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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆通信網に接続された基地局との接続を行う基地局通信部と、
　撮像部と、
　前記基地局通信部に、前記基地局から送出されるブロードキャスト情報を受信させる制
御部と、を備え、
　前記制御部は、
前記撮像部にて撮影した画像より、所定の受信条件を特定するための特定情報が抽出され
た場合には、当該特定情報にて特定される受信条件に基づいて前記基地局通信部による特
定のブロードキャスト情報を所定の制限内で受信可能に設定する
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置および通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特定エリアでの情報配信サービスが要望されており、これを具体化するために、
特定エリア内にいる特定のグループに属するユーザのみに特定の情報を一斉に提供するこ
とができる、所謂、ブロードキャスト通信サービス、ならびにその通信サービスを受信可
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能な携帯端末装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－１１２１３５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、上記した特許文献１に開示された技術によれば、配信情報を受信する端
末毎に利用サービスに応じた識別子を予め設定する必要があり、ユーザはその設定に手間
を要する。
　また、情報配信が可能なエリアに侵入する人数が多くなった場合、全ての人の端末に情
報配信が出来なくなることがあり、また、エリアの限定にも確実性が無い。
【０００４】
　本発明は、ユーザの手間を極力回避しながらエリア限定の情報配信を、簡単、確実に行
うことのできる、携帯端末装置および通信システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の携帯端末装置は、公衆通信網に接続された基地局との接続を行う基地局通信部
と、撮像部と、前記基地局通信部に、前記基地局から送出されるブロードキャスト情報を
受信させる制御部と、を備え、前記制御部は、前記撮像部にて撮影した画像より、所定の
受信条件を特定するための特定情報が抽出された場合には、当該特定情報にて特定される
受信条件に基づいて前記基地局通信部による特定のブロードキャスト情報を所定の制限内
で受信可能に設定する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ユーザの手間を極力回避しながらエリア限定の情報配信を簡単確実に
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面に関連付けて説明する。
【００１４】
　まず、本実施形態に関係するブロードキャスト配信について説明する。
【００１５】
　図１（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）は、ＢＣＳＭＳのスロットモードにおけるＢＣス
ロット監視動作を説明するための図である。
　また、図２は、本発明の実施の形態に係る通信システムによるＢＣＳＭＳ送信イメージ
を示す図である。
【００１６】
　ブロードキャスト配信サービスの一つに報知型のショートメッセージサービス（ＢＣＳ
ＭＳ：Broad Cast Short Message Service）がある。
　ＢＣＳＭＳは、基地局から送信される際、報知メッセージであることを示すブロードキ
ャストアドレス（BC_ADDR）に、ＢＣＳＭＳのメッセージ番号（MESSAGE_ID）、ゾーン（Z
ONE_ID）、優先度（PRIORITY）、言語（LANGUAGE）、およびサービスカテゴリの種別を示
すサービス識別子（SERVICE）などが設定される。
【００１７】
　ＢＣＳＭＳは、ブロードキャストアドレス（BC_ADDR）に設定されるフィールドの内、
優先度（PRIORITY）、サービス識別子（SERVICE）、言語（LANGUAGE）の組み合わせから
受信判定が行われる。
　また、携帯端末装置は、内部に受信可能なＢＣＳＭＳのリストを保持しており、携帯端
末装置における受信可否はこの組み合わせにより決定される。
　ＢＣＳＭＳは、ページングチャネル上の特定のタイムスロット（ＢＣスロット）へ送信
される。
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【００１８】
　図１（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）に、このＢＣスロットの監視タイミング（スロッ
トモード）を含めたページングチャネルの監視の例が示されている。
　ここでは、図１（ａ）にＢＣＳＭＳ受信設定が無い場合のスロットモードが、図１（ｂ
）にＢＣＳＭＳ受信設定有りの場合のスロットモードが、図１（ｃ）に通常の監視タイミ
ングが、図１（ｄ）にＢＣスロット監視タイミングが、それぞれ示されている。
【００１９】
　図１（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示されるように、ＢＣスロットは、通常の通信
等の監視タイミング（待受スロット）とは異なるタイムスロットに割り当てられる。そし
てこのＢＣスロットは、少なくとも一つのブロードキャストアドレス（BC_ADDR）の組み
合わせを受信可能としている携帯端末装置、および当該スロットが通常の待受スロットに
なった携帯端末装置によって監視される。
　携帯端末装置は、ＢＣスロット上でＢＣＳＭＳを受信できるが、ブロードキャストアド
レス（BC_ADDR）の内容から受信可能と判定した場合にのみ、実際に受信処理を行う。こ
こで、受信処理とは、データのデータコードおよび格納、そしてユーザへその受信を通知
することをいう。
【００２０】
　上記したように、携帯端末装置は、ＢＣＳＭＳを受信した際、受信したメッセージに設
定されているサービス識別子（SERVICE）を確認し、これに応じた受信可否を判定する。
すなわち、偶然タイムスロットが合う場合には、正しいサービス識別子を有していないた
め、デコード、格納、報知を行わない。
【００２１】
　ところで、現状、携帯端末装置の現在位置に応じてこれらの設定を自動的に行う仕組み
は無い。例えば、図２に示されるように、基地局がカバーする基地局エリア内にあって、
特定の商業施設や劇場、スポーツ施設などといった単一の目的を持った人間が集合するエ
リアに所在しているユーザにのみ特定の情報配信サービスを行うことを想定した場合、場
所の移動毎にユーザによるサービス識別子（SERVICE）の設定入力が必要になる。
　このように、ユーザの設定入力に頼る場合、設定や解除忘れなどが頻発し、事業者の意
図通りにサービスを行うことができない可能性がある。
【００２２】
　このため、ＢＣＳＭＳを用いることなく、ＧＰＳ（Global Positioning System）情報
などを使用することによって、各携帯端末装置へ個別にエリア情報を送信する方法が考え
られる。しかしながら、この方法によれば、ＧＰＳ情報の取得、および精度という点にお
いて問題がある。また、電流消費の問題もある。
　特に、ＧＰＳ情報の取得と取得した位置のネットワークへの報告には、ＧＰＳ衛星から
の信号受信及び基地局との通信が行われる。これによって電流が消費されるため、情報取
得の回数が増加すればそれだけ電池持ちが悪くなる。また、ネットワークにおける通信リ
ソースの消費の問題もある。ＧＰＳ情報の報告を行う際、携帯端末装置は基地局との通信
を行うが、基地局が一度に通信を実施できる数は有限であり、イベント会場等で不特定多
数の人間が情報取得を行う場合、通信システムに輻輳が発生する可能性がある。
【００２３】
　以下に、ＢＣＳＭＳを用い、ユーザに意識させることなく地域限定情報の配信を行い、
受信可能な、本発明の実施の形態に係る携帯端末装置および通信システムについて詳細に
ついて説明する。
【００２４】
　まず、サービス識別子（SERVICE）の割り当てから説明する。
　サービス識別子（SERVICE）は、ＣＤＭＡの規格に準拠するシステムでは、例えば１６
ビットの整数値として割り当てられる。ここでは、これらの値を基地局カバーエリアの情
報単位（商店街、スポーツ施設等）ごとに割り当てる。なお、基地局カバーエリア内での
別々の情報単位へ同じサービス識別子を割り当てないものとする。
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【００２５】
　次に、サービス識別子（SERVICE）の設定は、ユーザが当該施設にいる間に行う必然的
な動作によって行われ、単純な機械的動作によって設定されることが望ましい。
　このため、サービス識別子（SERVICE）の設定の契機は、例えば、商店街、またはショ
ッピングセンター等において、ＲＦＩＤ（Radio Frequency ID）等の無線通信インターフ
ェースを用いて携帯端末装置（ＲＦＩＤチップ内蔵）による代金支払いが行われた場合、
あるいは、駅、イベント会場、劇場または、競技場等において、この無線通信インターフ
ェースを用いて入場処理が行われた場合とする。
　また、上記した無線通信インターフェースを備え、地域情報をサービスする専用機器を
設置し、それをユーザが利用した場合であってもよい。なお、専用機器であれば、付属カ
メラによる二次元バーコードの読み取りにより設定を行ってもよい。
【００２６】
　サービス識別子（SERVICE）の解除もまた、ユーザの必然的な動作によって行われるも
のとする。例えば、駅、イベント会場、劇場または競技場において、無線通信インターフ
ェースを用いて、入場処理が行われた場合等が考えられる。
　また、無線通信インターフェースを備え、地域情報をサービスする専用機器を設置し、
それをユーザが利用した場合等も考えられる。また、入退場処理が行われるケースであれ
ば、上記の通り解除を実現できるが、明示的な終了操作を伴わないケースも考えられる。
この場合、設定時に与えられる解除条件等に基づきサービス識別子（SERVICE）の解除を
行うものとする。
　ここでは更に、（１）サービス識別子（SERVICE）設定の有効期限を、サービス識別子
の設定時に取得し、期限満了とともに受信設定を自動的に解除する、（２）サービス識別
子（SERVICE）設定に対する有効受信回数をサービス識別子の設定時に取得し、回数満了
とともに受信設定を自動的に解除する、（３）ユーザによる識別子（SERVICE）設定の解
除、についても考慮するものとする。
【００２７】
　上記により、携帯端末装置のユーザは意識することなく、後述する管理サーバ等、位置
が確定している固定の機器等から適切な設定情報を受け取り、その位置に特有なＢＣＳＭ
Ｓのみを受信することができる。また、サービス識別子（SERVICE）の設定／解除を自動
化することで、ユーザの手を煩わせることのないＢＣＳＭＳによる地域情報配信を実現す
ることができる。以下に詳細な説明を行う。
【００２８】
　図２には、本発明の実施の形態に係る通信システムによるＢＣＳＭＳ送信イメージが示
されている。
　本発明の実施形態において、ＢＣＳＭＳは、図２に示されるように、一般に基地局１０
０のカバーエリア毎に送信される。
　その範囲は、通信事業者によって決定されるが、その広さは、数百から数キロメートル
に渡るため、特定の商業施設（ショッピングセンター）やスポーツ施設（競技場）、ある
いはイベント会場などといった単一の目的を持った人間（携帯電話１０を所持するユーザ
）が集合する最大の単位に比べて大きくなる。
　したがって、通常のＢＣＳＭＳ配信によれば、特定のエリアに限定された情報を現時点
でそのエリアに所在しているユーザにのみ通知するサービスは実現できなかったが（配信
自体は可能であるが、他のエリアに所在しているユーザに対しても情報が配信されてしま
う）、ここでは、それを実現するものである。図２中、太実線矢印がＢＣＳＭＳ送信イメ
ージを示している。
【００２９】
　図２には、更に、イベント会場においてＢＣＳＭＳ情報配信を行うケースが例示されて
おり、ここでは、携帯電話１０を所持したユーザがイベント会場に入退場する様子が拡大
され示されている。図２中、○枠内数字は、携帯電話１０を所持したユーザが、入退場ゲ
ートＡ（３１）から入場し、入退場ゲートＢ（３２）から退場する順序を移動軌跡として



(5) JP 4694586 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

時系列で示したものである。
　携帯電話１０は、後述するように、ＲＦＩＤチップ等の近距離無線通信が可能な無線通
信インターフェースを備えており、また入退場ゲートＡ（３１）、Ｂ（３２）においても
、これに対応して近距離無線通信可能な無線通信インターフェースを備えているものとす
る。なお、入場のためには事前に購入した電子チケットが必要であり、電子チケットは会
場に設置された入退場ゲート３１、３２において、必ず改札されるものとする。また、イ
ベント会場３を含む各施設エリア内には、入退場ゲートＡ（３１）、Ｂ（３２）の開閉を
制御する管理サーバ３０が備わっているものとする。
【００３０】
　ユーザがイベント会場３へ向かう途上等、未だ、入場していない状態では、当該イベン
ト会場３に関するＢＣＳＭＳの配信が行われているとしても携帯電話１０はそれを受信し
ない。
　そして、ユーザがイベント会場３に到着し、入退場ゲートＡ（３１）で入場処理を行っ
ている状態で、携帯電話１０は内蔵の無線通信インターフェースにより、管理サーバ３０
から入退場ゲートＡ（３１）を介してサービス識別子設定情報を受信し、携帯電話１０は
、このサービス識別子設定情報にしたがってＢＣＳＭＳ受信が可能な状態になる。
【００３１】
　図３は、本発明の実施の形態に係る携帯端末装置（ここでは、携帯電話１０）の信号処
理系の一例を示すブロック図である。
【００３２】
　図３に示されるように、携帯電話１０は、制御部１７を制御中枢とし、基地局通信部１
１と、操作部１２と、音声入出力部１３と、表示部１４と、近距離通信部１５と、記憶部
１６と、制御部１７とのそれぞれが、アドレス、データ、コントロールのためのラインが
複数本からなる双方向のシステムバス１８に共通に接続され、構成される。
【００３３】
　基地局通信部１１は、無線通信システムを捕捉し、公衆通信網に接続される基地局（図
２の１００）との間で無線通信を行い、各種データの送受信を行う。
　ここで、各種データとは、音声通話時の音声データ、メール送受信時のメールデータ、
ウェブ閲覧時のウェブページデータ等である。
　また、基地局通信部１１は、後述するように、基地局１００から送出されるページング
チャネル上で、所定のタイムスロット（ＢＣスロット）あるいは所定のパケットに基づい
てブロードキャスト情報（ＢＣＳＭＳ）を受信する。
【００３４】
　操作部１２は、例えば、電源キー、通話キー、数字キー、文字キー、方向キー、決定キ
ー、発信キー、ファンクションキーなど、各種の機能が割り当てられたキーを有しており
、これらのキーが操作者によって操作された場合に、その操作内容に対応する信号を発生
し、これを操作者の指示として制御部１７に出力する。
【００３５】
　音声入出力部１３は、スピーカから出力される音声信号やマイクロフォンにおいて入力
される音声信号の入出力処理を行う。
　すなわち、音声出力部１３は、マイクロフォンから入力された音声を増幅し、アナログ
－デジタル変換を行い、更に符号化等の信号処理を施し、デジタルの音声データに変換し
て制御部１７に出力する。
　また、音声出力部は、制御部１７から供給される音声データに復号化、デジタル－アナ
ログ変換、増幅等の信号処理を施し、アナログの音声信号に変換してスピーカに出力する
。
【００３６】
　表示部１４は、多数の画素（複数色の発光素子の組み合わせ）を縦横に配して構成され
る、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display Device）や有機ＥＬデ
ィスプレイ（ＯＬＥＤ：Organic Light Emitted Diode）を用いて構成されており、制御
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部１７から供給される映像信号に応じた画像を表示する。
　表示部１４は、例えば、基地局通信部１１による無線発信時における発信先の電話番号
、着信時における発信元の電話番号、受信メールや送信メールの内容、日付、時刻、電池
残量、発信成否、待ち受け画面等を表示する。
【００３７】
　近距離通信部１５は、不図示の近距離通信機器（例えば、図２に示す入退場ゲートＡ（
３１）、Ｂ（３２）との間で基地局通信部１１による通信よりも近距離通信を行うもので
、例えば、ＲＦＩＤチップ、可視光通信、無線ＬＡＮ（Local Area Network）等の無線通
信インターフェースを備えている。
【００３８】
　記憶部１６は、携帯端末１０の各種処理に利用される各種データを記憶する。
　記憶部１６は、例えば、制御部１７が実行するコンピュータのプログラム、通信相手の
電話番号や電子メールアドレス等の個人情報を管理するアドレス帳、着信音やアラーム音
を再生するための音声ファイル、待ち受け画面用の画像ファイル、各種の設定データ、プ
ログラムの処理過程で利用される一時的なデータが記憶される。ここでは、特に、所定の
タイムスロットもしくは所定のパケットを特定するための特定情報（サービス識別子）お
よびその制限情報が格納される。この特定情報および制限情報の詳細は後述する。
　記憶部１６は、例えば、不揮発性の記憶デバイス（不揮発性半導体メモリ、ハードディ
スク装置、光ディスク装置など）やランダムアクセス可能な記憶デバイス（例えばＳＲＡ
Ｍ、ＤＲＡＭ）などによって構成される。
【００３９】
　制御部１７は、携帯電話１０の全体的な動作を統括的に制御する。
　すなわち、制御部１７は、携帯電話１０の各種処理（回線交換網を介して行われる音声
通話、電子メールの作成と送受信、インターネットのＷｅｂ（World Wide Web）サイトの
閲覧など）が操作部１２の操作に応じて適切な手順で実行されるように、上述した各ブロ
ックの動作（基地局通信部１１における信号の送受信、表示部１４における画像の表示等
）を制御する。
　制御部１７は、記憶部１６に格納されるプログラム（オペレーティングシステム、アプ
リケーションプログラム等）に基づいて処理を実行するコンピュータ（マイクロプロセッ
サ）を備えており、このプログラムにおいて指示された手順に従って上述した処理を実行
する。
　すなわち、制御部１７は、記憶部１６に格納されるオペレーティングシステムやアプリ
ケーションプログラム等のプログラムから命令コードを順次読み込んで処理を実行する。
【００４０】
　制御部１７は、基地局通信部１１に基地局１００から送出されるブロードキャスト情報
を受信させる機能を有し、具体的には、近距離通信部１５により近距離通信機器との間で
第１の通信（例えば、入場処理）が行われると、基地局通信部１１によるブロードキャス
ト情報を受信可能に設定する。
　また、制御部１７は、近距離通信部１５により、近距離通信機器との間で第２の通信（
例えば、退場処理）が行われると、基地局通信部１１によるブロードキャスト情報の受信
を終了する機能を有する。
【００４１】
　また、制御部１７は、近距離通信部１５により近距離通信機器との間で第１の通信が行
われると、所定のタイムスロットもしくは所定のパケットを特定するための特定情報を取
得して記憶部１６に格納し、当該記憶部１６に格納された特定情報により、基地局通信部
１１で監視する所定のタイムスロットもしくは所定のパケットに基づいてブロードキャス
ト情報を受信するように基地局通信部１１を制御する機能を有する。すなわち、特定情報
の中には、受信条件として、上述した監視すべきタイムスロットやパケットを特定するサ
ービス識別子が含まれている。
　また、制御部１７は、特定情報が記憶部１６に格納される状態で、近距離通信部１５に
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より近距離通信機器との間で第２の通信が行われると、記憶部１６に格納される特定情報
を破棄する機能を有する。
【００４２】
　また、制御部１７はタイマ１７０を内蔵し、第１の通信を行った際に、特定情報ととも
に、制限情報を受信し、タイマ１７０が制限情報により特定される時間を計時、あるいは
時刻に達すると、記憶部１６に格納される特定情報を破棄して基地局通信部１１によるブ
ロードキャスト情報の受信を終了する機能を有する。
　また、制御部１７は、特定情報とともに受信回数を示す制限情報を受信し、基地局通信
部１１によりブロードキャスト情報を受信する毎に受信回数をカウントし、当該受信回数
が、記憶部１６に格納される制限情報により特定される受信回数に達すると、以降の通信
を行わない機能を有する。なお、上記した制御部１７が有する各機能の詳細はいずれも後
述する。
【００４３】
　図４は、本発明の実施の形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図であり、携
帯電話１０の基地局通信部１１を含む制御部１７と、近距離通信部１５と、入退場ゲート
Ａ（３１）間の動作の流れが示されている。
【００４４】
　以下、図４のシーケンス図を参照しながら本発明の実施の形態に係る通信システムのサ
ービス識別子設定処理動作について説明する。
【００４５】
　まず、携帯電話１０と入退場ゲートＡ（３１）との間で通常の改札が行われる（ステッ
プＳ１１：入場処理開始、Ｓ１２：入場処理）。その後、入退場ゲートＡ（３１）は、サ
ービスカテゴリ情報を管理サーバ３０から取得し（ステップＳ１３）、ここでサービス識
別子設定情報が作成される。
　そして、その設定情報は入退場ゲートＡ（３１）の無線通信インターフェース経由で携
帯電話１０の近距離通信部１５へ送信される（ステップＳ１４）。携帯電話１０内部では
、その設定情報が制御部１７に転送され設定される（ステップＳ１５）。この結果、携帯
電話１０は、設定されたサービス識別子（SERVICE）を持つＢＣＳＭＳの受信が可能にな
る。
　なお、設定の完了は、携帯電話１０の近距離通信部１５、および無線通信インターフェ
ース経由で入退場ゲートＡ（３１）へ通知され（ステップＳ１６）、このことにより、入
退場ゲートＡ（３１）は、管理サーバ３０上の情報更新を行い（ステップＳ１７）、入場
処理が終了する（ステップＳ１８）。
【００４６】
　ここで、入場時に携帯電話１０が入退場ゲートＡ（３１）から受信するサービス識別子
設定情報のデータ構造の一例について、図５に関連付けて説明する。
【００４７】
　図５は、サービス識別子設定情報のデータ形式を示した図である。
【００４８】
　サービス識別子設定情報は、「要求動作（設定／解除）」と、「設定識別子数」の各デ
ータ項目からなり、この「設定識別子数」における指定数分だけ、「設定識別子」と、「
設定期限」と、「受信可能回数」を含む制限情報がリンクされ、構成されている。
【００４９】
　ここで、「要求動作」とは、本識別子設定情報の受信により指定されたサービス識別子
（SERVICE）を設定すべきか、解除すべきかを示すデータであり、「設定識別子数」とは
、設定する識別子の数を示す。すなわち、複数のサービス識別子の設定が可能である。
　また、「設定サービス識別子」とは、設定／解除すべきサービス識別子であり、「設定
期限」とは、設定する場合、当該サービス識別子により特定されるスロットが受信可能な
時間または時刻（秒、時、分、他）であり、「受信可能回数」とは、設定する場合、当該
サービス識別子が受信可能な回数（例えば、０であれば無制限、０以上であればその回数
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）を示す。
　なお、後述するように、「設定期限」と「受信可能回数」のいずれかが満たされた場合
、携帯電話１０は、当該サービス識別子により特定されるスロットの受信を停止する。
【００５０】
　携帯電話１０を所持したユーザがイベント会場に入場した状態で、当該イベント会場に
関するＢＣＳＭＳ配信が行われた場合、携帯電話１０はこれを受信する。ＢＣＳＭＳ受信
時、携帯電話１０は、制御部１７において、ＢＣＳＭＳアプリケーションプログラムへ受
信を通知するとともに、受信可能状態を継続すべきか否かの判定を行う（設定情報の更新
を行う）。
【００５１】
　図６に、入場済み状態における携帯電話１０のＢＣＳＭＳ受信処理が示されている。
　以下、図６に示すフローチャートを参照しながら、図３に示す本発明の実施の形態に係
る携帯端末装置（携帯電話１０）の動作について詳細に説明する。
【００５２】
　制御部１７は、基地局通信部１１を介してＢＣＳＭＳを受信した場合、すなわち、BC_A
DRが設定された場合（ステップＳ２１“Ｙｅｓ”）、保持しているサービス識別子（SERV
ICE）の受信設定リストを参照し、当該ＢＣＳＭＳは受信可能なサービス識別子を含むか
否かを判定する（ステップＳ２２）。ここで、受信不可と判定された場合（ステップＳ２
２“Ｎｏ”）、何もせずに処理終了する。
　次に、制御部１７は、当該サービス識別子（SERVICE）について受信可能時刻を過ぎて
いないかについて判定する（ステップＳ２３）。これは、サービス識別子設定情報の制限
情報に含まれる「設定期限」と内蔵されたタイマ１７０のタイマ値とを比較することによ
り判定する。ここで、過ぎていると判定された場合（ステップＳ２３“Ｎｏ”）、制御部
１７は、当該サービス識別子（SERVICE）の受信設定を解除した後（ステップＳ２４）、
処理を終了する。
【００５３】
　上記した判定の結果、受信可能と判定された場合（ステップＳ２３“Ｙｅｓ”）、制御
部１７は、表示部１４に受信内容を表示し、ユーザに通知する（ステップＳ２５）。
　更に、制御部１７は、当該サービス識別子（SERVICE）に対する受信回数（変数ｘ）を
＋１更新し（ステップＳ２６）、当該サービス識別子（SERVICE）に設定されてある「受
信可能回数」と、現在までの受信回数（変数ｘ）とを比較する（ステップＳ２７）。
　ここで、受信回数（変数ｘ）が設定された「受信可能回数」に達した場合（ステップＳ
２７“Ｎｏ”）、制御部１７は、当該サービス識別子の受信設定を解除した後（ステップ
Ｓ２４）、処理を終了する。
【００５４】
　図７は、入退場ゲートＢ（３２）で退場処理を行う場合の動作シーケンスを示す図であ
る。このとき、ユーザが所持する携帯電話１０は、管理サーバ３０から、入退場ゲートＢ
（３２）の無線通信インターフェース経由でサービス識別子設定解除情報を受信し、この
情報にしたがい指定されたサービス識別子（SERVICE）の受信を停止する。
　このときの携帯電話１０の基地局通信部１１を含む制御部１７と、近距離通信部１５と
、入退場ゲートＢ（３２）間の動作の流れが示されている。
【００５５】
　以下、図７のシーケンス図を参照しながら本発明の実施の形態に係る通信システムの概
略動作について説明する。
【００５６】
　まず、携帯電話１０と入退場ゲートＢ（３２）との間で退場処理が開始され（ステップ
Ｓ３１）、通常の退場処理が実施される（ステップＳ３２）。
　この処理が終了した後、入退場ゲートＢ（３２）は、サービス識別子情報（SERVICE）
を管理する管理サーバ３０から現在のサービス識別子設定状況を取得し（ステップＳ３３
）、それに基づきサービス識別子解除情報を作成する（ステップＳ３４）。
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　その後、サービス識別子解除情報は、入退場ゲートＢ（３２）の無線通信インターフェ
ース、携帯電話１０の近距離通信部１５経由で制御部１７へ通知され（ステップＳ３５）
、制御部１７は、この内容にしたがい指定されたサービス識別子（SERVICE）の受信設定
解除を設定する。
　このとき、携帯電話１０側の設定完了は、入退場ゲートＢ（３２）へ通知される（ステ
ップＳ３６）。そして、入退場ゲートＢ（３２）は、この完了通知を受信して管理サーバ
３０上の情報更新を行い（ステップＳ３７）、上記した一連のサービス識別子解除処理を
終了する（ステップＳ３８）。
【００５７】
　なお、上記したサービス識別子解除情報は、サービス識別子設定情報の「要求動作」に
対して「解除」が設定されたものである。
　また、上記した本発明の実施の形態に係る携帯端末装置によれば、入退場ゲートＡ（３
１）、Ｂ（３２）と携帯電話１０との間の通信を無線通信インターフェースによって行う
こととし、そのため、通信不良等、場合によっては退場処理が完了しないままユーザがゲ
ートを通過する可能性も考えられる。これを防止するために、入退場ゲートＢ（３２）に
おいて、退場処理の最中は物理的にユーザの退場を防げる処置をとってもよい。
　すなわち、図６の動作シーケンス図を参照した場合、退場処理開始処理（ステップＳ３
１）を契機に入退場ゲートＢ（３２）のドアを閉めてユーザの退場を制限し、退場処理終
了処理（ステップＳ３８）を契機にドアを開いてユーザの退場を促す、処理を行うことで
実現可能になる。
【００５８】
　また、上記した機構的な方法がサービスの形態等により実施が困難な場合は、時間的な
期限や回数制限を設けたＢＣＳＭＳ受信を利用することで、本来、データ配信すべきでは
ない端末にまでデータを配信してしまうことを最小限に食い止めることが可能である。例
えば、終了時間が予め決まっているイベントのイベント会場での設定では、イベント終了
時刻に合わせてＢＣＳＭＳ受信設定を解除するように予め設定する方法等が考えられる。
　なお、帰宅途上等、退場済み状態においては、当該イベント会場に関する情報の配信が
行われたとしても携帯電話１０は、これを受信しない。
【００５９】
　ＢＣＳＭＳのみで地域限定情報の配信を行うことは困難であり、それは、本来配信を行
いたい移動機以外に対しても情報が配信されてしまうためである。別の地域に関連する情
報を受信することは、対象地域外に所在するユーザにとっては非常に煩らしいものとなる
ことは容易に想像できる。
　これに対し、本発明の実施の形態に係る携帯端末装置によれば、サービス識別子（SERV
ICE）を基地局エリアＡ内の地域や施設等に割当て、携帯端末装置の所在に応じて変更す
ることによりＢＣＳＭＳによる地域限定のサービスを実現するものであり、携帯端末装置
（携帯電話１０）は、この設定変更をＲＦＩＤに代表される無線通信インターフェースか
らの情報取得により自動的に行うことでユーザによる設定操作を省き、現在の所在や目的
に応じたＢＣＳＭＳの受信を可能にする。すなわち、タイムスロットを監視するだけで、
基地局１０のサービス範囲よりも狭い、限定された範囲に位置する携帯端末装置に対して
ＢＣＳＭＳによる情報配信が可能になる。
　特に、入退場時に使用する改札機（入退場ゲートＡ（３１）、Ｂ（３２））を近距離無
線通信インタフェース（ＲＦＩＤ通信）として用いた場合、入退場情報ととともにタイム
スロットの時間情報を配布し、あるいは、退場時にサービス識別子の受信設定を解除すれ
ば、受信ができなくなるため、実現が容易である。
　また、本来、ユーザとして受信不要なＢＣＳＭＳに対して、受信可能を設定している場
合、余計なＢＣＳＭＳ受信が行われてしまうとともに、本来不要なＢＣスロットの監視が
行われることによる消費電流の増大を防止することができる。
【００６０】
　ＢＣＳＭＳの利点は、携帯端末装置が待受中に受信することが可能で、さらに受信に対
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して基地局１００に対するアクセスが発生しないことにある。このため、情報受信に対し
て携帯端末装置が消費する電流量を最小限に抑えることが可能である。
　また、通信のためのリソースを占有することが無いため、通信システムの輻輳などの問
題が発生しない。携帯端末装置が取得できる情報量については、基地局１００との間の１
対１通信で取得できる情報量に比べて劣るが、例えば、提供しているサイトへの誘導や、
より大きいサイズのデータベーストにより配信しているブロードキャスト用のチャネルへ
の移行の誘導などに用いればこれを補うことが出来る。
　また、ＢＣＳＭＳによる地域情報配信を行うことにより、これまで主に利用されてきた
ＧＰＳ等による方法に比べ、携帯端末装置の消費電流の低減、およびネットワークの輻輳
回避等の効果が得られる。更に、ＢＣＳＭＳの受信について、受信可能期間（時間、時刻
）や、受信可能回数等、スタンダードに存在していなかった概念を導入することにより、
ＢＣＳＭＳサービス自体の利便性が向上する。
【００６１】
　なお、サービス識別子（SERVICE）を自動設定するにあたり、ＲＦＩＤ通信などを用い
て行うため、エリア上でのサービス識別子自動設定機能と比較してネットワークリソース
を消費しないという効果も得られる。また、サービス識別子（SERVICE）を自動設定する
にあたり、可視光通信も考えられる。そして、万国博覧会等の展示会で展示物近傍に可視
光送信器を設置しておくことにより、説明資料配布等に用いて顕著な効果が得られる。
【００６２】
　なお、上記した本発明の実施の形態に係る携帯端末装置として、携帯電話１０のみ例示
したが、同様の構成を有する、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、や電
子手帳、ゲーム機、パーソナルコンピュータやカーナビゲーション等についても同様に適
用が可能である。
　特に、通信機能を有するカーナビゲーション機などの車載器の場合には、次のような構
成が考えられる。
　車載器側に、公衆通信網に繋がる基地局と更新を行うＣＤＭＡ通信部（基地局通信部）
と、有料道路の料金課金等を行うＥＴＣ（Electronic Toll Collection System）ゲート
との通信を行うETC通信部（近距離通信部）とを備え、ETCゲート側から上述したサービス
識別子を通過車両に送信するようにインフラを構築しておく。そして、インフラ側にはさ
らに、サービス識別子により特定されるタイムスロットで、有料道路の特定範囲内での通
行車両乗員を補助する地域情報を配信するよう基地局を構成しておけば良い。このように
することで、特定の道路を通行する車両に対してのみ、地域情報を、トラフィック負荷を
最低限で配信することが出来る。サービス識別子の解除は、上述した携帯端末装置の場合
と同様に、出口ＥＴＣゲートを出たとき、あるいは設定回数分の受信完了、設定時刻到来
をもって行うように構成すれば、さらに配信範囲の精度を向上することが出来る。
　また、携帯端末装置の備えるカメラにて撮影した画像より二次元バーコードなどが検出
され、さらに二次元バーコードをデコードした際に上述したサービス識別子を抽出したこ
とをもって、サービス識別子により特定されるタイムスロットを監視するように構成して
も良い。この場合には、このような二次元バーコードを貼り出す場所をイベント会場内に
限定し、受信回数に制限を持たせるなどにより、エリア限定の配信を行うことができる。
　なお、ブロードキャスト情報の例として、ＢＣＳＭＳを用いて説明を行ったが、これに
限定されるものではなく、基地局からブロードキャストされ、サービス識別子のように受
信条件を制限する情報を有する類のサービスであれば転用可能である。
　また、図３に示す制御部１７が有する機能は、全てをソフトウェアによって実現しても
、あるいはその少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。例えば、近距離通信部
１５により近距離通信機器（入退場ゲートＡ（３１）、Ｂ（３２））との間で第１の通信
（入場）が行われると、基地局通信部１１によるブロードキャスト情報を受信可能に設定
する制御部１７におけるデータ処理は、１または複数のプログラムによりコンピュータ上
で実現してもよく、また、その少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００６３】
【図１】ＢＣＳＭＳのスロットモードにおけるＢＣスロット監視動作を説明するために示
した図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る通信システムによるＢＣＳＭＳ送信イメージを示す図
である。
【図３】本発明の実施の形態に係る携帯端末装置の信号処理系の一例を示すブロック図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態に係る通信システムのサービス識別子設定処理動作を示す動
作シーケンス図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る携帯端末装置が使用するサービス識別子設定情報のデ
ータ構造の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る携帯端末装置の入場済み状態におけるＢＣＳＭＳ受信
処理動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態に係る通信システムのサービス識別子設定解除処理動作を示
す動作シーケンス図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１０…携帯電話、１１…基地局通信部、１２…操作部、１３…音声入出力部、１４…表
示部、１５…近距離通信部、１６…記憶部、１７…制御部、１８…システムバス、３０…
管理サーバ、３１、３２…入退場ゲートＡ、Ｂ。

【図１】 【図２】
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