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(57)【要約】
【課題】　動画等のコンテンツを、適切に街中等に設置
される出力装置を用いてユーザに提示する。
【解決手段】　コンテンツ提示システム１は、コンテン
ツ配信システム２と、所定位置に設置されるコンテンツ
キャッシュ装置３０と、移動通信端末４０とを含む。コ
ンテンツ配信システム２は、移動通信端末４０の位置に
応じて、コンテンツをコンテンツキャッシュ装置３０に
配信する。コンテンツキャッシュ装置３０は、移動通信
端末４０との間に近距離無線通信を確立して、近距離無
線通信を通じてコンテンツをどこから出力させるかのタ
イミングを示す出力用タイミング情報を受信して、当該
出力用タイミング情報に係るタイミングでコンテンツを
表示する。また、コンテンツキャッシュ装置３０は、近
距離無線通信を通じてコンテンツがどこまで出力された
かのタイミングを示す出力済タイミング情報を送信する
。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続
された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムであっ
て、
　前記コンテンツ配信システムは、
　出力に所定の時間を要するコンテンツを予め格納するコンテンツ格納手段と、
　前記携帯端末の所在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　前記位置情報取得手段によって取得された前記携帯端末の位置情報に基づいて、前記コ
ンテンツの配信先となる前記出力装置を特定する出力装置特定手段と、
　前記出力装置特定手段によって特定された前記コンテンツの配信先となる前記出力装置
に対して、前記コンテンツ格納手段によって格納された前記コンテンツを配信するコンテ
ンツ配信手段と、
を備え、
　前記出力装置は、
　前記コンテンツ配信システムから配信される前記コンテンツを受信するコンテンツ受信
手段と、
　前記コンテンツ受信手段によって受信されたコンテンツを保持するコンテンツ保持手段
と、
　前記携帯端末との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末から、前記コ
ンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力用タイミング情報を受信する出
力用情報受信手段と、
　前記出力情報受信手段によって前記出力用タイミング情報が受信されると、当該出力用
タイミング情報に係るタイミングで、前記コンテンツ保持手段によって保持されたコンテ
ンツを出力するコンテンツ出力手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末に対して、前
記コンテンツ出力手段によって前記コンテンツがどこまで出力されたかのタイミングを示
す出力済タイミング情報を送信する出力済情報送信手段と、
を備え、
　前記携帯端末は、
　前記出力装置との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記出力装置から、前記出
力装置によって前記コンテンツがどこまで出力されたかのタイミングを示す出力済タイミ
ング情報を受信する出力済情報受信手段と、
　前記出力済情報受信手段により受信された前記出力済タイミング情報を保持する出力済
情報保持手段と、
　前記近距離通信手段によって前記出力装置との間に近距離通信が確立されると、当該近
距離通信を通じて当該出力装置に対して、前記出力済情報保持手段に保持された出力済タ
イミング情報に基づく、前記コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力
用タイミング情報を送信する出力用情報送信手段と、
を備えることを特徴とするコンテンツ提示システム。
【請求項２】
　前記コンテンツ配信システムの前記出力装置特定手段は、前記位置情報取得手段によっ
て取得された前記携帯端末の位置情報に基づいて、前記コンテンツを削除する前記出力装
置を特定して、
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ配信手段は、前記特定手段により特定さ
れた前記コンテンツを削除する前記出力装置に対して、当該コンテンツを削除する指示を
行い、
　前記出力装置の前記コンテンツ受信手段は、前記コンテンツ配信システムから前記コン
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テンツを削除する指示を受け付けて、前記コンテンツ保持手段に保持されたコンテンツを
削除する、
ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提示システム。
【請求項３】
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ配信手段は、前記携帯端末に応じた前記
コンテンツを配信し、
　前記出力装置の前記出力用情報受信手段は、前記携帯端末から当該携帯端末を特定する
携帯端末情報を受信し、
　前記出力装置の前記コンテンツ出力手段は、前記出力用情報受信手段により受信された
前記携帯端末情報に基づいて、前記携帯端末に応じた前記コンテンツを出力し、
　前記携帯端末の前記出力用情報送信手段は、前記出力装置に対して自端末を特定する端
末特定情報を送信する、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のコンテンツ提示システム。
【請求項４】
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ格納手段は、複数の前記コンテンツを格
納しており、
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ配信手段は、前記複数の前記コンテンツ
を配信し、
　前記出力装置の前記出力用情報受信手段は、前記携帯端末から、前記複数の前記コンテ
ンツからコンテンツを特定するコンテンツ情報を受信し、
　前記出力装置の前記コンテンツ出力手段は、前記出力用情報受信手段により受信された
前記コンテンツ情報に基づいて、前記コンテンツを出力し、
　前記携帯端末の前記出力用情報送信手段は、前記出力装置に対して前記コンテンツ情報
を送信する、
ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のコンテンツ提示システム。
【請求項５】
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ格納手段は、前記近距離通信手段によっ
て確立された近距離通信を通じたなりすましまたは盗聴または改ざんを防御する為のセキ
ュリティ情報を格納しており、
　前記コンテンツ配信システムの前記位置情報取得手段は、前記セキュリティ情報を前記
携帯端末に配信し、
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ配信手段は、前記セキュリティ情報を前
記出力装置に配信し、
　前記出力装置の前記近距離通信手段は、前記出力済タイミング情報を前記セキュリティ
情報に基づいて暗号化し、暗号化された前記出力済タイミング情報を前記近距離通信手段
によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末へ送信し、
　前記携帯端末の前記近距離通信手段は、前記出力装置から受信した暗号化された前記出
力済タイミング情報を前記セキュリティ情報に基づいて復号化し、
　前記携帯端末の前記近距離通信手段は、前記出力用タイミング情報を前記セキュリティ
情報に基づいて暗号化し、暗号化された前記出力用タイミング情報を前記近距離通信手段
によって確立された近距離通信を通じて前記出力装置へ送信し、
　前記出力装置の前記近距離通信手段は、前記携帯端末から受信した暗号化された前記出
力用タイミング情報を前記セキュリティ情報に基づいて復号化する、
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載のコンテンツ提示システム。
【請求項６】
　コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続
された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムにおけ
るコンテンツ配信システムであって、
　出力に所定の時間を要するコンテンツを予め格納するコンテンツ格納手段と、
　前記携帯端末の所在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
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　前記位置情報取得手段によって取得された前記携帯端末の位置情報に基づいて、前記コ
ンテンツの配信先となる前記出力装置を特定する出力装置特定手段と、
　前記出力装置特定手段によって特定された前記コンテンツの配信先となる前記出力装置
に対して、前記コンテンツ格納手段によって格納された前記コンテンツを配信するコンテ
ンツ配信手段と、
を備えることを特徴とするコンテンツ配信システム。
【請求項７】
　前記出力装置特定手段は、前記位置情報取得手段によって取得された前記携帯端末の位
置情報に基づいて、前記コンテンツを削除する前記出力装置を特定して、
　前記コンテンツ配信手段は、前記特定手段により特定された前記コンテンツを削除する
前記出力装置に対して、当該コンテンツを削除する指示を行う、
ことを特徴とする請求項６に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項８】
　前記コンテンツ配信手段は、前記携帯端末に応じた前記コンテンツを配信することを特
徴とする請求項６又は７に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項９】
　前記コンテンツ格納手段は、複数の前記コンテンツを格納しており、
　前記コンテンツ配信手段は、前記複数の前記コンテンツを配信する、
ことを特徴とする請求項６～８の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１０】
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ格納手段は、前記出力装置及び携帯端末
が備える近距離通信を確立する近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じたな
りすましまたは盗聴または改ざんを防御する為のセキュリティ情報を格納しており、
　前記コンテンツ配信システムの前記位置情報取得手段は、前記セキュリティ情報を前記
携帯端末に配信し、
　前記コンテンツ配信システムの前記コンテンツ配信手段は、前記セキュリティ情報を前
記出力装置に配信する、
ことを特徴とする請求項６～９の何れか一項に記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１１】
　コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続
された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムにおけ
る出力装置であって、
　前記コンテンツ配信システムから配信される、出力に所定の時間を要するコンテンツを
受信するコンテンツ受信手段と、
　前記コンテンツ受信手段によって受信されたコンテンツを保持するコンテンツ保持手段
と、
　前記携帯端末との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末から、前記コ
ンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力用タイミング情報を受信する出
力用情報受信手段と、
　前記出力情報受信手段によって前記出力用タイミング情報が受信されると、当該出力用
タイミング情報に係るタイミングで、前記コンテンツ保持手段によって保持されたコンテ
ンツを出力するコンテンツ出力手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末に対して、前
記コンテンツ出力手段によって前記コンテンツがどこまで出力されたかのタイミングを示
す出力済タイミング情報を送信する出力済情報送信手段と、
を備えることを特徴とする出力装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツ受信手段は、前記コンテンツ配信システムから前記コンテンツを削除す
る指示を受け付けて、前記コンテンツ保持手段に保持されたコンテンツを削除することを
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特徴とする請求項１１に記載の出力装置。
【請求項１３】
　前記出力用情報受信手段は、前記携帯端末から当該携帯端末を特定する携帯端末情報を
受信し、
　前記コンテンツ出力手段は、前記出力用情報受信手段により受信された前記携帯端末情
報に基づいて、前記携帯端末に応じた前記コンテンツを出力し、
ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の出力装置。
【請求項１４】
　前記出力用情報受信手段は、前記携帯端末から、前記複数の前記コンテンツからコンテ
ンツを特定するコンテンツ情報を受信し、
　前記コンテンツ出力手段は、前記出力用情報受信手段により受信された前記コンテンツ
情報に基づいて、コンテンツを出力し、
ことを特徴とする請求項１１～１３の何れか一項に記載の出力装置。
【請求項１５】
　前記出力装置の前記近距離通信手段は、前記出力済タイミング情報を、前記近距離通信
手段によって確立された近距離通信を通じたなりすましまたは盗聴または改ざんを防御す
る為のセキュリティ情報に基づいて暗号化し、暗号化された前記出力済タイミング情報を
前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末へ送信し、
　前記出力装置の前記近距離通信手段は、前記携帯端末から受信した暗号化された前記出
力用タイミング情報を前記セキュリティ情報に基づいて復号化する、
ことを特徴とする請求項１１～１４の何れか一項に記載の出力装置。
【請求項１６】
　コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続
された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムにおけ
る携帯端末であって、
　前記出力装置との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、
　前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記出力装置から、前記出
力装置によって、出力に所定の時間を要するコンテンツがどこまで出力されたかのタイミ
ングを示す出力済タイミング情報を受信する出力済情報受信手段と、
　前記出力済情報受信手段により受信された前記出力済タイミング情報を保持する出力済
情報保持手段と、
　前記近距離通信手段によって前記出力装置との間に近距離通信が確立されると、当該近
距離通信を通じて当該出力装置に対して、前記出力済情報保持手段に保持された出力済タ
イミング情報に基づく、前記コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力
用タイミング情報を送信する出力用情報送信手段と、
を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項１７】
　前記出力用情報送信手段は、前記出力装置に対して自端末を特定する端末特定情報を送
信することを特徴とする請求項１６に記載の出力装置。
【請求項１８】
　前記携帯端末の前記出力用情報送信手段は、前記出力装置に対して前記コンテンツを特
定するコンテンツ情報を送信することを特徴とする請求項１６又は１７に記載の出力装置
。
【請求項１９】
　前記出力装置の前記近距離通信手段は、前記出力済タイミング情報を、前記近距離通信
手段によって確立された近距離通信を通じたなりすましまたは盗聴または改ざんを防御す
る為のセキュリティ情報に基づいて暗号化し、暗号化された前記出力済タイミング情報を
前記近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて前記携帯端末へ送信し、
　前記携帯端末の前記近距離通信手段は、前記出力装置から受信した暗号化された前記出
力済タイミング情報を前記セキュリティ情報に基づいて復号化する、
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ことを特徴とする請求項１６～１８の何れか一項に記載の出力装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザにコンテンツを提示するコンテンツ提示システム、並びに当該コンテ
ンツ提示システムに含まれるコンテンツ配信システム、出力装置及び携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、街中や建物内等に設置される情報配信装置にユーザに携帯された携帯端末が
近づくと、近距離無線通信により情報配信装置から携帯端末に情報が配信されて、情報が
ユーザに提示されるシステムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－２６８８４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した携帯端末の近距離無線通信機能を応用して、以下のように広告等のコンテンツ
をユーザに提示することができる。街中や建物内に表示装置を設けておき、表示装置にユ
ーザに携帯された携帯端末が近づき近距離無線通信が確立されると、コンテンツを表示さ
せユーザに提示するというものである。上記のような表示装置は、携帯端末のように表示
の大きさが限定されないので、より効果的にコンテンツをユーザに提示することができる
。
【０００４】
　しかしながら、上記の技術では、表示に所定の時間を要する動画等のコンテンツをユー
ザに対して表示するのに不適切な場合がある。即ち、ユーザは街中や建物内等に設置され
る表示装置の近くにずっといるとは限らないため、そのような場合コンテンツを最後まで
ユーザに提示することができない。
【０００５】
　本発明は、以上の問題点を解決するためになされたものであり、出力に所定の時間を要
する動画等のコンテンツを、適切に街中や建物内等に設置される出力装置を用いてユーザ
に提示することができるコンテンツ提示システム、コンテンツ配信システム及び携帯端末
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】
　上記目的を達成するために、本発明に係るコンテンツ提示システムは、コンテンツ配信
システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続された複数の出力
装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムであって、コンテンツ配
信システムは、出力に所定の時間を要するコンテンツを予め格納するコンテンツ格納手段
と、携帯端末の所在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、位置情報取得手
段によって取得された携帯端末の位置情報に基づいて、コンテンツの配信先となる出力装
置を特定する出力装置特定手段と、出力装置特定手段によって特定されたコンテンツの配
信先となる出力装置に対して、コンテンツ格納手段によって格納されたコンテンツを配信
するコンテンツ配信手段と、を備え、出力装置は、コンテンツ配信システムから配信され
るコンテンツを受信するコンテンツ受信手段と、コンテンツ受信手段によって受信された
コンテンツを保持するコンテンツ保持手段と、携帯端末との間に近距離通信を確立する近
距離通信手段と、近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて携帯端末から、
コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力用タイミング情報を受信する
出力用情報受信手段と、出力情報受信手段によって出力用タイミング情報が受信されると
、当該出力用タイミング情報に係るタイミングで、コンテンツ保持手段によって保持され
たコンテンツを出力するコンテンツ出力手段と、近距離通信手段によって確立された近距
離通信を通じて携帯端末に対して、コンテンツ出力手段によってコンテンツがどこまで出
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力されたかのタイミングを示す出力済タイミング情報を送信する出力済情報送信手段と、
を備え、携帯端末は、出力装置との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、近距離
通信手段によって確立された近距離通信を通じて出力装置から、出力装置によってコンテ
ンツがどこまで出力されたかのタイミングを示す出力済タイミング情報を受信する出力済
情報受信手段と、出力済情報受信手段により受信された出力済タイミング情報を保持する
出力済情報保持手段と、近距離通信手段によって出力装置との間に近距離通信が確立され
ると、当該近距離通信を通じて当該出力装置に対して、出力済情報保持手段に保持された
出力済タイミング情報に基づく、コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す
出力用タイミング情報を送信する出力用情報送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係るコンテンツ提示システムの各構成要素についてもそれぞれ自体が特
に新規な構成を有する。即ち、本発明に係るコンテンツ配信システムは、コンテンツ配信
システムと、所定位置に設置される当該コンテンツ配信システムに接続された複数の出力
装置と、携帯端末とを含んで構成されるコンテンツ提示システムにおけるコンテンツ配信
システムであって、出力に所定の時間を要するコンテンツを予め格納するコンテンツ格納
手段と、携帯端末の所在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、位置情報取
得手段によって取得された携帯端末の位置情報に基づいて、コンテンツの配信先となる出
力装置を特定する出力装置特定手段と、出力装置特定手段によって特定されたコンテンツ
の配信先となる出力装置に対して、コンテンツ格納手段によって格納されたコンテンツを
配信するコンテンツ配信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る出力装置は、コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当
該コンテンツ配信システムに接続された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成され
るコンテンツ提示システムにおける出力装置であって、コンテンツ配信システムから配信
される、出力に所定の時間を要するコンテンツを受信するコンテンツ受信手段と、コンテ
ンツ受信手段によって受信されたコンテンツを保持するコンテンツ保持手段と、携帯端末
との間に近距離通信を確立する近距離通信手段と、近距離通信手段によって確立された近
距離通信を通じて携帯端末から、コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す
出力用タイミング情報を受信する出力用情報受信手段と、出力情報受信手段によって出力
用タイミング情報が受信されると、当該出力用タイミング情報に係るタイミングで、コン
テンツ保持手段によって保持されたコンテンツを出力するコンテンツ出力手段と、近距離
通信手段によって確立された近距離通信を通じて携帯端末に対して、コンテンツ出力手段
によってコンテンツがどこまで出力されたかのタイミングを示す出力済タイミング情報を
送信する出力済情報送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る携帯端末は、コンテンツ配信システムと、所定位置に設置される当
該コンテンツ配信システムに接続された複数の出力装置と、携帯端末とを含んで構成され
るコンテンツ提示システムにおける携帯端末であって、出力装置との間に近距離通信を確
立する近距離通信手段と、近距離通信手段によって確立された近距離通信を通じて出力装
置から、出力装置によって、出力に所定の時間を要するコンテンツがどこまで出力された
かのタイミングを示す出力済タイミング情報を受信する出力済情報受信手段と、出力済情
報受信手段により受信された出力済タイミング情報を保持する出力済情報保持手段と、近
距離通信手段によって出力装置との間に近距離通信が確立されると、当該近距離通信を通
じて当該出力装置に対して、出力済情報保持手段に保持された出力済タイミング情報に基
づく、コンテンツをどこから出力させるかのタイミングを示す出力用タイミング情報を送
信する出力用情報送信手段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明では、携帯端末の位置に応じて、コンテンツ配信システムから出力装置にコンテ
ンツが配信される。具体的には、携帯端末の近傍に位置する出力装置にコンテンツが配信
される。携帯端末を所持したユーザが出力装置に近づくと、出力装置と携帯端末との間に
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近距離通信が確立されて、出力装置からコンテンツが出力される。コンテンツの出力は、
携帯端末から出力装置に出力用タイミング情報が送信されて、出力用タイミング情報に係
るタイミングで行われる。また、出力装置によってコンテンツの出力が行われると、出力
装置から携帯端末に出力済タイミング情報が送信される。出力用タイミング情報は出力済
タイミング情報に基づいている。
【００１１】
　上記のような本発明の構成により、出力に所定の時間を要するコンテンツが、ユーザの
位置に応じた異なる出力装置で連続的に一連のコンテンツとしてユーザに提示される。即
ち、本発明によれば、出力に所定の時間を要する動画等のコンテンツを、適切に街中や建
物内等に設置される出力装置を用いてユーザに提示することができる。
【００１２】
　コンテンツ配信システムの出力装置特定手段は、位置情報取得手段によって取得された
携帯端末の位置情報に基づいて、コンテンツを削除する出力装置を特定して、コンテンツ
配信システムのコンテンツ配信手段は、特定手段により特定されたコンテンツを削除する
出力装置に対して、当該コンテンツを削除する指示を行い、出力装置のコンテンツ受信手
段は、コンテンツ配信システムからコンテンツを削除する指示を受け付けて、コンテンツ
保持手段に保持されたコンテンツを削除する、ことが望ましい。この構成によれば、出力
されうるコンテンツのみが、出力装置に保持され、効率的に本発明を実施することができ
る。
【００１３】
　コンテンツ配信システムのコンテンツ配信手段は、携帯端末に応じたコンテンツを配信
し、出力装置の出力用情報受信手段は、携帯端末から当該携帯端末を特定する携帯端末情
報を受信し、出力装置のコンテンツ出力手段は、出力用情報受信手段により受信された携
帯端末情報に基づいて、携帯端末に応じたコンテンツを出力し、携帯端末の出力用情報送
信手段は、出力装置に対して自端末を特定する端末特定情報を送信する、ことが望ましい
。この構成によれば、ユーザに応じたコンテンツが提供されるので、より適切にコンテン
ツをユーザに提示することができる。
【００１４】
　コンテンツ配信システムのコンテンツ格納手段は、複数のコンテンツを格納しており、
コンテンツ配信システムのコンテンツ配信手段は、複数のコンテンツを配信し、出力装置
の出力用情報受信手段は、携帯端末から、複数のコンテンツからコンテンツを特定するコ
ンテンツ情報を受信し、出力装置のコンテンツ出力手段は、出力用情報受信手段により受
信されたコンテンツ情報に基づいて、コンテンツを出力し、携帯端末の出力用情報送信手
段は、出力装置に対してコンテンツ情報を送信する、ことが望ましい。この構成によれば
、複数のコンテンツの中から特定されるコンテンツが提供されるので、更に適切にコンテ
ンツをユーザに提示することができる。
【００１５】
　コンテンツ配信システムのコンテンツ格納手段は、近距離通信手段によって確立された
近距離通信を通じたなりすましまたは盗聴または改ざんを防御する為のセキュリティ情報
を格納しており、コンテンツ配信システムの位置情報取得手段は、セキュリティ情報を携
帯端末に配信し、コンテンツ配信システムのコンテンツ配信手段は、セキュリティ情報を
出力装置に配信し、出力装置の近距離通信手段は、出力済タイミング情報をセキュリティ
情報に基づいて暗号化し、暗号化された出力済タイミング情報を近距離通信手段によって
確立された近距離通信を通じて携帯端末へ送信し、携帯端末の近距離通信手段は、出力装
置から受信した暗号化された出力済タイミング情報をセキュリティ情報に基づいて復号化
し、携帯端末の近距離通信手段は、出力用タイミング情報をセキュリティ情報に基づいて
暗号化し、暗号化された出力用タイミング情報を近距離通信手段によって確立された近距
離通信を通じて出力装置へ送信し、出力装置の近距離通信手段は、携帯端末から受信した
暗号化された出力用タイミング情報をセキュリティ情報に基づいて復号化する、ことが望
ましい。



(9) JP 2009-253915 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

【００１６】
　この構成によれば、ユーザのＩＤの盗聴を防止されるので、ユーザの位置情報プライバ
シーを守ることができる。また、この構成によれば、ユーザのなりすましを防止しかつ情
報の盗聴を防止されるので、特定のユーザに限定して情報を提供でき、出力済タイミング
情報に加えて有料化または権利化されたコンテンツ情報をユーザに提示することができる
。また、この構成によれば、ユーザのなりすましを防止しかつ情報の改ざんを防御される
ので、有料化または権利化されたコンテンツ情報を携帯端末が受信したことに基づいて課
金が可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の構成では、出力に所定の時間を要するコンテンツが、ユーザの位置に応じた異
なる出力装置で連続的に一連のコンテンツとしてユーザに提示される。即ち、本発明によ
れば、出力に所定の時間を要する動画等のコンテンツを、適切に街中や建物内等に設置さ
れる出力装置を用いてユーザに提示することができる
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面とともに本発明に係るコンテンツ提示システム、並びに当該コンテンツ提示
システムに含まれるコンテンツ配信システム、出力装置及び携帯端末の好適な実施形態に
ついて詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複
する説明を省略する。
【００１９】
　図１に本実施形態に係るコンテンツ提示システム１の構成を示す。図１に示すように、
コンテンツ提示システム１は、コンテンツ配信システム２と、複数のコンテンツキャッシ
ュ装置３０と、移動通信端末４０とを含んで構成されている。コンテンツ提示システム１
は、コンテンツ配信システム２から配信されるコンテンツをコンテンツキャッシュ装置（
ＣＣ装置）３０で出力させて、移動通信端末４０を所持するユーザ５０に提示するシステ
ムである。
【００２０】
　コンテンツ配信システム２は、コンテンツ配信サーバ１０と、ＨＬＲ（HomeLocation R
egister）２０とを含んで構成されている。コンテンツ配信サーバ１０とＨＬＲ２０とは
互いに有線により接続され情報の送受信を行うことができる。また、コンテンツ配信サー
バ１０及びＨＬＲ２０は、移動通信網Ｎ内に設けられている。また、それぞれコンテンツ
配信サーバ１０は、コンテンツ提示システム１において提示されるコンテンツを格納して
おり、当該コンテンツをコンテンツキャッシュ装置３０に配信する装置である。
【００２１】
　図２に示すように、コンテンツ配信サーバ１０は、ＣＰＵ（CentralProcessing Unit）
１０１、主記憶装置であるＲＡＭ（Random Access Memory）１０２及びＲＯＭ（Read Onl
y Memory）１０３、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである通信モジュール
１０４、並びにハードディスク等の補助記憶装置１０５等のハードウェアを備えるコンピ
ュータとして構成される。これらの構成要素が、動作することにより、コンテンツ配信サ
ーバ１０の上記及び後述する機能が発揮される。
【００２２】
　ＨＬＲ２０は、移動通信網Ｎに接続される移動通信端末の電話番号や識別番号等のユー
ザ情報を管理する装置である。また、ＨＬＲ２０は、移動通信端末からの位置登録に基づ
く移動通信端末の在圏している位置の情報（位置登録エリアを示す情報）を保持する。Ｈ
ＬＲ２０の上記のコンテンツ配信サーバ１０と同様のハードウェア構成をとり、各構成要
素が、動作することにより、ＨＬＲ２０の上記及び後述する機能が発揮される。
【００２３】
　コンテンツキャッシュ装置３０は、コンテンツ配信サーバ１０からコンテンツを受信し
て、コンテンツを出力してユーザに提示する出力装置である。コンテンツキャッシュ装置
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３０は、コンテンツ配信サーバ１０と有線又は無線により接続されており、コンテンツ配
信サーバ１０との間でコンテンツを含む情報の送受信を行うことができる。コンテンツの
出力は、具体的にはコンテンツキャッシュ装置３０が備える表示装置にコンテンツを表示
することにより行われる。また、出力は必ずしも表示に限られず、音声出力によるもの等
、ユーザに提示できるものであればよい。
【００２４】
　コンテンツキャッシュ装置３０は、街中や建物内等の所定位置に設置される。具体的に
は、コンテンツキャッシュ装置３０は、具体的には、街中にあるデジタルサイネージ（に
用いられる表示装置）、デジタル表示鏡、パソコン及び自動販売機に相当する。上記のデ
ジタル表示鏡は、鏡面にデジタルデータの表示を行うことができる装置であり、従来、鏡
のある場所、例えば、美容院や服販売店、ビル及び公共の建物のトイレやエレベータ、及
び自宅等の様々な場所に設けることができる。なお、コンテンツキャッシュ装置３０の具
体的な装置は、上記のものに限られず、画面表示や音声読上げ可能な装置であればどのよ
うなものが用いられてもよい。また、コンテンツキャッシュ装置３０は、上記の場所に限
られず、任意の場所に設置されえる。
【００２５】
　様々な場所にコンテンツキャッシュ装置３０を設けることによって、図１に示すように
、ユーザ５０の勤務している会社から自宅までの通勤経路等のユーザ５０の動線Ｒ上（動
線Ｒの近傍）にコンテンツキャッシュ装置３０が複数存在している状態にすることができ
る。また、複数のコンテンツキャッシュ装置３０には、それぞれを一意に特定できる装置
ＩＤが付与されており、自装置３０にそれぞれ記憶されている。
【００２６】
　図３に示すように、コンテンツキャッシュ装置３０は、ＣＰＵ３０１、主記憶装置であ
るＲＡＭ３０２及びＲＯＭ３０３、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスである
通信モジュール３０４、ハードディスク等の補助記憶装置３０５、コンテンツの表示を行
う表示部３０６、並びに近距離無線通信部３０７等のハードウェアを備えるコンピュータ
として構成される。これらの構成要素が、動作することにより、コンテンツキャッシュ装
置３０の上記及び後述する機能が発揮される。
【００２７】
　移動通信端末４０は、ユーザ５０に携帯されて所持される、例えば、携帯電話機等の携
帯端末である。移動通信端末４０は、移動通信網Ｎに接続して移動通信を行うことができ
る。移動通信端末４０は、図１に示すように、自端末が位置する位置登録エリアＡに応じ
て、移動通信網Ｎ（のＨＬＲ２０）に対して位置登録を行う。なお、本実施形態では移動
通信端末４０は一つしか描かれていないが、通常、コンテンツ提示システム１には、ユー
ザ毎に複数の移動通信端末４０が含まれる。
【００２８】
　図４に示すように、移動通信端末４０は、ＣＰＵ４０１、ＲＡＭ４０２、ＲＯＭ４０３
、操作部４０４、無線通信部４０５、ディスプレイ４０６、アンテナ４０７及び近距離無
線通信部４０８等のハードウェアにより構成されている。これらの構成要素が、動作する
ことにより、移動通信端末４０の上記及び後述する機能が発揮される。
【００２９】
　引き続いて、図５を用いて本実施形態において、ユーザへの提示対象となるコンテンツ
の例を説明する。コンテンツは、出力に所定の時間を要するものである。具体的には、コ
ンテンツは、動画（映像）や音声等である。映像には、静止画の表示が一定時間毎に切り
替わるものや、テキストが順次表示されていくものも含む。例えば、図５に示すように画
像を表示し、表示開始（ｔ０）から一定時間毎に（ｔ０からの経過時間がｔ１，ｔ２のタ
イミングで）表示が切り替わるものである（ｔ０からの経過時間がｔ３で表示終了となる
）。
【００３０】
　コンテンツの内容は、例えば、図５に示すような商品を宣伝する広告やニュース等であ
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る。図５に示すように、コンテンツには、ユーザ５０の名前（“Ａさん”）等のユーザ固
有の情報を含ませることができる。また、ユーザのスケジュール等のユーザ固有のデータ
をコンテンツの内容とすることもできる。なお、ユーザの固有のデータを出力するコンテ
ンツとする場合には、自室、ホテルの部屋やトイレ内等に設けられたコンテンツキャッシ
ュ装置３０で出力するようにし、不特定多数の人によって見られることができる場所では
出力しないようにするのが望ましい。
【００３１】
　引き続いて、図６を用いて、コンテンツ提示システム１に含まれる各装置１０～４０の
本実施形態に係る機能を説明する。図６に示すように、コンテンツ配信サーバ１０は、コ
ンテンツ格納部１１と、コンテンツ配信部１２とを備えて構成される。
【００３２】
　コンテンツ格納部１１は、ユーザに提示されるコンテンツを予め格納するコンテンツ格
納手段である。コンテンツ格納部１１は、複数のコンテンツを格納しており、各コンテン
ツにはそれぞれコンテンツを特定するコンテンツＩＤが付与されている。コンテンツ格納
部１１に格納されるコンテンツは、コンテンツ配信サーバ１０（コンテンツ配信システム
２）の管理者やコンテンツの提供者等により、予め、コンテンツ格納部１１に入力される
。
【００３３】
　また、コンテンツ格納部１１は、移動通信端末４０を特定するユーザＩＤと近距離通信
手段によって確立された近距離通信を通じたなりすましまたは盗聴または改ざんを防御す
る為のセキュリティ情報を格納しており、ユーザＩＤそれぞれにセキュリティ情報が付与
されている。コンテンツ格納部１１に格納されるセキュリティ情報は、コンテンツ配信サ
ーバ１０（コンテンツ配信システム２）の管理者やコンテンツの提供者等により、予め、
コンテンツ格納部１１に入力される。
【００３４】
　各セキュリティ情報には、近距離通信で認証と秘匿と正当性確認を実施する為の一時的
な暗号鍵を生成する為の秘密鍵と暗号鍵生成アルゴリズムで構成される。
【００３５】
　また、コンテンツ格納部１１は、位置登録処理を行う手段において、ＨＬＲ２０から入
力されたユーザＩＤに対応するセキュリティ情報に基づいて、一時的なＩＤと秘匿鍵と正
当性確認鍵で構成される一時的セキュリティ情報を生成する。
【００３６】
　コンテンツ配信部１２は、コンテンツ格納部１１に格納されているコンテンツと一時的
セキュリティ情報とを取得して、コンテンツキャッシュ装置３０に対して当該コンテンツ
と当該一時的セキュリティ情報とを配信するコンテンツ配信手段である。コンテンツの配
信先となるコンテンツキャッシュ装置３０は、後述するようにＨＬＲ２０によって、移動
通信端末４０の位置に応じて特定（判断）されて、ＨＬＲ２０からコンテンツ配信サーバ
１０に通知される。
【００３７】
　また、コンテンツ配信部１２は、移動通信端末４０に応じたコンテンツとセキュリティ
情報とを配信する。コンテンツ配信部１２は、配信するコンテンツを決定するための情報
を格納した配信コンテンツ管理データベースを保持している。配信コンテンツ管理データ
ベースは、具体的には、図７に示すテーブルにより情報を格納している。これらの情報は
、コンテンツ配信サーバ１０（コンテンツ配信システム２）の管理者やコンテンツの提供
者等により、予め、コンテンツ配信部１２に入力される。図７に示すように、配信コンテ
ンツ管理データベースでは、移動通信端末４０を特定する情報（携帯端末情報）であるユ
ーザＩＤに、当該移動通信端末４０のユーザに提示するために配信されるコンテンツを特
定するコンテンツＩＤが対応付けられて格納されている。ユーザＩＤは、例えば、移動通
信端末４０の電話番号が用いられる。一つのユーザＩＤに対して、複数のコンテンツＩＤ
が対応付けられていてもよい。
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【００３８】
　また、各コンテンツＩＤには、そのコンテンツの種別を示す情報やコンテンツの長さ（
再生長）の情報が対応付けられている。コンテンツの種別を示す情報には、そのコンテン
ツが全てのユーザに共通したコンテンツであるか（“全ユーザ共通コンテンツ”）、又は
ユーザ個別のコンテンツであるか（“ユーザ個別コンテンツ”）を示す情報が含まれる。
また、コンテンツの内容を示す情報（“ニュース”、“広告”、“天気予報”、“スケジ
ュールデータ”及び“プライバシー情報”等）もコンテンツの種別の情報として、コンテ
ンツＩＤに対応付けられている。
【００３９】
　コンテンツ配信部１２は、コンテンツの配信先となるコンテンツキャッシュ装置３０と
併せてＨＬＲ２０からユーザＩＤを通知されて、配信コンテンツ管理データベースを参照
して、当該ユーザＩＤに対応付けられたコンテンツＩＤと一時的セキュリティ情報とを取
得する。コンテンツ配信部１２は、そのコンテンツＩＤが付与されたコンテンツをコンテ
ンツ格納部１１から取得して、配信を行う。なお、ユーザＩＤに対応付けられたコンテン
ツＩＤが複数ある場合は、コンテンツ配信部１２は、当該コンテンツＩＤが付与された複
数のコンテンツをコンテンツキャッシュ装置３０に配信する。
【００４０】
　また、コンテンツ配信部１２は、コンテンツキャッシュ装置３０に対して、配信したコ
ンテンツを削除する指示を行う。具体的には、コンテンツ配信部１２は、コンテンツを削
除する制御信号をコンテンツキャッシュ装置３０に送信する。コンテンツの削除の指示対
象となるコンテンツキャッシュ装置３０は、後述するようにＨＬＲ２０によって、移動通
信端末４０の位置に応じて特定（判断）されて、ＨＬＲ２０からコンテンツ配信サーバ１
０に通知される。コンテンツ配信部１２は、削除対象となるコンテンツについても、配信
対象となるコンテンツと同様にユーザＩＤに基づいて配信コンテンツ管理データベースを
参照されて特定する。コンテンツ配信部１２は、特定した削除対象となるコンテンツのコ
ンテンツＩＤを、コンテンツを削除する制御信号に含める。
【００４１】
　コンテンツの削除は、提示する必要のなくなったコンテンツをコンテンツキャッシュ装
置３０から消去することにより、コンテンツキャッシュ装置３０のメモリを効率的に利用
するためである。
【００４２】
　また、コンテンツ配信部１２は、コンテンツを編集するためのユーザ５０の名前等の個
人情報をユーザＩＤに対応付けて予め格納しておき、コンテンツと併せてコンテンツキャ
ッシュ装置３０に配信してもよい。
【００４３】
　図６に示すように、ＨＬＲ２０は、位置登録部２１と、出力装置特定部２２と、を備え
て構成される。
【００４４】
　位置登録部２１は、移動通信端末４０との間で、移動通信網Ｎに係る位置登録処理を行
う手段である。位置登録部２１は、移動通信端末４０からの位置登録要求を受信して、図
８に示す位置管理データベースに位置登録に係る情報を格納する。位置管理データベース
には、移動通信端末４０のユーザＩＤと、当該移動通信端末４０が位置する位置登録エリ
アを示す情報とが対応付けて格納される。位置登録部２１による位置登録処理自体は、従
来の位置登録処理と同様である。
【００４５】
　上記の移動通信端末４０が位置する位置登録エリアを示す情報は、移動通信端末４０の
所在位置を示す位置情報である。即ち、位置登録部２１は、移動通信端末４０の所在位置
を示す位置情報を取得する位置情報取得手段である。位置登録部２１は、取得したユーザ
ＩＤと、位置登録エリアを示す情報とを出力装置特定部２２に出力する。
【００４６】
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　位置登録部２１は、位置登録処理を行う手段において、位置登録部２１から入力された
ユーザＩＤを、コンテンツ配信サーバ１０に通知する。
【００４７】
　位置登録部２１は、位置登録処理を行う手段において、コンテンツ配信サーバ１０から
入力された一時的セキュリティ情報を、移動通信端末４０に通知する。
【００４８】
　出力装置特定部２２は、位置登録部２１から入力された、移動通信端末４０の位置登録
エリアを示す情報に基づいて、コンテンツの配信先となるコンテンツキャッシュ装置３０
を特定する出力装置特定手段である。出力装置特定部２２は、コンテンツの配信先となる
コンテンツキャッシュ装置３０を特定するための情報を格納したコンテンツキャッシュ装
置管理データベースを保持している。コンテンツキャッシュ装置管理データベースは、具
体的には、図９に示すテーブルにより情報を格納している。図９に示すように、コンテン
ツキャッシュ装置管理データベースでは、位置登録エリアを示す情報にコンテンツキャッ
シュ装置３０を示す情報が対応付けられて格納されている。一つの位置登録エリアを示す
情報に対して、コンテンツキャッシュ装置３０を示す情報が対応付けられていてもよい。
位置登録エリアに対応付けられたコンテンツキャッシュ装置３０は、当該位置登録エリア
内に設置されている。当該位置登録エリアに移動通信端末４０を所持したユーザ５０が位
置している場合、当該位置登録エリアに対応付けられたコンテンツキャッシュ装置３０に
当該ユーザが近づく可能性がある。これらの情報は、ＨＬＲ２０（コンテンツ配信システ
ム２）の管理者等により、位置登録エリアとコンテンツキャッシュ装置３０との位置関係
に基づいて、予め、出力装置特定部２２に入力される。
【００４９】
　出力装置特定部２２は、コンテンツキャッシュ装置管理データベースを参照して、位置
登録部２１から入力された位置登録エリアを示す情報に対応付けられたコンテンツキャッ
シュ装置３０を示す情報を取得する。出力装置特定部２２は、当該取得した情報により示
されるコンテンツキャッシュ装置３０を、コンテンツの配信先となるコンテンツキャッシ
ュ装置３０として特定して、当該情報をコンテンツ配信サーバ１０に通知する。出力装置
特定部２２は、位置登録部２１から入力されたユーザＩＤも、当該通知時に併せて、コン
テンツ配信サーバ１０に通知する。
【００５０】
　また、出力装置特定部２２は、位置登録部２１から入力された、移動通信端末４０の位
置登録エリアを示す情報に基づいて、コンテンツを削除する出力装置を特定する。出力装
置特定部２２は、位置登録部２１から移動通信端末４０の位置登録エリアを示す情報が入
力されたときに、当該移動通信端末４０の、一つ前の位置登録エリアを示す情報に対応付
けられたコンテンツキャッシュ装置３０を示す情報を取得する。出力装置特定部２２は、
当該取得した情報により示されるコンテンツキャッシュ装置３０を、コンテンツを削除す
るコンテンツキャッシュ装置３０として特定して、当該情報をコンテンツ配信サーバ１０
に通知する。なお、一つ前の位置登録エリアとは、移動通信端末４０が一つ前に位置登録
していた位置登録エリアであり、出力装置特定部２２は、当該位置登録エリアを示す情報
を記憶しておく。現在の位置登録エリアに対応付けられたコンテンツキャッシュ装置３０
と、一つ前の位置登録エリアに対応付けられたコンテンツキャッシュ装置３０とに共通し
ているコンテンツキャッシュ装置３０がある場合は、そのコンテンツキャッシュ装置３０
は配信対象にも削除対象にもならないものとする。
【００５１】
　具体的には例えば、図１に示すように、コンテンツキャッシュ装置３０ａ，３０ｂ，３
０ｃ，３０ｄを含む（コンテンツキャッシュ装置３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄに対応
付けられた）位置登録エリアＡａに移動通信端末４０が在圏していたとする。その状態で
は、コンテンツキャッシュ装置３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄに移動通信端末４０に応
じたコンテンツが格納されている。そこで、移動通信端末４０が、新たにコンテンツキャ
ッシュ装置３０ｃ，３０ｅ，３０ｆを含む位置登録エリアＡｂに位置登録する。その場合
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、新たに位置登録された位置登録エリアＡｂのみに含まれるコンテンツキャッシュ装置３
０ｅ，３０ｆには、移動通信端末４０に応じたコンテンツが配信される。前に位置登録さ
れていた位置登録エリアＡａのみに含まれるコンテンツキャッシュ装置３０ａ，３０ｂ，
３０ｄには、移動通信端末４０に応じたコンテンツの削除指示がされる。両方の位置登録
エリアＡａ，Ａｂに含まれるコンテンツキャッシュ装置３０ｃには、コンテンツの配信及
び削除指示の何れもされない。
【００５２】
　また、移動通信端末４０が移動通信網Ｎに新たに在圏した場合は、出力装置特定部２２
は、配信先のコンテンツキャッシュ装置３０を特定する処理のみを行い、移動通信端末４
０が移動通信網Ｎに在圏しなくなった場合は、出力装置特定部２２は、削除するコンテン
ツキャッシュ装置３０を特定する処理のみを行う。
【００５３】
　図６に示すようにコンテンツキャッシュ装置３０は、コンテンツ受信部３１と、コンテ
ンツ保持部３２と、近距離通信部３３と、出力用情報受信部３４と、コンテンツ出力部３
５と、出力済情報送信部３６とを備えて構成される。
【００５４】
　コンテンツ受信部３１は、コンテンツ配信サーバ１０から配信されるコンテンツを受信
するコンテンツ受信手段である。コンテンツ受信部３１は、受信したコンテンツをコンテ
ンツ保持部３２に入力する。
【００５５】
　また、コンテンツ受信部３１は、コンテンツ配信サーバ１０からコンテンツを削除する
指示を受け付けて、コンテンツ保持部３２によって保持されたコンテンツを削除する。具
体的には、コンテンツ受信部３１は、コンテンツを削除する制御信号をコンテンツ配信サ
ーバ１０から受信し、当該制御信号に含まれるコンテンツＩＤのコンテンツを削除する。
【００５６】
　コンテンツ保持部３２は、コンテンツ受信部３１によって受信されて入力されたコンテ
ンツを保持（キャッシュ）するコンテンツ保持手段である。コンテンツの保持は、例えば
、コンテンツキャッシュ装置３０が備えるメモリ上にコンテンツを格納することにより行
われる。
【００５７】
　近距離通信部３３は、移動通信端末４０との間に近距離無線通信を確立する近距離通信
手段である。近距離無線通信の確立は、当該近距離無線通信の通信エリアに移動通信端末
４０が入ると自動的に行われる。通信エリアは、コンテンツキャッシュ装置３０によるコ
ンテンツの出力によって、コンテンツがユーザに提示できる範囲程度、具体的には数ｍ程
度とするのが望ましい。近距離無線通信は、任意のものが用いられるが、通信エリアや適
用の容易さ等から、ＺｉｇＢｅｅが用いられることが望ましい。また、それ以外にもブル
ートゥース（Bluetooth）、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）等が用いられ
てもよい。
【００５８】
　また、近距離通信部３３は、移動通信端末４０との間に近距離無線通信に対して、コン
テンツ配信サーバ１０から入力された一時的セキュリティ情報に基づいて暗号化と復号化
を行なう。
【００５９】
　出力用情報受信部３４は、近距離通信部３３によって確立された近距離無線通信を通じ
て移動通信端末４０から、コンテンツを出力させるのに必要な出力用情報を受信する出力
用情報受信手段である。出力用情報は、コンテンツをどこから出力させるかのタイミング
を示す出力用タイミング情報を含む。出力用タイミング情報は、具体的には例えば、コン
テンツの出力が開始されてからの時間の情報である。また、出力用情報は、当該移動通信
端末４０のユーザＩＤを含む。また、出力用情報は、コンテンツキャッシュ装置３０によ
って出力されるコンテンツを特定するコンテンツ情報を含む。コンテンツ情報としては、
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上述した“全ユーザ共通コンテンツ”か“ユーザ個別コンテンツ”かのコンテンツの種別
を示す情報や、コンテンツを一意に特定するコンテンツＩＤ等がある。なお、コンテンツ
情報は、オプションとしてもよい（即ち、出力用情報に含まれていなくてもよい）。
【００６０】
　また、出力用情報には、上述した情報を包括的に含む情報として、閲覧履歴の情報が含
まれていてもよい。閲覧履歴には、前回出力されたコンテンツのコンテンツＩＤ、前回コ
ンテンツを出力したコンテンツキャッシュ装置３０を特定する情報である装置ＩＤ、及び
前回コンテンツがどこまで出力されたかの時点を示す情報（タイムスタンプ）が含まれる
。出力用情報受信部３４は、受信した出力用情報をコンテンツ出力部３５に出力する。上
記のタイプスタンプは、上記の時点をコンテンツ出力させるタイミングとする出力用タイ
ミング情報として用いられる。
【００６１】
　コンテンツ出力部３５は、出力用情報受信部３４から出力用情報が入力されると、当該
出力用情報に基づいて、コンテンツ保持部３２によって保持されたコンテンツを出力する
コンテンツ出力手段である。コンテンツ出力部３５は、出力用情報に含まれる移動通信端
末４０のユーザＩＤ、及びコンテンツ情報に基づいて出力するコンテンツを決定する。出
力用情報のコンテンツ情報にコンテンツＩＤが含まれている場合は、コンテンツ出力部３
５は、当該コンテンツＩＤに係るコンテンツを出力するコンテンツとして決定する。
【００６２】
　出力用情報のコンテンツ情報にコンテンツＩＤが含まれていない場合は、コンテンツ出
力部３５は、例えば、以下のようにユーザＩＤと出力用情報のコンテンツの種別情報に基
づいて出力するコンテンツを決定する。コンテンツ出力部３５は、コンテンツ配信サーバ
１０の配信コンテンツ管理データベースの当該ユーザＩＤに対応する部分の情報を保持し
ている。この情報は、コンテンツ配信サーバ１０と同様に予め、コンテンツキャッシュ装
置３０に記憶されていてもよいし、コンテンツの配信と併せてコンテンツ配信サーバ１０
からコンテンツキャッシュ装置３０に送信されてもよい。
【００６３】
　コンテンツ出力部３５は、配信コンテンツ管理データベースの情報を参照して、ユーザ
ＩＤに対応するコンテンツＩＤを取得する。また、出力用情報に、ユーザＩＤに加えてコ
ンテンツの種別情報が含まれていた場合は、取得されるコンテンツＩＤを種別情報により
特定される種別に対応するものとする。取得されたコンテンツＩＤが一つであった場合は
、当該コンテンツＩＤに係るコンテンツを出力するコンテンツとして決定する。取得され
たコンテンツＩＤが複数であった場合は、予めコンテンツ出力部３５に記憶されている所
定のルール（例えば、ランダムや出力する順番等）に従って、当該コンテンツＩＤのうち
の何れかに係るコンテンツを出力するコンテンツとして決定する。
【００６４】
　コンテンツ出力部３５は、上記のように特定されたコンテンツを、コンテンツ保持部３
２から取得する。コンテンツ出力部３５は、出力用情報に含まれる出力用タイミング情報
に示されるタイミングで、取得したコンテンツの出力を行う。また、コンテンツ出力部３
５は、ユーザＩＤに基づいて、ユーザ５０の名前（図５に示す“Ａさん”という表示）等
をコンテンツに挿入することができる。また、コンテンツ出力部３５は、閲覧履歴がある
場合に、装置ＩＤから以前閲覧した場所名をコンテンツに含ませることができる。
【００６５】
　コンテンツ出力部３５は、コンテンツの出力と同時に、当該コンテンツをどこまで出力
したかの情報を出力済情報送信部３６に通知する。具体的には、コンテンツ出力部３５は
、出力しているコンテンツの、当該コンテンツの最初からの経過時間を示す情報を、上記
の情報として出力済情報送信部３６に通知する。
【００６６】
　コンテンツ出力部３５は、近距離通信部３３により確立された近距離無線通信が切断さ
れると、コンテンツの出力を終了する。
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【００６７】
　出力済情報送信部３６は、近距離通信部３３によって確立された近距離無線通信を通じ
て移動通信端末４０に対して、コンテンツ出力部３５によってコンテンツがどこまで出力
されたかのタイミングを示す出力済タイミング情報を送信する。出力済情報送信部３６は
、コンテンツ出力部３５から通知された情報（タイムスタンプ）を、出力済タイミング情
報として送信する。例えば、図２に示すコンテンツの場合、出力済情報送信部３６は、１
枚目の画像が表示されている間（表示開始ｔ０からｔ１までの間）は当該画像の表示開始
時のタイミングを示す情報（ｔ０）を、２枚目の画像が表示されている間（ｔ１からｔ２
までの間）は当該画像の表示開始時のタイミングを示す情報（ｔ１）を、３枚目の画像が
表示されている間（ｔ２からｔ３までの間）は当該画像の表示開始時のタイミングを示す
情報（ｔ２）を、３枚目の画像の表示が終了したタイミング（コンテンツの表示が終了し
たタイミング）は当該タイミングを示す情報（ｔ３＝ｆｉｎ、コンテンツの出力が完了し
た情報）を、それぞれ出力済タイミング情報として送信する。また、コンテンツ出力部３
５から通知された情報そのものを、出力済タイミング情報として送信してもよい。また、
出力済情報送信部３６から移動通信端末４０への出力済タイミング情報の送信は、一定間
隔（例えば、１秒）毎に行われる。
【００６８】
　出力済情報送信部３６は、上記の出力済タイミング情報をコンテンツの閲覧履歴の情報
として移動通信端末４０に送信する。出力済情報送信部３６は、閲覧履歴の情報に、コン
テンツを出力しているコンテンツキャッシュ装置３０（即ち、自装置３０）の装置ＩＤ、
及び出力されているコンテンツのコンテンツＩＤを含めて、移動通信端末４０に送信する
。
【００６９】
　図６に示すように移動通信端末４０は、移動通信部４１と、近距離通信部４２と、出力
済情報受信部４３と、出力済情報保持部４４と、出力用情報送信部４５とを備えて構成さ
れる。
【００７０】
　移動通信部４１は、移動通信網Ｎに接続して移動通信を行う手段である。移動通信部４
１は、移動通信の一機能として、新たに移動通信網Ｎの位置登録エリアに位置した場合（
移動通信網Ｎの圏外から圏内に入った場合や電源オフからオンにされた場合等）や異なる
位置登録エリアに移動した場合、移動通信網Ｎ（のＨＬＲ２０）に対して位置登録を行う
。
【００７１】
　近距離通信部４２は、コンテンツキャッシュ装置３０との間に近距離無線通信を確立す
る近距離通信手段である。上述したように、近距離無線通信の確立は、当該近距離無線通
信の通信エリアに移動通信端末４０が入ると自動的に行われる。近距離無線通信の方式は
、コンテンツキャッシュ装置３０と同様のものが用いられる。近距離通信部４２は、近距
離無線通信が確立されるとその旨を出力用情報送信部４５に通知する。
【００７２】
　また、近距離通信部４２は、コンテンツキャッシュ装置３０との間に近距離無線通信に
対して、ＨＬＲ２０から入力された一時的セキュリティ情報に基づいて暗号化と復号化を
行なう。
【００７３】
　出力済情報受信部４３は、近距離通信部４２によって確立された近距離通信を通じてコ
ンテンツキャッシュ装置３０から、コンテンツキャッシュ装置３０によってコンテンツが
どこまで出力されたかのタイミングを示す出力済タイミング情報を受信する出力済情報受
信手段である。出力済タイミング情報は上述したように閲覧履歴の情報に含まれて受信さ
れる。出力済情報受信部４３は、受信した出力済タイミング情報を含む閲覧履歴の情報を
出力済情報保持部４４に出力する。
【００７４】
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　出力済情報保持部４４は、出力済情報受信部４３から入力された出力済タイミング情報
を含む閲覧履歴の情報を保持する出力済情報保持手段である。出力済情報保持部４４は、
新たな閲覧履歴の情報が入力されると古い閲覧履歴の情報に上書きする。
【００７５】
　出力用情報送信部４５は、近距離通信部４２から近距離無線通信が確立された旨が通知
されると、当該近距離無線通信を通じてコンテンツキャッシュ装置３０に対して、出力済
情報保持部４４に保持された出力済タイミング情報に基づく、コンテンツをどこから出力
させるかのタイミングを示す出力用タイミング情報を送信する出力用情報送信手段である
。具体的には、出力用情報送信部４５は、出力済情報保持部４４に保持された閲覧履歴の
情報を取得して、コンテンツキャッシュ装置３０に出力用情報として送信する。その場合
、閲覧履歴の情報に含まれる出力済タイミング情報を出力用タイミング情報としている。
即ち、何れかのコンテンツキャッシュ装置３０において出力が行われた部分の続きから、
近距離無線通信が確立されたコンテンツキャッシュ装置３０でコンテンツを出力させるも
のとするものである。また、出力用情報には、上述したように自端末４０のユーザＩＤも
含まれる。
【００７６】
　なお、必ずしも出力済タイミング情報を出力用タイミング情報としなくてもよい。出力
用情報送信部４５は、例えば、出力済タイミング情報により示されるタイミングより少し
前のタイミングを、出力用タイミング情報に係るタイミングとして、出力用タイミング情
報を生成してもよい。ここで、上記の少し前のタイミング（例えば、１秒前）については
、予め、出力用情報送信部４５に記憶されている。即ち、何れかのコンテンツキャッシュ
装置３０において出力が行われた部分少し前から、近距離無線通信が確立されたコンテン
ツキャッシュ装置３０でコンテンツを出力させるものとするものである。
【００７７】
　また、出力用情報送信部４５は、出力済情報保持部４４に閲覧履歴が含まれていない場
合、あるいは出力済情報保持部４４に閲覧履歴が含まれていてもユーザの予めの設定によ
り、閲覧履歴でない出力用情報を送信してもよい。この場合の出力用情報は、コンテンツ
を特定する情報であり、上述した“全ユーザ共通コンテンツ”か“ユーザ個別コンテンツ
”かのコンテンツの種別を示す情報やコンテンツＩＤ等の情報である。これらの情報は、
例えば、図１０に示すようなテーブルにおいて、出力用情報送信部４５に保持される。コ
ンテンツの種別を示す情報やコンテンツＩＤ等の情報のユーザによる事前設定は、任意の
もの（オプション）である。
【００７８】
　引き続いて、図１１～図１３のシーケンス図を用いて本実施形態に係るコンテンツ提示
システム１により実行される処理について説明する。まず、図１１のシーケンス図を用い
て、コンテンツ配信時の処理を説明し、その後、図１２，１３のシーケンス図を用いて、
コンテンツ出力（ユーザへの提示）時の処理を説明する。
【００７９】
　移動通信端末４０は、“エリア１”の位置登録エリアＡに在圏しているものとする。そ
の状態では、“エリア１”の位置登録エリアＡに含まれるコンテンツキャッシュ装置３０
には、移動通信端末４０に対応するコンテンツが既に配信されて格納されている。
【００８０】
　移動通信端末４０を携帯するユーザ５０が移動することによって、移動通信端末４０は
“エリア１”の位置登録エリアＡから“エリアＮ”の位置登録エリアＡに移動する。そこ
で、移動通信端末４０の移動通信部４１から移動通信網Ｎに対して、“エリアＮ”の位置
登録エリアＡで位置登録する位置登録要求が送信される。移動通信網Ｎでは、ＨＬＲ２０
の位置登録部２１によって位置登録要求が受信される（Ｓ０１）。続いて、ＨＬＲ２０の
位置登録部２１によって、コンテンツ配信サーバ１０のコンテンツ格納部１１に、当該移
動通信端末４０のユーザＩＤが通知される。続いて、コンテンツ配信サーバ１０のコンテ
ンツ格納部１１によって、ＨＬＲ２０の位置登録部２１に、一時的セキュリティ情報が通
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知される（Ｓｙ１）。続いて、ＨＬＲ２０の位置登録部２１によって、位置登録要求に応
じて、移動通信端末４０に対する位置登録処理が行われる（Ｓ０２）。位置登録処理によ
り、ＨＬＲ２０の位置登録部２１から移動通信端末４０に位置登録受付が通知され、また
、ＨＬＲ２０の位置登録部２１から移動通信端末４０の近距離通信部４２一時的セキュリ
ティ情報が通知される。上記の位置登録処理によって、当該移動通信端末４０のユーザＩ
Ｄと当該移動通信端末４０が位置する位置登録エリアとが、ＨＬＲ２０の位置登録部２１
に把握される。続いて、ユーザＩＤと位置登録エリアを示す情報とが、位置登録部２１か
ら出力装置特定部２２に入力される。
【００８１】
　続いて、出力装置特定部２２では、位置登録部２１から入力された位置登録エリアを示
す情報に基づいて、コンテンツの配信先となるコンテンツキャッシュ装置３０と、コンテ
ンツが削除されるべきコンテンツキャッシュ装置３０とが特定される（Ｓ０３）。“エリ
ア１”のコンテンツキャッシュ装置３０は、コンテンツが削除されるべきコンテンツキャ
ッシュ装置３０として特定され、“エリアＮ”のコンテンツキャッシュ装置３０は、コン
テンツの配信先のコンテンツキャッシュ装置３０として特定される。続いて、出力装置特
定部２２からコンテンツ配信サーバ１０に、上記特定されたコンテンツキャッシュ装置３
０と、位置登録部２１から入力されたユーザＩＤとが通知される（Ｓ０４）。
【００８２】
　続いて、コンテンツ配信サーバ１０では、コンテンツ配信部１２によって、上記の情報
が受信されて、ユーザＩＤに基づいて配信及び削除されるコンテンツ（のコンテンツＩＤ
）と一時的セキュリティ情報とが特定される（Ｓ０５）。続いて、コンテンツ配信部１２
によって、コンテンツの配信処理及び削除処理が行われる（Ｓ０６）。具体的には、特定
されたコンテンツ（のコンテンツＩＤ）に基づき、コンテンツキャッシュ装置３０に対し
て削除指示を行うための制御信号が生成され、また、コンテンツ格納部１１から配信され
るコンテンツが取得される。
【００８３】
　続いて、コンテンツ配信部１２によって、“エリア１”のコンテンツキャッシュ装置３
０に対して、制御信号が送信されることによってコンテンツ削除指示が行われる（Ｓ０７
）。“エリア１”のコンテンツキャッシュ装置３０では、コンテンツ受信部３１によって
、コンテンツを削除する指示が受け付けられて、コンテンツ保持部３２によって保持され
たコンテンツが削除される（Ｓ０８）。
【００８４】
　一方、コンテンツ配信部１２によって、“エリアＮ”のコンテンツキャッシュ装置３０
に対して、コンテンツが配信（ダウンロード）される（Ｓ０９）。“エリアＮ”のコンテ
ンツキャッシュ装置３０では、コンテンツ受信部３１によって、コンテンツが受信されて
、受信されたコンテンツはコンテンツ保持部３２によって格納（キャッシュ）される（Ｓ
１０）。続いて、コンテンツの配信処理により、コンテンツ配信サーバ１０のコンテンツ
配信部１２からコンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３に一時的セキュリティ
情報が通知される（Ｓｙ２）。コンテンツの配信及び削除指示の処理が行われると、コン
テンツ配信部１２からＨＬＲ２０にその旨が通知される（Ｓ１１）。
【００８５】
　上記がコンテンツ配信システム２からコンテンツキャッシュ装置３０へのコンテンツ配
信時の処理である。上記の処理により、移動通信端末４０を携帯するユーザ５０の近傍（
周囲）のコンテンツキャッシュ装置３０に、当該ユーザ５０に対して出力（提示）される
コンテンツが格納される。
【００８６】
　引き続いて、図１２，１３のシーケンス図を用いて、コンテンツキャッシュ装置３０に
格納されたコンテンツが出力される際の処理を説明する。移動通信端末４０を携帯するユ
ーザ５０が移動することによって、移動通信端末４０は、“エリアＮ”の位置登録エリア
Ａに含まれるコンテンツキャッシュ装置３０に接近し、当該コンテンツキャッシュ装置３
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０の近距離通信部３３の近距離無線通信の通信エリア内に移動する（Ｓ２１）。
【００８７】
　移動通信端末４０が、コンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３の近距離無線
通信の通信エリア内に入ると、移動通信端末４０の近距離通信部４２とコンテンツキャッ
シュ装置３０の近距離通信部３３との間に近距離無線通信接続が自動的に確立され、また
、一時的セキュリティ情報に基づいて暗号化と復号化の処理を開始する（Ｓ２２）。
【００８８】
　近距離無線通信が確立されると、移動通信端末４０では、その旨が、近距離通信部４２
から出力用情報送信部４５に通知される。続いて、出力用情報送信部４５によって、出力
用情報がコンテンツキャッシュ装置３０に送信される（Ｓ２３）。上述したように、出力
済情報保持部４４に閲覧履歴の情報が格納されている場合には、当該閲覧履歴の情報が出
力用情報として送信される。閲覧履歴の情報が格納されていない場合には、予め設定され
たコンテンツの種別を示す情報やコンテンツＩＤ等が出力用情報として送信される。上記
の何れの情報もない場合は、その旨（ｎｕｌｌ）が出力用情報として送信される。
【００８９】
　コンテンツキャッシュ装置３０では、出力用情報受信部３４によって、出力用情報が受
信される。受信された出力用情報は、出力用情報受信部３４からコンテンツ出力部３５に
出力される。続いて、コンテンツ出力部３５によって以下のように（Ｓ２４～Ｓ３１）コ
ンテンツの出力の準備がされる。
【００９０】
　まず、コンテンツ出力部３５によって、出力用情報にコンテンツの種別を示す情報が含
まれているか否かが判断される（Ｓ２４）。コンテンツの種別を示す情報が含まれている
と判断された場合は、配信コンテンツ管理データベースの情報が参照されて、当該情報で
指定された種別の中から出力されるコンテンツのコンテンツＩＤが特定される（Ｓ２５）
。
【００９１】
　出力用情報にコンテンツの種別を示す情報が含まれていないと判断された場合は、続い
て、出力用情報に、閲覧履歴以外でコンテンツＩＤが含まれているか否かが判断される（
Ｓ２６）。コンテンツＩＤが含まれていると判断された場合は、当該コンテンツＩＤが、
出力されるコンテンツのコンテンツＩＤとして特定される。
【００９２】
　出力用情報にコンテンツＩＤが含まれていないと判断された場合は、続いて、出力用情
報に、閲覧履歴の情報が含まれているか否かが判断される（Ｓ２７）。閲覧履歴の情報が
含まれていると判断された場合は、当該閲覧履歴の情報に含まれるコンテンツＩＤが、出
力されるコンテンツのコンテンツＩＤとして特定される。
【００９３】
　上記のように（Ｓ２５，Ｓ２６，Ｓ２７）、出力されるコンテンツのコンテンツＩＤが
特定されると、コンテンツ出力部３５によって、当該コンテンツＩＤに対応するコンテン
ツがコンテンツ保持部３２から取得される（Ｓ２８）。
【００９４】
　続いて、出力用情報に閲覧履歴の情報が含まれていた場合には、コンテンツがどこまで
出力されたかの時点を示す情報（タイムスタンプ）を出力用タイミング情報として、当該
タイムスタンプで示される時点からコンテンツを出力させるようにコンテンツを準備する
（Ｓ２９）。
【００９５】
　一方で、Ｓ２７において、出力用情報に閲覧履歴の情報が含まれていないと判断された
場合は、コンテンツ出力部３５によって、配信コンテンツ管理データベースの情報が参照
されてユーザＩＤに対応するコンテンツの中から新規にコンテンツがランダムに選択され
コンテンツ保持部３２から取得されて、当該コンテンツの出力準備がされる（Ｓ３０）。
【００９６】
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　続いて、上記のように（Ｓ２９，Ｓ３０）、コンテンツ出力部３５によって、準備され
たコンテンツが編集される（Ｓ３１）。この編集は、例えば、上述した、ユーザ５０の名
前（図５に示す“Ａさん”という表示）等をコンテンツに挿入するというようなものであ
る。
【００９７】
　続いて、図１３に示すように、コンテンツキャッシュ装置３０では、コンテンツ出力部
３５によってコンテンツが出力される（Ｓ４１）。本実施形態では、図５に示される映像
コンテンツが、ｔ０（コンテンツの最初）のタイミングから表示される。ユーザ５０は、
コンテンツの出力により、コンテンツを見ることができる。コンテンツが出力されると、
コンテンツをどこまで出力したかの情報がコンテンツ出力部３５から出力済情報送信部３
６に通知される。
【００９８】
　出力済情報送信部３６によって、コンテンツをどこまで出力したかの情報（タイムスタ
ンプ）である出力済タイミング情報が、上記の近距離無線通信を通じて移動通信端末４０
に送信される。具体的には、出力済タイミング情報は、コンテンツを出力しているコンテ
ンツキャッシュ装置３０（即ち、自装置３０）の装置ＩＤ、及び出力されているコンテン
ツのコンテンツＩＤを含む閲覧履歴の情報に含められて送信される（Ｓ４２）。タイムス
タンプは、上述したように１枚目の画像が表示されている間（表示開始ｔ０からｔ１まで
の間）は当該画像の表示開始時のタイミングを示す情報（ｔ０）と、２枚目の画像が表示
されている間（ｔ１からｔ２までの間）は当該画像の表示開始時のタイミングを示す情報
（ｔ１）と、３枚目の画像が表示されている間（ｔ２からｔ３までの間）は当該画像の表
示開始時のタイミングを示す情報（ｔ２）と、３枚目の画像の表示が終了したタイミング
（コンテンツの表示が終了したタイミング）は当該タイミングを示す情報（ｔ３＝ｆｉｎ
、コンテンツの出力が完了した情報）と、それぞれされる。
【００９９】
　移動通信端末４０では、出力済情報受信部４３によって閲覧履歴の情報が受信されて、
出力済情報保持部４４に格納される（Ｓ４３）。
【０１００】
　コンテンツが出力されている間の、コンテンツキャッシュ装置３０の出力済情報送信部
３６からの閲覧履歴の情報の送信は一定周期Ｔで上記と同様に行われる（Ｓ４４，Ｓ４６
）。移動通信端末４０での、閲覧履歴の情報の出力済情報受信部４３による受信、及び出
力済情報保持部４４によるに格納は、コンテンツキャッシュ装置３０からの送信に応じて
、上記と同様に行われる（Ｓ４５，Ｓ４７）。
【０１０１】
　ここで、コンテンツの出力の途中で、移動通信端末４０を携帯するユーザ５０が移動す
ることによって、移動通信端末４０が、上記のコンテンツキャッシュ装置３０から遠ざか
って、当該コンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３の近距離無線通信の通信エ
リア外に移動する（Ｓ４８）。移動通信端末４０が、コンテンツキャッシュ装置３０の近
距離通信部３３の近距離無線通信の通信エリア内から外れると、移動通信端末４０の近距
離通信部４２とコンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３との間の近距離無線通
信接続が弱電界のため切断され、また、一時的セキュリティ情報に基づいて暗号化と復号
化の処理を停止する（Ｓ４９）。
【０１０２】
　近距離無線通信が切断されると、コンテンツキャッシュ装置３０では、その旨が近距離
通信部３３からコンテンツ出力部３５に通知されて、コンテンツの出力が終了する。一方
、移動通信端末４０では、新たな閲覧履歴の情報が受信されないため、最後に受信された
閲覧履歴の情報が出力済情報保持部４４に格納された状態となる。図１３の例では、タイ
ムスタンプｔ１が含まれる閲覧履歴が出力済情報保持部４４に格納されている。
【０１０３】
　その後、移動通信端末４０を携帯するユーザ５０が移動することによって、移動通信端
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末４０は、“エリアＮ”の位置登録エリアＡに含まれるコンテンツキャッシュ装置３０に
接近し、当該コンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３の近距離無線通信の通信
エリア内に移動する（Ｓ５１）。ここで、コンテンツキャッシュ装置３０は、上記のコン
テンツの出力（Ｓ４１）を行ったコンテンツキャッシュ装置３０とは別の装置でもよいし
、同一の装置でもよい。
【０１０４】
　移動通信端末４０が、コンテンツキャッシュ装置３０の近距離通信部３３の近距離無線
通信の通信エリア内に入ると、移動通信端末４０の近距離通信部４２とコンテンツキャッ
シュ装置３０の近距離通信部３３との間に近距離無線通信接続が自動的に確立され、また
、一時的セキュリティ情報に基づいて暗号化と復号化の処理を開始する（Ｓ５２）。
【０１０５】
　上記と同様に、近距離無線通信が確立されると、移動通信端末４０では、その旨が、近
距離通信部４２から出力用情報送信部４５に通知される。続いて、出力用情報送信部４５
によって、出力用情報がコンテンツキャッシュ装置３０に送信される（Ｓ５３）。ここで
は、タイムスタンプｔ１が含まれる閲覧履歴が出力用情報として送信される。
【０１０６】
　コンテンツキャッシュ装置３０では、上記と同様に、出力用情報受信部３４によって、
出力用情報が受信されて、受信された出力用情報に基づいてコンテンツ出力部３５によっ
てコンテンツの出力の準備がされる（Ｓ５４）。ここでは、タイムスタンプｔ１が含まれ
る閲覧履歴が出力用情報であるので、先に出力されたものと同じコンテンツが、タイムス
タンプｔ１のタイミングから出力される準備される。
【０１０７】
　続いてコンテンツキャッシュ装置３０では、コンテンツ出力部３５によってｔ１のタイ
ミングからコンテンツが出力される（Ｓ５５）。ユーザ５０は、ｔ１のタイミングからの
コンテンツの出力により、先に出力されたコンテンツの続きを見ることができる。
【０１０８】
　コンテンツが出力されると、上記と同様に、コンテンツをどこまで出力したかの情報が
コンテンツ出力部３５から出力済情報送信部３６に通知されて、タイムスタンプを含む閲
覧履歴の情報が移動通信端末４０に送信される（Ｓ５６）。移動通信端末４０では、出力
済情報受信部４３によって閲覧履歴の情報が受信されて、出力済情報保持部４４に格納さ
れる（Ｓ５７）。
【０１０９】
　上述したように本実施形態に係るコンテンツ提示システム１によれば、出力に所定の時
間を要する動画等の継続したコンテンツ（続きもの）が、ユーザ５０の位置に応じた異な
るコンテンツキャッシュ装置３０で連続的に一連のコンテンツとしてユーザに提示される
。具体的には、ユーザ５０の動線上に設定されている複数のコンテンツキャッシュ装置３
０によって、別のコンテンツキャッシュ装置３０で出力されたコンテンツの続きを出力す
ることによって、一つのコンテンツを異なる位置で適切なタイミングでユーザ５０に提示
することができる。即ち、本実施形態に係るコンテンツ提示システム１によれば、出力に
所定の時間を要する動画等のコンテンツを、適切に街中や建物内等に設置されるコンテン
ツキャッシュ装置３０を用いてユーザ５０に提示することができる。
【０１１０】
　例えば、図５に示すような広告のコンテンツの場合は、単に画像をユーザ５０に表示さ
れるものよりも、一連のコンテンツとして出力されるため、より訴求力が高いコンテンツ
をユーザ５０に提示することができる。
【０１１１】
　また、本実施形態のように、ユーザ５０が位置しない場所に設置されているコンテンツ
キャッシュ装置３０からコンテンツを削除する構成とすれば、ユーザ５０に対して出力さ
れうるコンテンツのみが、コンテンツキャッシュ装置３０に保持され、効率的に本発明を
実施することができる。
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【０１１２】
　また、本実施形態のようにユーザＩＤに応じたコンテンツを出力することとすれば、ユ
ーザ５０に応じたコンテンツが提供されるので、より適切にコンテンツをユーザに提示す
ることができる。但し、必ずしもユーザ５０に応じたコンテンツが提供される必要はなく
、全てのユーザ５０（移動通信端末４０）に対して同じコンテンツが提供されることとし
てもよい。
【０１１３】
　また、本実施形態のように複数のコンテンツを予め用意しておき、その中から何れかの
コンテンツを提供することとすれば、容易に多彩なコンテンツをユーザ５０に提供するこ
とができ、更に適切にコンテンツをユーザに提示することができる。但し、必ずしも複数
のコンテンツを予め用意しておく必要はなく、単一のコンテンツが提供されることとして
もよい。
【０１１４】
　また、本実施形態のようにユーザＩＤの盗聴を防止すれば、ユーザの位置情報プライバ
シーを守ることができる。また、ユーザのなりすましを防止しかつ情報の盗聴を防止する
れば、特定のユーザに限定して情報を提供でき、出力済タイミング情報に加えて有料化ま
たは権利化されたコンテンツ情報をユーザに提示することができる。また、ユーザのなり
すましを防止しかつ情報の改ざんを防御すれば、有料化または権利化されたコンテンツ情
報を携帯端末が受信したことに基づいて課金が可能となる。但し、必ずしも秘密鍵による
一時的セキュリティ情報の配信による暗号化と復号化の処理だけでなく、公開鍵による暗
号化と復号化の処理で提供されることとしてもよい。
【０１１５】
　なお、本実施形態においては、コンテンツ配信システム２は、コンテンツ配信サーバ１
０と、ＨＬＲ２０とを含んで構成されているが、１つの装置により上記の機能が実現され
ていてもよいし、３つ以上の装置により実現されてもよい。
【０１１６】
　また、本実施形態では、移動通信端末４０の位置情報の取得の方法は、移動通信網Ｎの
位置登録の機能を利用したものであったが、必ずしもその方法に限られない。例えば、携
帯端末において、ＧＰＳ（Global Positioning System）により自端末の位置情報を取得
して、その情報をコンテンツ配信システムに送付することとしてもよい。その場合、コン
テンツ配信システムにおいて、コンテンツキャッシュ装置３０の位置情報を予め保持して
おき、携帯端末の位置情報とコンテンツキャッシュ装置３０の位置情報とに基づき（例え
ば、携帯端末とコンテンツキャッシュ装置３０との間の距離が所定値以下）、コンテンツ
を配信するコンテンツキャッシュ装置３０を特定することができる。
【０１１７】
　また、移動通信端末４０と、コンテンツキャッシュ装置３０との間の近距離通信は、移
動通信端末４０が所定のコンテンツキャッシュ装置３０に接近していることが認識されれ
ばよいので、必ずしも無線である必要はなく有線によるものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の実施形態におけるコンテンツ提示システムの概観構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態におけるコンテンツ配信サーバのハードウェア構成を示す図で
ある。
【図３】本発明の実施形態におけるコンテンツキャッシュ装置（出力装置）のハードウェ
ア構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態における移動通信端末（携帯端末）のハードウェア構成を示す
図である。
【図５】本発明の実施形態におけるコンテンツの例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態におけるコンテンツ提示システムの各構成要素の機能構成を示
す図である。
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【図７】本発明の実施形態における配信コンテンツ管理データベースを示す図である。
【図８】本発明の実施形態における位置管理データベースを示す図である。
【図９】本発明の実施形態におけるコンテンツキャッシュ装置管理データベースを示す図
である。
【図１０】本発明の実施形態において、予め設定されて移動通信端末からコンテンツキャ
ッシュ装置に出力用情報として送信されるコンテンツに関する情報を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態におけるコンテンツ提示システムで、コンテンツの配信時に
実行される処理を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の実施形態におけるコンテンツ提示システムで、コンテンツの出力（提
示）時に実行される処理を示すシーケンス図である。
【図１３】本発明の実施形態におけるコンテンツ提示システムで、コンテンツの出力（提
示）時に実行される処理を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１…コンテンツ提示システム、２…コンテンツ配信システム、１０…コンテンツ配信サ
ーバ、１１…コンテンツ格納部、１２…コンテンツ配信部、２０…ＨＬＲ、２１…位置登
録部、２２…出力装置特定部、３０…コンテンツキャッシュ装置、３１…コンテンツ受信
部、３２…コンテンツ保持部、３３…近距離通信部、３４…出力用情報受信部、３５…コ
ンテンツ出力部、３６…出力済情報送信部、４０…移動通信端末、４１…移動通信部、４
２…近距離通信部、４３…出力済情報受信部、４４…出力済情報保持部、４５…出力用情
報送信部、５０…ユーザ、１０１…ＣＰＵ、１０２…ＲＡＭ、１０３…ＲＯＭ、１０４…
通信モジュール、１０５…補助記憶装置、３０１…ＣＰＵ、３０２…ＲＡＭ、３０３…Ｒ
ＯＭ、３０４…通信モジュール、３０５…補助記憶装置、３０６…表示部、３０７…近距
離無線通信部、４０１…ＣＰＵ、４０２…ＲＡＭ、４０３…ＲＯＭ、４０４…操作部、４
０５…無線通信部、４０６…ディスプレイ、４０７…アンテナ、４０８…近距離無線通信
部。
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