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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された携帯端末であって、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行う無線通信手段と、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得する無線ＩＤ取得手段と、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信する無線ＩＤ送信手段と、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するコンテンツ受信手段と、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信する変化後コン
テンツ受信手段と、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するコンテンツパネル化手段と、
　を備える事を特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記無線ＩＤ取得手段において、近傍の携帯電波基地局の基地局ＩＤを取得し、
　前記無線ＩＤ送信手段において、前記取得した基地局ＩＤを前記位置情報関連コンテン
ツ提供サーバに送信することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
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　前記携帯端末の向いている方角を取得する方角取得手段と、
　前記携帯端末の位置情報、及び前記方角と、前記取得したコンテンツの位置情報から、
端末とコンテンツの位置関係を割り出す位置関係計算手段と、
　前記位置関係に含まれる距離が近い程、前記パネルの画面上の表示領域を広くするパネ
ルサイズ決定手段と、
　前記位置関係に含まれる方向と、画面上の基準点からのパネルの方向とを一致させるパ
ネル位置決定手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記パネル上に、当該パネルからリンクされている前記コンテンツまでの距離及び方角
を表示することを特徴とする請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記コンテンツへの接触後、当該コンテンツ毎に定められた所定の条件を満たした場合
に、接触後メッセージを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから受信するメッセージ
受信手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項６】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された携帯端末が実行するコンテ
ンツパネル表示方法であって、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行うステップと、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得するステップと、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステップと、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するステップと、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信するステップと
、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するステップと、
　を備える事を特徴とするコンテンツパネル表示方法。
【請求項７】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された携帯端末に、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行うステップ、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得するステップ、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステップ、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するステップ、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信するステップと
、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するステップ、
　を実行させる事を特徴とする携帯端末用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報に関連したコンテンツを取得又は提供する携帯端末、コンテンツパ
ネル表示方法、携帯端末用プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレットと呼ばれる高機能携帯端末の普及によって、ユーザ
が外出先や、移動しながらコンテンツを利用する機会が爆発的に増えている。また、各地
でもユーザが外出先で閲覧することを期待したコンテンツが増加している。
【０００３】
　一方で、現在ユーザの多くは検索エンジンを用いてウェブコンテンツを閲覧しており、
ユーザが見たいものを見るといういわゆるプル型のコンテンツ提供が主流となり、せっか
くのコンテンツがユーザまで届かないといった問題が発生している。
【０００４】
　このような課題に対して、取得したユーザの顔画像を用いることにより、ユーザに事前
登録作業を行わせることなく、ユーザの属性を利用したレコメンドを行うレコメンドシス
テムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－７３４２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１によれば、携帯端末が、ユーザの顔画像を取得し、取得したユーザの顔画像
から特徴量を抽出し、抽出した特徴量をレコメンドサーバに送信し、レコメンドサーバは
、携帯端末から特徴量を受信し、少なくとも複数の特徴量を格納し、受信した特徴量と格
納された特徴量とのマッチング処理を行い、マッチング結果に基づいて、アプリケーショ
ン等のレコメンドを行って、レコメンド結果を携帯端末に送信する。そして、携帯端末が
、レコメンドサーバからレコメンド結果を受信し、受信したレコメンド結果を表示する構
成が開示されている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の方法では、顔という属人的な情報に基づいた推薦し
か行えないため、場所を初めとする環境の情報に基づくレコメンドを行う事ができないと
いう問題が残っていた。
【０００８】
　本発明は、これらの要請を鑑み、携帯端末の無線通信に用いたＩＤからユーザの現在位
置を特定した後、その位置に関連したコンテンツをユーザに提供し、かつ当該コンテンツ
の位置情報とユーザの現在位置に応じてコンテンツをパネルとして表示させることで、ユ
ーザの位置情報に応じたコンテンツを提供できる携帯端末、位置情報関連コンテンツ提供
サーバ、コンテンツパネル表示方法、携帯端末用プログラムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１０】
　第１の特徴に係る発明は、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された
携帯端末であって、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行う無線通信手段と、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得する無線ＩＤ取得手段と、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信する無線ＩＤ送信手段と、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するコンテンツ受信手段と、
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　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信する変化後コン
テンツ受信手段と、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するコンテンツパネル化手段と、
　を備える事を特徴とする携帯端末を提供する。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明によれば、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続
された携帯端末は、無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行い、前記無
線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得し、前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤか
ら取得した位置情報の少なくともいずれかを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送
信し、前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定さ
れる位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信し、前記位置情報関連コンテンツ提
供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応じて当該コンテンツ内容を変化さ
せた変化後コンテンツへのリンクを受信し、前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテ
ンツへのリンクを画面上にパネルとして表示する。
【００１２】
　ここで、第１の特徴に係る発明は携帯端末のカテゴリであるが、コンテンツパネル表示
方法、携帯端末用プログラムのカテゴリにおいても、同様の作用・効果を発揮する。
【００１３】
　第２の特徴に係る発明は、前記無線ＩＤ取得手段において、近傍の携帯電波基地局の基
地局ＩＤを取得し、
　前記無線ＩＤ送信手段において、前記取得した基地局ＩＤを前記位置情報関連コンテン
ツ提供サーバに送信することを特徴とする第１の特徴に係る発明である携帯端末を提供す
る。
【００１４】
　第２の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明である携帯端末は、前記無線Ｉ
Ｄ取得手段において、近傍の携帯電波基地局の基地局ＩＤを取得し、前記無線ＩＤ送信手
段において、前記取得した基地局ＩＤを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信す
る。
【００１５】
　第３の特徴に係る発明は、前記携帯端末の向いている方角を取得する方角取得手段と、
　前記携帯端末の位置情報、及び前記方角と、前記取得したコンテンツの位置情報から、
端末とコンテンツの位置関係を割り出す位置関係計算手段と、
　前記位置関係に含まれる距離が近い程、前記パネルの画面上の表示領域を広くするパネ
ルサイズ決定手段と、
　前記位置関係に含まれる方向と、画面上の基準点からのパネルの方向とを一致させるパ
ネル位置決定手段と、
　を備えることを特徴とする第１又は第２の特徴に係る発明である携帯端末を提供する。
【００１６】
　第３の特徴に係る発明によれば、第１又は第２の特徴に係る発明である携帯端末は、前
記携帯端末の向いている方角を取得し、前記携帯端末の位置情報、及び前記方角と、前記
取得したコンテンツの位置情報から、端末とコンテンツの位置関係を割り出し、前記位置
関係に含まれる距離が近い程、前記パネルの画面上の表示領域を広くし、前記位置関係に
含まれる方向と、画面上の基準点からのパネルの方向とを一致させる。
【００１７】
　第４の特徴に係る発明は、前記パネル上に、当該パネルからリンクされている前記コン
テンツまでの距離及び方角を表示することを特徴とする第３の特徴に係る発明である携帯
端末を提供する。
【００１８】



(5) JP 6246085 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

　第４の特徴に係る発明によれば、第３の特徴に係る発明である携帯端末は、前記パネル
上に、当該パネルからリンクされている前記コンテンツまでの距離及び方角を表示する。
　第５の特徴に係る発明は、前記コンテンツへの接触後、当該コンテンツ毎に定められた
所定の条件を満たした場合に、接触後メッセージを前記位置情報関連コンテンツ提供サー
バから受信するメッセージ受信手段と、
　を備えることを特徴とする第１の特徴に係る発明である携帯端末を提供する。
　第５の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明である携帯端末は、前記コンテ
ンツへの接触後、当該コンテンツ毎に定められた所定の条件を満たした場合に、接触後メ
ッセージを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから受信する。
【００１９】
　第６の特徴に係る発明は、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された
携帯端末が実行するコンテンツパネル表示方法であって、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行うステップと、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得するステップと、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステップと、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するステップと、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信するステップと
、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するステップと、
　を備える事を特徴とするコンテンツパネル表示方法を提供する。
【００２０】
　第７の特徴に係る発明は、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続された
携帯端末に、
　無線通信、又は近距離無線通信の少なくともいずれかを行うステップ、
　前記無線通信に用いた相手方端末の無線ＩＤを取得するステップ、
　前記取得した無線ＩＤ、又は無線ＩＤから取得した位置情報の少なくともいずれかを前
記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステップ、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信した無線ＩＤにより特定される
位置情報と関連したコンテンツへのリンクを受信するステップ、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、自身の前記コンテンツへの接触履歴に応
じて当該コンテンツ内容を変化させた変化後コンテンツへのリンクを受信するステップ、
　前記コンテンツへのリンク又は変化後コンテンツへのリンクを画面上にパネルとして表
示するステップ、
　を実行させる事を特徴とする携帯端末用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、携帯端末の無線通信に用いたＩＤからユーザの現在位置を特定した後
、その位置に関連したコンテンツをユーザに提供し、かつ当該コンテンツの位置情報とユ
ーザの現在位置に応じてコンテンツをパネルとして表示させることで、ユーザの位置情報
に応じたコンテンツを提供できる携帯端末、位置情報関連コンテンツ提供サーバ、コンテ
ンツパネル表示方法、携帯端末用プログラムを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、位置情報関連コンテンツ提供システム１の概要を表した図である。
【図２】図２は、位置情報関連コンテンツ提供システム１の全体構成図である。
【図３】図３は、携帯端末１０、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００の機能ブロッ
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ク図である。
【図４】図４は、携帯端末１０、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００が実行する位
置情報関連コンテンツ提供処理のフローチャートである。
【図５】図５は、携帯端末１０が実行するコンテンツパネル表示処理のフローチャートで
ある。
【図６】図６は、コンテンツをパネルとして表示した携帯端末１０の表示画面の一例であ
る。
【図７】図７は、方角を変えた後のコンテンツをパネルとして表示した携帯端末１０の表
示画面の一例である。
【図８】図８は、接触後メッセージを表示する携帯端末１０の画面の一例である。
【図９】図９は、位置情報関連コンテンツデータベース２５０内の位置情報関連コンテン
ツテーブルの一例である。
【図１０】図１０は、コンテンツ接触履歴データベース２５１内のコンテンツ接触履歴テ
ーブルの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００２４】
　［位置情報関連コンテンツ提供システム１の概要］
　図１は、本発明の好適な実施形態である位置情報関連コンテンツ提供システム１の概要
を説明するための図である。位置情報関連コンテンツ提供システム１は、携帯端末１０及
び、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００から構成される。
【００２５】
　位置情報関連コンテンツ提供システム１において、はじめに携帯端末１０は、無線通信
を開始するため、アクセスポイント２０との接続を行う（ステップＳ０１）。同時に、携
帯端末１０は無線通信を行うアクセスポイント２０のＩＤとして、ＩＰアドレスやＳＳＩ
Ｄを取得する。
【００２６】
　ここで、無線通信は無線ＬＡＮへの接続に限られず、携帯電話通信網や、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、ｉＢｅａｃｏｎ、ＮＦＣを介した通信であってよい。ここで、通信先の端末につ
いてＩＤを取得することで、予め登録したデータベースや、無線通信ＩＤによる位置特定
サービスを用いて、無線ＩＤから位置情報を取得することが可能である。
【００２７】
　なお、携帯端末１０は、無線ＩＤによる位置情報の推定のみならず、ＧＰＳ通信を利用
して位置情報を取得してよい（ステップＳ０２）。ＧＰＳ通信による位置情報の特定は、
無線通信が利用できない場所でも利用可能であって、近距離無線通信には劣るものの、十
分な精度があると言える。
【００２８】
　次に携帯端末１０は、位置情報に関連するコンテンツを位置情報関連コンテンツ提供サ
ーバ２００から取得するため、受信した無線ＩＤ、無線ＩＤから取得した位置情報、又は
ＧＰＳ等から取得した位置情報の少なくともいずれかを、位置情報関連コンテンツ提供サ
ーバ２００に送信する（ステップＳ０３）。
【００２９】
　無線ＩＤ又は位置情報を受信した位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００は、受信し
た無線ＩＤと関連付けられたコンテンツ、又は受信した位置情報から所定の範囲内にある
コンテンツを、位置情報関連コンテンツデータベース２５０から抽出する（ステップＳ０
４）。
【００３０】
　次に位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００は、抽出したコンテンツを位置情報とと
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もに携帯端末１０に送信する（ステップＳ０５）。なお、抽出されたコンテンツがウェブ
上にあるリソースの場合、リンクとアイコン等の送付でよい。また、コンテンツは、アプ
リ等の予め携帯端末内にあるリソースへのリンクであってもよい。
【００３１】
　コンテンツを受信した携帯端末１０は、当該コンテンツをパネルとして画面上に表示す
る（ステップＳ０６）。パネルとは、携帯端末１０の画面表示部の所定領域に表示される
ウィンドウである。このとき、各パネルの大きさは、携帯端末１０の位置情報とコンテン
ツの位置情報の近さに応じて、近いほど大きく表示される。また、各パネルの位置は、携
帯端末１０の位置情報とコンテンツの位置情報に加え、携帯端末１０が向いている方角に
応じて、画面中央を基準に、実際の位置に該当する方向に配置される。さらに、パネルの
形もコンテンツに応じて変化し、四角形以外の形、すなわち、丸型、楕円形等であっても
よい。
【００３２】
　その後、携帯端末１０が移動し、また何らかの無線通信を行うことで、携帯端末１０が
コンテンツへ接触したことを検知してよい。例えば、映画館のクーポンを使ったり、ＮＦ
Ｃによって店にチェックインしたりといった行動で、コンテンツへの接触を検知できる。
携帯端末１０は、接触を検知した時、その情報を位置情報関連コンテンツ提供サーバ２０
０に送信してもよい。また、コンテンツを広告とみなして、接触履歴から広告効果を算出
することも可能である。
【００３３】
　以上により、ユーザが何らかのＵＲＬを入力することなく、アクセスポイント２０との
接続を行うだけで、ユーザの現在位置に関するコンテンツを提供可能になる。位置情報関
連コンテンツ提供システム１の概要である。
【００３４】
　［位置情報関連コンテンツ提供システム１のシステム構成］
　図２は、本発明の好適な実施形態である位置情報関連コンテンツ提供システム１のシス
テム構成図である。位置情報関連コンテンツ提供システム１は、携帯端末１０、位置情報
関連コンテンツ提供サーバ２００、及び、公衆回線網３（インターネット網や第３世代、
第４世代通信網など）から構成される。
【００３５】
　携帯端末１０は、後述の機能を備え、データ通信を行うことが可能であり、携帯して移
動しながら利用される家庭用又は業務用の電化製品である。携帯端末１０は、例えば、携
帯電話、携帯情報端末に加え、スマートフォン、タブレット端末、ネットブック端末、ス
レート端末、電子書籍端末、携帯型音楽プレーヤ等の情報家電であってよい。
【００３６】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００は、後述の機能を備え、携帯端末１０が接続
した無線通信端末のＩＤや位置情報に応じたコンテンツを提供するサーバである。
【００３７】
　［各機能の説明］
　図３に基づいて、各装置の構成について説明する。
【００３８】
　携帯端末１０は、制御部１１として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ），ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＲＯＭ（Ｒｅａ
ｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備え、通信部１２として、他の機器と通信可能にする
ためのデバイス、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）対応デバイスを備える。
【００３９】
　また、携帯端末１０は、入出力部１３として、制御部で制御したデータや画像を出力表
示する表示部を備え、かつ、ユーザやサポート者からの入力を受付けるタッチパネルやキ
ーボード、マウス等を備えていてよい。
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【００４０】
　携帯端末１０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むことで、通信部１２
と協働して、無線通信モジュール１４、無線ＩＤ取得モジュール１５、位置情報取得モジ
ュール１６、無線ＩＤ送信モジュール１７、コンテンツ受信モジュール１８、方角取得モ
ジュール１９、位置関係計算モジュール２０、コンテンツ接触検知モジュール２１を実現
する。また、携帯端末１０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むことで、
入出力部１３と協働して、コンテンツパネル化モジュール２２、パネルサイズ決定モジュ
ール２３、パネル位置決定モジュール２４を実現する。
【００４１】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００は、携帯端末１０と同様に、制御部２０１と
して、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備え、通信部２０２として、例えば、ＩＥＥＥ８０２
．１１に準拠したＷｉＦｉ対応デバイス又は、有線ケーブルによる接続可能とするデバイ
ス等の、他の電化製品、及び無線アクセスポイントとのデータ通信を実現するデバイスを
備える。また、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００は、データやファイルを記憶す
る記憶部２０３として、ハードディスクや半導体メモリ、記録媒体、メモリカード等によ
るデータのストレージ部を備える。記憶部２０３には、位置情報関連コンテンツデータベ
ース２５０、コンテンツ接触履歴データベース２５１が含まれる。
【００４２】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００において、制御部２０１が所定のプログラム
を読み込むことで、通信部２０２と協働して、無線ＩＤ受信モジュール２０４、位置情報
特定モジュール２０５、コンテンツ送信モジュール２０６、接触検知受信モジュール２０
７、接触後メッセージ送信モジュール２０８を実現する。また、位置情報関連コンテンツ
提供サーバ２００において、制御部２０１が所定のプログラムを読み込むことで、記憶部
２０３と協働して、コンテンツ抽出モジュール２０９、接触履歴記憶モジュール２１０を
実現する。
【００４３】
　［位置情報関連コンテンツ提供処理］
　図４は、携帯端末１０、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００が実行する位置情報
関連コンテンツ提供処理のフローチャートである。上述した各装置のモジュールが行う処
理について、本処理にて併せて説明する。
【００４４】
　はじめに、携帯端末１０の無線通信モジュール１４は、無線通信を開始する（ステップ
Ｓ１１）。ここで、無線通信は無線ＬＡＮへの接続に限られず、携帯電話通信網や、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ、ｉＢｅａｃｏｎ、ＮＦＣを介した通信であってよい
【００４５】
　次に、携帯端末１０の無線ＩＤ取得モジュール１５は、携帯端末１０が通信している相
手方端末のＩＤを取得する（ステップＳ１２）。ここで、ＩＤはその種類に制限はなく、
携帯端末１０が接続している無線通信を特定するために必要な情報を広く指す。例えば、
無線ＬＡＮの場合、ＩＤとしてＩＰアドレスやＳＳＩＤを利用してよい。携帯電話通信網
の場合は、近傍の基地局ＩＤをＩＤとして利用可能である。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ｉＢｅ
ａｃｏｎ、ＮＦＣを介した通信においては、通信相手の端末や機器に設定されているＩＤ
を取得してそれを用いる。
【００４６】
　次に、携帯端末１０の無線ＩＤ送信モジュール１７は、取得した無線通信のＩＤを位置
情報関連コンテンツ提供サーバ２００に送信する（ステップＳ１３）。なお、携帯端末１
０がこの時点で位置情報取得モジュール１６により位置情報を取得可能である場合、直接
位置情報を送信してもよい。
【００４７】
　次に、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００の無線ＩＤ受信モジュール２０４は、
無線ＩＤを受信する（ステップＳ１４）。そして、受信した無線ＩＤを元に、携帯端末１
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０の位置情報を特定する（ステップＳ１５）。ここでは、予め登録したデータベースや、
無線通信ＩＤによる位置特定サービスを用いて、無線ＩＤから位置情報を特定可能である
。また、必ずしも緯度経度といったいわゆる位置情報に変換する必要はなく、後述のコン
テンツ抽出の際に利用可能な形になっていれば、無線ＩＤのままであってもよい。
【００４８】
　次に、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００のコンテンツ抽出モジュール２０９は
、特定した位置情報に基づいて、所定の範囲内にあるコンテンツを位置情報関連コンテン
ツデータベース２５０から抽出する（ステップＳ１６）。ここで、コンテンツは一つに限
られず、所定の範囲内の全てのコンテンツを抽出してよい。また、予め抽出する数が決ま
っている時には、後述の重みや位置情報の距離が近い順に、所定の数まで抽出を行ってよ
い。
【００４９】
　図９は、位置情報関連コンテンツデータベース２５０内の位置情報関連コンテンツテー
ブルの一例である。位置情報関連コンテンツテーブルにおいて、位置情報と、無線ＩＤと
してアクセスポイントのＩＰアドレスと、コンテンツ名と、コンテンツのＵＲＬと、優先
度としてコンテンツの重みとが関連付けられて記憶されている。ここで、無線ＩＤとして
ＩＰアドレスを受信した場合、緯度経度に変換せずとも、アクセスポイント関連コンテン
ツテーブルによりＩＰアドレスを位置情報として扱うことが可能である。
【００５０】
　続けて、コンテンツ抽出モジュール２０９は、コンテンツ接触履歴データベース２５１
を参照し、携帯端末が抽出コンテンツに対して接触していた場合、その接触履歴に応じて
コンテンツ内容を変化させてよい（ステップＳ１７）。例えば、初回限定クーポンの内容
を二回目以降の内容に置き換えたり、ウェルカムメッセージを「再度のご訪問をお待ちし
ております」と書き換えたりしてよい。これらは、所定のルールによって実現されてもよ
いし、コンテンツごとに個別に接触回数に応じた変化が規定されていてもよい。
【００５１】
　次に、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００のコンテンツ送信モジュール２０６は
、抽出したコンテンツを、コンテンツが関連付けられている位置情報とともに、携帯端末
１０に送信する（ステップＳ１８）。携帯端末１０のコンテンツ受信モジュール１８は、
これを受信する（ステップＳ１９）。
【００５２】
　次に、携帯端末１０は、受信したコンテンツをパネルとして画面に表示するコンテンツ
パネル表示処理を実行する（ステップＳ２０）。
【００５３】
　［コンテンツパネル表示処理］
　図５は、携帯端末１０が実行するコンテンツパネル表示処理のフローチャートである。
上述した各装置のモジュールが行う処理について、本処理にて併せて説明する。
【００５４】
　はじめに、携帯端末１０の位置情報取得モジュール１６は、現在位置を取得する（ステ
ップＳ３１）。ここで、現在位置の取得は、前述のような無線ＩＤによって行ってもよい
し、ＧＰＳ等の位置情報取得専用のサービスを利用して行っても良い。
【００５５】
　次に、携帯端末の方角取得モジュール１９は、携帯端末が現在向いている方角を取得す
る（ステップＳ３２）。主として電子コンパスにより実装されることが多いが、取得の方
法はこれに限られない。
【００５６】
　次に、携帯端末１０は、位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００から受信した全ての
コンテンツについて、以下の処理を繰り返し行う（ステップＳ３３）。
【００５７】
　はじめに、携帯端末１０の位置関係計算モジュール２０は、携帯端末１０からコンテン
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ツの位置までの距離と方角を計算する（ステップＳ３４）。これは、位置情報同士の距離
の算出と、携帯端末１０の方角に基づくコンテンツの方角の算出の二ステップにより行わ
れる。
【００５８】
　次に、携帯端末１０のパネルサイズ決定モジュール２３は、距離に応じたコンテンツの
パネルサイズを決定する（ステップＳ３５）。ここで、各コンテンツはパネルとして、四
角形を初めとする多角形のアイコン画像として携帯端末１０の画面に表示される。そこで
、コンテンツまでの距離が近いほど、携帯端末１０の画面上で大きく表示する。
【００５９】
　次に、携帯端末１０のパネル位置決定モジュール２４は、方角に応じたコンテンツの位
置を決定する（ステップＳ３６）。具体的には、携帯端末１０の向きと方角で、ユーザの
位置から見たコンテンツの方向を特定できる。そこで、画面中央を中心にして、実際のコ
ンテンツの向きに該当する場所に、そのコンテンツのパネルを表示する。中心は画面中央
に限られず、任意の場所であってもよい。
【００６０】
　最後に、携帯端末１０のコンテンツパネル化モジュール２２は、決定したパネルサイズ
と位置に従って、コンテンツをパネル画像として画面に表示する（ステップＳ３７）。以
上のステップＳ３２以降の処理を、全てのコンテンツについて繰り返す（ステップＳ３８
）。なお、画面上のスペースがなくなった時点で、処理を終了してもよい。
【００６１】
　そのほか、実際に描画するタイミングまで、具体的なサイズ自体を決定するのではなく
、距離の比率のみを算出し、あるいは距離順に並べた時の画面レイアウトが予め決まって
いる等して、描画自体は全て一斉に行っても良い。
【００６２】
　図６は、コンテンツをパネルとして表示した携帯端末１０の表示画面の一例である。パ
ネル６１やパネル６２のように、表示されているコンテンツへの位置の近さによってパネ
ルの配置や大きさが変化してよい。すなわち、パネル６３は、「XXコーヒー」が西に位置
するため、パネルを携帯端末１０の表示部の左側（携帯端末１０の上方が北を向いている
と仮定。携帯端末１０の上方が南を向けば、表示部の右側に表示）に表示している。すな
わち、パネルに表示するコンテンツの物理的な位置情報（コンテンツに予め対応付けられ
ている住所などの位置情報）に応じて、表示されるパネルの場所を変化させる。さらに、
コンパス画像６４によって方角が、ラベル６５によって具体的な距離が示されている。そ
のほか、パネル６６のように、携帯端末１０自体のアプリを特定のパラメータ付きで起動
させるようなリンクになっていてもよい。
【００６３】
　図７は、方角を変えた後のコンテンツをパネルとして表示した携帯端末１０の表示画面
の一例である。パネル７１、パネル７２のように、所定の距離よりも近かったり、あるい
は優先度が所定の値よりも高かったりする場合は、携帯端末１０の方角に関わらず、重要
なデータとして画面上部に表示して良い。一方で、パネル７３は向きの変化により、表示
位置が変化したことが分かる。同時に、コンパス画像７４が示す向きや、ラベル７５に書
かれる方角も変化している。なお、位置情報が何らかの理由で利用できないときは、コン
テンツの優先度等に従って、レイアウトを決定してもよい。
【００６４】
　ここで、上述したように、複数のパネルが表示画面に同時に表示されるときに、パネル
同士の相対的な位置は、そのパネルが表示するコンテンツの内容に応じて、相対的な位置
が決定されてもよい。
【００６５】
　以上が、コンテンツパネル表示処理の処理手順である。位置情報関連コンテンツ提供処
理に戻り、携帯端末１０のコンテンツ接触検知モジュール２１は、コンテンツから所定の
範囲に携帯端末１０があると判断した場合、コンテンツへの物理的接触としてこれを検知
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する（ステップＳ２１）。
【００６６】
　物理的接触の検知としては、例えば、単純にコンテンツと関連付けて設置されたタグと
ＮＦＣ通信を行った場合や、コンテンツとして配信されたクーポンが利用されたことによ
って、コンテンツから所定の範囲に携帯端末１０があると判断し、物理的接触を検知して
よい。
【００６７】
　ここで、コンテンツ接触検知モジュール２１は、検知した接触を、接触したコンテンツ
と、携帯端末１０自体の識別子とともに位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００に送信
してよい（ステップＳ２２）。
【００６８】
　位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００の接触検知受信モジュール２０７が、接触が
あったこととその詳細情報を受信すると、接触履歴記憶モジュール２１０が、コンテンツ
接触履歴データベース２５１にこれを記憶させる（ステップＳ２３）。
【００６９】
　図１０は、コンテンツ接触履歴データベース２５１内の接触履歴テーブルの一例である
。接触履歴テーブルにおいて、位置情報と、コンテンツ名と、接触を行った携帯端末のＩ
Ｄと、接触を行った時刻が記憶されている。ここではコンテンツ名と位置の組み合わせに
よってコンテンツを特定しているが、各コンテンツが識別子を持っている場合、識別子で
管理してよい。これらの接触履歴は、前述のコンテンツ内容の変化に役立てられるほか、
コンテンツを広告と見立てた場合、広告効果の測定やユーザ属性の抽出に利用可能である
。
【００７０】
　なお、接触検知を受信した位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００の接触後メッセー
ジ送信モジュール２０８は、接触後、コンテンツごとに定められた所定の条件を満たした
際、接触後メッセージを送信することがある（ステップＳ２４）。ここで、接触後メッセ
ージを受信した携帯端末１０は、これを表示する（ステップＳ２５）。
【００７１】
　例えば、所定のコンテンツに接触した後、そこから所定の距離離れた場合に、来訪に関
するアンケートを送付することが可能である。また、より詳細には、コンテンツたるクー
ポンの利用によって映画を見たとき、その上映時間経過後に、視聴した映画に関するメッ
セージを送信することが可能である。
【００７２】
　図８は、接触後メッセージを表示する携帯端末１０の画面の一例である。図８において
、メッセージ８１には、特定したコンテンツの名称が入る。また、感想の投稿を促すメッ
セージ８２の下部に、感想を入力するテキストボックス８３が設置され、投稿ボタン８４
を押し下げることで規定のホームページやソーシャルメディアに感想が投稿される。これ
により、コンテンツに接触したユーザに対象を絞ってソーシャルメディアを利用した情報
の拡散を効率的に図ることが可能となる。
【００７３】
　以上が、携帯端末１０、及び位置情報関連コンテンツ提供サーバ２００が実行する位置
情報関連コンテンツ提供処理の処理手順である。
【００７４】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。
この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または
外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に予め記録しておき、その記
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憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
【００７５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【００７６】
　その他の実施例として、例えば、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能に接続
された携帯端末であって、
　公衆通信網に接続するために無線アクセスポイントと通信を行うアクセスポイント通信
手段と、
　前記携帯端末が通信する無線アクセスポイント又は当該無線アクセスポイントが接続さ
れたルータのＩＰアドレスを取得するＩＰアドレス取得手段と、
　前記取得したＩＰアドレスを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するＩＰア
ドレス送信手段と、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信したＩＰアドレス又は当該ＩＰ
アドレスにより特定される位置情報と関連したコンテンツのＵＲＬを受信するＵＲＬ受信
手段と、
　前記受信したＵＲＬにより特定されるコンテンツを取得するコンテンツ取得手段と、
　を備える事を特徴とする携帯端末を提供することが可能である。
【００７７】
　また、その他の実施例として、例えば、リクエスト元のＩＰアドレスとコンテンツのＵ
ＲＬとが関連付けて記憶された位置情報関連コンテンツデータベースを記憶部に備え、携
帯端末と通信可能に接続された位置情報関連コンテンツ提供サーバであって、
　前記携帯端末から、当該携帯端末が接続している無線アクセスポイント又はルータのＩ
Ｐアドレスを受信するリクエスト元ＩＰアドレス受信手段と、
　前記受信したＩＰアドレスと関連付けて記憶されたコンテンツのＵＲＬを前記位置情報
関連コンテンツデータベースから抽出する関連コンテンツ抽出手段と、
　前記抽出されたＵＲＬを前記携帯端末に提供する位置情報関連コンテンツ提供手段と、
　を備えることを特徴とする位置情報関連コンテンツ提供サーバを提供することが可能で
ある。
【００７８】
　また、その他の実施例として、例えば、リクエスト元の位置情報とコンテンツのＵＲＬ
とが関連付けて記憶された位置関連コンテンツデータベースを記憶部に備え、
　前記受信したＩＰアドレスから、前記携帯端末の位置を特定する位置情報特定手段と、
　前記特定した位置情報を基準に、前記位置関連コンテンツデータベースから、所定の範
囲内にある位置情報に関連付けられたＵＲＬを抽出する近傍コンテンツ抽出手段と、
　を備え、前記抽出されたＵＲＬを前記携帯端末に提供することを特徴とする前項に記載
の位置情報関連コンテンツ提供サーバを提供することが可能である。
【００７９】
　また、その他の実施例として、例えば、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能
に接続された携帯端末が実行する位置情報関連コンテンツ取得方法であって、
　前記携帯端末が公衆通信網に接続するために利用している無線アクセスポイント又はル
ータのＩＰアドレスを取得するステップと、
　前記取得したＩＰアドレスを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステッ
プと、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信したＩＰアドレス又は当該ＩＰ
アドレスにより特定される位置情報と関連したコンテンツのＵＲＬを受信するステップと
、
　前記受信したＵＲＬにより特定されるコンテンツを取得するステップと、
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　を備えることを特徴とする位置情報関連コンテンツ取得方法を提供することが可能であ
る。
【００８０】
　また、その他の実施例として、例えば、位置情報関連コンテンツ提供サーバと通信可能
に接続された携帯端末に、
　前記携帯端末が公衆通信網に接続するために利用している無線アクセスポイント又はル
ータのＩＰアドレスを取得するステップ、
　前記取得したＩＰアドレスを前記位置情報関連コンテンツ提供サーバに送信するステッ
プ、
　前記位置情報関連コンテンツ提供サーバから、前記送信したＩＰアドレス又は当該ＩＰ
アドレスにより特定される位置情報と関連したコンテンツのＵＲＬを受信するステップ、
　前記受信したＵＲＬにより特定されるコンテンツを取得するステップ、
　を実行させることを特徴とする携帯端末用プログラムを提供することが可能である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　位置情報関連コンテンツ提供システム、１０　携帯端末、２００　位置情報関連コ
ンテンツ提供サーバ、２５０　コンテンツ位置データベース、２５１　コンテンツ接触履
歴データベース

【図１】 【図２】
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