービス機能を備えた携帯電話端末に関し、特に、広告情報の配
信サービスに対応する機能を備えた携帯電話端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話端末の利用者（以下、単に利用者という）がＷｅｂブラウジングにより、関心
のある広告情報を取得することは従来から行われている。また、利用者が通信（メールや
Ｗｅｂ通信）を行うために携帯電話端末を操作している状態を検出し、この通信の機会を
利用して広告を配信するサービスも提案されている。また、この通信の機会を利用して広
告を配信し、次回の通信時に広告を表示するサービスも提案されている。さらに、広告主
から広告料を徴収し、これを利用者に還元するサービスも提案されている（例えば、特許
文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－４７５６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の携帯電話端末の技術では、一つの広告情報の取得を前回のメ
ールあるいはＷｅｂ通信時に行い、広告情報の取得と表示とをそれぞれ異なる通信タイミ
ングで行っている。また、取得した広告情報の表示時間帯は、利用者がメールの送信を開
始した時点からメール送信が完了するまでの時間帯、あるいは、利用者がＷｅｂ接続を開
始した時点からＷｅｂデータが表示されるまでの時間帯となっている。
【０００４】
　ところが、携帯電話端末の通信速度が向上している現在においては、メールの送信を開
始した時点からメール送信が完了するまでの時間帯、あるいは、利用者がＷｅｂ接続を開
始した時点からＷｅｂデータが表示されるまでの時間帯の長さはかなり短いので、携帯電
話端末への表示による広告効果は極めて少ない。また、従来の広告配信システムでは、サ
ーバ用広告配信アプリケーション以外に携帯電話端末用の広告表示用プログラムを別途搭
載しなければならないため極めて非効率的である。また、ユーザＡの携帯電話端末とユー
ザＢの携帯電話端末が通話している際に、ユーザＡの携帯電話端末が通話を保留状態にし
た場合は、ユーザＢの携帯電話端末はユーザＡの携帯電話端末が保留状態であることを通
知され続けるのみであるので、ユーザＢは、その時間中は手持ち無沙汰な時間を過ごして
いることになる。
【０００５】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、通話が保留状態のときを
利用して通話相手の携帯電話端末に広告情報を配信することにより、通話保留中の時間帯
を有効に利用できるような携帯電話端末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】
　上述した課題を解決するために、本発明に係る携帯電話端末は、広告情報の配信サービ
スに対応する機能を備えた携帯電話端末であって、基地局が通話サービスを提供するエリ
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アごと及び時間帯ごとにユニークな広告情報を保存する広告情報保存手段と、通話が保留
状態のときに広告情報保存手段に保存された広告情報を通話相手の携帯電話端末に送信す
る広告情報送信手段とを備えた構成を採っている。このような構成によれば、通話が保留
状態のときに通話相手の手持ち無沙汰を解消することができると共に、地域や生活時間帯
にマッチした広告情報を配信することができる。
【０００７】
　また、本発明は、広告情報を自己のメモリに保存する保存手段と、保存された広告情報
を携帯電話端末に配信する配信手段と、基地局ごと及び時間帯ごとに広告情報の内容を変
更する変更手段とを備えた広告配信サーバを提供することもできる。
【０００８】
　さらに、本発明は、広告情報を保存するデータ領域を有する携帯電話端末に広告情報を
配信する配信手段と配信する広告情報を保存するデータ領域とを有する広告配信サーバ、
その広告配信サーバに対して広告情報を保存して配信する機能を持たせるアプリケーショ
ン、広告情報の内容を基地局ごとに別々に設定できる機能を有するアプリケーション、広
告情報の内容を時間帯ごとに別々に設定できる機能を有するアプリケーション、及びデー
タ領域に保存された広告情報を通話の保留時に配信する機能を有するアプリケーションを
備えた携帯電話端末を提供することもできる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通信相手の携帯電話端末が保留通知を受けている時間を利用して、自
己の携帯電話端末に保存されている広告情報を自動配信することができる。従って、携帯
電話端末の利便性を損なうことなく有効かつ効率的に広告情報の配信を行うことができる
。また、保留待ちとなる携帯電話端末のユーザの手持ち無沙汰を解消することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　まず、本発明に係る携帯電話端末の概要について説明する。Ａ携帯電話端末は、待機状
態のときに広告配備サーバから広告情報を取得して自己の広告情報保存領域に保存してお
く。そして、Ａ携帯電話端末は、Ｂ携帯電話端末との通話中において保留状態にする際に
、自己の広告情報保存領域に保存しておいた広告情報を通信相手のＢ携帯電話端末へ自動
配信を開始する。つまり、通話中においてＡ携帯電話端末が保留状態のとき、Ｂ携帯電話
端末が保留通知を受けている時間帯を利用して、Ａ携帯電話端末に自動的に保存されてい
る広告情報をＢ携帯電話端末へ配信する。このようにして、Ａ携帯電話端末は保留状態が
解除されるまで通信相手のＢ携帯電話端末へ広告情報の配信を続けることにより、通話の
保留中における受話者の手持ち無沙汰を解消することができると共に、広告情報を効率的
に配信することができる。
【００１１】
　次に、本発明に係る携帯電話端末の具体的な実施形態について説明する。図１は一般的
な広告情報配信システムの構成図である。広告配信サーバ１と移動交換局（ＭＳＣ：Mobi
le Services Center）２が公衆網３で接続され、さらに、ＭＳＣ２から、基地局を統括す
る無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：Radio Network Controller）４を通して各基地局
（Ａ基地局５ａ、Ｂ基地局５ｂ、Ｃ基地局５ｃ）に接続されている。そして、Ａ基地局５
ａはＡエリア６ａ内のＡ携帯電話端末７ａに通信エリアを提供し、Ｂ基地局５ｂはＢエリ
ア６ｂ内のＢ携帯電話端末７ｂに通信エリアを提供し、Ｃ基地局５ｃはＣエリア６ｃ内の
Ｃ携帯電話端末７ｃに通信エリアを提供している。
【００１２】
　広告配信サーバ１は自己のサーバ内に保存されている広告情報を公衆網３、ＭＳＣ２、
及びＲＮＣ４を通してＡ基地局５ａ、Ｂ基地局５ｂ、及びＣ基地局５ｃへ送信する。これ
によって、各基地局５ａ、５ｂ、５ｃは無線電波によってそれぞれのエリア６ａ、６ｂ、
６ｃ内の対応する携帯電話端末７ａ、７ｂ、７ｃに広告情報を送信する。このとき、広告
配信サーバ１は設定された時間帯に各携帯電話端末７ａ、７ｂ、７ｃに向けて広告情報を
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送信する。各携帯電話端末７ａ、７ｂ、７ｃは電源が入っていて通話やデータ通信を行っ
ていない状態のときに（以降、この状態を待機状態という）広告情報を受信し、各携帯電
話端末７ａ、７ｂ、７ｃ内の広告情報保存領域に広告情報を保存する。
【００１３】
　図２は、本発明における携帯電話端末の広告情報保存領域を示す概念図である。すなわ
ち、携帯電話端末７が備える広告情報保存領域１１には、音声のみ広告情報を保存する領
域１１ａと動画つき広告情報を保存する領域１１ｂが存在する。一方、広告配信サーバ１
（図１）から配信される広告情報には音声のみ広告情報と動画つきの広告情報の２種類が
存在するが、広告配信サーバ１は時間帯や通信エリアによって異なる種類の広告情報を配
信することができる。従って、携帯電話端末７は、広告情報の種類によって広告情報保存
領域１１の領域１１ａ又は領域１１ｂに対して該当する広告情報を保存する。
【００１４】
　ここで、携帯電話端末の音声電話が保留中のときの広告情報の配信の流れについて説明
するが、まず、音声のみ広告情報の配信について説明する。図３は、図２に示す携帯電話
端末において音声電話が保留中のときに音声のみ広告情報を配信する流れを示す概念図で
ある。図３に示すように、Ａ携帯電話端末７ａとＢ携帯電話端末７ｂが音声通話中である
。このとき、Ａ携帯電話端末７ａは、マイクで集音した音声を音声データに変換した後に
Ｂ携帯電話端末７ｂに対して送信する。Ｂ携帯電話端末７ｂは、音声データを受信した後
にその音声データを変換してスピーカから音声を流す。Ｂ携帯電話端末７ｂがスピーカか
ら流す音声はＡ携帯電話端末７ａがマイクで集音した音声である。通常の携帯電話端末は
このような仕組みで通話を行っている。
【００１５】
　ここで、Ａ携帯電話端末７ａが通話保留中になると、Ａ携帯電話端末７ａは、マイクで
集音した音声ではなく、広告情報保存領域１１の領域１１ａより音声のみ広告情報を抽出
して音声データに変換しＢ携帯電話端末７ｂへ送信する。すると、Ｂ携帯電話端末７ｂは
、音声のみ広告情報の音声データを受信した後にその音声データを変換し、自己のスピー
カから音声のみ広告情報の音声を流す。すなわち、Ａ携帯電話端末７ａが通話保留中の時
間帯においては、Ｂ携帯電話端末７ｂは、Ａ携帯電話端末７ａから受信した音声のみ広告
情報の音声を流す。
【００１６】
　次に、テレビ電話が保留中のときの動画つき広告情報の配信の流れについて説明する。
図４は、図２に示す携帯電話端末において、テレビ電話が保留中のときに動画つき広告情
報を配信する流れを示す概念図である。図４に示すように、Ａ携帯電話端末７ａとＢ携帯
電話端末７ｂがテレビ電話中である。このとき、Ａ携帯電話端末７ａはマイクで集音した
音声を音声データに変換し、さらに、カメラで写した映像を映像データに変換した後、Ｂ
携帯電話端末７ｂに対して音声データと映像データを同時に送信する。
【００１７】
　Ｂ携帯電話端末７ｂは、音声データを受信した後にその音声データを変換してスピーカ
から音声を流す。さらに、Ｂ携帯電話端末７ｂは、映像データを受信した後にその映像デ
ータを変換して携帯電話端末の画面から映像を流す。通常の携帯電話端末はこのような仕
組みによってテレビ電話を送受信している。
【００１８】
　ここで、Ａ携帯電話端末７ａが保留中になると、Ａ携帯電話端末７ａは、広告情報保存
領域１１の領域１１ｂに保存されている動画つき広告情報を抽出して音声データと映像デ
ータに分割しＢ携帯電話端末７ｂへ送信する。すると、Ｂ携帯電話端末７ｂは、音声デー
タを受信した後に変換してスピーカから音声を流し、さらに、映像データを受信した後に
変換して画面から映像を流す。すなわち、Ａ携帯電話端末７ａが通話保留中の時間帯にお
いては、Ｂ携帯電話端末７ｂは、Ａ携帯電話端末７ａから受信した動画つき広告情報を音
声と映像によって流す。
【００１９】
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　以上述べたような広告情報の配信を行う本実施形態の携帯電話端末は、次に示すような
６つの機能を備えることによって実現される。すなわち、（１）携帯電話端末が広告情報
を自動的に保存する機能、（２）携帯電話端末が保留状態のときに広告情報を通話相手の
携帯電話端末に送信する機能、（３）広告配信サーバが広告情報を保存する機能、（４）
広告配信サーバが広告情報を携帯電話端末に送信する機能、（５）広告配信サーバが基地
局ごとに広告情報を変更できる機能、（６）広告配信サーバが時間帯によって広告情報を
変更できる機能、の６つの機能を備えることによって本実施形態の携帯電話端末は実現さ
れる。
【００２０】
　次に、それぞれの機能について図１及び図２を参照しながら詳細に説明する。尚、ここ
では、Ａ基地局５ａのＡエリア６ａに存在するＡ携帯電話端末７ａを中心にして説明する
が、他の基地局のエリアに存在する携帯電話端末を中心にした場合はその携帯電話端末及
びエリアの符号に読み替えればよい。
【００２１】
（１）携帯電話端末が広告情報を自動的に保存する機能
　Ａ携帯電話端末７ａは、待機状態のときに広告配信サーバ１より送信された広告情報を
受信し、Ａ携帯電話端末７ａ内にあらかじめ設けられた広告情報保存領域１１に自動的に
広告情報を保存する。尚、広告情報には領域１１ａに保存される音声のみ広告情報と領域
１１ｂに保存される動画つき広告情報の２種類があり、広告配信サーバ１から新しい広告
情報が送信されると古い広告情報を上書きして保存される。
【００２２】
（２）携帯電話端末が保留状態のとき広告情報を通話相手の携帯電話端末に送信する機能
　通話中にＡ携帯電話端末７ａを保留状態にしたとき、通信相手のＢ携帯電話端末７ｂに
対して保留状態である旨を通知した後に、Ａ携帯電話端末７ａからＢ携帯電話端末７ｂへ
広告情報を送信する。このとき、音声通話時には音声のみ広告情報を送信し、テレビ電話
時には動画つき広告情報を送信する。
【００２３】
（３）広告配信サーバが広告情報を保存する機能
　広告配信サーバ１は、配信する広告情報を保存する機能と広告情報を保存するデータ領
域を持っている。もちろん、配信する広告情報には音声のみ広告情報と動画つき広告情報
があり、これらはデータ領域が区別されて保存されている。
【００２４】
（４）広告配信サーバが広告情報を携帯電話端末に送信する機能
　広告配信サーバ１は、広告情報をＡ携帯電話端末７ａに対して配信する機能を持ってい
る。もちろん、Ｂ携帯電話端末７ｂ、Ｃ携帯電話端末７ｃに対してもそれぞれの広告情報
を配信することができる。
【００２５】
（５）広告配信サーバが基地局ごとに広告情報を変更できる機能
　広告配信サーバ１が配信する広告情報は基地局ごとに別々の情報を配信することが出来
る。すなわち、図１で説明すると、広告配信サーバ１はＡ基地局５ａに対してはＡ広告情
報を送信し、Ａエリア６ａに存在するＡ携帯電話端末７ａはＡ広告情報を受信する。また
、広告配信サーバ１はＢ基地局５ｂに対してはＢ広告情報を送信し、Ｂエリア６ｂに存在
するＢ携帯電話端末７ｂはＢ広告情報を受信する。同様にして、Ｃ携帯電話端末７ｃはＣ
広告情報を受信する。このような機能を持つことによって地域に密着した広告情報の配信
が可能となる。
【００２６】
（６）広告配信サーバが時間帯によって広告情報を変更できる機能
　広告配信サーバ１が配信する広告情報は時間帯によって別々の情報を配信可能であり、
例えば、生活リズムにあわせた広告情報を配信することができる。
【００２７】



(6) JP 2008-193274 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

　次に、広告配信サーバが基地局ごとに広告情報を変更したり時間帯によって広告情報を
変更したりする機能について、フローチャートを用いて具体的に説明する。図５は、時刻
８時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを示すフローチャートである。また、図
６は、時刻１６時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを示すフローチャートであ
る。
【００２８】
　まず、図５を用いて時刻８時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを説明する。
時刻８時にはＡ携帯電話端末７ａがＡエリア６ａ内に存在し、Ｂ携帯電話端末７ｂがＢエ
リア６ｂ内に存在する。このとき、広告配信サーバ１は時刻８時になったか否かを確認し
（ステップＳ１）、時刻８時になったら（ステップＳ１、Ｙｅｓ）、Ａエリア６ａ内のＡ
携帯電話端末７ａに対してＡ１広告情報を配信する（ステップＳ２）。
【００２９】
　すると、Ａエリア６ａ内のＡ携帯電話端末７ａは、データが受信可能な状態であるか否
かを確認し（ステップＳ３）、データが受信可能な状態であれば（ステップＳ３、Ｙｅｓ
）、Ａ１広告情報を受信する（ステップＳ４）。
【００３０】
　さらに、広告配信サーバ１は、時刻８時になったらＢエリア６ｂ内のＢ携帯電話端末７
ｂに対してＢ１広告情報を配信する（ステップＳ５）。すると、Ｂエリア６ｂ内のＢ携帯
電話端末７ｂは、データが受信可能な状態であるか否かを確認し（ステップＳ６）、デー
タが受信可能な状態であれば（ステップＳ６、Ｙｅｓ）、Ｂ１広告情報を受信する（ステ
ップＳ７）。
【００３１】
　次に、図６を用いて時刻１６時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを説明する
。時刻１６時になり、Ａ携帯電話端末７ａがＢエリア６ｂに移動し、Ｂ携帯電話端末７ｂ
がＡエリア６ａに移動したとする。このとき、広告配信サーバ１は時刻１６時になったか
否かを確認し（ステップＳ１１）、時刻１６時になったら（ステップＳ１１、Ｙｅｓ）、
Ａエリア６ａ内のＢ携帯電話端末７ｂに対してＡ２広告情報を配信する（ステップＳ１２
）。
【００３２】
　すると、Ａエリア６ａ内のＢ携帯電話端末７ｂは、データが受信可能な状態であるか否
かを確認し（ステップＳ１３）、データが受信可能な状態であれば（ステップＳ１３、Ｙ
ｅｓ）、Ａ２広告情報を受信する（ステップＳ１４）。
【００３３】
　さらに、広告配信サーバ１は、時刻１６時になったらＢエリア６ｂ内のＡ携帯電話端末
７ａに対してＢ２広告情報を配信する（ステップＳ１５）。すると、Ｂエリア６ｂ内のＡ
携帯電話端末７ａは、データが受信可能な状態であるか否かを確認し（ステップＳ１６）
、データが受信可能な状態であれば（ステップＳ１６、Ｙｅｓ）、Ｂ２広告情報を受信す
る（ステップＳ１７）。
【００３４】
　このようにして、広告配信サーバが、携帯電話端末の存在するエリアごとに異なる広告
情報を配信したり、時間帯によって異なる広告情報を配信することによって、それぞれの
地域に適した広告情報を提供したり、朝、昼、夜などの生活時間帯にマッチした広告情報
を提供することができる。
【００３５】
　このような広告情報の配信は必ずしも通話相手にマッチした広告内容とは限らない。し
かし、通信相手の手持ち無沙汰を解消することが一つの目的であるので、テレビコマーシ
ャル（ＣＭ）のように、通信時間の合い間（つまり、通話保留中の時間帯）を利用して一
般大衆向けに提供できる情報内容であればよい。
【００３６】
　また、携帯電話端末のユーザが、例えば『待ち受け時広告配信サービス』に加入して通
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を出すためキャリアにお金を出し、キャリアがユーザに通信料金の割引サービスを提供す
るシステムなどを構築してもよい。
【００３７】
　また、Ａ携帯電話端末が通話相手のＢ携帯電話端末に対して通話の保留状態を通知する
仕組みは次のように構成されている。ユーザがＡ携帯電話端末の保留ボタンを押すと、通
話中に送信していた音声データから、あらかじめＡ携帯電話端末の内部メモリに記録され
ている保留通知用の録音データ（つまり、広告情報保存領域に保存された広告情報）に切
り替えられる。そして、通話の保留中においては切り替えられた録音データ（広告情報）
が通話相手の携帯電話端末に連続して送信される。次に、ユーザがＡ携帯電話端末の保留
解除ボタンを押すと、録音データ（広告情報）よりマイクから集音した音声データに切り
替えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】一般的な広告情報配信システムの構成図である。
【図２】本発明における携帯電話端末の広告情報保存領域を示す概念図である。
【図３】図２に示す携帯電話端末において、音声電話が保留中のときに音声のみ広告情報
を配信する流れを示す概念図である。
【図４】図２に示す携帯電話端末において、テレビ電話が保留中のときに動画つき広告情
報を配信する流れを示す概念図である。
【図５】時刻８時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを示すフローチャートであ
る。
【図６】時刻１６時に広告情報を配信したときの広告情報の流れを示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００３９】
１　広告配信サーバ、２　ＭＳＣ（移動交換局）、３　公衆網、４　ＲＮＣ（無線ネット
ワーク制御装置）、５ａ　Ａ基地局、５ｂ　Ｂ基地局、５ｃ　Ｃ基地局、６ａ　Ａエリア
、６ｂ　Ｂエリア、６ｃ　Ｃエリア、７　携帯電話端末、７ａ　Ａ携帯電話端末、７ｂ　
Ｂ携帯電話端末、７ｃ　Ｃ携帯電話端末、１１　広告情報保存領域、１１ａ　領域、１１
ｂ　領域
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