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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗物毎に乗物を識別する乗物識別情報と乗物の運行状況を示す乗物運行情報とを対応付
けて含んだ第一のテーブルと、乗物の運行状況毎に乗物運行情報とコンテンツとを対応付
けて含んだ第二のテーブルとを記憶する記憶部と、
　乗物が到着地に到着したときに、前記乗物に乗っていたユーザによって所持されるユー
ザ端末装置であって前記乗物に備わる乗物無線装置から前記乗物を識別する乗物識別情報
を受信するユーザ端末装置によって送信される前記乗物の前記乗物識別情報を受信する受
信部と、
　前記受信部によって受信された前記乗物の前記乗物識別情報に対応付けられた乗物運行
情報を前記第一のテーブルに基づいて特定し、特定した前記乗物運行情報に対応付けられ
たコンテンツを前記第二のテーブルから取得し、取得した前記コンテンツを前記ユーザ端
末装置に配信する配信部と
を備えることを特徴とするコンテンツ配信サーバ。
【請求項２】
　前記受信部は、前記到着地に備わる到着地無線装置を介して前記乗物識別情報を前記ユ
ーザ端末装置から受信し、
　前記配信部は、前記到着地無線装置を介して前記コンテンツを前記ユーザ端末装置に配
信する
ことを特徴とする請求項１記載のコンテンツ配信サーバ。
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【請求項３】
　前記第一のテーブルは、前記乗物運行情報として乗物の遅延時間を示し、
　前記第二のテーブルは、乗物の遅延時間の範囲毎に乗物運行情報とコンテンツとを対応
付けて含む
ことを特徴とする請求項１または請求項２記載のコンテンツ配信サーバ。
【請求項４】
　請求項１から請求項３いずれかに記載のコンテンツ配信サーバ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５】
　乗物に乗るユーザによって所持されるユーザ端末装置であって、
　前記乗物に備わる乗物無線装置から前記乗物を識別する乗物識別情報を受信し、
　前記乗物が到着地に到着したときに、前記乗物無線装置から受信した前記乗物識別情報
をコンテンツ配信サーバに送信し、
　前記コンテンツ配信サーバから配信されるコンテンツであって前記乗物の運行状況に応
じたコンテンツを受信する
ことを特徴とするユーザ端末装置。
【請求項６】
　前記ユーザ端末装置は、前記到着地に備わる到着地無線装置を介して前記乗物識別情報
を前記コンテンツ配信サーバに送信し、前記到着地無線装置を介して前記コンテンツを前
記コンテンツ配信サーバから受信する
ことを特徴とする請求項５記載のユーザ端末装置。
【請求項７】
　前記ユーザ端末装置は、
　前記乗物無線装置の識別情報と前記到着地無線装置の識別情報とを予め記憶し、
　前記乗物無線装置の識別情報を用いて前記乗物無線装置と無線通信を接続する通信接続
処理を行い、
　前記乗物無線装置と無線通信を接続できた場合に前記乗物無線装置から前記乗物識別情
報を受信し、
　前記乗物無線装置と無線通信を接続できない場合に前記到着地無線装置の識別情報を用
いて前記到着地無線装置と無線通信を接続する通信接続処理を行い、
　前記到着地無線装置と無線通信を接続できた場合に前記到着地無線装置を介して前記コ
ンテンツ配信サーバへ前記乗物識別情報を送信して前記到着地無線装置を介して前記コン
テンツ配信サーバから前記コンテンツを受信する
ことを特徴とする請求項６記載のユーザ端末装置。
【請求項８】
　前記ユーザ端末装置は、
　前記乗物無線装置の識別情報として前記乗物無線装置を識別するＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を予め記憶すると共に、前記到着地無線装置の識
別情報として前記到着地無線装置を識別するＳＳＩＤを予め記憶し、
　前記乗物無線装置の前記ＳＳＩＤを送信することによって、前記乗物無線装置が無線の
到達範囲内に存在する場合に前記乗物無線装置と無線通信を接続し、
　前記到着地無線装置の前記ＳＳＩＤを送信することによって、前記到着地無線装置が無
線の到達範囲内に存在する場合に前記到着地無線装置と無線通信を接続する
ことを特徴とする請求項７記載のユーザ端末装置。
【請求項９】
　前記ユーザ端末装置は、前記乗物が到着する複数の到着地それぞれの到着地無線装置を
識別するＳＳＩＤとして一つのＳＳＩＤを記憶し、前記ＳＳＩＤを用いて前記複数の到着
地のいずれかの到着地無線装置と無線通信を接続する
ことを特徴とする請求項８記載のユーザ端末装置。
【請求項１０】
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　前記ユーザ端末装置は、
　前記乗物に関する乗物情報と前記乗物情報の更新時刻とを提供する乗物処理装置から前
記乗物無線装置を介して前記乗物情報と前記乗物情報の更新時刻とを受信し、受信した前
記乗物情報と前記乗物情報の更新時刻とを記憶し、
　前記乗物処理装置内の乗物情報が更新されることによって、記憶している前記乗物情報
の更新時刻と前記乗物処理装置内の乗物情報の更新時刻とが一致しない場合、前記乗物無
線装置を介して前記乗物処理装置から更新後の乗物情報と更新後の乗物情報の更新時刻と
を新たに受信し、記憶している前記乗物情報と前記乗物情報の更新時刻とを新たに受信し
た更新後の乗物情報と更新後の乗物情報の更新時刻とで更新する
ことを特徴とする請求項６から請求項９いずれかに記載のユーザ端末装置。
【請求項１１】
　前記ユーザ端末装置は、
　ユーザが入力した情報を投稿情報として記憶し、
　前記乗物無線装置と無線通信を接続できた場合に前記乗物無線装置を介して前記乗物処
理装置へ前記投稿情報を送信し、
　前記乗物処理装置から前記乗物無線装置を介して他のユーザの投稿情報を受信する
ことを特徴とする請求項１０記載のユーザ端末装置。
【請求項１２】
　前記ユーザ端末装置は、
　前記到着地に関する到着地情報と前記到着地情報の更新時刻とを提供する到着地処理装
置から前記到着地無線装置を介して前記到着地情報と前記到着地情報の更新時刻とを受信
し、受信した前記到着地情報と前記到着地情報の更新時刻とを記憶し、
　前記到着地処理装置内の到着地情報が更新されることによって、記憶している前記到着
地情報の更新時刻と前記到着地処理装置内の到着地情報の更新時刻とが一致しない場合、
前記到着地無線装置を介して前記到着地処理装置から更新後の到着地情報と更新後の到着
地情報の更新時刻とを新たに受信し、記憶している前記到着地情報と前記到着地情報の更
新時刻とを新たに受信した更新後の到着地情報と更新後の到着地情報の更新時刻とで更新
する
ことを特徴とする請求項６から請求項１１いずれかに記載のユーザ端末装置。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末装置は、
　ユーザが入力した情報を投稿情報として記憶し、
　前記到着地無線装置と無線通信を接続できた場合に前記到着地無線装置を介して前記到
着地処理装置へ前記投稿情報を送信し、
　前記到着地処理装置から前記乗物無線装置を介して他のユーザの投稿情報を受信する
ことを特徴とする請求項１２記載のユーザ端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、列車やバスなどの交通機関を利用する利用者にコンテンツを配信す
るためのコンテンツ配信サーバ、コンテンツ配信システムおよびユーザ端末装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報提供サービスとして、カーナビゲーションシステム（カーナビ）や携帯電話
のナビアプリ（道案内するアプリケーションプログラム）などにおいてＧＰＳ（Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）情報に応じて地図情報を配信するものが
ある。
　また、インターネットに構築した専用サイトのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）をＦｅｌｉＣａ（登録商標）ＲＷやＱＲコード（登録商標）を使



(4) JP 5084969 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

って提供するサービスがある。この方式はインターネットに専用サイトを構築する必要が
あるため運用コストがかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３４３２８８号公報
【特許文献２】特開２００２－２０７９２１号公報
【特許文献３】特開２００１－３３６９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　人が特に欲しいと思う情報は自分の行動範囲内の情報であり、人の行動範囲は旅行や出
張などを除けば特定のエリアに限られる場合が多い。
　そこで、特定エリアに関するローカル情報を利用者に効率的に提供することが望まれる
。
【０００５】
　本発明は、例えば、乗物を利用したユーザに対して乗物の運行状況に応じたコンテンツ
を効率的に提供できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のコンテンツ配信サーバは、
　乗物毎に乗物を識別する乗物識別情報と乗物の運行状況を示す乗物運行情報とを対応付
けて含んだ第一のテーブルと、乗物の運行状況毎に乗物運行情報とコンテンツとを対応付
けて含んだ第二のテーブルとを記憶する記憶部と、
　乗物が到着地に到着したときに、前記乗物に乗っていたユーザによって所持されるユー
ザ端末装置であって前記乗物に備わる乗物無線装置から前記乗物を識別する乗物識別情報
を受信するユーザ端末装置によって送信される前記乗物の前記乗物識別情報を受信する受
信部と、
　前記受信部によって受信された前記乗物の前記乗物識別情報に対応付けられた乗物運行
情報を前記第一のテーブルに基づいて特定し、特定した前記乗物運行情報に対応付けられ
たコンテンツを前記第二のテーブルから取得し、取得した前記コンテンツを前記ユーザ端
末装置に配信する配信部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、例えば、乗物を利用したユーザに対して乗物の運行状況に応じたコン
テンツを効率的に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００の概要図。
【図２】実施の形態１における車内サーバ２００と構内サーバ３００との機能構成図。
【図３】実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００のコンテンツ配信方法を示
すフローチャート。
【図４】実施の形態１における遅れ情報テーブル３１３と遅れサービステーブル３１２と
を示す図。
【図５】実施の形態２におけるコンテンツ配信システム１００の概要図。
【図６】実施の形態２における携帯端末４００の機能構成図。
【図７】実施の形態２におけるコンテンツ配信システム１００のアクセス方法を示すフロ
ーチャート。
【図８】実施の形態３におけるコンテンツ配信システム１００のコンテンツ取得方法のフ
ローチャートと登録カテゴリテーブル４１２と取得コンテンツ管理テーブル４１３と車内
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コンテンツ管理テーブル２１８とを示す図。
【図９】実施の形態４におけるコンテンツ配信システム１００のリアル投稿方法を示すフ
ローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　移動環境における近距離無線通信（無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など
）を利用したコンテンツ配信方法について説明する。
　また、乗物内のコンテンツ配信サーバと乗物が到着する到着地のコンテンツ配信サーバ
とが連携し、運行状況に応じたコンテンツを配信するコンテンツ配信方法について説明す
る。
【００１０】
　以下、列車を利用する利用者に対してコンテンツを配信するコンテンツ配信方法を説明
するが、本コンテンツ配信方法は利用者が列車以外の乗物（バス、タクシー、船舶など）
を利用する場合に適用しても構わない。
　また、本実施の形態では、乗り物の遅れを示す乗物運行情報に基づいて利用者にサービ
スを提供する方法について説明する。但し、乗物運行情報は乗物の遅れ情報以外の情報で
あっても構わない。
【００１１】
　図１は、実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００の概要図である。
　実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００の概要について、図１に基づいて
説明する。
【００１２】
　コンテンツ配信システム１００は、列車１１０内に車内サーバ２００と車内アクセスポ
イント２９０とを有する。
　車内サーバ２００は列車１１０内で車内用のコンテンツを配信する装置であり、車内ア
クセスポイント２９０は列車１１０内で無線通信を行う装置である。
【００１３】
　利用者は、列車１１０内で携帯端末４００の所定のアプリケーションプログラム（以下
、ユーザアプリ）を起動して車内アクセスポイント２９０と通信を接続し、車内サーバ２
００から車内用のコンテンツを取得する。
　車内サーバ２００は、車内アクセスポイント２９０と通信を接続している各携帯端末４
００に車内用のコンテンツを配信する。
【００１４】
　また、車内サーバ２００は、車内アクセスポイント２９０を用いて各携帯端末４００に
列車番号２１１を配信する。
【００１５】
　携帯端末４００は、スマートフォン、携帯電話、携帯ゲーム機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）（登録商標）、ノート型パソコンなど、
無線通信機能を有する装置である。
【００１６】
　コンテンツとは、特定の情報（文字、画像、音声など）を有するデータである。
【００１７】
　コンテンツ配信システム１００は、駅１２０の構内に構内サーバ３００と構内アクセス
ポイント３９０とを有する。
　構内サーバ３００は駅構内で駅構内用のコンテンツを配信する装置であり、構内アクセ
スポイント３９０は駅構内で無線通信を行う装置である。
【００１８】
　利用者は、駅構内で携帯端末４００のユーザアプリを起動して構内アクセスポイント３
９０と通信を接続し、構内サーバ３００から駅構内用のコンテンツを取得する。
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　構内サーバ３００は、構内アクセスポイント３９０と通信を接続している各携帯端末４
００に駅構内用のコンテンツを配信する。
【００１９】
　また、列車１１０が予定時刻に駅１２０に到着しなかった場合、車内サーバ２００は、
列車１１０が遅れたことを知らせる情報として列車番号２１１と遅れ情報２１２とをアク
セスポイント間通信により構内サーバ３００に送信する。
　構内サーバ３００は、列車番号２１１と遅れ情報２１２とを構内アクセスポイント３９
０から受信し、受信した列車番号２１１と遅れ情報２１２とを対応付けて記憶する。
　携帯端末４００は、列車１１０内で受信した列車番号２１１を構内アクセスポイント３
９０に無線で送信する。
　構内サーバ３００は、列車番号２１１を構内アクセスポイント３９０を介して受信し、
受信した列車番号２１１に対応する遅れ情報２１２に基づいて遅れサービス３１１を生成
する。構内サーバ３００は、生成した遅れサービス３１１を携帯端末４００に送信する。
【００２０】
　遅れサービス３１１とは、列車１１０の遅れに対応するサービスとして利用者に提供す
るデータ（電子クーポン、電子マネーなど）である。
【００２１】
　図２は、実施の形態１における車内サーバ２００と構内サーバ３００との機能構成図で
ある。
　実施の形態１における車内サーバ２００と構内サーバ３００との機能構成について、図
２に基づいて説明する。
【００２２】
　車内サーバ２００は、車内情報配信部２０１、車内情報管理部２０２、サーバ間連携部
２０３および車内情報記憶部２０９を備える。
【００２３】
　車内情報配信部２０１は、列車番号２１１や車内コンテンツ２１９（車内用のコンテン
ツ）を車内アクセスポイント２９０を用いて携帯端末４００に配信する。
【００２４】
　車内情報管理部２０２は、車内コンテンツ２１９を更新し、車内コンテンツ２１９の更
新時刻を記録する。
　車内情報管理部２０２は、列車１１０の発着時刻が遅れた場合に遅れ情報２１２を生成
し、遅れ情報２１２の生成時刻を記録する。新しい車内コンテンツ２１９や列車１１０の
遅れを示すデータは所定の装置から通知されるものとする。
【００２５】
　サーバ間連携部２０３は、列車番号２１１と遅れ情報２１２とを車内アクセスポイント
２９０を用いて構内サーバ３００に通知する。
【００２６】
　車内情報記憶部２０９は、列車番号２１１、遅れ情報２１２、車内コンテンツ２１９な
ど、車内サーバ２００が使用する各種データを記憶する。
【００２７】
　構内サーバ３００は、構内情報配信部３０１、構内情報管理部３０２、サーバ間連携部
３０３および構内情報記憶部３０９を備える。
【００２８】
　構内情報配信部３０１は、構内コンテンツ３１９（駅構内用のコンテンツ）を構内アク
セスポイント３９０を用いて携帯端末４００に配信する。
　構内情報配信部３０１は、列車１１０の遅れ時間に応じた遅れサービス３１１を遅れサ
ービステーブル３１２に基づいて特定し、特定した遅れサービス３１１を構内アクセスポ
イント３９０を用いて携帯端末４００に提供する。
【００２９】
　構内情報管理部３０２は、構内コンテンツ３１９を更新し、構内コンテンツ３１９の更
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新時刻を記録する。
【００３０】
　サーバ間連携部３０３は、列車番号２１１と遅れ情報２１２とを構内アクセスポイント
３９０を用いて車内サーバ２００から受信する。
　サーバ間通信部３０３は、受信した列車番号２１１と遅れ情報２１２とを遅れ情報テー
ブル３１３に設定する。
【００３１】
　構内情報記憶部３０９は、遅れサービス３１１、遅れサービステーブル３１２、遅れ情
報テーブル３１３、構内コンテンツ３１９など、構内サーバ３００が使用する各種データ
を記憶する。
【００３２】
　図３は、実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００のコンテンツ配信方法を
示すフローチャートである。
　実施の形態１におけるコンテンツ配信システム１００のコンテンツ配信方法について、
図３に基づいて説明する。
【００３３】
　Ｓ１１０において、利用者は、携帯端末４００を持って列車１１０に乗車する。
【００３４】
　Ｓ１２０において、利用者は、列車１１０内で携帯端末４００のユーザアプリを起動す
る。
　ユーザアプリを起動された携帯端末４００は、車内アクセスポイント２９０と通信を接
続する。
【００３５】
　Ｓ１３０において、車内サーバ２００の車内情報配信部２０１は、列車番号２１１と車
内コンテンツ２１９とを車内アクセスポイント２９０を介して携帯端末４００に送信する
。
　携帯端末４００は、列車番号２１１と車内コンテンツ２１９とを車内アクセスポイント
２９０から受信し、受信した列車番号２１１と車内コンテンツ２１９とを記憶し、車内コ
ンテンツ２１９をディスプレイに表示する。
【００３６】
　例えば、車内コンテンツ２１９として、列車の情報（コンテンツ）を選択するメニュー
画面、列車１１０に関する列車情報、列車１１０が走行している地域の地域情報が挙げら
れる。
　車内情報配信部２０１はメニュー画面のデータを携帯端末４００に送信し、携帯端末４
００はメニュー画面を表示する（図３参照）。メニュー画面で“１．列車情報”が選択さ
れた場合、携帯端末４００は列車情報を車内情報配信部２０１に要求し、車内情報配信部
２０１は列車情報を携帯端末４００に送信し、携帯端末４００は列車情報を表示する。列
車情報に音声が含まれる場合、携帯端末４００はスピーカーから音声を出力する。
【００３７】
　Ｓ１４０において、列車１１０が予定時刻より遅れて駅１２０に到着したものとする。
　列車１１０が駅１２０に到着するとき又は列車１１０が駅１２０に到着する前に、所定
の装置から車内サーバ２００に列車１１０の遅れに関する情報（例えば、遅れ時間）が通
知される。
　車内サーバ２００の車内情報管理部２０２は、通知された情報に基づいて遅れ情報２１
２を生成する。遅れ情報２１２には列車１１０の遅れ時間と遅れ情報２１２の発行時刻（
生成時刻）とが含まれる。
【００３８】
　Ｓ１５０において、車内サーバ２００のサーバ間連携部２０３は、車内アクセスポイン
ト２９０を介して列車番号２１１と遅れ情報２１２とを構内サーバ３００に送信する。
　構内サーバ３００のサーバ間連携部３０３は、構内アクセスポイント３９０を介して列
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車番号２１１と遅れ情報２１２とを受信し、受信した列車番号２１１と遅れ情報２１２と
を遅れ情報テーブル３１３に設定する。
【００３９】
　図４は、実施の形態１における遅れ情報テーブル３１３と遅れサービステーブル３１２
とを示す図である。
　サーバ間連携部３０３は、列車番号２１１と遅れ情報２１２（発行時刻、遅れ時間）と
を図４に示すように遅れ情報テーブル３１３に設定する。
　遅れ情報テーブル３１３は、「列車番号」「発行時刻」「遅れ時間」を対応付けるデー
タである。
【００４０】
　遅れサービステーブル３１２は、「サービスＩＤ」「サービス内容」「遅れ時間」を対
応付けるデータである。
　サービスＩＤは遅れサービス３１１を識別する値を示し、サービス内容はサービスＩＤ
で識別される遅れサービス３１１の内容を示す。
　遅れサービステーブル３１２の遅れ時間の「１０～３０分」は１０分以上３０分未満、
「３０～６０分」は３０分以上６０分未満、「６０分～」は６０分以上を示している。
【００４１】
　図３に戻り、コンテンツ配信方法の説明を続ける。
【００４２】
　Ｓ１６０において、携帯端末４００は、構内アクセスポイント３９０と通信を接続する
。このとき、携帯端末４００と車内アクセスポイント２９０との通信の接続は停止してい
るものとする。つまり、携帯端末４００と車内アクセスポイント２９０との通信は切断さ
れているものとする。
【００４３】
　Ｓ１７０において、携帯端末４００は、列車１１０内で受信した列車番号２１１を構内
アクセスポイント３９０を介して構内サーバ３００に送信する。
　構内サーバ３００の構内情報配信部３０１は、構内アクセスポイント３９０を介して列
車番号２１１を受信する。
【００４４】
　Ｓ１８０において、構内サーバ３００の構内情報配信部３０１は、携帯端末４００から
受信した列車番号２１１が遅れ情報テーブル３１３に設定されているか否かを判定する。
　携帯端末４００から受信した列車番号２１１が遅れ情報テーブル３１３に設定されてい
る場合、構内情報配信部３０１は、当該列車番号２１１に対応する遅れ時間を特定する。
構内情報配信部３０１は、特定した遅れ時間に対応する遅れサービス３１１を遅れサービ
ステーブル３１２に基づいて特定し、特定した遅れサービス３１１を構内アクセスポイン
ト３９０を介して携帯端末４００に送信する。
【００４５】
　例えば、携帯端末４００から列車番号「１」が送信された場合、構内情報配信部３０１
は図４の遅れ情報テーブル３１３を検索し、遅れ時間「４０分」を特定する。次に、構内
情報配信部３０１は、図４の遅れサービステーブル３１２を検索し、遅れ時間「４０分」
に対応する遅れサービス３１１のサービスＩＤ「２」を特定する。そして、構内情報配信
部３０１は、サービスＩＤ「２」で識別される遅れサービス３１１（コーヒー無料券）を
携帯端末４００に送信する。
【００４６】
　また、構内情報配信部３０１は、遅れ情報２１２の発行時刻に基づいて遅れサービス３
１１を提供する有効期限を定めてもよい。
　例えば、構内情報配信部３０１は、列車番号２１１の受信時刻と遅れ情報テーブル３１
３に設定されている発行時刻との時刻差を算出し、算出した時刻差と所定の有効時間とを
比較する。算出した時刻差が所定の有効時間を超えている場合、構内情報配信部３０１は
遅れサービス３１１を携帯端末４００に送信しない。
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【００４７】
　図３に戻り、Ｓ１８０の続きを説明する。
【００４８】
　Ｓ１８０において、構内サーバ３００の構内情報配信部３０１は、遅れサービス３１１
の他に構内コンテンツ３１９を構内アクセスポイント３９０を介して携帯端末４００に送
信する。
　携帯端末４００は、遅れサービス３１１と構内コンテンツ３１９とを構内アクセスポイ
ント３９０から受信し、受信した遅れサービス３１１と構内コンテンツ３１９とを記憶し
、遅れサービス３１１と構内コンテンツ３１９とをディスプレイに表示する。
【００４９】
　例えば、構内コンテンツ３１９として、駅の情報（コンテンツ）を選択するメニュー画
面、駅構内で開催されるイベントの情報、利用者から投稿された投稿情報、遅れサービス
３１１として発行されたクーポンが挙げられる。
　構内情報配信部３０１はメニュー画面のデータを携帯端末４００に送信し、携帯端末４
００はメニュー画面を表示する（図３参照）。メニュー画面で“１．イベント”が選択さ
れた場合、携帯端末４００はイベント情報を構内情報配信部３０１に要求し、構内情報配
信部３０１はイベント情報を携帯端末４００に送信し、携帯端末４００はイベント情報を
表示する。イベント情報に音声が含まれる場合、携帯端末４００はスピーカーから音声を
出力する。
　メニュー画面で“５．特別クーポン”が選択された場合、携帯端末４００は構内サーバ
３００から受信した遅れサービス３１１を表示する。利用者は、遅れサービス３１１を表
示した携帯端末４００を提示して所定のサービスを受ける。
　また、携帯端末４００は、メニュー画面で“５．特別クーポン”が選択されたときに列
車番号２１１を送信し（Ｓ１７０）、遅れサービス３１１を受信（Ｓ１８０）しても構わ
ない。
【００５０】
　なお、遅れサービス３１１と構内コンテンツ３１９は、常に両方が存在するのではなく
どちらか一方のみしか存在しない場合もありえる。メニュー画面は、存在する情報で構成
される。
　また、図３のフローチャートでは列車１１０が遅れて駅１２０に到着した場合（Ｓ１４
０）に車内サーバ２００が列車番号２１１と遅れ情報２１２とを構内サーバ３００に送信
する（Ｓ１５０）。一方、Ｓ１４０において列車１１０が駅１２０に遅れずに到着した場
合、Ｓ１５０において、車内サーバ２００は、正常に運行したことを示す正常運転情報（
乗物運行情報の一例）を遅れ情報２１２の代わりに構内サーバ３００へ送信する。構内情
報記憶部３０９に含まれる各種データには、正常運転時のサービス用のテーブル（遅れ情
報テーブル３１３や遅れサービステーブル３１２に相当するテーブル）も含まれるものと
する。
　さらに、遅れ情報２１２や正常運転情報以外の乗物運行情報としては、車両の混雑度な
どの可変的な情報が考えられる。さらに、乗物運行情報は、乗り物の種別（列車の場合は
、新幹線、特急列車、特別列車等）、乗り物の種別と降車駅との組み合わせ等の不変的な
情報であってもよい。この場合、構内情報記憶部３０９には、各種の乗物運行情報に対応
するサービス用のテーブルを記憶する。
【００５１】
　以下に、コンテンツ配信システム１００の各装置が備えるハードウェアデバイスについ
て説明する。
【００５２】
　車内サーバ２００、車内アクセスポイント２９０、構内サーバ３００、構内アクセスポ
イント３９０および携帯端末４００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）を備えている。ＣＰＵは、バスを介してＲＯＭ、ＲＡＭ、通信ボードやその
他のハードウェアデバイス（例えば、ディスプレイ、スピーカー）と接続され、これらを
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制御する。
　通信ボードは、有線または無線で、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
、インターネット、電話回線などの通信網に接続する。
　ＲＯＭ、ＲＡＭまたはその他の記憶装置（例えば、磁気ディスク装置）には、ＯＳ（オ
ペレーティングシステム）、プログラム群、ファイル群が記憶される。
　プログラム群には、実施の形態において「～部」として説明する機能を実行するプログ
ラムが含まれる。プログラムは、ＣＰＵにより読み出され実行される。すなわち、プログ
ラムは、「～部」としてコンピュータを機能させるものであり、また「～部」の手順や方
法をコンピュータに実行させるものである。
　ファイル群には、実施の形態において説明する「～部」で使用される各種データ（入力
、出力、判定結果、計算結果、処理結果など）が含まれる。
　実施の形態において構成図およびフローチャートに含まれている矢印は主としてデータ
や信号の入出力を示す。
　実施の形態において「～部」として説明するものは「～回路」、「～装置」、「～機器
」であってもよく、また「～ステップ」、「～手順」、「～処理」であってもよい。すな
わち、「～部」として説明するものは、ファームウェア、ソフトウェア、ハードウェアま
たはこれらの組み合わせのいずれで実装されても構わない。
【００５３】
　実施の形態１において、インターネットを介せず、携帯端末４００に付属する近距離無
線通信（無線ＬＡＮ）を使ったコンテンツ配信方法について説明した。
　コンテンツ配信方法が有する特徴を以下に示す。
【００５４】
（１）情報（コンテンツ）を配信するアクセスポイントを情報を配信したい場所に設置す
る。そして、ユーザがアクセスポイントの近辺に近づくと、ユーザが持つ端末のアプリケ
ーションに自動的に情報をダウンロードする。
（２）列車や駅に設置される情報配信装置（サーバ）が連携することで、その場に応じた
リアルタイムな情報を提供する。例えば、ユーザが乗ってきた電車（列車）に設置されて
いる情報配信サーバ（車内サーバ）が電車に関する情報（遅れ、混雑状況など）を、電車
が到着した駅に設置された情報配信サーバ（構内サーバ）に通知する。ユーザは駅に到着
するとこれまで乗車してきた電車の情報を反映した情報（例えば、遅れサービス）を駅で
取得できる。
【００５５】
　ＦｅｌｉＣａＲＷ（リーダ・ライタ）やＱＲコードを用いて情報を提供する場合、Ｆｅ
ｌｉＣａＲＷやＱＲコードを配置した地点でしか情報を提供することができない。つまり
、ユーザは、ＦｅｌｉＣａＲＷやＱＲコードという物理的なインターフェースに接触しな
ければ情報を取得することができない。
　一方、実施の形態１で説明したコンテンツ配信方法では、無線が到達する無線通信エリ
ア内（設定された面内）で情報を提供することができる。つまり、ユーザは、情報提供エ
リア（無線通信エリア）内ならどこでも情報を取得することができる。
【００５６】
　実施の形態１では、列車１１０の遅れが生じたときに遅れサービス３１１を提供する形
態を説明したが、その他の運行状況に応じて特定のコンテンツを提供しても構わない。例
えば、列車内が混雑しているときや列車内の温度が所定の温度より高い（または低い）と
きに所定の動画、音楽、ゲームソフト、電子クーポンなどを提供してもよい。
【００５７】
　また、列車と駅との組み合わせの他にバスとバス停、タクシーとタクシー乗り場、フェ
リー・遊覧船と船乗り場などの組み合わせを対象にしてコンテンツを配信しても構わない
。
【００５８】
　実施の形態１において、以下のような情報提供システム（コンテンツ配信システム１０



(11) JP 5084969 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

０）について説明した。情報提供システムの構成の一例として、実施の形態１で説明した
構成のうち対応する構成を括弧内に示す。
【００５９】
　情報提供システムは、乗物処理装置（車内サーバ２００）、乗物無線装置（車内アクセ
スポイント２９０）、到着地処理装置（構内サーバ３００）および到着地無線装置（構内
アクセスポイント３９０）を有する。
　乗物処理装置は、乗物（列車１１０）に設置され、乗物を識別する乗物識別情報（列車
番号２１１）と乗物の運行状況を示す乗物運行情報（遅れ情報２１２）とを生成する。
　乗物無線装置は、乗物に設置され無線通信を行う。
　到着地処理装置は、乗物が到着する到着地（駅１２０）に設定され、乗物を利用したユ
ーザに提供する提供情報（構内コンテンツ３１９）を生成する。
　到着地無線装置は、到着地に設置され無線通信を行う。
【００６０】
　乗物処理装置は、乗物識別情報を乗物を利用しているユーザが所持するユーザ端末装置
（携帯端末４００）へ乗物無線装置を用いて送信する。
　乗物処理装置は、乗物が到着地に到着したときに乗物識別情報と乗物運行情報とを到着
地処理装置へ乗物無線装置を用いて送信する。
　到着地処理装置は、乗物処理装置により送信された乗物識別情報と乗物運行情報とを到
着地無線装置を用いて受信し、受信した乗物運行情報に基づいて乗物の運行状況によって
異なる提供情報を生成し、生成した提供情報を乗物識別情報に対応付けて記憶する。
　到着地処理装置は、乗物を利用したユーザが所持するユーザ端末装置から乗物識別情報
を到着地無線装置を用いて受信し、受信した乗物識別情報に対応付けて記憶した提供情報
をユーザ端末装置へ到着地無線装置を用いて送信する。
【００６１】
　乗物処理装置は、乗物の運行に遅延が発生した場合に遅延時間を乗物運行情報に含める
。
　到着地処理装置は、遅延時間毎に遅延時間に対応付けて特定の遅延対応情報（遅れサー
ビス３１１）を予め記憶し、乗物処理装置から受信した乗物運行情報に基づいて乗物運行
情報に含まれる遅延時間に対応付けて記憶した遅延対応情報を提供情報に含める。
【００６２】
　実施の形態２．
　携帯端末４００からアクセスポイントへのアクセス方法について説明する。
【００６３】
　図５は、実施の形態２におけるコンテンツ配信システム１００の概要図である。
　実施の形態２におけるコンテンツ配信システム１００の概要について、図５に基づいて
説明する。
【００６４】
　実施の形態１で説明したように、駅Ｘ、Ｙや列車Ｎにはサーバおよびアクセスポイント
が設置される。また、駅Ｘが位置する街Ａにも街中サーバ５００および街中アクセスポイ
ント５９０が設置される。
【００６５】
　街Ａに住んでいる利用者は、通勤の際、携帯端末４００を持って駅Ｘに向かい、駅Ｘで
列車Ｎに乗って会社の最寄り駅Ｙで列車Ｎから降りる。
　このとき、携帯端末４００は、街Ａ、駅Ｘ、列車Ｎ、駅Ｙの各所でアクセスポイントに
接続し、各所のコンテンツを取得する。
　これにより、利用者は、自分がいる場所の情報を得ることができる。
【００６６】
　街Ａ、駅Ｘ、列車Ｎ、駅Ｙそれぞれのアクセスポイントには所定のＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｓｅｔ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）が設定されている。ＳＳＩＤの管理を容易にす
るため、同じ種類の場所（駅Ｘ、Ｙ）に設置されたアクセスポイントには同じＳＳＩＤ（
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ＥＫＩ）を設定している。
　また、携帯端末４００のユーザアプリには、各アクセスポイントのＳＳＩＤが予め設定
されている。例えば、携帯端末４００は各アクセスポイントのＳＳＩＤテーブルが設定さ
れたユーザアプリをダウンロードして記憶する。また、携帯端末４００は新たなアクセス
ポイントのＳＳＩＤテーブルをユーザアプリの更新データとしてダウンロードして記憶す
る。
【００６７】
　携帯端末４００は、ＳＳＩＤテーブルに記憶している複数のＳＳＩＤを一つずつ順番に
読み出し、読み出したＳＳＩＤと同じＳＳＩＤが設定されたアクセスポイントが無線通信
エリア内に存在するかチェックする。
　該当するアクセスポイントが存在する場合、携帯端末４００は、当該アクセスポイント
と通信を接続してコンテンツを取得する。
【００６８】
　通常、ＳＳＩＤはアクセスポイントから発信される。そして、携帯端末は、アクセスポ
イントから発信されたＳＳＩＤを検出した場合に検出したＳＳＩＤを発信したアクセスポ
イントと通信を接続する。
　実施の形態２では、ＳＳＩＤはアクセスポイントからは発信されず、携帯端末４００に
予め記憶される。そして、携帯端末４００は、予め記憶されたＳＳＩＤを用いてアクセス
ポイントを自発的に検出する。
　これにより、コンテンツ配信システム１００で使用されるＳＳＩＤを隠蔽し、コンテン
ツ配信システム１００のセキュリティを強化することができる。
【００６９】
　図６は、実施の形態２における携帯端末４００の機能構成図である。
　実施の形態２における携帯端末４００の機能構成について、図６に基づいて説明する。
【００７０】
　携帯端末４００は、アクセスポイント接続部４０１、コンテンツ取得部４０２、コンテ
ンツ表示部４０３、情報投稿部４０４および端末記憶部４０９を備える。
【００７１】
　アクセスポイント接続部４０１は、アクセスポイント接続テーブル（ＳＳＩＤテーブル
）４１１に予め設定されるＳＳＩＤを用いてアクセスポイントを検出し、検出したアクセ
スポイントと通信を接続する。
【００７２】
　コンテンツ取得部４０２は、アクセスポイントと無線で通信し、アクセスポイントを介
してコンテンツ配信サーバ（車内サーバ２００、構内サーバ３００または街中サーバ５０
０）からコンテンツをダウンロードする。
【００７３】
　コンテンツ表示部４０３は、コンテンツ取得部４０２によりダウンロードされたコンテ
ンツをディスプレイに表示する。
　また、コンテンツ表示部４０３は、コンテンツに含まれる音声データを生成してスピー
カーから音声を出力する。
【００７４】
　情報投稿部４０４は、アクセスポイントと無線で通信し、利用者に入力された投稿情報
をコンテンツ配信サーバにアップロードする。
【００７５】
　端末記憶部４０９は、ユーザアプリ、ダウンロードしたコンテンツ、アクセスポイント
接続テーブル４１１など、携帯端末４００が使用する各種データを記憶する。
【００７６】
　図７は、実施の形態２におけるコンテンツ配信システム１００のアクセス方法を示すフ
ローチャートである。
　携帯端末４００がアクセスポイントにアクセスするアクセス方法について、図７に基づ
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いて説明する。
【００７７】
　Ｓ２１０において、利用者は携帯端末４００を操作し、携帯端末４００にインストール
されているコンテンツ配信システム１００用のユーザアプリを起動する。
【００７８】
　Ｓ２２０において、ユーザアプリを起動された携帯端末４００は、コンテンツ配信シス
テム１００のアクセスポイントと通信を接続する。
　携帯端末４００は、通信を接続したアクセスポイントを介してコンテンツ配信サーバ（
街中サーバ５００、構内サーバ３００または車内サーバ２００）からコンテンツをダウン
ロードし、ダウンロードしたコンテンツを表示し、またコンテンツの音声を出力する。
　Ｓ２２０の詳細（Ｓ２２１～Ｓ２２７）について後述する。
【００７９】
　Ｓ２３０において、利用者は携帯端末４００を操作してユーザアプリを終了する。
【００８０】
　次に、Ｓ２２０の詳細（Ｓ２２１～Ｓ２２７）について説明する。
　Ｓ２２１～Ｓ２２７は、ユーザアプリが動作している間、定期的に実行される。
【００８１】
　Ｓ２２１において、アクセスポイント接続部４０１はアクセスポイント接続テーブル４
１１からＳＳＩＤを一つ選択し、選択したＳＳＩＤを無線で送信する。
　各アクセスポイントは、ＳＳＩＤを受信した場合、受信したＳＳＩＤと自己のＳＳＩＤ
とを比較する。受信したＳＳＩＤと自己のＳＳＩＤとが一致する場合、アクセスポイント
はＳＳＩＤが一致したことを示す応答情報を無線で送信する。
　例えば、アクセスポイント接続部４０１は図５に示したアクセスポイント接続テーブル
４１１から一番目に設定されているＳＳＩＤ「ＭＡＣＨＩ」を選択し、選択したＳＳＩＤ
「ＭＡＣＨＩ」を無線で送信する。ＳＳＩＤ「ＭＡＣＨＩ」を送信した場所が街Ａであれ
ば街中アクセスポイント５９０（ＭＡＣＨＩ）から応答情報が送信され、ＳＳＩＤ「ＭＡ
ＣＨＩ」を送信した場所が駅Ｘ、列車Ｎ、駅Ｙであればアクセスポイントから応答情報は
送信されない。
【００８２】
　Ｓ２２２において、アクセスポイント接続部４０１はＳＳＩＤが一致したことを示す応
答情報をアクセスポイントから受信できたか否かを判定する。
　アクセスポイントの応答情報を受信できた場合（ＹＥＳ）、Ｓ２２３に進む。
　アクセスポイントの応答情報を受信できなかった場合（ＮＯ）、Ｓ２２１に戻る。Ｓ２
２１において、アクセスポイント接続部４０１は未選択のＳＳＩＤを新たに選択し、新た
に選択したＳＳＩＤを送信する。
　Ｓ２２１とＳ２２２とは、アクセスポイントから応答情報を受信するまで又は未送信の
ＳＳＩＤが無くなるまで繰り返し実行される。未送信のＳＳＩＤが無くなりいずれのＳＳ
ＩＤに対しても応答情報を受信できなかった場合、アクセスポイント接続部４０１は一定
時間の経過を待ってＳ２２１とＳ２２２とを再び実行する。
【００８３】
　Ｓ２２３において、アクセスポイント接続部４０１は、応答情報を送信したアクセスポ
イントと通信（コネクション）を接続する。通信を接続する際、アクセスポイント接続部
４０１とアクセスポイントとの間で通信方式（例えば、通信データの暗号化方式）が決定
される。また、利用者を認証するためにユーザＩＤとパスワードとがアクセスポイント接
続部４０１によってアクセスポイントへ送信される。ユーザＩＤやパスワードは利用者に
より携帯端末４００に入力され又は携帯端末４００に予め設定される。ユーザＩＤとパス
ワードとの組み合わせは携帯端末４００に一つ設定されてもよいし、アクセスポイント（
ＳＳＩＤ）毎に設定されてもよい。
【００８４】
　Ｓ２２４において、コンテンツ配信サーバの情報配信部は、アクセスポイントを介して
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コンテンツを配信する。
　携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、通信を接続したアクセスポイントからコ
ンテンツを受信し、受信したコンテンツを端末記憶部４０９に記憶する。
【００８５】
　Ｓ２２５において、アクセスポイント接続部４０１は、アクセスポイントとの通信を切
断する。
　アクセスポイントとの通信を接続し続けずに一度切断することにより、携帯端末４００
の無線通信機能を独占してしまうことを防ぐことができる。例えば、アクセスポイントと
の通信を切断後、次にアクセスポイントと通信を接続するまでの間、利用者は携帯端末４
００をインターネットに接続することができる。
【００８６】
　Ｓ２２６において、コンテンツ表示部４０３は、端末記憶部４０９に記憶されたコンテ
ンツをディスプレイに表示する。また、コンテンツに音声データが含まれる場合、コンテ
ンツ表示部４０３は音声データを再生して音声をスピーカーから出力する。
【００８７】
　Ｓ２２７において、アクセスポイント接続部４０１は所定時間が経過するまで待機する
。所定時間の経過後、Ｓ２２１に戻る。
【００８８】
　実施の形態１、２において、以下のような情報提供システム（コンテンツ配信システム
１００）について説明した。情報提供システムの構成の一例として、実施の形態１、２で
説明した構成のうち対応する構成を括弧内に示す。
【００８９】
　乗物無線装置（車内アクセスポイント２９０）は、乗物無線装置を識別する識別情報（
ＳＳＩＤ）を予め記憶する。
　到着地無線装置（構内アクセスポイント３９０）は、到着地無線装置を識別する識別情
報を予め記憶する。
【００９０】
　情報提供システムは、さらに、
　ユーザが所持するユーザ端末装置（携帯端末４００）であって、乗物無線装置の識別情
報と到着地無線装置の識別情報とを予め記憶するユーザ端末装置を有する。
　ユーザ端末装置は、乗物無線装置の識別情報を用いて乗物無線装置と無線通信を接続す
る通信接続処理を行い、乗物無線装置と無線通信を接続できた場合に乗物無線装置を介し
て乗物処理装置（車内サーバ２００）から乗物識別情報を受信する。
　ユーザ端末装置は、乗物無線装置と無線通信を接続できない場合に到着地無線装置の識
別情報を用いて到着地無線装置と無線通信を接続する通信接続処理を行う。ユーザ端末装
置は、到着地無線装置と無線通信を接続できた場合に到着地無線装置を介して到着地処理
装置（構内サーバ３００）へ乗物識別情報（列車番号２１１）を送信する。ユーザ端末装
置は、到着地無線装置を介して到着地無線装置から提供情報（遅れサービス３１１）を受
信する。
【００９１】
　乗物無線装置は、乗物無線装置を識別するＳＳＩＤを識別情報として予め記憶する。
　到着地無線装置は、到着地無線装置を識別するＳＳＩＤを識別情報として予め記憶する
。
　ユーザ端末装置は、乗物無線装置のＳＳＩＤと到着地無線装置のＳＳＩＤとを予め記憶
する。
　乗物無線装置と到着地無線装置とはＳＳＩＤを送信せず、ユーザ端末装置が乗物無線装
置のＳＳＩＤと到着地無線装置のＳＳＩＤとのいずれかを無線で送信する。
　乗物無線装置と到着地無線装置とは、ユーザ端末装置から送信されたＳＳＩＤと自己の
ＳＳＩＤとが一致する場合にユーザ端末装置と無線通信を接続する。
【００９２】
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　情報提供システムは、乗物（列車１１０）が経由する経由地（駅Ｘ、駅Ｙ）毎に到着地
処理装置と到着地無線装置とを有する。
　各経由地の到着地無線装置は同じＳＳＩＤ（ＥＫＩ）を記憶し、ユーザ端末装置は、各
経由地の到着地無線装置を識別するＳＳＩＤとして一つのＳＳＩＤ（ＥＫＩ）を記憶する
。
【００９３】
　実施の形態３．
　コンテンツを取得する対象のカテゴリを登録しておき、登録されたカテゴリのうちコン
テンツが更新されたカテゴリのコンテンツのみを取得するコンテンツ取得方法について説
明する。
【００９４】
　図８は、実施の形態３におけるコンテンツ配信システム１００のコンテンツ取得方法を
示すフローチャートを示す。
　また、図８は、登録カテゴリテーブル４１２と取得コンテンツ管理テーブル４１３と車
内コンテンツ管理テーブル２１８とを示す。
　図７で説明したコンテンツ取得処理（Ｓ２２４）について、図８に基づいて説明する。
【００９５】
　携帯端末４００の端末記憶部４０９には、登録カテゴリテーブル４１２と取得コンテン
ツ管理テーブル４１３とが記憶される。
【００９６】
　登録カテゴリテーブル４１２には、ユーザアプリに登録されたカテゴリを識別する「カ
テゴリＩＤ」が設定される。
【００９７】
　図７に示すテーブルの説明において、カテゴリＩＤで識別されるカテゴリに属するコン
テンツを「当該コンテンツ」という。
【００９８】
　取得コンテンツ管理テーブル４１３は「サーバＩＤ」「カテゴリＩＤ」「更新ＩＤ」を
対応付ける。
　サーバＩＤは、当該コンテンツを配信したコンテンツ配信サーバを識別する情報である
。
　更新ＩＤは、当該コンテンツが更新（生成）された時刻を「ＹＹＹＹＭＭＤＤｈｈｍｍ
ｓｓ」の形式で示す。「ＹＹＹＹ」「ＭＭ」「ＤＤ」「ｈｈ」は西暦、月、日、時、分、
秒を示す。
【００９９】
　コンテンツ配信サーバ（車内サーバ２００、構内サーバ３００および街中サーバ５００
）の記憶部には、コンテンツ管理テーブルが記憶される。例えば、車内サーバ２００の車
内情報記憶部２０９には車内コンテンツ管理テーブル２１８が記憶される。
　コンテンツ管理テーブルは、「カテゴリＩＤ」「情報取得アドレス」「更新ＩＤ」を対
応づける。
　情報取得アドレスは、当該コンテンツが記憶されている記憶領域を特定するアドレスを
ＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）の形式で示す。
【０１００】
　次に、コンテンツ取得処理（Ｓ２２４）を説明する。
【０１０１】
　Ｓ２２４－１において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、登録カテゴリテ
ーブル４１２に設定されているカテゴリＩＤを一つ選択する。
　例えば、コンテンツ取得部４０２は、登録カテゴリテーブル４１２の１番目に設定され
ているカテゴリＩＤ「列車情報」を選択する。
　以下、選択したカテゴリＩＤを「選択カテゴリＩＤ」という。
【０１０２】
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　Ｓ２２４－２において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、選択カテゴリＩ
Ｄをアクセスポイントに送信する。
　コンテンツ配信サーバの情報配信部は、アクセスポイントを介して選択カテゴリＩＤを
受信し、受信した選択カテゴリＩＤで識別されるカテゴリに属するコンテンツを特定する
。コンテンツ配信サーバの情報配信部は、特定したコンテンツの更新ＩＤ（更新時刻）を
アクセスポイントを介して携帯端末４００に送信する。
　携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、アクセスポイントから選択カテゴリＩＤ
に対応するコンテンツの更新ＩＤを受信する。
【０１０３】
　例えば、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、選択カテゴリＩＤ「列車情報」
を列車Ｎの車内アクセスポイント２９０を介して車内サーバ２００に送信する。
　車内サーバ２００の車内情報配信部２０１は、車内コンテンツ管理テーブル２１８を検
索して選択カテゴリＩＤ「列車情報」に対応する更新ＩＤ「２０１００３２９１０２９０
０」を特定する。車内サーバ２００の車内情報配信部２０１は、特定した更新ＩＤを車内
アクセスポイント２９０を介して携帯端末４００に送信する。
　携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、車内アクセスポイント２９０から選択カ
テゴリＩＤ「列車情報」に対応する更新ＩＤ「２０１００３２９１０２９００」を受信す
る。
【０１０４】
　Ｓ２２４－３において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、選択カテゴリＩ
Ｄに対応する更新ＩＤを取得コンテンツ管理テーブル４１３に基づいて特定する。
　コンテンツ取得部４０２は、特定した更新ＩＤ（現在更新ＩＤ）とアクセスポイントか
ら受信した更新ＩＤ（最新更新ＩＤ）とを比較し、選択カテゴリＩＤに対応するコンテン
ツが更新されたか否かを判定する。
　現在更新ＩＤが最新更新ＩＤより大きい場合（ＮＯ）、当該コンテンツは前回の取得時
から更新されていないのでＳ２２４－６に進む。
　現在更新ＩＤより最新更新ＩＤが大きい場合（ＹＥＳ）、当該コンテンツは前回の取得
時から更新されているのでＳ２２４－４に進む。
【０１０５】
　例えば、選択カテゴリＩＤが「列車情報」である場合、現在更新ＩＤは図８の取得コン
テンツ管理テーブル４１３において「２０１００３２８１９３０００」であり、最新更新
ＩＤは図８の車内コンテンツ管理テーブル２１８において「２０１００３２９１０２９０
０」である。
　この場合、「２０１０３２８１９３０００（現在更新時刻）＜２０１００３２９１０２
９００（最新更新時刻）」なので、選択カテゴリＩＤ「列車情報」に対応するコンテンツ
は更新されている。
【０１０６】
　Ｓ２２４－４において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、選択カテゴリＩ
Ｄに対応するコンテンツをアクセスポイントを介してコンテンツ配信サーバに要求する。
　コンテンツ配信サーバの情報配信部は、要求されたコンテンツ（最新コンテンツ）をア
クセスポイントを介して携帯端末４００に送信する。
　携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、アクセスポイントから最新のコンテンツ
を受信する。コンテンツには更新ＩＤが設定されているものとする。
【０１０７】
　Ｓ２２４－５において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、受信したコンテ
ンツを端末記憶部４０９に記憶し、取得コンテンツ管理テーブル４１３に選択カテゴリＩ
Ｄに対応付けて設定されている更新ＩＤを最新コンテンツに設定されている更新ＩＤで更
新する。
【０１０８】
　Ｓ２２４－６において、携帯端末４００のコンテンツ取得部４０２は、未選択のカテゴ
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リＩＤが登録カテゴリテーブル４１２に残っているか否かを判定する。
　未選択のカテゴリＩＤが残っている場合（ＹＥＳ）、Ｓ２２４－１に戻る。コンテンツ
取得部４０２はＳ２２４－１で未選択のカテゴリＩＤを新たに選択し、新たに選択したカ
テゴリＩＤについてＳ２２４－２～５を実行する。
　全てのカテゴリＩＤを選択済みの場合（ＮＯ）、コンテンツ取得処理（Ｓ２２４）は終
了する。
【０１０９】
　上記の処理により、多数のコンテンツのうち登録カテゴリに属するコンテンツであって
更新されたコンテンツのみを取得することができる。これにより、無駄な通信を減らし、
電力の消費量を削減することができる。
【０１１０】
　実施の形態１～３において、以下のような情報提供システム（コンテンツ配信システム
１００）について説明した。情報提供システムの構成の一例として、実施の形態１～３で
説明した構成のうち対応する構成を括弧内に示す。
【０１１１】
　乗物処理装置（車内サーバ２００）は、特定の情報を乗物情報（車内コンテンツ２１９
）として記憶すると共に乗物情報の更新時刻を更新ＩＤとして記憶する。
　到着地処理装置（構内サーバ３００）は、特定の情報を到着地情報（構内コンテンツ３
１９）として記憶すると共に到着地情報の更新時刻を更新ＩＤとして記憶する。
　ユーザ端末装置（携帯端末４００）は、乗物情報と乗物情報の更新ＩＤ（更新時刻）と
を記憶していない場合に乗物無線装置（車内アクセスポイント２９０）を介して乗物処理
装置から乗物情報と乗物情報の更新ＩＤとを受信し、受信した乗物情報と乗物情報の更新
ＩＤとを記憶する。
　ユーザ端末装置は、乗物情報と乗物情報の更新ＩＤとを記憶している場合であって記憶
している乗物情報の更新ＩＤより乗物処理装置に記憶されている乗物情報の更新ＩＤが大
きい場合に乗物無線装置を介して乗物処理装置から乗物情報と乗物情報の更新ＩＤとを新
たに受信する。ユーザ端末装置は、記憶している乗物情報と乗物情報の更新ＩＤとを新た
に受信した乗物情報と乗物情報の更新ＩＤとで更新する。
　ユーザ端末装置は、到着地情報と到着地情報の更新ＩＤとを記憶していない場合に到着
地無線装置（構内アクセスポイント３９０）を介して到着地処理装置から到着地情報と到
着地情報の更新ＩＤとを受信し、受信した到着地情報と到着地情報の更新ＩＤとを記憶す
る。
　ユーザ端末装置は、到着地情報と到着地情報の更新ＩＤとを記憶している場合であって
記憶している到着地情報の更新ＩＤより到着地処理装置に記憶されている到着地情報の更
新ＩＤが大きい場合に、到着地無線装置を介して到着地処理装置から到着地情報と到着地
情報の更新ＩＤとを新たに受信する。ユーザ端末装置は、記憶している到着地情報と到着
地情報の更新時刻とを新たに受信した到着地情報と到着地情報の更新時刻とで更新する。
【０１１２】
　実施の形態４．
　利用者が携帯端末４００を用いて情報を投稿し、情報が投稿された地域にいる利用者の
携帯端末４００に投稿情報を配信するリアル投稿方法について説明する。
【０１１３】
　図９は、実施の形態４におけるコンテンツ配信システム１００のリアル投稿方法を示す
フローチャートである。
　実施の形態４におけるコンテンツ配信システム１００のリアル投稿方法について、図９
に基づいて説明する。
【０１１４】
　携帯端末４００はアクセスポイントと通信を接続しているものとする。
【０１１５】
　Ｓ３１０において、利用者は投稿する情報を携帯端末４００に入力する。
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　Ｓ３２０において、携帯端末４００の情報投稿部４０４は入力された投稿情報をアクセ
スポイントを介してコンテンツ配信サーバに送信する。
　コンテンツ配信サーバの情報管理部は、投稿情報を受信し、受信した投稿情報をコンテ
ンツとして記憶部に記憶する。
【０１１７】
　Ｓ３３０において、コンテンツ配信サーバの情報配信部は、投稿情報をアクセスポイン
トを介して配信する。つまり、投稿情報はアクセスポイントに接続している複数の携帯端
末４００に配信される。
【０１１８】
　利用者が情報を投稿することにより、同じ地域にいる複数の利用者間で情報を共有する
ことができる。
　例えば、利用者は街Ａで見つけた情報を街Ａにいる自分以外の利用者に知らせることが
できる。
　また、駅Ｘで待ち合わせをした利用者は待ち合わせに遅れた人に投稿情報を伝言として
残すことができる。
【０１１９】
　実施の形態１～４において、以下のような情報提供システム（コンテンツ配信システム
１００）について説明した。情報提供システムの構成の一例として、実施の形態１～４で
説明した構成のうち対応する構成を括弧内に示す。
【０１２０】
　ユーザ端末装置（携帯端末４００）は、ユーザが入力した情報を投稿情報として記憶す
る。
　ユーザ端末装置は、乗物無線装置（車内アクセスポイント２９０）と無線通信を接続で
きた場合に乗物無線装置を介して乗物処理装置（車内サーバ２００）へ投稿情報を送信す
る。ユーザ端末装置は、到着地無線装置（構内アクセスポイント３９０）と無線通信を接
続できた場合に到着地無線装置を介して到着地処理装置（構内サーバ３００）へ投稿情報
を送信する。
　乗物処理装置は、ユーザ端末装置から投稿情報を乗物無線装置を介して受信し、受信し
た投稿情報を乗物情報（車内コンテンツ２１９）に含め、投稿情報を含んだ乗物情報を乗
物無線装置と無線通信を接続している複数のユーザ端末装置へ送信する。
　到着地処理装置は、ユーザ端末装置から投稿情報を到着地無線装置を介して受信し、受
信した投稿情報を到着地情報（構内コンテンツ３１９）に含め、投稿情報を含んだ到着地
情報を到着地無線装置と無線通信を接続している複数のユーザ端末装置へ送信する。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００　コンテンツ配信システム、１１０　列車、１２０　駅、２００　車内サーバ、
２０１　車内情報配信部、２０２　車内情報管理部、２０３　サーバ間連携部、２０９　
車内情報記憶部、２１１　列車番号、２１２　遅れ情報、２１８　車内コンテンツ管理テ
ーブル、２１９　車内コンテンツ、２９０　車内アクセスポイント、３００　構内サーバ
、３０１　構内情報配信部、３０２　構内情報管理部、３０３　サーバ間連携部、３０９
　構内情報記憶部、３１１　遅れサービス、３１２　遅れサービステーブル、３１３　遅
れ情報テーブル、３１９　構内コンテンツ、３９０　構内アクセスポイント、４００　携
帯端末、４０１　アクセスポイント接続部、４０２　コンテンツ取得部、４０３　コンテ
ンツ表示部、４０４　情報投稿部、４０９　端末記憶部、４１１　アクセスポイント接続
テーブル、４１２　登録カテゴリテーブル、４１３　取得コンテンツ管理テーブル、５０
０　街中サーバ、５９０　街中アクセスポイント。
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