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(57)【要約】
【課題】端末装置２０からの接続処理は基地局装置１０
の提供するサービスに変更がないと無駄となってしまう
。
【解決手段】コンテンツ送信部１２は、コンテンツを配
信する。更新情報管理部１４は、コンテンツ送信部１２
により配信されるコンテンツの更新に関する更新情報を
管理する。識別子生成部１６は、更新情報管理部１４に
より管理される更新情報を含む通知用識別子を生成する
。ビーコン送信部１７は、識別子生成部１６により生成
される通知用識別子をビーコンとして送信する。上記更
新情報には、コンテンツの更新時刻またはコンテンツの
更新までの時間が含まれる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを配信するコンテンツ送信部と、
　前記コンテンツ送信部により配信されるコンテンツの更新に関する更新情報を管理する
更新情報管理部と、
　前記更新情報管理部により管理される更新情報を含む通知用識別子を生成する識別子生
成部と、
　前記識別子生成部により生成される通知用識別子をビーコンとして送信するビーコン送
信部と、を備え、
　前記更新情報には、前記コンテンツの更新時刻または前記コンテンツの更新までの時間
が含まれることを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記コンテンツ送信部は、複数のコンテンツ配信を並行して行い、
　前記更新情報管理部は、各コンテンツ配信を識別するための識別情報と、対応する更新
情報を関連付けて管理し、
　前記識別子生成部は、複数の識別情報とそれらに対応する更新情報を関連付けて、前記
通知用識別子を生成することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記コンテンツを受信可能な端末装置からの接続要求に応じて、当該端末装置との接続
処理を行う接続処理部をさらに備え、
　前記接続処理部は、前記識別子生成部により生成された通知用識別子を用いた接続要求
を拒否し、当該通知用識別子とは別のあらかじめ設定された接続用識別子を用いた接続要
求を許可することを特徴とする請求項１または２に記載の基地局装置。
【請求項４】
　基地局装置から配信されるコンテンツを受信するコンテンツ受信部と、
　前記基地局装置から送信されるビーコンを受信するビーコン受信部と、
　前記ビーコン受信部により受信された通知用識別子から、前記コンテンツの更新に関す
る更新情報を取得する更新情報処理部と、
　前記更新情報処理部により設定される時刻または時間を管理するタイマー管理部と、
　前記更新情報処理部により取得された更新情報に基づいて、前記基地局装置に接続要求
するか否かを判定する接続処理部と、を備え、
　前記更新情報処理部は、前記更新情報に含まれる、前記コンテンツの更新時刻または前
記コンテンツの更新までの時間を前記タイマー管理部に設定し、
　前記タイマー管理部は、前記コンテンツが更新されるまでの期間、前記ビーコン受信部
を休止させることを特徴とする端末装置。
【請求項５】
　前記接続処理部は、前記ビーコン受信部により受信され前記更新情報処理部により取得
される更新情報に変化が生じた場合、前記基地局装置に接続要求することを特徴とする請
求項４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ受信部により受信されるコンテンツの部分データを記憶するコンテンツ
記憶部をさらに備え、
　前記接続処理部は、前記コンテンツ全体を再生するのに必要なすべての部分データが前
記コンテンツ記憶部に記憶されると、前記接続要求すべき場合まで前記基地局装置との接
続を休止することを特徴とする請求項４または５に記載の端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツを配信し、そのコンテンツを受信する、基地局装置および端末装
置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ(Local Area Network)を用いたコンテンツ配信が普及してきている。
無線ＬＡＮの高速化にしたがい、動画像配信サービスも実用化されている。
　無線ＬＡＮシステムにおいて、端末装置側が受信したいコンテンツが基地局装置から配
信されているか否かを端末装置が認識するには、基地局装置が提供しているサービスに関
する情報を取得する必要がある。そのためには、端末装置は基地局装置との接続をまず確
立し、その後に基地局装置に情報を要求する必要がある。つまり、基地局装置と接続しな
いと情報を取得することができない。その際、端末装置側が受信したいコンテンツを基地
局装置が配信していなければ、端末装置は基地局装置との接続を保持している必要がない
ため、切断処理を行うことになる。
【０００３】
　特許文献１は、情報配信システムを開示し、この情報配信システムは、無線ＬＡＮ端末
が情報配信を希望する情報の情報種別名と、アクセスポイントが報知するネットワーク識
別子と、情報配信サーバのホスト名が予め定められた対応関係となっている。
【特許文献１】特開２００７－５８９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したように、端末装置は基地局装置が提供しているサービスを確認するため、定期
的に基地局装置と接続し、コンテンツが更新されたか否かなど、そのサービスに関する情
報を取得する必要がある。しかしながら、この接続処理は基地局装置の提供するサービス
に変更がないと無駄となってしまう。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、無駄な接続処理を抑制
することができる基地局装置および端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様の基地局装置は、コンテンツを配信するコンテンツ送信部と、コンテ
ンツ送信部により配信されるコンテンツの更新に関する更新情報を管理する更新情報管理
部と、更新情報管理部により管理される更新情報を含む通知用識別子を生成する識別子生
成部と、識別子生成部により生成される通知用識別子をビーコンとして送信するビーコン
送信部と、を備える。更新情報には、コンテンツの更新時刻またはコンテンツの更新まで
の時間が含まれる。
【０００７】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、無駄な接続処理を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る通信システム１００を示すブロック図である。通
信システム１００は、基地局装置１０および端末装置２０を含む。基地局装置１０は、無
線ＬＡＮを構成するアクセスポイントであり、端末装置２０が受信および再生可能なコン
テンツの配信を行う。この配信はマルチキャスト配信でもユニキャスト配信でもよい。コ
ンテンツには、テキスト、静止画、動画像、音声およびメタデータなどのうち、少なくと
も一つを含めることができる。以下の説明では、基地局装置１０は、コンビニエンススト
アなどの商業店舗内に設置され、コンテンツを店内およびその近隣にマルチキャスト配信
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を行う例を想定する。たとえば、コンテンツとして広告映像やクーポンを配信する。
【００１０】
　基地局装置１０は、コンテンツの配信を行っているが、配信するコンテンツが変更され
ることがある。基地局装置１０は、接続用識別子および通知用識別子を設定し、それらを
ビーコンとして送信する。これらの識別子としてＳＳＩＤ(Service Set Identifier)を用
いることができる。接続用識別子は、基地局装置１０と端末装置２０とを接続するための
識別子である。通知用識別子は、配信するコンテンツの更新状況に関する情報（以下、更
新情報という）を含む、基地局装置１０から端末装置２０への通知用の識別子である。な
お、更新情報の詳細については後述する。
【００１１】
　端末装置２０は、基地局装置１０に接続して上記コンテンツを受信し、再生することが
できる端末である。携帯電話機、スマートフォン、ノートＰＣ、および専用端末などが該
当しうる。端末装置２０は、自身が必要とするコンテンツが配信されていない場合、基地
局装置１０との接続を切断している。端末装置２０は、基地局装置１０から送信される通
知用識別子を定期的に受信し、その通知用識別子に含まれる上記更新情報に基づいて、接
続が必要か否かを判定する。これにより、端末装置２０は無駄な接続をする必要がなくな
り、消費電力を低減することができる。なお、後述する実施の形態２では、基地局装置１
０から送信される通知用識別子を定期的に受信するのではなく、タイミングを図って受信
する。
【００１２】
　以下、基地局装置１０と端末装置２０の構成についてより具体的に説明する。
　基地局装置１０は、コンテンツ記憶部１１、コンテンツ送信部１２、配信制御部１３、
更新情報管理部１４、識別子生成部１６、ビーコン送信部１７および接続処理部１８を備
える。
　端末装置２０は、コンテンツ受信部２１、コンテンツ処理部２２、更新情報処理部２４
、ビーコン受信部２５、接続処理部２６および更新情報記憶部２７を備える。
【００１３】
　基地局装置１０および端末装置２０のそれぞれの構成は、ハードウェア的には、任意の
コンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬＳＩで実現でき、ソフトウェア的にはメモリ
にロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実
現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェア
のみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組み合わせによっていろいろな形で実現できる
ことは、当業者には理解されるところである。
【００１４】
　まず、基地局装置１０の各構成要素について説明する。
　コンテンツ記憶部１１は、基地局装置１０が配信するコンテンツを保持する。コンテン
ツ記憶部１１に保持されるコンテンツは、ネットワークを介して他の機器から取得されて
もよいし、図示しない所定の記憶媒体などから取得されてもよい。コンテンツ記憶部１１
に保持されるコンテンツは、コンテンツ送信部１２により配信される。
　コンテンツ送信部１２は、配信制御部１３からの指示に基づいて、コンテンツ記憶部１
１が保持するコンテンツを配信する。
【００１５】
　配信制御部１３は、コンテンツ送信部１２から配信するコンテンツを決定する。配信制
御部１３は、配信スケジュール情報に基づいて、配信すべきコンテンツを決定する。
　ここで、配信スケジュール情報とはコンテンツ送信部１２から配信されるコンテンツの
スケジュールを示す情報である。配信スケジュール情報には、ストリームＩＤ、アドレス
情報、配信時間およびコンテンツ情報が含まれる。ストリームＩＤはコンテンツ配信を識
別するための識別情報である。アドレス情報は、そのコンテンツを受信するために必要な
情報である。配信時間は、配信開始時刻および配信終了時刻を含む。コンテンツ情報は、
コンテンツＩＤおよびコンテンツ名を含む。
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【００１６】
　配信制御部１３は、配信スケジュール情報に示される配信開始時刻または配信終了時刻
になると、その内容にしたがいコンテンツ送信部１２に配信コンテンツの開始または終了
を指示する。それと共に、更新情報管理部１４に保持される更新情報を更新する。
【００１７】
　また、配信制御部１３は、配信スケジュール情報ではなく、変更指示情報に基づいて配
信すべきコンテンツを決定することもできる。
　ここで、変更指示情報とは、配信中のコンテンツの変更を上記操作部から指示された場
合に生成される情報である。上記変更予定情報から変更時間を除いたものである。
【００１８】
　配信制御部１３は、変更指示情報が生成されると、その内容にしたがいコンテンツ送信
部１２に配信コンテンツの変更を指示する。それと共に、更新情報管理部１４に保持され
る更新情報を更新する。
【００１９】
　更新情報管理部１４は、更新情報を管理する。更新情報はコンテンツ送信部１２により
配信されるコンテンツの変化に応じて更新される。更新情報にはバージョンが含まれても
よく、バージョンとは配信コンテンツを変更した回数であってもよく、配信コンテンツを
更新するたびに１ずつ増加し、オーバーフローすると再び１に戻るようなものであっても
よい。更新情報管理部１４により保持される更新情報は、配信制御部１３によって更新さ
れ、識別子生成部１６によって参照される。
【００２０】
　識別子生成部１６は、更新情報管理部１４により管理される更新情報を含む通知用識別
子を生成する。具体的には、更新情報管理部１４により保持される更新情報と、コンテン
ツ配信を識別するための識別情報を対応付けて、通知用識別子を生成する。生成された通
知用識別子はビーコン送信部１７へ送られ、ビーコンとして送信される。
【００２１】
　ビーコン送信部１７は、識別子生成部１６により生成される通知用識別子をビーコンと
して送信する。また、接続用識別子をビーコンとして送信してもよい。送信されるビーコ
ンは、端末装置２０により受信される。
【００２２】
　接続処理部１８は、端末装置２０からの接続要求に応じて、端末装置２０との接続処理
を行う。具体的には、接続用識別子を通知して接続要求してきた端末装置２０との接続を
確立する。接続用識別子を通知してこなかった端末装置２０からの接続要求を拒否し、そ
の端末装置２０との接続処理を行わない。すなわち、識別子生成部１６により生成された
通知用識別子を用いた接続要求を拒否し、当該通知用識別子とは別のあらかじめ設定され
た接続用識別子を用いた接続要求を許可する。
【００２３】
　なお、基地局装置１０は異なる複数のコンテンツを同時に配信することができる。すな
わち、コンテンツ送信部１２は、複数のコンテンツ配信を並行して行う。この際、更新情
報は、コンテンツ配信毎に設定される。更新情報管理部１４は、各コンテンツ配信を識別
するための識別情報と、対応する更新情報を関連付けて管理する。識別子生成部１６は、
複数の識別情報とそれらに対応する更新情報を関連付けて、通知用識別子を生成する。ビ
ーコン送信部１７は、それをビーコンとして送信する。
【００２４】
　つぎに、端末装置２０の各構成要素について説明する。
　コンテンツ受信部２１は、基地局装置１０から配信されるコンテンツを受信する。受信
されたコンテンツは、コンテンツ処理部２２に送られる。
【００２５】
　コンテンツ処理部２２は、コンテンツ受信部２１により受信されたコンテンツを再生す
る。
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　ビーコン受信部２５は、基地局装置１０から送信されるビーコンを受信する。そのビー
コンに含まれる通知用識別子を更新情報処理部２４に出力する。また、当該ビーコンに接
続用識別子が含まれている場合、接続処理部２６に出力する。なお、接続用識別子は、こ
のような過程を経て接続処理部２６に設定される例に限らず、つぎのような手法で設定さ
れてもよい。すなわち、配信されるコンテンツを再生するためのアプリケーションをダウ
ンロードする際に、設定されてもよいし、ユーザにより手入力されてもよいし、その他の
手法で設定されてもよい。
【００２６】
　更新情報処理部２４は、ビーコン受信部２５により受信された通知用識別子から更新情
報を取得する。そして、取得した更新情報と、更新情報記憶部２７が保持する更新情報と
を比較し、更新されているストリームがあるか否かを判断する。具体的には、更新情報記
憶部２７が保持している端末装置２０が受信すべきストリームの更新情報と、通知用識別
子に含まれる、当該ストリームに対応する更新情報とを比較し、一致しない場合、接続処
理部２６に基地局装置１０との接続を要求する。なお、複数のストリームが配信されてお
り、通知用識別子に、複数のストリームに対応する更新情報が通知される場合、更新情報
記憶部２７が保持している更新情報、つまり、受信し再生すべきストリームに関する更新
情報に変化があったときのみ接続処理部２６に基地局装置１０との接続を要求し、その他
のストリームに関する更新情報に変化があっても、接続を要求しない。
【００２７】
　更新情報記憶部２７は、更新情報を保持する。この更新情報は、基地局装置１０の更新
情報管理部１４が保持する更新情報と基本的に同じであるが、ここでは、端末装置２０が
受信し再生するべきストリームに関する更新情報のみが保持される。当該更新情報は、更
新情報処理部２４により参照される。
【００２８】
　接続処理部２６は、更新情報処理部２４からの要求に応じて、基地局装置１０に接続要
求を行う。なお、接続要求には、上記接続用識別子が必要である。
【００２９】
　図２は、実施の形態１に係る、接続用識別子に含まれる端末装置２０に送信される更新
情報の一例を示す図である。
　識別子生成部１６は、図２に示す三チャンネルの更新情報に基づいて、通知用ＳＳＩＤ
「Version_01:023_02:013_03:008」を生成する。先頭の"Version"は、この通知用ＳＳＩ
Ｄが更新情報に関する通知であることを示す。そのつぎの"01:023"は、チャンネルが１ｃ
ｈ、バージョンすなわち更新回数が２３回であることを示す。"02:013"は、チャンネルが
２ｃｈ、バージョンが１３版であることを示し、"03:008"は、チャンネルが３、バージョ
ンが８版であることを示す。ここで、チャンネルとは上記ストリームごとに割り当てられ
る。
【００３０】
　更新情報処理部２４は、先に受信した接続用ＳＳＩＤに含まれるバージョンと、今回受
信した接続用ＳＳＩＤに含まれるバージョンとを比較し、増加している場合、基地局装置
１０から配信されるコンテンツが更新されたと判定することができる。
【００３１】
　つぎに、実施の形態１に係る通信システム１００の動作について説明する。
　図３は、実施の形態１に係る基地局装置１０の動作を概略的に示すフローチャートであ
る。
　配信制御部１３は、コンテンツ送信部１２から配信すべきコンテンツに変更があるか否
かを判断する（Ｓ１０）。コンテンツに変更がある場合（Ｓ１０のＹ）、更新情報管理部
１４が保持している更新情報を更新する（Ｓ１１）。コンテンツに変更がない場合（Ｓ１
０のＮ）、ステップＳ１１をスキップする。
【００３２】
　識別子生成部１６は、更新情報管理部１４が保持している更新情報に基づいて、通知用
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識別子を生成する（Ｓ１２）。ビーコン送信部１７は、生成された通知用識別子をビーコ
ンとして送信する（Ｓ１３）。これらの処理は、配信が終了する（Ｓ１４のＹ）まで、ス
テップＳ１０に遷移して繰り返される。
　この他、基地局装置１０は接続用識別子の送信、コンテンツの配信、端末装置２０との
接続処理などを実行するが、ここではこれらの処理に関する説明を割愛する。
【００３３】
　図４は、実施の形態１に係る端末装置２０の動作を概略的に示すフローチャートである
。
　ビーコン受信部２５は、ビーコンに含まれる通知用識別子を受信する（Ｓ２０）。更新
情報処理部２４は、当該通知用識別子に含まれる更新情報を取得する（Ｓ２１）。
　そして、更新情報処理部２４は、当該通知用識別子に含まれる更新情報と、更新情報記
憶部２７が保持する更新情報とを比較し、受信すべきチャンネルのコンテンツが更新され
たか否かを判断する（Ｓ２２）。具体的には、両更新情報のバージョン間に違いがあるか
否かを判定する。更新されていない場合（Ｓ２２のＮ）、ステップＳ２３～Ｓ２５の処理
をスキップし、ステップＳ２６に遷移する。更新されている場合（Ｓ２２のＹ）、更新情
報記憶部２７が保持している更新情報を、受信された更新情報に更新する（Ｓ２３）。
【００３４】
　接続処理部２６は、接続用識別子を基地局装置１０に通知して、基地局装置１０との接
続を確立する（Ｓ２４）。コンテンツ受信部２１は、基地局装置１０から配信されるコン
テンツを受信する。その後、接続が切断されると（Ｓ２５のＹ）、ステップＳ２６に遷移
する。ステップＳ２６では、全ての処理を終了するか否かが判断され（Ｓ２６）、終了し
ない場合（Ｓ２６のＮ）、ステップＳ２０からの処理を繰り返す。
【００３５】
　以上説明したように実施の形態１によれば、端末装置２０が基地局装置１０との接続を
確立することなく、基地局装置１０が提供しているコンテンツが更新されているか否かを
判断することができるため、端末装置２０から基地局装置１０への無駄な接続処理を抑制
することができる。すなわち、端末装置２０は、配信コンテンツが更新されたときのみ、
基地局装置１０に接続することが可能になる。
【００３６】
　また、基地局装置１０は、端末装置２０からの通知用識別子を用いた接続要求を拒否し
、送信しない接続用識別子を用いた接続要求のみを許可することにより、本通信システム
１００に非対応の端末装置からのアクセスを制限することができる。これより、有料サー
ビスや会員サービスを容易に実現することができる。
【００３７】
　図５は、本発明の実施の形態２に係る通信システム１００を示すブロック図である。実
施の形態２に係る通信システム１００は、実施の形態１に係る通信システム１００と基本
構成および基本動作は同様である。以下、相違点について説明する。
【００３８】
　実施の形態２では、更新情報管理部１４に保持される更新情報に、更新対象となるコン
テンツの次回更新予定時刻または当該コンテンツの次回更新までの時間が含まれる。ここ
で、次回更新までの時間とは、基地局装置１０からビーコンが送信されたときの時刻（端
末装置２０がビーコンを受信する時刻と実質的に同一）と、実際に更新される時刻との間
の期間を指す。
【００３９】
　実施の形態２に係る端末装置２０の構成は、実施の形態１に係る端末装置２０の構成に
タイマー管理部２３が追加される。
　更新情報処理部２４は、取得した更新情報に含まれる、次回更新予定時刻または次回更
新までの時間をタイマー管理部２３に設定する。なお、次回更新予定時刻を使用する場合
、基地局装置１０内で使用される時刻と、端末装置２０内で使用される時刻とが、完全に
同期がとれていることが望ましい。
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【００４０】
　タイマー管理部２３は、更新情報処理部２４により設定される上記コンテンツの次回更
新予定時刻または上記コンテンツの次回更新までの時間を管理する。そして、当該コンテ
ンツが更新されるまでの期間、ビーコン受信部２５を休止させる。ここで、当該コンテン
ツが更新されるまでの期間とは、通知用識別子を含むビーコンを受信する必要のない期間
である。なお、この期間は、接続に要する時間や、通信時間のずれ、ビーコン受信部２５
が休止状態から復帰するまでの時間などを考慮し、一定の時間（たとえば、１０秒程度）
短く設定されてもよい。
【００４１】
　更新情報処理部２４は、受信すべきストリームが複数ある場合、それらストリームの次
回更新予定時刻または次回更新までの時間のうち、直近の時刻または最短の時間をタイマ
ー管理部２３に設定する。
【００４２】
　図６は、実施の形態２に係る、接続用識別子に含まれる端末装置２０に送信される更新
情報の一例を示す図である。更新情報には、各チャンネル（ストリーム）毎に、チャンネ
ル、バージョンおよび次回更新予定時刻が含まれる。
　識別子生成部１６は、図６に示す三チャンネルの更新情報に基づいて通知用識別子を生
成する。具体的には、更新情報に含まれる次回更新予定時刻と現在時刻に基づいて、次回
更新予定時刻までの時間を判断し、通知用ＳＳＩＤ「Version_01:023:15:30:00_02:013:1
5:29:20_03:008:17:30:00」を生成する。先頭の"Version"は、この通知用ＳＳＩＤが更新
情報に関する通知であることを示す。そのつぎの"01:023:15:30:00"は、チャンネルが１
ｃｈ、バージョンすなわち更新回数が２３回、および次回更新予定時刻が１５時３０分０
０秒であることを示す。"02:013:15:29:20"は、チャンネルが２ｃｈ、バージョンが１３
版、および次回更新予定時刻が１５時２９分２０秒であることを示す。"03:008:17:30:00
"は、チャンネルが３ｃｈ、バージョンが８版、および次回更新予定時刻が１７時３０分
００秒であることを示す。
【００４３】
　なお、通知用識別子に含まれる更新情報に含まれるのがコンテンツの更新予定時刻であ
る場合には、更新情報管理部１４が管理している次回更新予定時刻をそのまま用いる。
　また、更新情報管理部１４が管理している更新情報に、次回更新予定時刻ではなく、次
回更新までの時間が含まれていてもよい。その場合、更新情報は刻々と変化することにな
り、その更新・管理は更新情報管理部１４が行う。その場合、識別子生成部１６は、更新
情報管理部１４が管理している更新情報をそのまま用いて通知用識別子を生成することが
できる。
【００４４】
　更新情報処理部２４は、当該更新情報を取得した場合、次回更新までの時間が最短であ
る２ｃｈの更新に合わせて、９０秒または８０秒（９０－１０）をタイマー管理部２３に
設定する。
【００４５】
　つぎに、実施の形態２に係る通信システム１００の動作について説明する。
　図７は、実施の形態２に係る基地局装置１０の動作を概略的に示すフローチャートであ
る。
　配信制御部１３０は、配信スケジュールを確認し（Ｓ３０）、配信するコンテンツの変
更を行うストリーム（チャンネル）があるか否かを判断する（Ｓ３１）。配信するコンテ
ンツを変更するストリームがある場合（Ｓ３１のＹ）、上記配信スケジュールにしたがい
配信コンテンツを変更し（Ｓ３２）、更新情報管理部１４が保持する更新情報を更新する
（Ｓ３３）。一方、配信するコンテンツを変更するストリームがない場合（Ｓ３１のＮ）
、ステップＳ３２およびステップＳ３３の処理をスキップする。
【００４６】
　識別子生成部１６は、更新情報管理部１４が保持する更新情報を取得し（Ｓ３４）、取
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得した更新情報に基づいて通知用識別子を生成する（Ｓ３５）。この更新情報には、次回
更新予定時刻または次回更新までの時間に関する情報が含まれる。ビーコン送信部１７は
、識別子生成部１６により生成された通知用識別子をビーコンとして送信する（Ｓ３６）
。
【００４７】
　これらの処理は、配信が終了する（Ｓ３７のＹ）まで、ステップＳ３０に遷移して繰り
返される。
　この他、基地局装置１０は接続用識別子の送信、コンテンツの配信、端末装置２０との
接続処理などを実行するが、ここではこれらの処理に関する説明を割愛する。
【００４８】
　図８は、実施の形態２に係る端末装置２０の動作を概略的に示すフローチャートである
。
　ビーコン受信部２５は、ビーコンに含まれる通知用識別子を受信する（Ｓ４０）。更新
情報処理部２４は、当該通知用識別子に含まれる更新情報を取得する（Ｓ４１）。
　そして、更新情報処理部２４は、当該通知用識別子に含まれる更新情報と、更新情報記
憶部２７が保持する更新情報とを比較し、受信すべきチャンネルのコンテンツが更新され
たか否かを判断する（Ｓ４２）。具体的には、両更新情報のバージョン間に変化があるか
否かを判定する。更新されている場合（Ｓ４２のＹ）、更新情報記憶部２７が保持してい
る更新情報を、受信された更新情報に更新する（Ｓ４３）。
【００４９】
　接続処理部２６は、接続用識別子を基地局装置１０に通知して、基地局装置１０との接
続を確立する（Ｓ４４）。コンテンツ受信部２１は、基地局装置１０から配信されるコン
テンツを受信する。その後、接続が切断されると（Ｓ４５のＹ）、ステップＳ４６に遷移
する。ステップＳ４６では、全ての処理を終了するか否かが判断され（Ｓ４６）、終了し
ない場合（Ｓ４６のＮ）、ステップＳ４０からの処理を繰り返す。
【００５０】
　ステップＳ４２にて、更新されていない場合（Ｓ４２のＮ）、更新情報処理部２４は、
更新情報に含まれる、次回更新予定時刻または次回更新までの時間に基づき、ビーコン受
信部２５の休止期間をタイマー管理部２３に設定する（Ｓ４７）。ビーコン受信部２５は
当該休止時間を経過するまで（Ｓ４８のＹ）、休止する。当該休止期間が経過したら、全
ての処理を終了するか否かが判断され（Ｓ４６）、終了しない場合（Ｓ４６のＮ）、ステ
ップＳ４０からの処理を繰り返す。
【００５１】
　以上説明したように実施の形態２によれば、実施の形態１と同様の効果を奏する。それ
に加えて、通知用識別子を受信する必要のない期間、ビーコン受信部２５を休止させるこ
とにより、ビーコン受信部２５の消費電力を低減することができる。
【００５２】
　以上、本発明をいくつかの実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり
、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、また
そうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００５３】
　図９は、変形例に係る通信システム１００を示すブロック図である。
　変形例に係る通信システム１００は、実施の形態１、２に係る通信システム１００と基
本構成および基本動作は同様である。図９は、実施の形態１に係る通信システム１００を
基礎とする例を描いている。以下、変形例に係る通信システム１００で追加された点につ
いて説明する。
【００５４】
　端末装置２０は、受信したコンテンツをキャッシュする機能を持つ。
　コンテンツ記憶部２８は、コンテンツ受信部２１により受信されたコンテンツの部分デ
ータを記憶する。
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　無線ＬＡＮを介したコンテンツ配信では、伝送路中でのパケットロスなどにより、全て
のパケットを受信できない場合がある。そこで、コンテンツ処理部２２は、コンテンツ受
信部２１により受信されたコンテンツの部分データをコンテンツ記憶部２８に記憶し、次
回、同じコンテンツの異なる部分データが受信された際、その部分データと、コンテンツ
記憶部２８に保持されている部分データとを組み合わせる。これにより、より正確なコン
テンツの再生が可能となる。そして、この作業を何回か繰り返すと、コンテンツ記憶部２
８に保持されている部分データのみで、コンテンツ全体を再生することができるようにな
る。すなわち、コンテンツ全体を再生するのに必要な全ての部分データが揃うことになる
。
【００５６】
　この状態になると、コンテンツの部分データをこれ以上受信する必要がなくなるため、
接続処理部２６は、基地局装置１０との接続を切断する。その後、ビーコン受信部２５は
、定期的にまたは所定のタイミングでビーコンに含まれる通知用識別子を受信する。接続
処理部２６は、当該コンテンツ全体を再生するに必要なすべての部分データがコンテンツ
記憶部２８に記憶されると、接続要求すべき場合まで基地局装置１０との接続を休止する
。すなわち、配信コンテンツが更新され再接続が必要と更新情報処理部２４が判断するま
で、基地局装置１０との接続を休止する。これにより、無駄な接続をさらに抑制すること
ができる。
【００５７】
　上述した実施の形態１、２にて、端末装置２０は、基地局装置１０と接続中、ビーコン
を受信していないが、接続中にもビーコンを受信してもよい。これにより、現在受信して
いないストリームにおいて配信コンテンツが更新された際にも対応することが可能となる
。また、切断後、すぐに配信コンテンツが更新され接続処理が必要となる場合にも事前に
把握することができるため、無駄な切断および接続処理を省くことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信システムを示すブロック図である。
【図２】実施の形態１に係る、接続用識別子に含まれる端末装置に送信される更新情報の
一例を示す図である。
【図３】実施の形態１に係る基地局装置の動作を概略的に示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１に係る端末装置の動作を概略的に示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態２に係る通信システムを示すブロック図である。
【図６】実施の形態２に係る、接続用識別子に含まれる端末装置に送信される更新情報の
一例を示す図である。
【図７】実施の形態２に係る基地局装置の動作を概略的に示すフローチャートである。
【図８】実施の形態２に係る端末装置の動作を概略的に示すフローチャートである。
【図９】変形例に係る通信システムを示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１０　基地局装置、　１１　コンテンツ記憶部、　１２　コンテンツ送信部、　１３　
配信制御部、　１４　更新情報管理部、　１６　識別子生成部、　１７　ビーコン送信部
、　１８　接続処理部、　２０　端末装置、　２１　コンテンツ受信部、　２２　コンテ
ンツ処理部、　２３　タイマー管理部、　２４　更新情報処理部、　２５　ビーコン受信
部、　２６　接続処理部、　２７　更新情報記憶部、　２８　コンテンツ記憶部、　１０
０　通信システム。　



(11) JP 2009-159324 A 2009.7.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2009-159324 A 2009.7.16

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(13) JP 2009-159324 A 2009.7.16

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

