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(57)【要約】
【課題】電子タグを必要とすることなく、視聴者に個人
向けの情報を効率的に提示できる情報提示システム及び
当該情報提示システムの電子表示機器を提供する。
【解決手段】本発明に係る電子表示機器１０１は、視聴
者に情報を提示する電子表示機器１０１であって、情報
を表示する表示部１１５と、視聴者を特定するための個
人属性情報を取得する個人情報取得部１１３と、視聴者
の行動予定情報を受信する通信部１１１と、個人情報取
得部１１３がある視聴者の個人属性情報を取得し、通信
部１１１が当該視聴者の行動予定情報を受信すると、行
動予定情報に関連する情報を表示部１１５に表示させる
制御部１１７とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴者に情報を提示する電子表示機器であって、
　情報を表示する表示部と、
　視聴者を特定するための個人属性情報を取得する個人情報取得部と、
　視聴者の行動予定情報を受信する通信部と、
　前記個人情報取得部がある視聴者の個人属性情報を取得し、前記通信部が当該視聴者の
行動予定情報を受信すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部に表示させる
制御部と
を備える電子表示機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子表示機器において、前記制御部は、
　前記行動予定情報及び当該行動予定情報に関連する情報を予め受信するように前記通信
部を制御し、前記個人情報取得部が、受信された前記行動予定情報に関する視聴者の個人
情報を取得すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部に表示させる
ことを特徴とする電子表示機器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電子表示機器において、前記制御部は、
　前記行動予定情報に関連する情報として、前記行動予定に基づく案内情報を前記表示部
に表示させる
ことを特徴とする電子表示機器。
【請求項４】
　視聴者に情報を提示する電子表示機器と、当該電子表示機器とネットワークで接続され
、視聴者の行動予定情報を保存するサーバとを有する情報提示システムであって、前記電
子表示機器が、
　情報を表示する表示部と、
　視聴者を特定するための個人属性情報を取得する個人情報取得部と、
　視聴者の行動予定情報を前記サーバから受信する通信部と、
　前記個人情報取得部がある視聴者の個人属性情報を取得し、前記通信部が当該視聴者の
行動予定情報を受信すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部に表示させる
制御部と
を備える情報提示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提示システム及び情報提示システムの電子表示機器に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワーク技術やディスプレイ性能の向上に伴い、新たな広告媒体としてデジ
タルサイネージ（Digital Signage：電子看板）が注目されている。デジタルサイネージ
とは、ネットワークに接続されたディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を公
衆（視聴者）に提示するシステムである。デジタルサイネージは、ネットワークを介して
提示情報を受信できるため、提示内容を随時変更可能である。そのため、表示機器の設置
場所の地域性や配信時間などを考慮した多様な映像広告の展開が可能となる。例えば、時
間帯ごとに対象地区に滞在する人の人数や属性（性別や年齢など）が集計され、当該集計
結果に基づいて対象地区で提示する公衆向けの広告内容が決定される（例えば、特許文献
１参照）。
【０００３】
　また、一般的な広告媒体は公衆向けの広告提示を目的とするが、表示内容を柔軟に変更
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できるというデジタルサイネージの利点を生かし、公衆に設置されたデジタル表示機器が
特定の視聴者（対象者）のために情報（個人向け情報）を提示することも提案されている
（例えば、特許文献２、３及び４参照）。特許文献２においては、表示機器が撮像部（カ
メラ）を有し、当該撮像部が視聴者の画像を取得する。表示機器は、取得した画像から視
聴者の属性（性別、年齢、人種など）を判定し、当該属性に基づいて、提示情報を決定す
る。また、特許文献３においては、表示機器は、視聴者の携帯通信端末と交信し、携帯通
信端末から受信した個人情報を基に、提示情報を決定する。更に、特許文献４においては
、ある施設で取り扱われている商品にそれぞれ対応する非接触式電子タグが用意され、当
該施設の利用者は希望する商品を探す前に当該商品に対応する電子タグを取得する。施設
内には、電子タグを読み取る表示機器が設置されている。電子タグを有する利用者が表示
機器に近づくと、表示機器は、電子タグを読み取り、当該電子タグに対応する商品の売り
場位置の情報を表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２３８１４８号公報
【特許文献２】特開２０１０－１９１４８７号公報
【特許文献３】特開２００８－２５７２１６号公報
【特許文献４】特開２００７－３２３６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２又は３に記載の表示機器では、ある対象者にとって有益であると想
定される情報を決定するために、取得した視聴者の属性や個人情報全てを勘案することに
なる。そのため、取得した情報の解析及び対象者に関連する提示情報の選択に時間を要す
る。そのため、対象者の認識から情報の提示までに時間がかかるおそれがある。特に、移
動している対象者に情報を提示する場合には、情報の提示までに時間がかかると、情報提
示の機会を逸してしまう可能性がある。
【０００６】
　また、特許文献４の表示機器では、表示機器が取得する情報は、利用者が希望する商品
情報のみなので、取得した情報の解析に長時間は要さないものの、利用者は、電子タグを
有する場合にのみしか表示機器から売り場位置情報を得ることはできない。そして、売り
場位置が表示される商品は、電子タグを用意する施設の商品であり、且つ電子タグが存在
する商品に制限されてしまう。
【０００７】
　従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、電子タグを必要とする
ことなく、視聴者に個人向けの情報を効率的に提示できる情報提示システム及び当該情報
提示システムの電子表示機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した諸課題を解決すべく、第１の観点による電子表示機器は、
　視聴者に情報を提示する電子表示機器であって、
　情報を表示する表示部と、
　視聴者を特定するための個人属性情報を取得する個人情報取得部と、
　視聴者の行動予定情報を受信する通信部と、
　前記個人情報取得部がある視聴者の個人属性情報を取得し、前記通信部が当該視聴者の
行動予定情報を受信すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部に表示させる
制御部と
を備える電子表示機器である。
【０００９】
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　また、前記制御部が、前記行動予定情報及び当該行動予定情報に関連する情報を予め受
信するように前記通信部を制御し、前記個人情報取得部が、受信された前記行動予定情報
に関する視聴者の個人情報を取得すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部
に表示させることが望ましい。
【００１０】
　また、前記制御部が、前記行動予定情報に関連する情報として、前記行動予定に基づく
案内情報を前記表示部に表示させることが望ましい。
【００１１】
　また、第２の観点による情報提示システムは、
　視聴者に情報を提示する電子表示機器と、当該電子表示機器とネットワークで接続され
、視聴者の行動予定情報を保存するサーバとを有する情報提示システムであって、前記電
子表示機器が、
　情報を表示する表示部と、
　視聴者を特定するための個人属性情報を取得する個人情報取得部と、
　視聴者の行動予定情報を前記サーバから受信する通信部と、
　前記個人情報取得部がある視聴者の個人属性情報を取得し、前記通信部が当該視聴者の
行動予定情報を受信すると、前記行動予定情報に関連する情報を前記表示部に表示させる
制御部と
を備える情報提示システムである。
【発明の効果】
【００１２】
　上記のように構成された本発明に係る情報提示システム及び当該情報提示システムの電
子表示機器によれば、行動予定情報に関連する情報が視聴者に提示される。行動予定情報
を基に表示内容が決定されるので、電子タグを必要とすることなく、個人向けの情報を効
率的に提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る情報提示システムの概略的な構成図である。
【図２】図２は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の概略構成を示す機能ブロック図
である。
【図３】図３は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の処理を示すフローチャートであ
る。
【図４】図４は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の具体例である。
【図５】図５は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の具体例である。
【図６】図６は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の具体例である。
【図７】図７は本発明の一実施形態に係る電子表示機器の具体例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報提示システムの概略的な構成図である。情報提
示システム１１は、電子表示機器１０１と、公衆用情報サーバ１０３と、個人情報サーバ
１０５とを有するものであり、これらの構成要素はインターネットなどのネットワーク１
０７により互いに接続されている。なお、本発明は、公衆用情報サーバ１０３と、個人情
報サーバ１０５とを、独立して設けることに限定されるものではなく、一つのサーバに公
衆用情報サーバ１０３の機能と個人情報サーバ１０５の機能とを持たせることができる。
【００１６】
　電子表示機器１０１は、公衆の視聴者への情報提示（例えば、商品やサービスの広告・
宣伝、目的地までの経路案内）を目的に表示を行うデジタルサイネージ装置であり、例え
ば、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、有機ＥＬ（Electro Luminescen
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ce）ディスプレイ装置、プロジェクションディスプレイ装置、ＬＥＤ（Light Emitting D
iode）ディスプレイ装置、電子ペーパーなどである。電子表示機器１０１は、公衆用情報
サーバ１０３からネットワーク１０７を介して情報を取得し表示する。電子表示機器１０
１の設置場所は、例えば、鉄道、空港、コンビニエンスストア、高速道路のＰＡ（Parkin
g Area）・ＳＡ（Service Area）、コインパーキング、飲食店、観光施設（レジャースポ
ット）、ホテル、ショッピングモール、映画館などである。
【００１７】
　公衆用情報サーバ１０３は、電子表示機器１０１が表示可能な情報（公衆用情報）を保
存し、電子表示機器１０１からの要求に応じて公衆用情報を電子表示機器１０１に提供す
る。公衆用情報とは、ある一個人に特化した情報ではなく、例えば、イベント情報、エン
ターテイメント情報、店舗情報、生活情報、地域ニュース情報、交通情報、ナビゲーショ
ン情報、商品情報、観光情報、出版物情報、世間での物事に関する評判情報（口コミ）な
どである。なお、本発明は、公衆用情報サーバ１０３を電子表示機器１０１と独立して設
けることに限定されるわけではない。例えば、電子表示機器１０１内のメモリ（図示せず
）に公衆用情報サーバ１０３の機能を有させることができる。
【００１８】
　個人情報サーバ１０５は、電子表示機器１０１の視聴者の情報（個人情報）を保存し、
個人情報を電子表示機器１０１に提供する。個人情報には、個人属性情報と個人の行動予
定情報とが含まれ、これらの情報は、個人毎に紐付けされている。個人属性情報とは、例
えば、名前、性別、年齢、国籍、居住地、出身地、身体的特徴（身長、体重、体型、指紋
、掌紋、虹彩、網膜、声紋など）、家族構成、趣味・嗜好などの情報である。行動予定情
報とは、外出（買い物、観光、出張、個人宅訪問など）の計画情報（目的地、立寄地、目
的地や立寄地までの行き方、外出目的など）である。なお、本発明は、個人情報サーバ１
０５を視聴者個人の所有物と独立して設けることに限定されるわけではない。例えば、視
聴者個人の所有物の一部、携帯端末（図示せず）のメモリに個人情報サーバ１０５の機能
を有させることができる。なお、視聴者は、個人情報を個人情報サーバ１０５に予め登録
することができ、また、個人情報を個人情報サーバ１０５に登録せずに電子表示機器１０
１に適宜提供することもできる。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施形態に係る電子表示機器の概略構成を示す機能ブロック図であ
る。
【００２０】
　電子表示機器１０１は、通信部１１１と、個人情報取得部１１３と、表示部１１５と、
制御部１１７とを備えている。
【００２１】
　通信部１１１は、公衆用情報サーバ１０３又は個人情報サーバ１０５とデータ通信を行
うものである。例えば、通信部１１１は、個人情報サーバ１０５から行動予定情報を受信
する。また、通信部１１１は、公衆用情報サーバ１０３から行動予定情報に関連する情報
を受信する。行動予定情報に関連する情報とは、行動予定に基づく案内情報や目的地や立
寄地などの店舗情報などであり、行動予定情報に関係する視聴者のためにカスタマイズさ
れた（特化された）個人向けの情報である。案内情報とは、目的地までの経路、目的地に
到着するための移動手段（電車、バス、車など）の候補、現在地から移動手段の乗降場所
（駅のホーム、バス乗場、タクシー乗場など）までの経路、移動手段の情報（費用、出発
時刻など）などである。店舗情報とは、目的地や立寄地の店で利用可能な割引情報や、こ
れらの店での取扱商品情報などである。更に、通信部１１１は、公衆用情報サーバ１０３
から個人属性情報の一部に関連する情報を受信することもできる。個人属性情報の一部に
関連する情報とは、行動予定情報に直接関連する情報ではないが視聴者にとって有益と考
えられる情報のことである。個人属性情報の一部に関連する情報は、例えば、個人属性情
報に過去の商品購入履歴が含まれている場合、当該履歴情報に基づいて視聴者が購入を希
望すると予測される商品情報である。
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【００２２】
　個人情報取得部１１３は、電子表示機器１０１の視聴者（個人）を特定するための個人
情報を取得するものであり、例えば、通信装置、生体認証装置、画像認識装置などである
。個人情報取得部１１３が通信装置であり、視聴者が当該通信装置とデータ通信可能な携
帯端末を有する場合、個人情報取得部１１３は、予め携帯端末に記憶された個人情報（名
前、生年月日、携帯端末の契約情報）を携帯端末から受信することができる。個人情報取
得部１１３と携帯端末との通信は、例えばRFID（Radio Frequency IDentification）、Tr
ansferJet（登録商標）、Bluetooth（登録商標）、Wi-Fi（登録商標）、ＮＦＣ（Near Fi
eld Communication）などの近距離無線技術、赤外線や可視光を利用する光無線通信技術
などにより実現することができる。個人情報取得部１１３は、電子表示機器１０１から所
定の範囲内（通信エリア内）に携帯端末が位置した場合に自動的に、又は携帯端末からの
通信要求に基づいて携帯端末と通信することができる。また、携帯端末がネットワーク１
０７に接続されている場合は、個人情報取得部１１３と携帯端末とは、ネットワーク１０
７を介してデータ通信することができる。この場合、個人情報取得部１１３の機能を通信
部１１１に持たせることも可能である。なお、携帯端末は、例えば、ＰＤＡ（Personal D
igital Assistant）、携帯電話やＰＨＳといったシステムにおける無線通信端末、ラップ
トップ型パーソナルコンピュータなどである。
【００２３】
　また、個人情報取得部１１３が生体認証装置である場合、当該生体認証装置は、視聴者
の体の一部（指紋、掌紋、虹彩、網膜、声紋など）を読み取ることにより、視聴者を特定
するための個人情報を取得することができる。
【００２４】
　また、個人情報取得部１１３が画像認識装置である場合、個人情報取得部１１３は、個
人情報を有するバーコードやＱＲコード（登録商標）などを画像処理することにより視聴
者（個人）を特定するための個人情報を取得することができる。電車、バス、飛行機、船
などの各種乗車チケットや、映画、演劇、コンサートなどのチケット、各種イベントの参
加チケットのコードに個人情報が含まれている場合は、視聴者はこれらのチケットを個人
認証のために用いることができる。
【００２５】
　また、上述した例以外に、個人情報取得部１１３としては、個人情報が記録されたＩＣ
（integrated circuit）チップや磁気テープを読み取る装置なども挙げられる。
【００２６】
　表示部１１５は、各種情報を表示するものであり、例えば、液晶表示パネルや有機ＥＬ
表示パネルなどを用いて構成される。
【００２７】
　制御部１１７は、電子表示機器１０１の各機能ブロックをはじめとして電子表示機器１
０１の全体を制御及び管理する。ここで、制御部１１７は、ＣＰＵ（中央処理装置）など
の任意の好適なプロセッサ上で実行されるソフトウェアとして構成したり、処理ごとに特
化した専用のプロセッサ（例えばＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ））によって構成
したりすることもできる。制御部１１７の行う処理については、後述の図３の説明にて詳
述する。
【００２８】
　携帯情報端末１０１が視聴者に情報を提示する方法について、図３、図４、図５、図６
及び図７を参照して説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る電子表示機器の処理を
示すフローチャートである。図４～図７は、本発明の一実施形態に係る電子表示機器の具
体例である。なお、以下、複数の電子表示機器１０１ａ～１０１ｄを用いて説明するが、
図１の電子表示機器１０１に示した各機能ブロックに関する参照符号として、電子表示機
器１０１ａに関する機能ブロックの参照符号にはａを、電子表示機器１０１ｂに関する機
能ブロックの参照符号にはｂを、電子表示機器１０１ｃに関する機能ブロックの参照符号
にはｃを、電子表示機器１０１ｄに関する機能ブロックの参照符号にはｄを付して説明す
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る。なお、本実施形態では、個人情報取得部１１３は、無線通信により視聴者の有する携
帯端末から個人情報を取得するとする。当該無線通信は、電子表示機器１０１の通信エリ
ア内に携帯端末が位置した場合に自動的に行われるものとする。
【００２９】
　まず、視聴者Ａは、行動予定情報を作成する。電子表示機器１０１が、情報の入力が可
能な入力検出部（図示せず）（例えば、キーボードやタッチパネルなど）を有する場合、
視聴者は、電子表示機器１０１を用いて行動予定情報を作成することができる。例えば、
図４のように、卓上用の電子表示機器１０１ａがタッチパネルを有し、電子表示機器１０
１ａには行動予定情報（ルート）作成アプリケーションがインストールされているものと
する。視聴者は、表示部１１５ａの目的地リスト１２１から目的地（ショッピングセンタ
ーＢ１内の店Ｃ１）を指やスタイラスペンなどで選択し、行動予定情報作成画面１２３に
ドラッグアンドドロップし、案内開始ボタン１２５を選択することにより、行動予定情報
が作成される。電子表示機器１０１ａは、目的地に行くために最も有効な交通手段を選択
するために、電子表示機器１０１ａの現在位置情報を利用する。電子表示機器１０１ａが
、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機などの位置情報取得部（図示せず）を有
している場合は、電子表示機器１０１ａ自体が現在位置を求めることができる。また、電
子表示機器１０１ａが固定されている場合は、予め電子表示機器１０１ａのメモリ又は外
部メモリ（公衆用サーバ１０３及び個人情報サーバ１０５を含む）が現在位置情報を記憶
することができ、電子表示機器１０１ａは記憶されている現在位置情報を利用することが
できる。以下、行動予定情報は、「駅Ｄ１で電車Ｅ１に乗り、駅Ｄ２で降り、ショッピン
グセンター（商業施設）Ｂ１内の店Ｃ１に行く」であるとする。なお、視聴者は、行動予
定情報作成アプリケーションがインストールされている自己の携帯端末によって行動予定
情報を作成することもできる。また、視聴者は、行動予定情報作成可能な電子表示機器１
０１において、行動予定情報を変更することができる。
【００３０】
　電子表示機器１０１ａは、視聴者Ａの行動予定情報を、視聴者Ａを特定できる個人属性
情報と対応付けて個人情報サーバ１０５に登録する。なお、視聴者Ａは、携帯端末で行動
予定情報を作成した場合、電子表示機器１０１を介さずにネットワーク１０７を介して自
己の行動予定情報を個人情報サーバ１０５に登録することができる。
【００３１】
　視聴者Ａが電車Ｅ１に乗るための駅Ｄ１に到着し、駅Ｄ１の構内に設置されている電子
表示機器１０１ｂの通信エリア内に入ると、個人情報取得部１１３ｂは、視聴者Ａの個人
属性情報を取得する（ステップＳ１０１）。そして、制御部１１７ｂは、取得した個人属
性情報を個人情報サーバ１０５に通信部１１１ｂを介して送信する。個人情報サーバ１０
５は、受信した個人属性情報を個人情報サーバ１０５に登録されている個人属性情報と照
合し、照合結果を電子表示機器１０１ｂに送信する。制御部１１７ｂは、照合結果より、
取得した個人属性情報は視聴者Ａの情報であると特定する（ステップＳ１０２）。
【００３２】
　続いて、制御部１１７ｂは、個人情報サーバ１０５に視聴者Ａの行動予定情報の取得を
要求する信号を送り、個人情報サーバ１０５から視聴者Ａの行動予定情報を取得する（ス
テップＳ１０３）。なお、個人情報サーバ１０５は、ステップＳ１０２における照合結果
の送信時に照合結果と併せて視聴者Ａの行動予定情報を電子表示機器１０１ｂに送信する
ことができる。また、視聴者Ａの携帯端末に行動予定情報が記憶され、個人情報取得部１
１３ｂが、視聴者Ａから直接行動予定情報を取得できる場合は、制御部１１７ｂは、個人
情報サーバ１０５にアクセスする必要はない。
【００３３】
　制御部１１７ｂは、行動予定情報から視聴者Ａは電車Ｅ１に乗る予定であることを認識
する。そこで、制御部１１７ｂは、公衆用情報サーバ１０３に行動予定情報に関連する情
報の取得を要求する信号を送り、公衆用情報サーバ１０３から行動予定情報に関連する情
報を取得する（ステップＳ１０４）。例えば、駅Ｄ１で利用できる電車として電車Ｅ１、
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Ｅ２、Ｅ３が存在する場合、公衆用情報サーバ１０３には、少なくとも電車Ｅ１、Ｅ２、
Ｅ３の情報（時刻表や乗降場のホーム番号など）が記憶されている。よって、制御部１１
７ｂは、行動予定情報に関連する情報として、電車Ｅ１のホーム番号（１番ホーム）、ホ
ームの方向（電子表示機器１０１ｂに向かって右矢印）、次の出発時刻（１６：２７発　
あと４分）を取得することができる。なお、電子表示機器１０１ｂのメモリに駅Ｄ１に関
する情報が既に記憶されている場合は、制御部１１７ｂは、記憶されている情報から行動
予定情報に関連する情報を選択することができる。
【００３４】
　そして、制御部１１７ｂは、図５のように、行動予定情報に関連する情報を電子表示機
器１０１ｂの表示部１１５ｂに表示させる（ステップＳ１０５）。
【００３５】
　なお、ステップＳ１０４において、制御部１１７ｂは、視聴者Ａの特定の前に、視聴者
Ａの行動予定情報に関連する情報を取得することもできる。例えば、複数の電子表示機器
が互いにネットワーク１０７を介して接続されている場合、電子表示機器１０１ａは、視
聴者Ａが側を通過する可能性の高い電子表示機器１０１ｂ～ｄに視聴者Ａの行動予定情報
を送信することができる。行動予定情報を取得した各電子表示機器１０１ｂ～ｄは、視聴
者Ａを特定する前に、予め行動予定情報に関連する情報を取得し、電子表示機器１０１ｂ
～ｄのメモリに記憶しておくことができる。これによりステップＳ１０３及びステップＳ
１０４を省略することができるので、電子表示機器１０１ｂ～ｄは、視聴者Ａの特定後、
即座に行動予定情報に関連する情報を表示部１１５ｂ～ｄに表示させることができる。
【００３６】
　視聴者Ａが駅Ｄ２で電車Ｅ１を降り、ショッピングセンターＢ１の入口に設置されてい
る電子表示機器１０１ｃの通信エリア内に入ったとする。すると、電子表示機器１０１ｃ
がステップＳ１０１～Ｓ１０５の処理を経て、図６のように、行動予定情報に関連する情
報として、店Ｃ１が位置するフロア（階）は４Ｆ（４階）である旨を表示することができ
る。
【００３７】
　目的の階に到着した視聴者Ａが、当階に設置されている電子表示機器１０１ｄの通信エ
リア内に入ったとする。すると、電子表示機器１０１ｄがステップＳ１０１～Ｓ１０５の
処理を経て、図７のように、行動予定情報に関連する情報として、４Ｆのフロアマップ１
２６と共に、店Ｃ１（目的地）の場所１２７、店Ｃ１までの経路１２９及び店Ｃ１で使用
可能な割引情報１３１を表示することができる。なお、行動予定情報に関連する情報の表
示態様は、図７のような図表示に限定されるものではなく、目的地までの道順を説明する
文章（「直進し、２つ目の曲がり角を右折し、左側の店が目的地」）を表示することもで
きる。
【００３８】
　なお、ステップＳ１０３において、電子表示機器１０１は、行動予定情報と併せて個人
属性情報の一部に関連する情報を公衆用情報サーバ１０３から取得することができる。例
えば、個人属性情報の一部に過去の購買履歴や嗜好情報が含まれている場合は、電子表示
機器１０１は、これらの個人情報から視聴者の好みの商品を販売している店情報を個人属
性情報の一部に関連する情報として取得することができる。また、個人属性情報の一部に
視聴者の誕生日情報が含まれ、視聴者の誕生日が近い（例えば、１週間以内）場合は、ル
ート上に存在するケーキ販売店を個人属性情報の一部に関連する情報として取得すること
ができる。電子表示機器１０１は、個人属性情報の一部に関連する情報を行動予定情報に
関連する情報と共に表示部１１５に表示させることができる。視聴者にとって有益な個人
属性情報の一部に関連する情報を視聴者に提示することにより、視聴者の新たな消費意欲
が誘起され、視聴者による購買活動が促進される。
【００３９】
　以下、電子表示機器１０１、行動予定情報、行動予定情報に関連する情報及び個人属性
情報の一部に関連する情報の具体例を示す。
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【００４０】
　行動予定情報が「レンタルビデオ店Ｇで映画Ｈを借りる」である場合、レンタルビデオ
店Ｇに設置されている電子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報として映画Ｈ
の配置場所を表示することができる。また、個人属性情報の一部に過去のレンタル履歴が
含まれている場合、電子表示機器１０１は、個人属性情報から視聴者が好む映画を予測し
、個人属性情報の一部に関連する情報として当該映画のタイトル及び配置場所も表示する
ことができる。
【００４１】
　行動予定情報が「書籍販売店Ｉで書籍Ｊを購入する」である場合、書籍販売店Ｉに設置
されている電子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報として書籍Ｊの配置場所
を表示することができる。また、個人属性情報の一部に過去の購入履歴が含まれている場
合、電子表示機器１０１は、個人属性情報の一部に関連する情報として、過去の購入書籍
に関連する書籍（例えば、作者が同じ書籍、主題が同じ書籍）を表示することができる。
【００４２】
　行動予定情報が「映画館Ｋで映画Ｌを見る」である場合、映画館Ｋに設置されている電
子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報として映画Ｌの上映時間や空席状況を
表示することができる。また、個人属性情報の一部に過去の視聴履歴が含まれている場合
、電子表示機器１０１は、個人属性情報の一部に関連する情報として、過去の視聴履歴か
ら予測される視聴者の好みに合う映画情報（上映期間、ダイジェスト映像）を表示するこ
とができる。
【００４３】
　行動予定情報が「飲食店Ｍで食事する」である場合、飲食店Ｍに設置されている電子表
示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報として飲食店Ｍの利用できるテーブル位置
や、満席の場合には予約待ち状況又は空席のある系列店情報を表示することができる。ま
た、個人属性情報の一部にアレルギー情報が含まれている場合、電子表示機器１０１は、
個人属性情報の一部に関連する情報として、アレルギーの食材が含まれているメニューを
表示することができる。
【００４４】
　行動予定情報が「スポーツクラブＮのトレーニング機器Ｏを利用する」である場合、ス
ポーツクラブＮに設置されている電子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報と
してトレーニング機器Ｏの配置位置やトレーニング機器Ｏでの運動と組み合わせると効果
的なサプリメントの情報を表示することができる。また、個人属性情報の一部に過去のト
レーニング記録が含まれている場合、電子表示機器１０１は、個人属性情報の一部に関連
する情報として、トレーニング機器Ｏの最適な使用頻度や最適な負荷値を表示することが
できる。
【００４５】
　行動予定情報が「学校Ｐで講義Ｑを受講する」である場合、学校Ｐに設置されている電
子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報として講義Ｑの教室場所を表示するこ
とができる。また、個人属性情報の一部に現在の履修科目が含まれている場合、電子表示
機器１０１は、個人属性情報の一部に関連する情報として、履修科目の休講情報や休講時
間帯に自習できる空き教室の情報を表示することができる。
【００４６】
　行動予定情報が「スーパーマーケットＲで買い物をする」である場合、スーパーマーケ
ットＲや自宅に設置されている電子表示機器１０１は、行動予定情報に関連する情報とし
てスーパーマーケットＲの時間限定割引情報（タイムセール情報）を表示することができ
る。また、個人属性情報の一部に体重やコレステロール値などの健康状況を表す情報が含
まれている場合、電子表示機器１０１は、個人属性情報の一部に関連する情報として、視
聴者に適した献立や当該献立に必要な食材の売り場位置を表示することができる。
【００４７】
　このように本実施形態では、電子表示機器１０１の制御部１１７は、個人情報取得部１
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１３が視聴者Ａの個人属性情報を取得し、通信部１１１が視聴者Ａの行動予定情報を受信
すると、電子表示機器１０１が表示可能な情報のうち行動予定情報に関連する情報を表示
部１１５に表示させる。表示内容は視聴者Ａの行動予定情報に基づくため、電子表示機器
１０１は、視聴者Ａ向けの情報を表示することになる。表示内容は個人情報全体ではなく
行動予定情報のみに基づくため、表示内容を決定する上で必要な時間を短縮することがで
きる。これにより、移動している視聴者に対しても迅速に有益な情報を提示することが可
能となる。また、行動予定情報は、視聴者にとって望ましい予定を示す情報であるため、
当該行動予定情報に関連する情報も、視聴者にとって有益な情報である可能性が高い。よ
って、視聴者に関係はするものの、（特に現在）必要としない情報が提示される可能性は
低い。
【００４８】
　また、本実施形態では、制御部１１７は、視聴者Ａの行動予定情報及び当該行動予定情
報に関連する情報を予め受信するように通信部１１１を制御し、個人情報取得部１１３が
、受信された行動予定情報に関する視聴者Ａの個人情報を取得すると、行動予定情報に関
連する情報を表示部１１５に表示させることができる。これにより、制御部１１７は、視
聴者Ａの特定後、即座に行動予定情報に関連する情報を提示することができる。また、電
子表示機器１０１は、視聴者Ａに情報を提示するまでに記憶しておくべき情報は、行動予
定情報に関連する情報のみに限られるため、電子表示機器１０１のメモリを小さくするこ
とができる。
【００４９】
　また、本実施形態では、制御部１１７は、行動予定情報に関連する情報として、行動予
定に基づく案内情報を表示部１１５に表示させる。行動予定情報の最大の目的は、目的地
に迷うことなく辿り着くことであるため、電子表示機器１０１は、視聴者にとって満足度
の高い情報を提示することができる。
【００５０】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００５１】
　例えば、各構成部、各ステップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再
配置可能であり、複数の構成部やステップなどを１つに組み合わせたり、或いは分割した
りすることが可能である。
【符号の説明】
【００５２】
１１　　情報提示システム
１０１、１０１ａ、１０１ｂ、１０１ｃ、１０１ｄ　電子表示機器
１０３　公衆用情報サーバ
１０５　個人情報サーバ
１０７　ネットワーク
１１１　通信部
１１３　個人情報取得部
１１５　表示部
１１７　制御部
１２１　目的地リスト
１２３　行動予定情報作成画面
１２５　案内開始ボタン
１２６　フロアマップ
１２７　目的地の場所
１２９　経路
１３１　割引情報



(11) JP 2012-128812 A 2012.7.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2012-128812 A 2012.7.5

【図５】 【図６】

【図７】



(13) JP 2012-128812 A 2012.7.5

10

フロントページの続き

(72)発明者  山田　隆二
            東京都世田谷区玉川台２丁目１４番９号　京セラ株式会社東京用賀事業所内
(72)発明者  石田　明
            東京都世田谷区玉川台２丁目１４番９号　京セラ株式会社東京用賀事業所内
(72)発明者  馬場　隆
            東京都世田谷区玉川台２丁目１４番９号　京セラ株式会社東京用賀事業所内
(72)発明者  河野　真弓
            東京都世田谷区玉川台２丁目１４番９号　京セラ株式会社東京用賀事業所内
(72)発明者  臼木　幸一郎
            東京都渋谷区恵比寿南３－９－１１　株式会社ウォーターデザイン内
(72)発明者  久下　玄
            東京都渋谷区恵比寿南３－９－１１　株式会社ウォーターデザイン内
(72)発明者  西　泰弘
            東京都渋谷区恵比寿南３－９－１１　株式会社ウォーターデザイン内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

