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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信端末からコンテンツ受信端末へのコンテンツ配信を制御するコンテンツ
配信制御サーバを備え、コンテンツ配信端末およびコンテンツ受信端末のうち少なくとも
コンテンツ受信端末が無線端末であって、その現在位置に応じた無線基地局に収容される
コンテンツ配信ネットワークにおいて、
　前記コンテンツ配信制御サーバが、
　コンテンツ配信端末が配信可能なコンテンツのメタ情報および通信可能時間帯を含むコ
ンテキスト情報を取得する手段と、
　コンテンツ受信端末が配信要求するコンテンツのメタ情報および現在位置を特定できる
位置情報を含むコンテキスト情報を取得する手段と、
　前記取得したコンテキスト情報を記憶する手段と、
　コンテンツ受信端末からのコンテンツ配信要求に応答してコンテキスト情報を照合し、
要求されたコンテンツを配信できるコンテンツ配信端末を選択する手段と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できれば、当該コ
ンテンツ配信要求をコンテンツ配信端末へ転送する手段と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できなければ、前
記コンテンツ受信端末への配信スケジュールを設定する手段と、
　前記配信スケジュールを前記コンテンツ受信端末へ通知する手段とを具備し、
　前記配信スケジュールを設定する手段が、
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　コンテンツ受信端末の位置情報に基づいて、当該コンテンツ受信端末と同一の無線エリ
アで同一コンテンツの配信スケジュールが既登録であるか否かを判定する手段と、
　前記配信スケジュールが未登録であれば新規に配信スケジュールを設定する手段と、
　前記配信スケジュールが既登録であれば、当該配信スケジュールをコンテンツ受信端末
へ設定する手段とを具備し、
　前記コンテンツ配信要求を転送する手段は、コンテンツ受信端末に対して既登録の配信
スケジュールが設定されると、前記コンテンツ配信要求を同報配信要求と共に転送し、
　前記コンテンツ配信端末は、コンテンツ配信要求と共に同報配信要求が転送されると、
要求されたコンテンツを同報配信要求と共に配信し、
　前記各コンテンツ受信端末を収容する無線基地局は、同報配信要求されたコンテンツを
同報配信することを特徴とするコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項２】
　前記無線基地局は、同報配信を要求されたコンテンツを同報配信チャネルで配信するこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項３】
　前記配信スケジュールを設定する手段は、同一の無線エリアで同一コンテンツについて
複数の配信スケジュールが既登録であると、最も早い配信スケジュールを前記コンテンツ
受信端末に対して設定することを特徴とする請求項１または２に記載のコンテンツ配信ネ
ットワーク。
【請求項４】
　前記配信スケジュールを設定する手段は、同一の無線エリアで同一コンテンツの配信ス
ケジュールが未登録であると、当該同一の無線エリアにおいて配信スケジュールの少ない
時間帯に配信スケジュールを優先的に設定することを特徴とする請求項１ないし３のいず
れかに記載のコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項５】
　前記配信スケジュールを設定する手段は、同一の無線エリアで同一コンテンツの配信ス
ケジュールが未登録であると、当該同一の無線エリアにおいて配信スケジュールの少ない
時間帯が複数存在する時は、より早い時間帯に配信スケジュールを優先的に設定すること
を特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項６】
　コンテンツ配信端末からコンテンツ受信端末へのコンテンツ配信を制御するコンテンツ
配信制御サーバを備え、コンテンツ配信端末およびコンテンツ受信端末のうち少なくとも
コンテンツ受信端末が無線端末であって、その現在位置に応じた無線基地局に収容される
コンテンツ配信方法において、
　前記コンテンツ配信制御サーバが、
　コンテンツ配信端末が配信可能なコンテンツのメタ情報および通信可能時間帯を含むコ
ンテキスト情報を取得する手順と、
　コンテンツ受信端末が配信要求するコンテンツのメタ情報および現在位置を特定できる
位置情報を含むコンテキスト情報を取得する手順と、
　前記取得したコンテキスト情報を記憶する手順と、
　コンテンツ受信端末からのコンテンツ配信要求に応答してコンテキスト情報を照合し、
要求されたコンテンツを配信できるコンテンツ配信端末を選択する手順と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できれば、当該コ
ンテンツ配信要求をコンテンツ配信端末へ転送する手順と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できなければ、前
記コンテンツ受信端末への配信スケジュールを設定する手順と、
　前記配信スケジュールを前記コンテンツ受信端末へ通知する手順とを具備し、
　前記配信スケジュールを設定する手順が、
　コンテンツ受信端末の位置情報に基づいて、当該コンテンツ受信端末と同一の無線エリ
アで同一コンテンツの配信スケジュールが既登録であるか否かを判定する手順と、
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　前記配信スケジュールが未登録であれば新規に配信スケジュールを設定する手順と、
　前記配信スケジュールが既登録であれば、当該配信スケジュールをコンテンツ受信端末
へ設定する手順とを具備し、
　前記コンテンツ配信要求を転送する手順では、コンテンツ受信端末に対して既登録の配
信スケジュールが設定されると、前記コンテンツ配信要求が同報配信要求と共に転送され
、
　前記コンテンツ配信端末は、コンテンツ配信要求と共に同報配信要求が転送されると、
要求されたコンテンツを同報配信要求と共に配信し、
　前記各コンテンツ受信端末を収容する無線基地局は、同報配信要求されたコンテンツを
同報配信することを特徴とするコンテンツ配信方法。
【請求項７】
　コンテンツ配信端末からコンテンツ受信端末へのコンテンツ配信を制御するコンテンツ
配信制御サーバにおいて、
　コンテンツ配信端末およびコンテンツ受信端末のうち少なくともコンテンツ受信端末が
無線端末であり、
　コンテンツ配信端末が配信可能なコンテンツのメタ情報および通信可能時間帯を含むコ
ンテキスト情報を取得する手段と、
　コンテンツ受信端末が配信要求するコンテンツのメタ情報および現在位置を特定できる
位置情報を含むコンテキスト情報を取得する手段と、
　前記取得したコンテキスト情報を記憶する手段と、
　コンテンツ受信端末からのコンテンツ配信要求に応答してコンテキスト情報を照合し、
要求されたコンテンツを配信できるコンテンツ配信端末を選択する手段と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できれば、当該コ
ンテンツ配信要求をコンテンツ配信端末へ転送する手段と、
　前記選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できなければ、前
記コンテンツ受信端末への配信スケジュールを設定する手段と、
　前記配信スケジュールを前記コンテンツ受信端末へ通知する手段とを具備し、
　前記配信スケジュールを設定する手段が、
　コンテンツ受信端末の位置情報に基づいて、当該コンテンツ受信端末と同一の無線エリ
アで同一コンテンツの配信スケジュールが既登録であるか否かを判定する手段と、
　前記配信スケジュールが未登録であれば新規に配信スケジュールを設定する手段と、
　前記配信スケジュールが既登録であれば、当該配信スケジュールをコンテンツ受信端末
へ設定する手段とを具備し、
　前記コンテンツ配信要求を転送する手段は、コンテンツ受信端末に対して既登録の配信
スケジュールが設定されると、前記コンテンツ配信要求を同報配信要求と共に転送するこ
とを特徴とするコンテンツ配信制御サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末間でコンテンツを送受信するコンテンツ配信方法およびネットワー
クならびにコンテンツ配信制御サーバに係り、特に、コンテンツのメタデータおよび各無
線端末のコンテキスト情報を配信制御サーバで一元管理し、コンテンツ受信端末の位置に
基づいて効率の良いコンテンツ配信を可能にするコンテンツ配信方法およびネットワーク
ならびにコンテンツ配信制御サーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンテンツの配信装置では、特許文献１，２に開示されているように、コンテンツ受信
者が予め自身のコンテキスト情報をネットワーク上に広報すると、コンテンツ配信者はコ
ンテンツ受信者のコンテキスト情報を参照してコンテンツの配信先として望ましいコンテ
ンツ受信者を選択し、ピアツーピアによりコンテンツを配信する。
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【０００３】
　コンテキスト情報とは、コンテンツ受信者が配信を希望するコンテンツを絞り込んだり
、コンテンツ配信者がコンテンツの配信先を絞り込んだりするために使用される検索パラ
メータの１つであり、コンテキスト項目およびそのコンテキスト値を含む。
【０００４】
　コンテキスト項目とは、例えばコンテンツ受信者が希望するコンテンツのメタデータ、
受信ノードの設置場所、コンテンツの受信希望時間、使用する通信手段、性別、年齢、趣
味嗜好、職種、家族情報等であり、コンテキスト値とは、コンテキスト項目の具体的な値
である。
【０００５】
　特許文献３，４には、無線端末へのコンテンツ配信において、同一コンテンツの配信を
要求する複数のコンテンツ受信端末が同一の無線エリア内に存在する時には、無線エリア
内でコンテンツを同報的に配信する技術が開示されている。
【０００６】
　特許文献５には、無線端末間のコンテンツ配信において、コンテンツ配信要求のタイミ
ングで、これに即応してコンテンツを配信できるコンテンツ配信端末が存在しなければ、
コンテンツ配信端末の配信可能時間帯およびコンテンツ受信端末の受信可能時間帯に基づ
いて、当該コンテンツ配信要求のタイミング以降でコンテンツを配信できる配信時間帯を
決定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１２５８２３号公報
【特許文献２】特開２００２－３４４５２９号公報
【特許文献３】特許第３８１０９９１号公報
【特許文献４】特許第４１２７７５４号公報
【特許文献５】特願２００９－１５８７８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の先行技術には、以下のような技術課題があった。
【０００９】
　(1)コンテンツ受信端末からコンテンツ配信要求があった時点で、これに即応してコン
テンツを配信できるコンテンツ配信端末が存在する場合でも、コンテンツ受信端末と同一
無線エリア内に同一のコンテンツ配信を要求する他のコンテンツ受信端末が現れるまでコ
ンテンツ配信が行われないので、コンテンツの配信に遅れが生じてしまう。
【００１０】
　(2)同じ無線エリア内への異なるコンテンツ配信が同一時間帯に集中すると、無線リソ
ースの使用に輻輳が生じてしまい、コンテンツを配信できない確率が高くなる可能性があ
った。
【００１１】
　(3)同じ無線エリア内で、同一コンテンツの配信が複数回行われる可能性があり、無線
リソースを有効に利用できない場合があった。
【００１２】
　本発明の目的は、上記した従来技術の課題を解決し、無線リソースを有効利用してコン
テンツを効率よく配信できるコンテンツ配信方法およびネットワークならびにコンテンツ
配信制御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】
【００１３】
　上記の目的を達成するために、本発明は、コンテンツ配信端末からコンテンツ受信端末
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へのコンテンツ配信を制御するコンテンツ配信制御サーバを備え、コンテンツ配信端末お
よびコンテンツ受信端末のうち少なくともコンテンツ受信端末が無線端末であって、その
現在位置に応じた無線基地局に収容されるコンテンツ配信ネットワークにおいて、コンテ
ンツ配信制御サーバが以下のような手段を具備した点に特徴がある。
【００１４】
　(1)コンテンツ配信端末が配信可能なコンテンツのメタ情報および配信可能時間帯を含
むコンテキスト情報を取得する手段と、コンテンツ受信端末が配信要求するコンテンツの
メタ情報および現在位置を特定できる位置情報を含むコンテキスト情報を取得する手段と
、取得したコンテキスト情報を記憶する手段と、コンテンツ受信端末からのコンテンツ配
信要求に応答してコンテキスト情報を照合し、要求されたコンテンツを配信できるコンテ
ンツ配信端末を選択する手段と、選択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要
求に即応できれば、当該コンテンツ配信要求をコンテンツ配信端末へ転送する手段と、選
択されたコンテンツ配信端末が前記コンテンツ配信要求に即応できなければ、前記コンテ
ンツ受信端末への配信スケジュールを設定する手段と、配信スケジュールを前記コンテン
ツ受信端末へ通知する手段とを具備し、配信スケジュールを設定する手段が、コンテンツ
受信端末の位置情報に基づいて、当該コンテンツ受信端末と同一の無線エリアで同一コン
テンツの配信スケジュールが既登録であるか否かを判定する手段と、配信スケジュールが
未登録であれば新規に配信スケジュールを設定する手段と、配信スケジュールが既登録で
あれば、当該配信スケジュールをコンテンツ受信端末へ設定する手段とを具備し、コンテ
ンツ配信要求を転送する手段は、コンテンツ受信端末に対して既登録の配信スケジュール
が設定されると、前記コンテンツ配信要求を同報配信要求と共に転送する。
【００１５】
　(2)コンテンツ配信端末は、コンテンツ配信要求と共に同報配信要求が転送されると、
要求されたコンテンツを同報配信要求と共に配信する。
【００１６】
　(3)各コンテンツ受信端末を収容する無線基地局は、同報配信要求されたコンテンツを
同報配信する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、以下のような効果が達成される。
【００１８】
　(1)コンテンツ配信制御サーバは、コンテンツ受信端末からコンテンツ配信要求を受信
し、要求されたコンテンツの配信スケジュールを設定する際、このコンテンツ受信端末と
同一の無線エリアにおいて同一コンテンツの配信スケジュールが既に設定・登録されてい
ると、当該既登録の配信スケジュールを前記コンテンツ受信端末へ通知し、要求されたコ
ンテンツが同報配信されるようにしたので、一回のコンテンツ配信で複数のコンテンツ受
信端末へコンテンツを配信できるようになる。
【００１９】
　(2)コンテンツ配信制御サーバは、コンテンツ受信端末からコンテンツ配信要求を受信
し、要求されたコンテンツの配信スケジュールを設定する際、このコンテンツ受信端末と
同一の無線エリアにおいて同一コンテンツの配信スケジュールが複数設定・登録されてい
ると、最も早い時間帯の配信スケジュールをコンテンツ受信端末に対して設定するので、
コンテンツ受信端末の待ち時間を最短化できる。
【００２０】
　(3)コンテンツ配信制御サーバは、コンテンツ受信端末からコンテンツ配信要求を受信
し、要求されたコンテンツの配信スケジュールを設定する際、このコンテンツ受信端末と
同一の無線エリアにおいて同一コンテンツの配信スケジュールが未登録であると、当該同
一の無線エリアにおいて他のコンテンツに関する配信スケジュールが少ない時間帯に配信
スケジュールを優先的に設定するので、当該同一の無線エリアにおける無線リソースの利
用の集中を分散できるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明が適用されるコンテンツ配信ネットワークの構成を示した図である。
【図２】コンテンツ配信制御サーバの主要部の構成を示した機能ブロックである。
【図３】コンテンツ配信の手順を示したシーケンスフローである。
【図４】コンテンツ配信制御サーバの動作を示したフローチャートである。
【図５】コンテンツ配信制御サーバにおけるスケジュール処理の手順を示したフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は、本発明が
適用されるコンテンツ配信ネットワークの主要部の構成を示した図であり、コンテンツ受
信端末１およびコンテンツ配信端末２を含む複数の無線端末と、各無線端末１，２を収容
する無線基地局３と、コンテンツ受信端末１から受信したコンテキスト情報およびコンテ
ンツ配信端末２から受信したコンテキスト情報を一元管理し、コンテンツ受信端末１から
受信したコンテンツ配信要求に応答してコンテキスト条件が一致または類似する唯一のコ
ンテンツ配信端末２を選択し、前記コンテンツ配信要求を転送するコンテンツ配信制御サ
ーバ４とが収容されている。
【００２３】
　図２は、前記コンテンツ配信制御サーバ４の主要部の構成を示した機能ブロックである
。コンテキスト情報取得部３１は、コンテンツ配信端末２が配信可能なコンテンツのメタ
情報およびコンテンツ配信可能時間帯（通信可能時間帯）を含むコンテキスト情報を取得
する第１取得部３１ａ、ならびにコンテンツ受信端末１が配信を要求するコンテンツのメ
タ情報および現在位置を特定できる位置情報を含むコンテキスト情報を取得する第２取得
部３１ｂを含む。取得された各コンテキスト情報は、コンテキスト情報記憶部３２におい
て、それぞれコンテキスト第１記憶部３２ａおよびコンテキスト第２記憶部３２ｂに記憶
される。
【００２４】
　配信要求受信部３３は、コンテンツ受信端末１からコンテンツ配信要求を受信して配信
端末選択部３４へ通知する。配信端末選択部３４は、前記コンテンツ配信要求に応答して
コンテンツ受信端末１のコンテキスト情報と各コンテンツ配信端末２のコンテキスト情報
とを照合し、要求されたコンテンツを配信できる唯一のコンテンツ配信端末２を選択する
。配信要求転送部３５は、前記コンテンツを配信できる唯一のコンテンツ配信端末２へ前
記配信要求を転送してコンテンツ配信を依頼する。
【００２５】
　スケジューリング部３６は、コンテンツ受信端末１からの配信要求に即応できるコンテ
ンツ配信端末２が存在しないときに、前記コンテンツ受信端末１へのコンテンツ配信の時
間帯をスケジューリングする。本実施形態では、スケジューリング部３６がコンテンツ受
信端末１の位置情報に基づいて当該コンテンツ受信端末１と同一の無線エリアにおいて同
一コンテンツの配信が他のコンテンツ受信端末に対してスケジューリングされているか否
かを識別し、スケジューリングされていれば、その配信時間帯を前記コンテンツ受信端末
１に対しても同様にスケジューリングする。このとき、同一のコンテンツ配信に関して時
間帯の異なる複数のスケジュールが存在すれば、最も早い配信時間帯が選択される。
【００２６】
　これに対して、同一のコンテンツ配信が他のコンテンツ受信端末に対してスケジューリ
ングされていなければ、コンテンツの内容とは無関係に、当該コンテンツ受信端末１と同
一の無線エリアにおいて既にスケジューリングされている配信数が少ない時間帯の中で最
も早い時間帯が前記コンテンツ受信端末１への配信時間帯として新規にスケジューリング
され、スケジュール管理部３６ａへ登録される。前記スケジューリングされた配信時間帯
は、スケジュール通知部３７によりコンテンツ受信端末１へ通知される。
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【００２７】
　次いで、図３のシーケンスフローおよび図４，５のフローチャートを参照して、本実施
形態におけるコンテンツ配信の手順を具体的に説明する。ここでは、３つのコンテンツ受
信端末１ａ，１ｂ，１ｃが同一の無線基地局BSに収容されており、コンテンツ配信端末２
ａはコンテンツAを保持し、コンテンツ配信端末２ｂはコンテンツBを保持しているものと
して説明する。
【００２８】
　図３の時刻t1では、コンテンツ配信端末２ａ，２ｂからコンテキスト情報の記述された
コンテキスト登録要求がコンテンツ配信制御サーバ４へ送信される。時刻t2では、コンテ
ンツ受信端末１ａ，１ｂ，１ｃからコンテキスト情報の記述されたコンテキスト登録要求
がコンテンツ配信制御サーバ４へ送信される。
【００２９】
　本実施形態では、コンテンツ受信端末１ａ，１ｂ，１ｃから送信される各コンテキスト
登録要求のそれぞれに、コンテンツ受信端末１ａ，１ｂ，１ｃの現在位置を特定できる位
置情報が記述されている。この位置情報は、各コンテンツ受信端末１ａ，１ｂ，１ｃが内
蔵のGPS機能を利用して自身の現在位置を測位して得られた緯度経度の情報であっても良
いし、コンテキスト登録要求を中継した無線基地局BSにより付与される当該基地局BSに固
有の識別情報であっても良い。コンテンツ配信制御サーバ４では、これらのコンテキスト
情報がコンテキスト情報記憶部３２に記憶される。
【００３０】
　時刻t3において、コンテンツ受信端末１ａがコンテンツ配信制御サーバ４へコンテンツ
Aの配信要求(A)を送信し、コンテンツ配信制御サーバ４において、このコンテンツ配信要
求(A)が図４のステップＳ１で受信されると、ステップＳ２では、前記配信端末選択部３
４によりコンテンツの配信端末が選択される。本実施形態では、コンテンツ配信端末２ａ
がコンテンツAを保持しているので、当該コンテンツ配信端末２ａが配信端末として選択
される。
【００３１】
　ステップＳ３では、当該時点でコンテンツ配信端末２ａが通信可能時間帯であって今回
の配信要求に即応できるか否かが判定される。即応可能であればステップＳ４へ進み、時
刻t4において配信要求転送部３５からコンテンツ配信端末２ａへ前記配信要求(A)が転送
される。時刻t5では、コンテンツ配信端末２ａからコンテンツ受信端末１へコンテンツA
が配信される。このコンテンツAは、基地局BSで中継されてコンテンツ受信端末１ａによ
り受信される。
【００３２】
　また、時刻t6においてコンテンツ受信端末１ｂがコンテンツ配信制御サーバ４へコンテ
ンツBの配信要求(B)を送信し、コンテンツ配信制御サーバ４において、このコンテンツ配
信要求(B)が図４のステップＳ１で受信されると、ステップＳ２では、前記配信端末選択
部３４により、コンテンツBを保持しているコンテンツ配信端末２ｂが配信端末として選
択される。このとき、コンテンツ配信端末２ｂが通信可能時間帯でなければ、ステップＳ
３において即応不能と判定されてＳ５へ進む。ステップＳ５では、コンテンツ受信端末１
ｂへのコンテンツBの配信時間帯が前記スケジューリング部３６によりスケジューリング
される。
【００３３】
　図５は、前記スケジューリング処理の手順を示したフローチャートであり、ステップＳ
２１では、同一コンテンツ（ここでは、コンテンツB）の配信スケジュールがスケジュー
ル管理部３６ａに既登録であるか否かが判定される。ここでは、未登録と判定されるので
ステップＳ２４へ進む。
【００３４】
　ステップＳ２４では、スケジュール管理部３６ａに既登録のスケジュールが参照され、
コンテンツ配信端末２ｂの配信可能時間帯であって、かつコンテンツ受信端末１ｂと同一
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の無線エリアにおいて他のコンテンツに関してスケジューリングされている配信数の少な
い時間帯が、コンテンツ受信端末１ｂへのコンテンツBの配信時間帯（ここでは、時刻t10
）としてスケジューリングされる。なお、このような時間帯が複数ある場合には、その中
で最も早い時間帯が選択される。ステップＳ２５では、前記スケジュールがスケジュール
管理部３６ａに追加登録される。ステップＳ２３では、時刻t7において前記スケジュール
がコンテンツ受信端末１ｂへ通知される。このとき、配信スケジュールが新規登録された
旨の情報が同時に通知される。
【００３５】
　さらに、時刻t8においてコンテンツ受信端末１ｃがコンテンツ配信制御サーバ４へコン
テンツBの配信要求(B)を送信し、コンテンツ配信制御サーバ４において、このコンテンツ
配信要求(B)が図４のステップＳ１で受信されると、ステップＳ２では、前記配信端末選
択部３４により、コンテンツBを保持しているコンテンツ配信端末２ｂが配信端末として
選択される。このとき、コンテンツ配信端末２ｂが依然として通信可能時間帯でなければ
、ステップＳ３において即応不能と判定されてステップＳ５へ進む。ステップＳ５では、
コンテンツ受信端末１ｃへのコンテンツBの配信時間帯がスケジューリングされる。
【００３６】
　図５において、ステップＳ２１では、同一コンテンツ（ここでは、コンテンツB）の配
信スケジュールがスケジュール管理部３６ａに既登録であるか否かが判定される。ここで
は既登録登と判定されるのでステップＳ２２へ進む。ステップＳ２２では、スケジュール
管理部３６ａに既登録のスケジュールが参照され、コンテンツ受信端末１ｃと同一の無線
エリア内でコンテンツBに関してスケジューリングされている配信時間帯の中で最も早い
時間帯が、コンテンツ受信端末１ｃへのコンテンツBの配信時間帯としてスケジューリン
グされる。
【００３７】
　ここでは、前記コンテンツ配信端末２ｂに対してスケジューリングされた配信時間帯と
同一の配信時間帯（ここでは、時刻t10）がコンテンツ受信端末１ｃに対してもスケジュ
ーリングされる。ステップＳ２３では、時刻t9において前記スケジュールがコンテンツ受
信端末１ｃへ通知される。ただし、このスケジュールは新規登録されたものではないので
、前記配信スケジュールが新規登録された旨の情報は通知されない。この配信スケジュー
ルを受信したコンテンツ受信端末１ｃは時刻t10までは待機し、時刻t10で同報配信の受信
に備える。
【００３８】
　その後、前記スケジューリングされた時刻t10では、前記スケジュールが新規登録され
た旨の通知をコンテンツ配信制御サーバ４から予め受信していたコンテンツ受信端末１ｂ
からコンテンツ配信要求が再送される。当該コンテンツ受信端末１ｂは、配信要求後から
同報配信の受信に備える。
【００３９】
　コンテンツ配信制御サーバ４では、この配信要求が図４のステップＳ１で受信されると
、ステップＳ２では、前記配信端末選択部３４においてコンテンツの配信端末が選択され
る。ここでは、コンテンツ配信端末２ｂが選択される。ステップＳ３では、コンテンツ配
信端末２ｂが通信可能時間帯であって今回の配信要求に即応できると判定されるのでステ
ップＳ４へ進み、時刻t11においてコンテンツ配信端末２ｂへ前記配信要求(B)が転送され
る。また、今回の配信要求は再送であって、その配信スケジュールがスケジューリング部
３６のスケジュール管理部３６ａに既登録であり、かつ配信先がコンテンツ配信端末２ｂ
，２ｃの複数なので、前記配信要求(B)と共に同報配信要求も転送される。
【００４０】
　コンテンツ配信端末２ｂは、この配信要求(B)および同報配信要求に応答して、コンテ
ンツBを同報配信要求と共に、コンテンツ受信端末１ｂ，１ｃを収容する無線基地局BSへ
時刻t12において配信する。無線基地局BSは、コンテンツ配信端末２ｂからコンテンツBを
同報配信要求と共に受信すると、当該コンテンツを同報通信チャネルで無線エリア内へ配
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このとき、コンテンツ受信端末１ｂ，１ｃは同報通信チャネルでのコンテンツ受信に備え
ているので、コンテンツBが同報通信チャネルで配信されると、これを受信することがで
きる。
【符号の説明】
【００４１】
　１…コンテンツ受信端末，２…コンテンツ配信端末，３…無線基地局，４…コンテンツ
配信制御サーバ，３１…コンテキスト情報取得部，３２…コンテキスト情報記憶部，３３
…配信要求受信部，３４…配信端末選択部，３５…配信要求転送部，３６…スケジューリ
ング部，３７…スケジュール通知部

【図１】

【図２】

【図３】



(10) JP 5294330 B2 2013.9.18

【図４】
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