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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを記憶するサーバ記憶手段、ネットワークを介して移動体通信端末と
データ通信を行うサーバ通信手段、並びに、ストリーミングデータ通信用の接続を確立し
て該コンテンツデータに基づくストリーミングデータを該サーバ通信手段を用いて送信す
る処理を行うサーバ制御手段を有するストリーミングサーバと、
　該ネットワークを介して該ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信手段、及
び、該ストリーミングデータを該端末通信手段により受信して再生するための受信再生処
理を行う端末制御手段を有する移動体通信端末とを備えた移動体通信システムにおいて、
　上記移動体通信端末は、一時停止操作手段と、一時停止解除操作手段とを有し、
　上記端末制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受け付けたときには上記接続の切断
要求を該ストリーミングサーバへ送信することなく上記受信再生処理を一時停止し、一時
停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには該受信再生処理を再開し、
該一時停止操作手段の操作を受け付けてから一定時間経過するまでに該一時停止解除操作
手段の操作がなされないときには、該ストリーミングサーバに対して該接続の切断要求を
上記端末通信手段を用いて送信する処理を行い、
　上記サーバ制御手段は、該切断要求を受信したとき、該接続を切断する処理を行うこと
を特徴とする移動体通信システム。
【請求項２】
　コンテンツデータを記憶するサーバ記憶手段、ネットワークを介して移動体通信端末と
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データ通信を行うサーバ通信手段、並びに、ストリーミングデータ通信用の接続を確立し
て該コンテンツデータに基づくストリーミングデータを該サーバ通信手段を用いて送信す
る処理を行うサーバ制御手段を有するストリーミングサーバと、
　該ネットワークを介して該ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信手段、及
び、該ストリーミングデータを該端末通信手段により受信して再生するための受信再生処
理を行う端末制御手段を有する移動体通信端末とを備えた移動体通信システムにおいて、
　上記移動体通信端末は、一時停止操作手段と、一時停止解除操作手段とを有し、
　上記端末制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受け付けたときには、上記接続の切
断要求を該ストリーミングサーバへ送信することなく、受信中のストリーミングデータの
送信を停止させる一時停止要求を上記端末通信手段を用いて該ストリーミングサーバへ送
信し、一時停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには上記受信再生処
理を再開し、該一時停止要求後に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けることなく該
ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを一定時間受信しないときは
、該ストリーミングサーバに対して上記接続の切断要求を上記端末通信手段を用いて送信
する処理を行い、
　上記サーバ制御手段は、該一時停止要求を受信したときには該一時停止要求に係る送信
中のストリーミングデータの送信を停止させる処理を行い、該切断要求を受信したときに
は、該接続を切断する処理を行うことを特徴とする移動体通信システム。
【請求項３】
　請求項１の移動体通信システムに用いられる移動体通信端末であって、
　ネットワークを介して上記ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信手段と、
　該ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを該端末通信手段により
受信して再生するための受信再生処理を行う端末制御手段と、
　一時停止操作手段と、
　一時停止解除操作手段とを有し、
　上記端末制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受け付けたときには、上記接続の切
断要求を該ストリーミングサーバへ送信することなく該受信再生処理を一時停止し、一時
停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには該受信再生処理を再開し、
該一時停止操作手段の操作を受け付けてから一定時間経過するまでに該一時停止解除操作
手段の操作がなされないときには、該ストリーミングサーバに対して該接続の切断要求を
該端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とする移動体通信端末。
【請求項４】
　請求項３の移動体通信端末において、
　時間を計測するタイマー手段を有し、
　上記端末制御手段は、上記一時停止操作手段の操作を受け付けてときに該タイマー手段
の時間計測をスタートさせ、上記一時停止解除操作手段の操作を受け付けてときに該タイ
マー手段の時間計測をリセットし、該タイマー手段により計測された経過時間が上記一定
時間に達したときには、上記ストリーミングサーバに対して上記接続の切断要求を上記端
末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とする移動体通信端末。
【請求項５】
　請求項２の移動体通信システムに用いられる移動体通信端末であって、
　ネットワークを介して上記ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信手段と、
　該ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを該端末通信手段により
受信して再生するための受信再生処理を行う端末制御手段と、
　一時停止操作手段と、
　一時停止解除操作手段とを有し、
　上記端末制御手段は、上記一時停止操作手段の操作を受け付けたときには、ストリーミ
ングデータ通信用の接続の切断要求を上記ストリーミングサーバへ送信することなく、受
信中のストリーミングデータの送信を停止させる一時停止要求を上記端末通信手段を用い
て該ストリーミングサーバへ送信し、一時停止中に上記一時停止解除操作手段の操作を受
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け付けたときには上記受信再生処理を再開し、該一時停止要求後に該一時停止解除操作手
段の操作を受け付けることなく該ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデ
ータを一定時間受信しないときは、該ストリーミングサーバに対して上記接続の切断要求
を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とする移動体通信端末。
【請求項６】
　請求項５の移動体通信端末において、
　時間を計測するタイマー手段を有し、
　上記端末制御手段は、上記受信再生処理を開始した時に該タイマー手段の時間計測をス
タートさせ、上記ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを受信する
たびに該タイマー手段の時間計測をリスタートさせ、該タイマー手段により計測された経
過時間が上記一定時間に達したときには、該ストリーミングサーバに対して上記接続の切
断要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とする移動体通信端末
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信端末とストリーミングサーバとを備えた移動体通信システム、及
び、このシステムに用いられる移動体通信端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク上のサーバに記憶された映像データや音データ等のコンテンツデータを通
信端末で再生する方法には、ダウンロード再生方法とストリーミング再生方法の２つの方
法がある。前者の方法は、コンテンツデータの全てを通信端末へダウンロードしてからそ
のコンテンツデータを再生するので、全コンテンツデータのダウンロードが完了してから
でないと、そのコンテンツデータを再生することができない。そのため、コンテンツデー
タの取得開始から再生開始までに要する時間が長くなるという欠点がある。これに対し、
後者の方法は、コンテンツデータを受信しつつ、受信したデータ部分から順次再生するの
で、コンテンツデータの取得開始から再生開始までに要する時間がダウンロード再生方法
よりも短くできるという利点がある。また、ダウンロード再生方法は、全コンテンツデー
タを記憶できる大容量の記憶手段を通信端末に設ける必要があるという欠点もある。これ
に対し、ストリーミング再生方法は、一般に再生したデータ部分を順次破棄していくので
、通信端末に設ける記憶手段の容量がダウンロード再生方法に比べて小さくて済むという
利点がある。このようなストリーミング再生方法については、例えば特許文献１や特許文
献２に記載されたものが知られている。
【０００３】
　コンテンツデータを移動体通信端末で再生する場合、小型化の要請等により移動体通信
端末に大容量の記憶手段を搭載することが困難である現状では、記憶手段の容量が小さく
て済むストリーミング再生方法を採用するのが望ましい。
　図１２は、コンテンツデータを移動体通信端末である携帯電話機でストリーミング再生
する際の従来の通信手順を示すシーケンスフロー図である。コンテンツデータを再生しよ
うとする場合、携帯電話機はサーバからＳＤＰ（Session Description Protocol）データ
を取得する。そして、そのＳＤＰデータに含まれる各種設定項目を参照し、その設定に従
ってストリーミング通信用の接続（ストリーミングセッション）の確立要求をサーバへ送
信すると、この要求に応じてサーバがストリーミングセッションを確立する。その後、ユ
ーザーがコンテンツの再生操作を行うと、携帯電話機からコンテンツ再生要求がサーバへ
送信され、この要求に応じてサーバはストリーミングデータの送信を開始する。これによ
り、携帯電話機はそのストリーミングデータを受信して再生することができる。
　一方、図１２に示すように、上記ストリーミングデータの再生中に利用者が一時停止操
作を行った場合、携帯電話機からサーバに対して一時停止要求が送信される。この要求に
応じて、サーバは、ストリーミングセッションを維持したままストリーミングデータの送
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信を停止する。従来は、この一時停止後、携帯電話機からサーバに対して一定時間ごとに
生存通知が送信され、サーバは、この生存通知を定期的に受信することで、その携帯電話
機が一時停止中であることを把握する構成になっていた。そして、サーバは、その生存通
知を定期的に受信する限り、ストリーミングセッションを維持していた。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３３３５７９号公報
【特許文献２】特開２００３－２２９８４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れてしまって、そのまま
携帯電話機が放置される場合があった。この場合、携帯電話機は、上述のように生存通知
をサーバに対して送信し続けることになり、無駄にストリーミングセッションが維持され
続ける事態に陥る。ストリーミングセッション数が多すぎるとネットワーク内で輻輳が起
こるおそれがあるので、ストリーミングセッションの数に上限を設けて輻輳制御を行うの
が一般的である。このようにストリーミングセッション数の上限が設けられる関係で、上
述したように無駄なストリーミングセッションが維持され続けると、当該サーバにおいて
他の利用者が利用可能なセッション数が減ってしまう。その結果、ストリーミング再生を
行うことができなくなる利用者が発生するおそれがあるという問題も生じる。
【０００６】
　本発明は、上記問題に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、コンテンツ
の再生を一時停止したことを利用者が忘れてしまってそのまま移動体通信端末が放置され
た場合でも、無駄にストリーミングセッションが維持され続けることを抑制することがで
きる移動体通信システム及び移動体通信端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、コンテンツデータを記憶するサーバ記
憶手段、ネットワークを介して移動体通信端末とデータ通信を行うサーバ通信手段、並び
に、ストリーミングデータ通信用の接続を確立して該コンテンツデータに基づくストリー
ミングデータを該サーバ通信手段を用いて送信する処理を行うサーバ制御手段を有するス
トリーミングサーバと、該ネットワークを介して該ストリーミングサーバとデータ通信を
行う端末通信手段、及び、該ストリーミングデータを該端末通信手段により受信して再生
するための受信再生処理を行う端末制御手段を有する移動体通信端末とを備えた移動体通
信システムにおいて、上記移動体通信端末は、一時停止操作手段と、一時停止解除操作手
段とを有し、上記端末制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受け付けたときには上記
接続の切断要求を該ストリーミングサーバへ送信することなく上記受信再生処理を一時停
止し、一時停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには該受信再生処理
を再開し、該一時停止操作手段の操作を受け付けてから一定時間経過するまでに該一時停
止解除操作手段の操作がなされないときには、該ストリーミングサーバに対して該接続の
切断要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行い、上記サーバ制御手段は、該切
断要求を受信したとき、該接続を切断する処理を行うことを特徴とするものである。
　この移動体通信システムにおいては、移動体通信端末の一時停止操作手段が操作されて
から一定時間経過するまでに一時停止解除操作手段が操作されないとき、移動体通信端末
からストリーミングサーバに対してストリーミングデータ通信用の接続の切断要求が送信
され、上記接続が切断される。よって、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が
忘れてしまってそのまま移動体通信端末が放置されても、一時停止から一定時間経過後に
上記接続が切断される。したがって、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が忘
れてしまってそのまま移動体通信端末が放置された場合に、従来は上記接続が無駄に維持
され続けてしまって事態を、本移動体通信システムにより抑制することができる。
　また、移動体通信端末においては、データ通信量に応じた課金方式が採用されることが
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多い。この課金方式においては、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れて
しまってそのまま移動体通信端末が放置された場合、利用者の意図しない間に大量の生存
通知分のデータ通信料が発生してしまうという不具合が発生する。また、その大量の生存
通知によってネットワークの負荷が高まるという不具合も発生する。本移動体通信端末に
よれば、一時停止から一定時間経過後に上記接続が切断されるので、このような不具合も
軽減することができる。
【０００８】
　また、請求項２の発明は、コンテンツデータを記憶するサーバ記憶手段、ネットワーク
を介して移動体通信端末とデータ通信を行うサーバ通信手段、並びに、ストリーミングデ
ータ通信用の接続を確立して該コンテンツデータに基づくストリーミングデータを該サー
バ通信手段を用いて送信する処理を行うサーバ制御手段を有するストリーミングサーバと
、該ネットワークを介して該ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信手段、及
び、該ストリーミングデータを該端末通信手段により受信して再生するための受信再生処
理を行う端末制御手段を有する移動体通信端末とを備えた移動体通信システムにおいて、
上記移動体通信端末は、一時停止操作手段と、一時停止解除操作手段とを有し、上記端末
制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受け付けたときには、上記接続の切断要求を該
ストリーミングサーバへ送信することなく、受信中のストリーミングデータの送信を停止
させる一時停止要求を上記端末通信手段を用いて該ストリーミングサーバへ送信し、一時
停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには上記受信再生処理を再開し
、該一時停止要求後に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けることなく該ストリーミ
ングサーバから送信されるストリーミングデータを一定時間受信しないときは、該ストリ
ーミングサーバに対して上記接続の切断要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を
行い、上記サーバ制御手段は、該一時停止要求を受信したときには該一時停止要求に係る
送信中のストリーミングデータの送信を停止させる処理を行い、該切断要求を受信したと
きには、該接続を切断する処理を行うことを特徴とするものである。
　この移動体通信システムにおいては、移動体通信端末がストリーミングサーバから送信
されるストリーミングデータを一定時間受信しないとき、移動体通信端末からストリーミ
ングサーバに対してストリーミングデータ通信用の接続の切断要求が送信され、上記接続
が切断される。一時停止中は、移動体通信端末はストリーミングサーバからのストリーミ
ングデータを受信しないので、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れてし
まってそのまま移動体通信端末が放置されても、その一時停止から所定時間が経過したら
上記接続が切断されることになる。したがって、請求項１の移動体通信システムと同様に
、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れてしまってそのまま移動体通信端
末が放置された場合に、従来は上記接続が無駄に維持され続けてしまって事態を、本移動
体通信システムにより抑制することができる。また、上述した不具合も軽減することがで
きる。
【０００９】
　また、請求項３の発明は、請求項１の移動体通信システムに用いられる移動体通信端末
であって、ネットワークを介して上記ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信
手段と、該ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを該端末通信手段
により受信して再生するための受信再生処理を行う端末制御手段と、一時停止操作手段と
、一時停止解除操作手段とを有し、上記端末制御手段は、該一時停止操作手段の操作を受
け付けたときには、上記接続の切断要求を該ストリーミングサーバへ送信することなく該
受信再生処理を一時停止し、一時停止中に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けたと
きには該受信再生処理を再開し、該一時停止操作手段の操作を受け付けてから一定時間経
過するまでに該一時停止解除操作手段の操作がなされないときには、該ストリーミングサ
ーバに対して該接続の切断要求を該端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴
とするものである。
　この移動体通信端末は、請求項１の移動体通信システムに用いられることにより、コン
テンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れてしまってそのまま本移動体通信端末が
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放置されても、一時停止から一定時間経過後にストリーミングデータ通信用の接続が切断
される。したがって、上記接続が無駄に維持され続ける事態を抑制できる。また、上述し
た不具合も軽減することができる。
【００１０】
　また、請求項４の発明は、請求項３の移動体通信端末において、時間を計測するタイマ
ー手段を有し、上記端末制御手段は、上記一時停止操作手段の操作を受け付けてときに該
タイマー手段の時間計測をスタートさせ、上記一時停止解除操作手段の操作を受け付けて
ときに該タイマー手段の時間計測をリセットし、該タイマー手段により計測された経過時
間が上記一定時間に達したときには、上記ストリーミングサーバに対して上記接続の切断
要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とするものである。
　この移動体通信端末は、簡易な構成で、ストリーミングデータ通信用の接続が無駄に維
持され続ける事態を抑制でき、また上述した不具合も軽減することができる。
【００１１】
　また、請求項５の発明は、請求項２の移動体通信システムに用いられる移動体通信端末
であって、ネットワークを介して上記ストリーミングサーバとデータ通信を行う端末通信
手段と、該ストリーミングサーバから送信されるストリーミングデータを該端末通信手段
により受信して再生するための受信再生処理を行う端末制御手段と、一時停止操作手段と
、一時停止解除操作手段とを有し、上記端末制御手段は、上記一時停止操作手段の操作を
受け付けたときには、ストリーミングデータ通信用の接続の切断要求を上記ストリーミン
グサーバへ送信することなく、受信中のストリーミングデータの送信を停止させる一時停
止要求を上記端末通信手段を用いて該ストリーミングサーバへ送信し、一時停止中に上記
一時停止解除操作手段の操作を受け付けたときには上記受信再生処理を再開し、該一時停
止要求後に該一時停止解除操作手段の操作を受け付けることなく該ストリーミングサーバ
から送信されるストリーミングデータを一定時間受信しないときは、該ストリーミングサ
ーバに対して上記接続の切断要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを
特徴とするものである。
　この移動体通信端末は、請求項２の移動体通信システムに用いられることにより、コン
テンツの再生を一時停止したことを利用者が忘れてしまってそのまま本移動体通信端末が
放置されても、一時停止から一定時間経過後にストリーミングデータ通信用の接続が切断
される。したがって、上記接続が無駄に維持され続ける事態を抑制できる。また、上述し
た不具合も軽減することができる。
【００１２】
　また、請求項６の発明は、請求項５の移動体通信端末において、時間を計測するタイマ
ー手段を有し、上記端末制御手段は、上記受信再生処理を開始した時に該タイマー手段の
時間計測をスタートさせ、上記ストリーミングサーバから送信されるデータを受信するた
びに該タイマー手段の時間計測をリスタートさせ、該タイマー手段により計測された経過
時間が上記一定時間に達したときには、該ストリーミングサーバに対して上記接続の切断
要求を上記端末通信手段を用いて送信する処理を行うことを特徴とするものである。
　この移動体通信端末は、簡易な構成で、ストリーミングデータ通信用の接続が無駄に維
持され続ける事態を抑制できる。
【００１３】
　なお、上記「移動体通信端末」としては、ＰＤＣ（Personal Digital Cellular）方式
、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communication）方式、ＴＩＡ（Telecommunicatio
ns Industry Association）方式等の携帯電話機、ＩＭＴ（International Mobile Teleco
mmunications）－２０００で標準化された携帯電話機、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ（Time Divisio
n Synchronous Code Division Multiple Access）方式の一つであるＴＤ－ＳＣＤＭＡ（
ＭＣ：Multi Carrier）方式の携帯電話機、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）、自
動車電話機等の電話機が挙げられる。また、この移動体通信端末としては、表示手段を有
し、利用者に把持された状態で使用されるものであればよく、上記電話機のほか、電話機
能を有しないＰＤＡ（Personal Digital Assistance）等の移動型の移動体通信端末など
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も含まれる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上、請求項１乃至６の発明によれば、コンテンツの再生を一時停止したことを利用者
が忘れてしまってそのまま移動体通信端末が放置された場合でも、無駄にストリーミング
セッションが維持され続けることを抑制できるという優れた効果が奏される。更に、移動
体通信端末がデータ通信量に応じた課金方式を採用したものであっても、利用者の意図し
ない一時停止期間中に大量の生存通知分のデータ通信料が発生するのを抑制できるという
優れた効果が奏される。また、その大量の生存通知によるネットワーク負荷を軽減できる
という優れた効果も奏される。
　特に、請求項４及び６の発明によれば、簡易な構成で、ストリーミング再生を行うこと
ができなくなる利用者が発生するのを抑制できるという優れた効果が奏される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を移動体通信システムに適用した一実施形態について、図面を参照しなが
ら説明する。
　図２は、本実施形態に係る移動体通信端末としての携帯電話機が利用可能な移動体通信
システムの全体構成を説明するための説明図である。
　この移動体通信システムにおいて、ユーザーが使用する携帯電話機２０は、ユーザーに
よって登録されたアプリケーションプログラムを実行可能な構成を有している。本実施形
態において、このアプリケーションプログラムは、プラットフォームに依存しないオブジ
ェクト指向プログラミング等によって開発されたものである。このようなアプリケーショ
ンプログラムとしては、ＪＡＶＡ（登録商標。以下同様。）で記述されたアプリケーショ
ンプログラム、Ｃ＋＋言語で記述されたアプリケーションプログラム、ＢＲＥＷ（登録商
標。以下同様。）のアプリケーション実行環境上で動作するアプリケーションプログラム
などが挙げられる。また、アプリケーションプログラムは、Ｃ言語やアセンブリ言語等で
記述された構造化プログラムであってもよい。この携帯電話機２０は、ネットワークとし
ての携帯電話通信網１０に接続可能である。また、この携帯電話通信網１０には、コンテ
ンツデータを配信するストリーミングサーバ１１が接続されている。このストリーミング
サーバ１１は、携帯電話機２０からの要求に応じて、コンテンツデータに基づくストリー
ミングデータを携帯電話機２０に対して送信する。
【００１６】
　ストリーミングサーバ１１で配信されるコンテンツデータは、コンテンツ開発事業者等
のコンテンツ開発元から提供される。具体的には、例えば、コンテンツ開発元側のパーソ
ナルコンピュータ等から、専用回線や公衆回線を介してストリーミングサーバ１１にアッ
プロードして提供する。なお、開発したコンテンツのデータを記録した光ディスクや磁気
ディスク等の記録媒体を、コンテンツ開発元からストリーミングサーバ１１を管理・運営
する通信事業者に送り、その記録媒体内のコンテンツデータをストリーミングサーバ１１
で読み取るようにして、提供してもよい。このようにして提供されたコンテンツデータは
、携帯電話機２０から携帯電話通信網１０を介してストリーミング配信可能な状態でスト
リーミングサーバ１１に登録される。なお、「コンテンツデータ」としては、画像と音を
組合せた映画等の映像コンテンツのデータ、音楽等の音のみからなるコンテンツのデータ
、画像のみからなるコンテンツのデータなどが含まれる。
【００１７】
　図３は、上記ストリーミングサーバ１１のハードウェア構成を示す概略構成図である。
　このストリーミングサーバ１１は、システムバス１００、ＣＰＵ１０１、内部記憶装置
、外部記憶装置１０４、入力装置１０５及び出力装置１０６を備えている。上記内部記憶
装置は、ＲＡＭ１０２やＲＯＭ１０３等で構成されている。上記外部記憶装置１０４は、
ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）や光ディスクドライブ等で構成されている。上記入力
装置１０５は、マウスやキーボード等で構成されている。上記出力装置１０６は、ディス
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プレイやプリンタ等で構成されている。更に、このストリーミングサーバ１１は、携帯電
話通信網１０を介して各ユーザーの携帯電話機２０と通信するためのサーバ通信手段とし
ての携帯電話用通信装置１０７を備えている。本実施形態では、上記内部記憶装置及び上
記外部記憶装置１０４がサーバ記憶手段として機能する。
【００１８】
　上記ＣＰＵ１０１やＲＡＭ１０２等の構成要素は、システムバス１００を介して、互い
にデータやプログラムの命令等のやり取りを行う。このストリーミングサーバ１１を所定
の手順に従って動作させるための各種プログラムは、ＲＯＭ１０３や外部記憶装置１０４
に記憶されており、必要に応じてＣＰＵ１０１やＲＡＭ１０２上の作業エリアに呼び出さ
れて実行される。また、このストリーミングサーバ１１には、携帯電話機２０に対して送
信するコンテンツデータが外部記憶装置１０４に記憶されている。ストリーミングサーバ
１１は、携帯電話機２０からの要求に応じ、ＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２、携帯電話通信
網用通信装置１０７等が協働して、外部記憶装置１０４に記憶されているコンテンツデー
タを、携帯電話通信網１０を介して携帯電話機２０にストリーミングデータ送信する機能
を有している。また、外部記憶装置１０４に記憶されているコンテンツデータを紹介する
ためのＷｅｂサイトを提供するＷｅｂサーバとしての機能も有している。本実施形態では
、携帯電話機２０のユーザーは、コンテンツデータをストリーミング再生しようとする場
合、まず、Ｗｅｂサイトにアクセスして再生対象のコンテンツデータを選択し、その後、
選択したコンテンツデータに基づくストリーミングデータを受信して再生することになる
。なお、このストリーミングサーバ１１は、専用装置として構成してもいいし、汎用のコ
ンピュータシステムを用いて構成してもよい。また、１台のコンピュータで構成してもい
いし、複数の機能をそれぞれ受け持つ複数台のコンピュータをネットワークで結んで構成
してもよい。
【００１９】
　図４は、上記携帯電話機２０の外観を示す正面図であり、図５は、その携帯電話機２０
のハードウェア構成を示す概略構成図である。
　この携帯電話機２０は、クラムシェル（折り畳み）タイプの携帯電話機であり、システ
ムバス２００、ＣＰＵ２０１、ＲＡＭ２０２やＲＯＭ２０３等からなる内部制御装置、入
力装置２０４、出力装置２０５及び携帯電話用通信装置２０６を備えている。ＣＰＵ２０
１やＲＡＭ２０２等の構成要素は、システムバス２００を介して、互いに各種データや後
述のアプリケーションプログラムの命令等のやり取りを行っている。上記入力装置２０４
は、データ入力キー（テンキー、＊キー、＃キー）２１、通話開始キー２２、終話キー２
３、スクロールキー２４、多機能キー２５、マイク２６などから構成されている。上記出
力装置２０５は、表示手段としての液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）２７、通話用スピーカ２
８、図示しない外部スピーカ等から構成されている。上記携帯電話用通信装置２０６は、
携帯電話通信網１０を介して他の携帯電話機や上記ストリーミングサーバ１１と通信する
ためのものである。また、ＲＡＭ２０２内には、後述する電話機プラットフォームが管理
する第１の記憶手段としてのプラットフォーム用記憶領域と、後述するアプリケーション
実行環境上で管理される第２の記憶手段としてのアプリケーション用記憶領域とが存在す
る。本実施形態において、ＲＡＭ２０２及びＲＯＭ２０３は、端末記憶手段として機能す
る。
【００２０】
　図６は、上記携帯電話機２０の主要部を抽出して示したブロック図であり、図７は、そ
の携帯電話機２０におけるソフトウェア構造の説明図である。
　この携帯電話機２０は、電話通信部２１１及び端末通信手段としてのデータ通信部２１
２、操作手段としての操作部２１３、アプリケーションプログラム実行手段としてのアプ
リケーションプログラム実行管理部２１４、主制御部２１５、出力部２１６、タイマー手
段としてのタイマー部２１８等により構成される。
【００２１】
　上記電話通信部２１１は、他の携帯電話機や固定電話機と電話通信を行うために、携帯
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電話通信網１０の基地局と無線通信を行うものであり、上述のハードウェア構成上の携帯
電話用通信装置２０６等に対応する。
　上記データ通信部２１２は、上記電話通信部２１１と同様に、上述のハードウェア構成
上の携帯電話用通信装置２０６等に対応する。このデータ通信部２１２は、携帯電話通信
網１０を介して他の携帯電話機とメールのやり取りを行ったり、携帯電話通信網１０から
ゲートウェイサーバを介して、インターネット等の外部のネットワークに接続し、インタ
ーネット上での電子メールのやり取りやＷｅｂページの閲覧等を行ったりするためのもの
である。また、このデータ通信部２１２は、携帯電話通信網１０を介して、ストリーミン
グサーバ１１が提供するアプリケーションプログラムをダウンロードするためにも用いら
れる。
【００２２】
　上記操作部２１３は、ユーザーにより操作される上述のテンキー２１、通話開始キー２
２、終話キー２３等で構成されている。この操作部２１３の各種キーを操作することによ
り、ユーザーは、携帯電話機２０に対してＵＲＬ等のデータを入力したり、電話着信の際
に通話の開始及び終了を行ったり、アプリケーションプログラムの選択、起動及び停止を
行ったりすることができる。また、ユーザーは操作部２１３の各種キーを操作することに
より、上記ストリーミングサーバ１１が提供するＷｅｂサイトにアクセスしてコンテンツ
データに基づくストリーミングデータを受信してこれを再生することもできる。
【００２３】
　上記アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、上述のシステムバス２００、Ｃ
ＰＵ２０１やＲＡＭ２０２の一部等で構成されている。このアプリケーションプログラム
実行管理部２１４は、図７のソフトウェア構造上において中央の「アプリケーション実行
環境」に対応しており、オブジェクト指向プログラミングで開発されたアプリケーション
プログラムに利用されるクラスライブラリ、実行環境管理ライブラリ、アプリケーション
管理等のソフトウェアを提供し、アプリケーションプログラムの実行環境を管理する。こ
のアプリケーション実行環境は、実行するアプリケーションプログラムに応じて適宜選定
される。例えば、実行するアプリケーションプログラムがＪＡＶＡで記述されたものであ
る場合には、ＪＡＶＡのアプリケーション実行環境を選定する。また、実行するアプリケ
ーションプログラムがＢＲＥＷの実行環境上で動作するＣ言語で記述されたものである場
合には、ＢＲＥＷのアプリケーション実行環境を選定する。なお、実行するアプリケーシ
ョンプログラムがＪＡＶＡで記述されたものである場合には、ＢＲＥＷのアプリケーショ
ン実行環境上に更にＪＡＶＡのアプリケーション実行環境を構築することで、これを実行
することができる。
【００２４】
　ここで、アプリケーションプログラムは、クラスライブラリＡＰＩ（アプリケーション
インターフェース）を介して上記アプリケーション実行環境内にある関数等のクラスライ
ブラリを呼び出して使用できるようになっている。この関数等のクラスライブラリの呼び
出しの履歴は、アプリケーションプログラムの仮想的な実行環境（仮想マシン：ＶＭ）が
終了するまで、ＲＡＭ２０２内におけるアプリケーション用記憶領域に記憶される。また
、アプリケーション実行環境は、アプリケーションプログラムの実行に際して用いる各種
データも、そのアプリケーション用記憶領域に保存する。そして、この各種データを用い
るときには、このアプリケーション用記憶領域から読み出したり、書き込んだりする。ま
た、アプリケーション実行環境内の実行環境管理ライブラリは、電話機プラットフォーム
ＡＰＩを介して後述の電話機プラットフォーム内の電話機プラットフォームライブラリを
呼び出して使用できるようになっている。
【００２５】
　上記主制御部２１５は、電話通信部２１１、データ通信部２１２、出力部２１６、タイ
マー部２１８を制御するものであり、上述のシステムバス２００、ＣＰＵ２０１やＲＡＭ
２０２等で構成されている。この主制御部２１５は、アプリケーションプログラム実行管
理部２１４との間で制御命令や各種データのやりとりを行い、これと協働して制御を行う
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ことで、端末制御手段として機能する。主制御部２１５は、図７のソフトウェア構造上に
おいて最下部の「電話機プラットフォーム」に対応しており、上記電話通信部２１１等を
制御するための制御用プログラムやユーザインターフェースを実行したり、電話機プラッ
トフォームライブラリを提供したりする。この電話機プラットフォームは、上記アプリケ
ーション実行環境内の実行環境管理ライブラリに対してイベントを送ることにより、アプ
リケーションプログラムにおいて各種処理を実行したり、アプリケーション管理ＡＰＩを
介して上記アプリケーション実行環境内のアプリケーション管理のソフトウェアを呼び出
して使用したりできるようになっている。また、アプリケーション実行環境が電話機プラ
ットフォームＡＰＩを介して電話機プラットフォームライブラリを呼び出して使用したと
き、電話機プラットフォームは、その電話機プラットフォームライブラリに応じた処理を
実行する。例えば、電話機プラットフォームは、電話機プラットフォームライブラリを利
用したアプリケーション実行環境からの指示に基づき、ＲＡＭ２０２内における電話機プ
ラットフォームが管理するプラットフォーム用記憶領域に記憶されたデータを読み出して
、これをアプリケーション用記憶領域に移行することができる。
【００２６】
　上記出力部２１６は、上述の液晶ディスプレイ２７、通話用スピーカ２８、外部スピー
カ等からなる出力装置２０５等で構成されている。この出力部２１６は、上記データ通信
部２１２で受信したＷｅｂページ画面を液晶ディスプレイ２７に表示する。また、この出
力部２１６の液晶ディスプレイ２７は、上記電話通信部２１１やデータ通信部２１２で情
報を着信した旨をユーザーに報知するときに用いられる。具体的には、その情報を着信す
ると、主制御部２１５により、出力部２１６の液晶ディスプレイ２７に着信報知画像を表
示したり、外部スピーカから着信音を出力させたりする。更に、この出力部２１６は、ア
プリケーション実行環境で実行される後述のコンテンツ再生用アプリケーションプログラ
ムを実行中には、再生されたコンテンツデータの映像や音などの出力にも用いられる。
【００２７】
　上記タイマー部２１８は、時間を計測できる公知の構成を採用することができる。本実
施形態では、携帯電話機２０が備えるＲＴＣ（Real Time Clock）２０９が発生させる時
刻データに基づいて、タイマー用プログラムを実行するＣＰＵ２０１が時間を計測する構
成になっている。
【００２８】
　携帯電話機２０を所定の手順に従って動作させる電話機プラットフォームを構築するた
めの制御用プログラムは、ＲＡＭ２０２やＲＯＭ２０３に記憶されている。また、基本Ｏ
Ｓ（オペレーティングシステム）のプログラムや、上記アプリケーション実行環境を構築
するためのプログラム及びアプリケーションプログラムも、ＲＡＭ２０２やＲＯＭ２０３
に記憶されている。そして、これらのプログラムは、必要に応じてＣＰＵ２０１やＲＡＭ
２０２中の作業エリアに呼び出されて実行される。
【００２９】
〔動作例１〕
　次に、本移動体通信システムにおけるコンテンツデータのストリーミング再生処理の一
例（以下、本動作例を「動作例１」という。）について説明する。なお、本実施形態では
、画像（動画像）と音とを組合せた映像コンテンツをストリーミング再生する場合につい
て説明するが、他のコンテンツについても同様である。
【００３０】
　図８は、コンテンツデータを携帯電話機２０でストリーミング再生する際の本動作例１
における携帯電話機２０の処理動作の流れを示すフローチャートである。図９は、コンテ
ンツデータを携帯電話機２０でストリーミング再生する際の本動作例１における通信手順
を示すシーケンスフロー図である。
　コンテンツデータを再生しようとする場合、まず、ユーザーは、操作部２１３のキーを
操作し、ブラウザを起動する（Ｓ１）。そして、操作部２１３のキーを操作して、ストリ
ーミングサーバ１１のコンテンツ選択サイトのＵＲＬを入力し、アクセスする（Ｓ２）。
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これにより、ブラウザを実行する主制御部２１５は、そのＵＲＬによって特定されるスト
リーミングサーバ１１に対してリクエストを送信する。このリクエストを受けたストリー
ミングサーバ１１は、そのリクエストの送信元である携帯電話機２０に向けて、そのリク
エストに係るコンテンツ選択サイトの画面（コンテンツリスト画面）をレスポンスとして
送信する。その後、ユーザーは、操作部２１３のキーを操作して、ＬＣＤ２７上に表示さ
れた画面のコンテンツリストの中から自分が希望するコンテンツを選択する（Ｓ３）。こ
れを受けて、図７に示した電話機プラットフォームすなわち図６に示した主制御部２１５
に、アプリケーションプログラムの実行指示が入力される。これにより、主制御部２１５
は、コンテンツ再生用アプリケーションプログラムを読み出してこれを起動する（Ｓ４）
。アプリケーションプログラムが起動すると、図７に示したアプリケーション実行環境す
なわち図６に示したアプリケーションプログラム実行管理部２１４上で、そのアプリケー
ションプログラムが動作する。なお、このアプリケーションプログラムは、予め携帯電話
機２０のＲＯＭ２０３に記憶されたものでも、外部からダウンロードしてＲＡＭ２０２に
記憶されたものでもよい。
【００３１】
　アプリケーションプログラムが起動すると、アプリケーションプログラム実行管理部２
１４は、アプリケーションプログラムの内容に従って、選択したコンテンツに対応した端
末設定用データとしてのＳＤＰ（Session Description Protocol）データを取得する処理
を行う（Ｓ５）。具体的には、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、その選
択に係るコンテンツについて、ストリーミングサーバ１１に対し、そのコンテンツデータ
を配信するコンテンツ配信サイトへＳＤＰデータの取得要求を主制御部２１５を介して送
信する。本動作例１において、携帯電話機２０とストリーミングサーバ１１との間は、主
に、ＲＴＳＰ（Real Time Streaming Protocol）及びＲＴＰ（Real-time Transport Prot
ocol）を用いてデータ通信を行う。したがって、ここでは、ＳＤＰデータの取得要求とし
て、ＤＥＳＣＲＩＢＥコマンドを送信する。ＳＤＰデータの取得要求を受けたストリーミ
ングサーバ１１は、その応答としてＳＤＰデータを携帯電話機２０に送信する。このＳＤ
Ｐデータを受信した携帯電話機２０のアプリケーションプログラム実行管理部２１４は、
そのＳＤＰデータをＲＡＭ２０２に保存する。その後、そのＳＤＰデータに含まれる各種
設定項目を参照し、その設定に従ってストリーミングセッション（ストリーミング通信用
の接続）の確立要求（ＳＥＴＵＰコマンド）を主制御部２１５を介してストリーミングサ
ーバ１１へ送信する。この要求に応じて、ストリーミングサーバ１１は、本携帯電話機２
０との間のストリーミングセッションを確立し、ストリーミングセッションが確立した旨
の応答を携帯電話機２０へ送信する。なお、本動作例１では、コンテンツ選択サイトとコ
ンテンツ配信サイトが同じストリーミングサーバ１１によって提供されているが、別々の
サーバで提供するようにしてもよい。
【００３２】
　一方、コンテンツ再生用アプリケーションプログラムが起動すると、ＬＣＤ２７上にコ
ンテンツ再生用画面が表示される。ユーザーが操作部２１３のキーに対してコンテンツを
再生するための操作を行うと（Ｓ６）、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は
、ストリーミングサーバ１１に対してコンテンツ再生要求（ＰＬＡＹコマンド）を主制御
部２１５を介して送信する。この要求に応じて、ストリーミングサーバ１１は、要求を受
け付けた旨の応答を携帯電話機２０へ送信する。また、ストリーミングサーバ１１のＣＰ
Ｕ１０１は、要求に係るコンテンツデータを外部記憶装置１０４から読み出し、そのスト
リーミングデータを携帯電話機２０に対して送信を開始する（Ｓ７）。
【００３３】
　携帯電話機２０のアプリケーションプログラム実行管理部２１４は、受信したストリー
ミングデータをＲＡＭ２０２内の所定のバッファリング領域に順次保存する。そして、規
定量のストリーミングデータがバッファリング領域に保存されたら（Ｓ８）、アプリケー
ションプログラム実行管理部２１４は、ＲＡＭ２０２内のバッファリング領域からストリ
ーミングデータを順次読み出して再生を開始する（Ｓ９）。具体的には、アプリケーショ
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ンプログラム実行管理部２１４は、主制御部２１５を介して、出力部２１６に対してスト
リーミングデータの再生命令を出力する。これにより、出力部２１６のＬＣＤ２５にはス
トリーミングデータに基づく画像が表示されるとともに、出力部２１６の外部スピーカか
らストリーミングデータに基づく音声が出力され、ユーザーは、コンテンツを視聴するこ
とができる。
【００３４】
　その後、ユーザーがコンテンツ再生中に操作部２１３のキーに対してコンテンツの再生
を一時停止するための操作を行うと（Ｓ１０）、後述する一時停止処理が行われる（Ｓ２
０）。また、ユーザーがコンテンツ再生中に操作部２１３のキーに対してコンテンツの再
生を停止するための操作を行うと（Ｓ１１）、アプリケーションプログラム実行管理部２
１４は、主制御部２１５を介して、出力部２１６に対し、コンテンツの出力を停止させる
命令を出力する。また、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、ストリーミン
グサーバ１１に対して再生停止要求（ＴＥＡＲＤＯＷＮコマンド）を主制御部２１５を介
して送信する。この要求に応じて、ストリーミングサーバ１１は、本携帯電話機２０との
間のストリーミングセッションを切断し、ストリーミングセッションを切断した旨の応答
を携帯電話機２０へ送信する。コンテンツが最後まで再生され、その再生が終了した場合
も同様である（Ｓ１２）。
【００３５】
　次に、本発明の特徴部分であるコンテンツデータの再生を一時停止する一時停止処理に
ついて説明する。
　図１は、本動作例１に係る一時停止処理の流れを示すフローチャートである。ユーザー
がコンテンツ再生中に操作部２１３のキーに対してコンテンツの再生を一時停止するため
の操作を行うと（Ｓ１０）、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、主制御部
２１５を介してタイマー部２１８へ計測開始命令を出力する。これにより、タイマー部２
１８は、時間の計測を開始する（Ｓ２１）。また、アプリケーションプログラム実行管理
部２１４は、ストリーミングサーバ１１に対してＲＴＣＰ（RTP Control Protocol）を用
いた生存通知（ＲｅｃｉｅｖｅｒＲｅｐｏｒｔ）を主制御部２１５を介して定期的に送信
する処理を開始する（Ｓ２２）。なお、生存通知としては、ＲＴＳＰ：ＯＰＴＩＯＮＳを
利用してもよい。ストリーミングサーバ１１は、生存通知を定期的に受信し続けることで
、携帯電話機２０との間のストリーミングセッションを維持し続ける。
【００３６】
　タイマー部２１８により計時された時間が予め決められた規定時間（一定時間）を経過
する前に、ユーザーがコンテンツ再生を再開するための一時停止解除操作を操作部２１３
のキーに対して行うと（Ｓ２３）、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、主
制御部２１５を介してタイマー部２１８へリセット命令を出力する。これにより、タイマ
ー部２１８は、時間の計測を終了し、計時した時間をゼロにリセットする（Ｓ２８）。一
方、ユーザーにより一時停止解除操作がなされることなく、タイマー部２１８により計時
された時間が規定時間に達すると（Ｓ２４）、アプリケーションプログラム実行管理部２
１４は、生存通知の送信を停止するとともに（Ｓ２５）、ストリーミングサーバ１１に対
して再生停止要求（ＴＥＡＲＤＯＷＮコマンド）を主制御部２１５を介して送信する（Ｓ
２６）。この要求に応じて、ストリーミングサーバ１１は、本携帯電話機２０との間のス
トリーミングセッションを切断し、ストリーミングセッションを切断した旨の応答を携帯
電話機２０へ送信する。これを受信した携帯電話機２０のアプリケーションプログラム実
行管理部２１４は、出力部２１６により、一時停止中のコンテンツの再生を停止した旨の
再生停止メッセージを液晶ディスプレイ２７に表示させる（Ｓ２７）。そして、アプリケ
ーションプログラム実行管理部２１４は、主制御部２１５を介してタイマー部２１８へリ
セット命令を出力し、タイマー部２１８は、時間の計測を終了して計時した時間をゼロに
リセットする（Ｓ２８）。その後、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、主
制御部２１５に対してアプリケーションプログラムの終了コマンドを送信するようにして
もよい。この場合、アプリケーションプログラムが終了することで、ＣＰＵ２０１の負荷
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が軽減し、無駄な電力消費を抑制することができる。
【００３７】
　以上、本動作例１においては、ユーザーが一時停止操作を行ってコンテンツの再生を一
時停止した後、上記規定時間が経過したら、携帯電話機２０から自動的に再生停止要求（
ＴＥＡＲＤＯＷＮコマンド）がストリーミングサーバ１１へ送信され、ストリーミングセ
ッションが切断される。したがって、コンテンツの再生を一時停止したことをユーザーが
忘れてしまってそのまま携帯電話機２０が放置されても、上記規定時間が経過したらスト
リーミングセッションが切断され、無駄にセッションが維持され続ける事態を抑制できる
。また、本動作例１においては、携帯電話機２０についてデータ通信量に応じた課金方式
が採用されている場合でも、コンテンツの再生を一時停止したことをユーザーが忘れてし
まったときに上記規定時間が経過したら生存通知（ＲｅｃｉｅｖｅｒＲｅｐｏｒｔ）の送
信が停止する。したがって、ユーザーの意図しない間に大量の生存通知分のデータ通信料
が発生してしまうという不具合を抑制できる。また、その大量の生存通知によってネット
ワークの負荷が高まるという不具合も抑制できる。
【００３８】
〔動作例２〕
　次に、本実施形態の移動体通信システムにおいて、ストリーミングサーバ１１から送信
されたストリーミングデータが携帯電話機２０で受信できない状況になった場合の受信不
能処理の一例（以下、本例を「動作例２」という。）について説明する。なお、ストリー
ミング再生の基本的な処理の流れは、上記動作例１の場合と同様である。
　図１０は、本動作例２における受信不能処理の流れを示すフローチャートである。図１
１は、コンテンツデータを携帯電話機２０でストリーミング再生する際の本動作例２に係
る通信手順を示すシーケンスフロー図である。ユーザーが操作部２１３のキーに対してコ
ンテンツを再生するための操作を行うと（Ｓ６，Ｓ３１）、上述したように、アプリケー
ションプログラム実行管理部２１４は、ストリーミングサーバ１１に対してコンテンツ再
生要求（ＰＬＡＹコマンド）を主制御部２１５を介して送信する。この要求に応じて、ス
トリーミングサーバ１１は、この要求を受け付けた旨の応答を携帯電話機２０へ送信する
。また、ストリーミングサーバ１１のＣＰＵ１０１は、この要求に係るコンテンツデータ
を外部記憶装置１０４から読み出し、そのストリーミングデータを携帯電話機２０に対し
て送信を開始する（Ｓ７）。また、本動作例２では、コンテンツを再生するための操作が
行われると、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、主制御部２１５を介して
タイマー部２１８へ計測開始命令を出力する。これにより、タイマー部２１８は、時間の
計測を開始する（Ｓ３２）。すなわち、本動作例２では、上記動作例１のようにユーザー
が一時停止操作を行ったときにタイマーをスタートさせるのではなく、コンテンツの再生
操作を行ったときにタイマーをスタートさせる。
【００３９】
　図１０に示すように、本動作例２のアプリケーションプログラム実行管理部２１４は、
ストリーミングデータを受信するたびに（Ｓ３３）、タイマー部２１８へリスタート命令
を送信する。タイマー部２１８は、このリスタート命令を受けるたびに時間を最初から計
測し始める（Ｓ３４）。一方、ストリーミングデータが受信されないまま、タイマー部２
１８により計時された時間が規定時間に達すると（Ｓ３５）、アプリケーションプログラ
ム実行管理部２１４は、生存通知の送信を停止するとともに（Ｓ３６）、ストリーミング
サーバ１１に対して再生停止要求（ＴＥＡＲＤＯＷＮコマンド）を主制御部２１５を介し
て送信する（Ｓ３７）。例えば、ユーザーがコンテンツ再生中に操作部２１３のキーに対
してコンテンツの再生を一時停止するための操作を行うと（Ｓ１０）、上述したように携
帯電話機２０から生存通知のみが定期的に送信されるだけで、ストリーミングサーバ１１
からはストリーミングデータが送信されない。すなわち、この一時停止期間中は、アプリ
ケーションプログラム実行管理部２１４は、ストリーミングデータを受信しないので、タ
イマーがリセットされない。そして、ユーザーにより一時停止解除操作がなされることな
く、タイマー部２１８により計時された時間が規定時間に達すると（Ｓ３５）、上述した
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ように、生存通知の送信が停止し（Ｓ３６）、再生停止要求が送信される（Ｓ３７）。
【００４０】
　この要求に応じて、ストリーミングサーバ１１は、本携帯電話機２０との間のストリー
ミングセッションを切断し、ストリーミングセッションを切断した旨の応答を携帯電話機
２０へ送信する。これを受信した携帯電話機２０のアプリケーションプログラム実行管理
部２１４は、出力部２１６により、コンテンツの再生を停止した旨の再生停止メッセージ
を液晶ディスプレイ２７に表示させる（Ｓ３８）。そして、アプリケーションプログラム
実行管理部２１４は、主制御部２１５を介してタイマー部２１８へリセット命令を出力し
、タイマー部２１８は、時間の計測を終了して計時した時間をゼロにリセットする（Ｓ３
９）。その後、アプリケーションプログラム実行管理部２１４は、主制御部２１５に対し
てアプリケーションプログラムの終了コマンドを送信するようにしてもよい点は、上記動
作例１の場合と同様である。
【００４１】
　以上、本動作例２においては、ユーザーが一時停止操作を行って、ストリーミングサー
バ１１から送信されたストリーミングデータが携帯電話機２０で受信できない状況になっ
た場合、最後のデータ受信から上記規定時間が経過した後、携帯電話機２０から自動的に
再生停止要求（ＴＥＡＲＤＯＷＮコマンド）がストリーミングサーバ１１へ送信され、ス
トリーミングセッションが切断される。したがって、コンテンツの再生を一時停止したこ
とをユーザーが忘れてしまってそのまま携帯電話機２０が放置されても、最後のストリー
ミングデータを受信した時から上記規定時間が経過した後に、ストリーミングセッション
が切断され、無駄にセッションが維持され続ける事態を抑制できる。したがって、本動作
例２においても、上記動作例１と同様に、ユーザーの意図しない間に大量の生存通知分の
データ通信料が発生してしまうという不具合を抑制し、またその大量の生存通知によって
ネットワークの負荷が高まるという不具合を抑制できる。
　なお、本動作例２では、再生操作後にストリーミングデータの受信がないままタイマー
部２１８により計時された時間が規定時間に達する状況として、ユーザーが一時停止操作
を行った場合を例に挙げたが、このような状況は他の場合でも起こり得る。例えば、携帯
電話機２０に障害が発生した場合などにおいては、コンテンツ再生中にストリーミングデ
ータが受信できないまま無駄にセッションが維持され続ける事態が起こり得る。この場合
も、タイマー部２１８により計時された時間が規定時間に達することがあり得る。本動作
例２によれば、このような場合にも無駄にセッションが維持され続ける事態を抑制できる
。
【００４２】
　なお、上述した動作例１及び動作例２では、上記規定時間に達したら再生停止要求（Ｔ
ＥＡＲＤＯＷＮコマンド）をストリーミングサーバ１１に送信しているが、この送信は必
ずしも必要であるわけではない。すなわち、本実施形態のストリーミングサーバ１１は、
生存通知が受信されなくなったらストリーミングセッションを切断するように動作するた
め、再生停止要求を送信しなくても、生存通知の送信を停止するだけでストリーミングセ
ッションは切断される。しかし、本携帯電話機２０がアクセスし得る全てのストリーミン
グサーバがこのように動作するという保証はない。したがって、確実にストリーミングセ
ッションを切断するためには、生存通知の送信を停止するだけでなく、再生停止要求（Ｔ
ＥＡＲＤＯＷＮコマンド）を送信するのが望ましい。
　また、本発明は、上述した携帯電話機２０に限らず、ストリーミング再生が可能な他の
移動体通信端末に対しても有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】携帯電話機で行われる動作例１に係る一時停止処理の流れを示すフローチャート
。
【図２】同携帯電話機が利用可能な移動体通信システムの全体構成を説明するための説明
図。
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【図３】同移動体通信システムを構成するストリーミングサーバのハードウェア構成を示
す概略構成図。
【図４】同携帯電話機の外観を示す正面図。
【図５】同携帯電話機のハードウェア構成を示す概略構成図。
【図６】同携帯電話機の主要部を抽出して示したブロック図。
【図７】同携帯電話機におけるソフトウェア構造の説明図。
【図８】同携帯電話機でコンテンツデータをストリーミング再生する際の動作例１に係る
処理動作の流れを示すフローチャート。
【図９】同携帯電話機でコンテンツデータをストリーミング再生する際の動作例１に係る
通信手順を示すシーケンスフロー図。
【図１０】同携帯電話機でコンテンツデータをストリーミング再生する際の動作例２に係
る受信不能処理の流れを示すフローチャート。
【図１１】同携帯電話機でコンテンツデータをストリーミング再生する際の動作例２に係
る通信手順を示すシーケンスフロー図。
【図１２】携帯電話機でコンテンツデータをストリーミング再生する際の従来の通信手順
を示すシーケンスフロー図。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　携帯電話通信網
　１１　ストリーミングサーバ
　２０　携帯電話機
　２１　テンキー
　２７　液晶ディスプレイ
　２０９　ＲＴＣ
　２１３　操作部
　２１４　アプリケーションプログラム実行管理部
　２１５　主制御部
　２１６　出力部
　２１８　タイマー部
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