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(57)【要約】
【課題】広告の情報が発信される範囲内に位置する携帯
情報端末のユーザの属性に応じて、より多くの注目を集
める広告の情報を発信すること。
【解決手段】公共の場に設置されて、広告の情報を発信
する広告情報発信装置１３０と、広告情報発信装置１３
０によって発信される広告の情報を管理する広告情報管
理装置１１０とを備え、広告情報管理装置１１０は、携
帯情報端末Ｓの移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端
末Ｓのユーザの属性が、複数の属性のうち、いずれの属
性にあたるかを分析する属性分析部と、属性分析部が分
析した分析結果に基づいて、広告情報発信装置１３０の
設置位置を含む所定の範囲内に位置する携帯情報端末Ｓ
のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を
評価する属性人数評価部と、属性人数評価部が評価した
評価結果に基づいて、広告情報発信装置１３０によって
発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部とを有
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公共の場に設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置と、
　前記広告情報発信装置によって発信される広告の情報を管理する広告情報管理装置と
　を備え、
　前記広告情報管理装置は、
　携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属
性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析部と、
　前記属性分析部が分析した分析結果に基づいて、前記広告情報発信装置の設置位置を含
む所定の範囲内に位置する携帯情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの
人数を評価する属性人数評価部と、
　前記属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、前記広告情報発信装置によって発
信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部と
　を有する広告情報発信システム。
【請求項２】
　前記広告情報管理装置は、
　前記携帯情報端末のユーザの嗜好が、複数の嗜好のうち、いずれの嗜好にあたるかを分
析する嗜好分析部と、
　前記嗜好分析部が分析した分析結果に基づいて、前記広告情報発信装置の設置位置を含
む所定の範囲内にある携帯情報端末のユーザについて、所定の嗜好にあたるユーザの人数
を評価する嗜好人数評価部と
　を更に有し、
　前記広告情報決定部は、前記嗜好人数評価部が評価した評価結果に更に基づいて、前記
広告情報発信装置によって発信すべき広告の情報を決定する
　請求項１に記載の広告情報発信システム。
【請求項３】
　前記嗜好分析部は、前記携帯情報端末を用いて成された買い物の履歴に基づいて、ユー
ザの嗜好を分析する
　請求項２に記載の広告情報発信システム。
【請求項４】
　前記嗜好分析部は、前記携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、ユーザの嗜好を分析す
る
　請求項２又は３に記載の広告情報発信システム。
【請求項５】
　携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属
性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析段階と、
　前記属性分析段階において分析された分析結果に基づいて、公共の場に設置されて、広
告の情報を発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内に位置する携帯情報
端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価段階と
、
　前記属性人数評価段階において評価された評価結果に基づいて、前記広告情報発信装置
によって発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定段階と
　を備える広告情報発信方法。
【請求項６】
　携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属
性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析部と、
　前記属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公共の場に設置されて、広告の情報を
発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内にある携帯情報端末のユーザに
ついて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価部と、
　前記属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、前記広告情報発信装置によって発
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信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部と
　を備える広告情報管理装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属
性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析部、
　前記属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公共の場に設置されて、広告の情報を
発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内に位置する携帯情報端末のユー
ザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価部、
　前記属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、前記広告情報発信装置によって発
信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部
　として機能させるプログラム。
【請求項８】
　コンピュータを、
　携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属
性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析部、
　前記属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公共の場に設置されて、広告の情報を
発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内に位置する携帯情報端末のユー
ザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価部、
　前記属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、前記広告情報発信装置によって発
信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部
　として機能させるプログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告情報発信システム、広告情報発信方法、広告情報管理装置、プログラム
及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、大型ディスプレイやプロジェクタの低価格化により、広告メディアや案内板等
のデジタルサイネージが普及してきている。
【０００３】
　このような背景に関連する技術としては、様々なものが知られている（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、任意の場所に設置された表示装置に対して、その表示装置に
表示させるための広告情報を配信する広告配信装置が記載されている。より具体的に説明
すると、この広告配信装置は、広告情報を複数記憶し、その広告情報のそれぞれと対応付
けて視聴者の嗜好情報を記憶する。そして、この広告配信装置は、視聴者が携帯する携帯
情報端末に対応付けて視聴者の嗜好情報を記憶する。そして、この広告配信装置は、任意
の場所に設置された表示装置の周囲における任意の領域に存在している携帯情報端末を検
出する。そして、この広告配信装置は、検出された携帯情報端末に対応する嗜好情報を取
得する。そして、この広告配信装置は、取得された嗜好情報に対応する広告情報を選択す
る。そして、この広告配信装置は、選択された広告情報を表示装置に送信する。このよう
にして、この広告配信装置によっては、時間や場所により変化する視聴者の嗜好性をすば
やく把握し、視聴者の嗜好性を反映した効果的で効率の良い広告配信を実現できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１２２９９４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　デジタルサイネージでは、季節や時間帯等に応じて、例えば、観光客と地元民、男性と
女性、成人と未成年といった視聴者の属性の違いを把握して、その属性に合った広告の情
報を発信することが望ましい場合がある。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の広告配信装置は、視聴者の属性を基準に広告の情報
を発信するのではなく、視聴者の嗜好性を基準にして、その嗜好性の中で割合の多い嗜好
を反映した広告の情報を発信する。
【０００８】
　そのため、特許文献１に記載の広告配信装置によっては、視聴者の属性に応じて、より
多くの注目を集める広告の情報を発信することができない。
【０００９】
　本発明の目的は、上述した課題を解決する広告情報発信システム、広告情報発信方法、
広告情報管理装置、プログラム及び記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の形態によると、広告情報発信システムであ
って、公共の場に設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置と、広告情報発信
装置によって発信される広告の情報を管理する広告情報管理装置とを備え、広告情報管理
装置は、携帯情報端末の移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複
数の属性のうち、いずれの属性にあたるかを分析する属性分析部と、属性分析部が分析し
た分析結果に基づいて、広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内に位置する携帯
情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価部
と、属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、広告情報発信装置によって発信すべ
き広告の情報を決定する広告情報決定部とを有する。
【００１１】
　本発明の第２の形態によると、広告情報発信方法であって、携帯情報端末の移動の履歴
に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属性のうち、いずれの属性にあ
たるかを分析する属性分析段階と、属性分析段階において分析された分析結果に基づいて
、公共の場に設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定
の範囲内に位置する携帯情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を
評価する属性人数評価段階と、属性人数評価段階において評価された評価結果に基づいて
、広告情報発信装置によって発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定段階とを備え
る。
【００１２】
　本発明の第３の形態によると、広告情報管理装置であって、携帯情報端末の移動の履歴
に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属性のうち、いずれの属性にあ
たるかを分析する属性分析部と、属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公共の場に
設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内にあ
る携帯情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価する属性人数
評価部と、属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、広告情報発信装置によって発
信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部とを備える。
【００１３】
　本発明の第４の形態によると、プログラムであって、コンピュータを、携帯情報端末の
移動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属性のうち、いずれ
の属性にあたるかを分析する属性分析部、属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公
共の場に設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範
囲内に位置する携帯情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価
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する属性人数評価部、属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、広告情報発信装置
によって発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部として機能させる。
【００１４】
　本発明の第５の形態によると、記録媒体であって、コンピュータを、携帯情報端末の移
動の履歴に基づいて、当該携帯情報端末のユーザの属性が、複数の属性のうち、いずれの
属性にあたるかを分析する属性分析部、属性分析部が分析した分析結果に基づいて、公共
の場に設置されて、広告の情報を発信する広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲
内に位置する携帯情報端末のユーザについて、所定の属性にあたるユーザの人数を評価す
る属性人数評価部、属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、広告情報発信装置に
よって発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部として機能させるプログラムを記
録した。
【００１５】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となり得る。
【発明の効果】
【００１６】
　以上の説明から明らかなように、この発明によっては、広告の情報が発信される範囲内
に位置する携帯情報端末のユーザの属性に応じて、より多くの注目を集める広告の情報を
発信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態に係る広告情報発信システム１００の利用環境の一例を示す図で
ある。
【図２】広告情報管理装置１１０のブロック構成の一例を示す図である。
【図３】携帯情報端末情報格納部１１６に格納される情報の一例をテーブル形式で示す図
である。
【図４】広告情報発信装置情報格納部１１７に格納される情報の一例をテーブル形式で示
す図である。
【図５】広告情報格納部１１８に格納される情報及びデータの一例をテーブル形式で示す
図である。
【図６】観光客向けの広告の情報Ａ１の一例を示す図である。
【図７】地元民向けの広告の情報Ａ２の一例を示す図である。
【図８】広告情報管理装置１１０の動作フローの一例を示す図である。
【図９】広告情報管理装置１１０の動作フローの一例を示す図である。
【図１０】第２の実施形態に係る広告情報発信システム２００の利用環境の一例を示す図
である。
【図１１】広告情報管理装置２１０のブロック構成の一例を示す図である。
【図１２】携帯情報端末情報格納部２１６に格納される情報の一例をテーブル形式で示す
図である。
【図１３】広告情報格納部２１８に格納される情報及びデータの一例をテーブル形式で示
す図である。
【図１４】観光客向けの広告の情報Ａ３の一例を示す図である。
【図１５】地元民向けの広告の情報Ａ４の一例を示す図である。
【図１６】広告情報管理装置２１０の動作フローの一例を示す図である。
【図１７】広告情報管理装置２１０の動作フローの一例を示す図である。
【図１８】本実施形態に係る広告情報管理装置を構成するコンピュータ８００のハードウ
ェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
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囲にかかる発明を限定するものではなく、また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１９】
　図１は、第１の実施形態に係る広告情報発信システム１００の利用環境の一例を示す。
広告情報発信システム１００は、広告の情報を発信するシステムである。
【００２０】
　広告情報発信システム１００は、広告情報管理装置１１０、及び複数のデジタルサイネ
ージ１３０ａ、ｂ、ｃ、・・・（以下、デジタルサイネージ１３０と総称する。）を備え
る。なお、デジタルサイネージ１３０は、この発明における「広告情報発信装置」の一例
であってよい。
【００２１】
　デジタルサイネージ１３０は、屋外や店頭等に設置された液晶ディスプレイ等の映像表
示装置である。より具体的に説明すると、デジタルサイネージ１３０は、近くにいる人や
通りすがりの人等、デジタルサイネージ１３０ａ、ｂ、ｃ、・・・の視聴可能範囲Ｆａ、
ｂ、ｃ、・・・（以下、視聴可能範囲Ｆと総称する。）内の人に案内情報や広告等を表示
する装置で、看板やポスター等を電子化したものである。なお、屋外や店頭等は、この発
明における「公共の場」の一例であってよい。また、デジタルサイネージ１３０の視聴可
能範囲Ｆ内は、この発明における「広告情報発信装置の設置位置を含む所定の範囲内」の
一例であってよい。また、案内情報や広告等を表示することは、この発明における「広告
の情報を発信する」ことの一例であってよい。
【００２２】
　広告情報管理装置１１０は、デジタルサイネージ１３０によって発信される広告の情報
を管理する装置である。より具体的に説明すると、広告情報管理装置１１０は、デジタル
サイネージ１３０、及び複数のスマートフォンＳａ、ｂ、ｃ、・・・（以下、スマートフ
ォンＳと総称する。）と通信回線Ｎを介して通信接続される。ここで、スマートフォンＳ
とは、個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持った携帯電話である。なお、スマートフ
ォンＳは、この発明における「携帯情報端末」の一例であってよい。また、通信回線Ｎは
、インターネット等のコンピュータネットワーク、通信事業者のコアネットワーク、及び
種々のローカルネットワークを含む。
【００２３】
　なお、本実施形態においては、説明が煩雑になることを防ぐことを目的として、広告情
報発信システム１００が一の広告情報管理装置１１０を備える構成について説明する。し
かしながら、広告情報発信システム１００は、複数の広告情報管理装置１１０を備えてよ
い。
【００２４】
　図２は、広告情報管理装置１１０のブロック構成の一例を示す。広告情報管理装置１１
０は、位置データ受信部１１１、属性分析部１１２、属性人数評価部１１３、広告情報決
定部１１４、広告データ送信部１１５、携帯情報端末情報格納部１１６、広告情報発信装
置情報格納部１１７及び広告情報格納部１１８を有する。
【００２５】
　位置データ受信部１１１は、スマートフォンＳの位置情報を含むデータを、スマートフ
ォンＳから受信する。
【００２６】
　属性分析部１１２は、スマートフォンＳの移動の履歴に基づいて、そのスマートフォン
Ｓのユーザの生活圏が、複数の生活圏のうち、いずれの生活圏にあたるかを分析する。こ
こで、生活圏とは、人が社会的存在として行動する範囲、地域を指し、日常生活とその延
長を営む空間である。なお、生活圏は、この発明における「属性」の一例であってよい。
【００２７】
　属性人数評価部１１３は、属性分析部１１２が分析した分析結果に基づいて、デジタル
サイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて、デ
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ジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏にあたるユーザの人数を評
価する。なお、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏は、この
発明における「所定の属性」の一例であってよい。
【００２８】
　広告情報決定部１１４は、属性人数評価部１１３が評価した評価結果に基づいて、デジ
タルサイネージ１３０によって発信すべき広告の情報を決定する。
【００２９】
　広告データ送信部１１５は、広告の情報を含むデータを、デジタルサイネージ１３０へ
送信する。
【００３０】
　携帯情報端末情報格納部１１６には、スマートフォンＳの情報が格納される。
【００３１】
　広告情報発信装置情報格納部１１７には、デジタルサイネージ１３０の情報が格納され
る。
【００３２】
　広告情報格納部１１８には、広告の情報が格納される。
【００３３】
　図３は、携帯情報端末情報格納部１１６に格納される情報の一例をテーブル形式で示す
。携帯情報端末情報格納部１１６には、スマートフォンＩＤ、生活圏及び位置情報（場所
、日時（年／月／日／時：分））の各情報が対応付けられて格納される。
【００３４】
　スマートフォンＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）の情報は、各スマートフォンＳを一意に
識別するための識別符号である。
【００３５】
　生活圏の情報は、スマートフォンＩＤによって識別されるスマートフォンＳのユーザの
生活圏を示す情報である。例えば、この例においては、スマートフォンＩＤ「Ｓ０００１
」によって識別されるスマートフォンＳのユーザの生活圏が「東京都港区」であることを
示している。
【００３６】
　位置情報（場所、日時（年／月／日／時：分））は、スマートフォンＩＤによって識別
されるスマートフォンＳの移動の履歴を示す情報である。例えば、この例においては、ス
マートフォンＩＤ「Ｓ０００１」によって識別されるスマートフォンＳが、「２０１３年
２月２０日１８時１０分」に「東京都千代田区丸の内一丁目」に位置していて、「２０１
３年２月２０日１８時２０分」に「東京都千代田区京橋二丁目」に位置していて、「２０
１３年２月２０日１８時３０分」に「東京都港区赤坂一丁目」に位置していたことを示し
ている。
【００３７】
　図４は、広告情報発信装置情報格納部１１７に格納される情報の一例をテーブル形式で
示す。広告情報発信装置情報格納部１１７には、デジタルサイネージＩＤ、設置位置及び
生活圏の各情報が対応付けられて格納される。
【００３８】
　デジタルサイネージＩＤの情報は、各デジタルサイネージ１３０を一意に識別するため
の識別符号である。
【００３９】
　設置位置の情報は、デジタルサイネージＩＤによって識別されるデジタルサイネージ１
３０の設置位置を示す情報である。例えば、この例においては、デジタルサイネージＩＤ
「Ｓ０００１」によって識別されるデジタルサイネージ１３０が「東京都千代田区外神田
四丁目」に設置されていることを示している。
【００４０】
　生活圏の情報は、デジタルサイネージＩＤによって識別されるデジタルサイネージ１３
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０により地元とみなされる範囲の生活圏を示す情報である。例えば、この例においては、
デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００１」によって識別されるデジタルサイネージ１３０に
より地元とみなされる範囲の生活圏が「東京都千代田区」であることを示している。
【００４１】
　図５は、広告情報格納部１１８に格納される情報及びデータの一例をテーブル形式で示
す。広告情報格納部１１８には、広告ＩＤ、対象者及び生活圏の各情報と、広告データと
が対応付けられて格納される。
【００４２】
　広告ＩＤの情報は、各広告の情報を一意に識別するための識別符号である。
【００４３】
　対象者の情報は、広告ＩＤによって識別される広告の情報が対象としている対象者を示
す情報である。例えば、この例においては、広告ＩＤ「Ａ０００１」によって識別される
広告の情報が「観光客」向けの広告の情報であることを示している。ここで、観光客とは
、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏外の場所を生活圏とし
ている者を指す。また、この例においては、広告ＩＤ「Ａ０００２」によって識別される
広告の情報が「地元民」向けの広告の情報であることを示している。ここで、地元民とは
、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏内の場所を生活圏とし
ている者を指す。
【００４４】
　生活圏の情報は、広告ＩＤによって識別される広告の情報が発信され得るデジタルサイ
ネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏を示す情報である。例えば、この例に
おいては、広告ＩＤ「Ａ０００１」によって識別される広告の情報が発信され得るデジタ
ルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏が「東京都」であることを示し
ている。
【００４５】
　広告データは、広告ＩＤによって識別される広告の情報を示すデータである。
【００４６】
　図６は、観光客向けの広告の情報Ａ１の一例を示す。観光客向けの広告の情報Ａ１とし
ては、博物館等の文化施設や商業施設の情報、山等の自然景観の情報、神社等の歴史や伝
統の情報、ランドマーク等の都市景観の情報、旅館等の宿泊や入浴の情報、大型競技施設
等のスポーツやアウトドアの情報等、地元民よりも観光客の注目を集める情報が挙げられ
る。
【００４７】
　図７は、地元民向けの広告の情報Ａ２の一例を示す。地元民向けの広告の情報Ａ２とし
ては、百貨店、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、家電量販店、ブ
ティック等のバーゲンセール、クーポン、キャンペーン、初売り、福袋の情報等、観光客
よりも地元民の注目を集める情報が挙げられる。
【００４８】
　図８は、広告情報管理装置１１０の動作フローの一例を示す。この動作フローの説明に
おいては、スマートフォンＳのユーザの生活圏を分析する処理について詳述する。なお、
この動作フローの説明においては、図１から図７を共に参照する。
【００４９】
　スマートフォンＳは、自端末のスマートフォンＩＤと、自端末の位置情報とを含むデー
タを、広告情報管理装置１１０へ送信する。例えば、スマートフォンＳは、自端末の位置
情報として、現在の位置情報と、現在時刻の情報とを含むデータを、所定時間毎に送信す
る。また、例えば、スマートフォンＳは、自端末の位置情報として、自端末が移動した履
歴の位置情報と、その各位置情報が取得された時刻の情報とを含むデータを、デジタルサ
イネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に進入した場合等の所定のタイミングに送信する。例
えば、自端末の位置情報は、全地球測位システムによって割り出された座標や、交信して
いる携帯電話基地局の識別情報等に基づいて特定され得る住所や地名である。
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【００５０】
　広告情報管理装置１１０の位置データ受信部１１１は、スマートフォンＳから送信され
たデータを受信すると（Ｓ１０１）、そのデータに含まれるスマートフォンＩＤと位置情
報とを対応付けて、携帯情報端末情報格納部１１６に格納する。
【００５１】
　このようにして、広告情報管理装置１１０の携帯情報端末情報格納部１１６には、図３
に示すように、スマートフォンＩＤと、位置情報（場所、日時（年／月／日／時：分））
とが対応付けられて格納されることになる。
【００５２】
　一方、広告情報管理装置１１０の属性分析部１１２は、携帯情報端末情報格納部１１６
に格納されている位置情報（場所、日時（年／月／日／時：分））を参照して、そのスマ
ートフォンＳのユーザの生活圏が、複数の生活圏のうち、いずれの生活圏にあたるかを分
析する（Ｓ１０２）。例えば、属性分析部１１２は、スマートフォンＳが所定期間内に長
期にわたって位置していた範囲を、そのスマートフォンＳのユーザの生活圏として特定す
る。例えば、属性分析部１１２は、このような分析を所定期間毎に行う。そして、属性分
析部１１２は、スマートフォンＳのユーザの生活圏を特定すると、その生活圏の情報を、
そのスマートフォンＳのスマートフォンＩＤに対応付けて、携帯情報端末情報格納部１１
６に格納する。
【００５３】
　このようにして、携帯情報端末情報格納部１１６には、図３に示すように、スマートフ
ォンＩＤと、生活圏の情報とが対応付けられて格納されることになる。
【００５４】
　図９は、広告情報管理装置１１０の動作フローの一例を示す。この動作フローの説明に
おいては、発信すべき広告の情報を決定する処理について詳述する。なお、この動作フロ
ーの説明においては、図１から図８を共に参照する。
【００５５】
　広告情報管理装置１１０の属性人数評価部１１３は、属性分析部１１２が分析した分析
結果に基づいて、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォ
ンＳのユーザについて、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏
にあたるユーザの人数を評価する（Ｓ１１１）。例えば、デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０
００１」によって識別されるデジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するス
マートフォンＳのユーザについて評価する場合、属性人数評価部１１３は、広告情報発信
装置情報格納部１１７に格納されている情報のうち、デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００
１」に対応付けられて格納されている設置位置の情報「東京都千代田区外神田四丁目」の
情報と、生活圏の情報「東京都千代田区」とを読み出す。そして、属性人数評価部１１３
は、例えば、デジタル地図を参照して、このデジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ
を特定する。この例の場合、属性人数評価部１１３は、例えば、「東京都千代田区外神田
四丁目」を含む所定の範囲を、このデジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆとして特
定する。そして、属性人数評価部１１３は、携帯情報端末情報格納部１１６に格納されて
いる情報のうち、生活圏の情報によって特定される範囲がデジタルサイネージ１３０の視
聴可能範囲Ｆ内であるスマートフォンＳの情報を抽出する。そして、属性人数評価部１１
３は、例えば、携帯情報端末情報格納部１１６から抽出したスマートフォンＳの情報のう
ち、生活圏の情報がデジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏「東
京都千代田区」内に該当するスマートフォンＳの情報の割合を、デジタルサイネージ１３
０により地元とみなされる範囲の生活圏にあたるユーザの人数として評価する。そして、
属性人数評価部１１３は、その評価結果を示すデータを、広告情報決定部１１４へ送る。
【００５６】
　広告情報管理装置１１０の広告情報決定部１１４は、属性人数評価部１１３から送られ
たデータを受け取ると、そのデータによって示される評価結果に基づいて、デジタルサイ
ネージ１３０によって発信すべき広告の情報を決定する（Ｓ１１２）。例えば、この例の
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場合、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏内に該当するスマ
ートフォンＳの情報の割合が所定の割合以上であれば、広告情報決定部１１４は、広告情
報格納部１１８に格納されている広告データのうち、対象者が「地元民」であって、生活
圏の情報がデジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏「東京都千代
田区」を含む範囲の情報に対応付けられている広告データを読み出す。一方、デジタルサ
イネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏内に該当するスマートフォンＳの情
報の割合が所定の割合未満であれば、広告情報決定部１１４は、広告情報格納部１１８に
格納されている広告データのうち、対象者が「観光客」であって、生活圏の情報がデジタ
ルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏「東京都千代田区」を含む範囲
の情報に対応付けられている広告データを読み出す。そして、広告情報決定部１１４は、
広告情報格納部１１８から読み出した広告データを、デジタルサイネージ１３０によって
発信すべき広告の情報として、広告データ送信部１１５へ送る。
【００５７】
　広告情報管理装置１１０の広告データ送信部１１５は、広告情報決定部１１４から送ら
れた広告データを受け取ると、その広告データを、デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００１
」によって識別されるデジタルサイネージ１３０へ送信する（Ｓ１１３）。
【００５８】
　デジタルサイネージ１３０は、広告情報管理装置１１０から送信された広告データを受
信すると、その広告データによって示される広告の情報を表示する。
【００５９】
　このようにして、視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて、地
元民の割合が所定の割合未満であれば、デジタルサイネージ１３０には、図６に示すよう
な観光客向けの広告の情報Ａ１が表示される。一方、視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマー
トフォンＳのユーザについて、地元民の割合が所定の割合以上であれば、デジタルサイネ
ージ１３０には、図７に示すような地元民向けの広告の情報Ａ２が表示される。
【００６０】
　以上、説明したように、広告情報発信システム１００は、屋外や店頭等に設置されて、
広告の情報を発信するデジタルサイネージ１３０を備える。また、広告情報発信システム
１００は、デジタルサイネージ１３０によって発信される広告の情報を管理する広告情報
管理装置１１０を備える。そして、広告情報管理装置１１０は、スマートフォンＳの移動
の履歴に基づいて、そのスマートフォンＳのユーザの生活圏が、複数の生活圏のうち、い
ずれの生活圏にあたるかを分析する。そして、広告情報管理装置１１０は、その分析結果
に基づいて、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳ
のユーザについて、デジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏にあ
たるユーザの人数を評価する。そして、広告情報管理装置１１０は、その評価結果に基づ
いて、デジタルサイネージ１３０によって発信すべき広告の情報を決定する。
【００６１】
　このようにして、広告情報発信システム１００によっては、デジタルサイネージ１３０
の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザの生活圏に応じて、より多くの
注目を集める広告の情報を発信することができる。
【００６２】
　図１０は、第２の実施形態に係る広告情報発信システム２００の利用環境の一例を示す
。広告情報発信システム２００は、広告の情報を発信するシステムである。
【００６３】
　広告情報発信システム２００は、広告情報管理装置２１０、及び複数のデジタルサイネ
ージ１３０を備える。
【００６４】
　なお、広告情報発信システム１００及び広告情報発信システム２００の構成要素のうち
、同じ符号を付している同名の構成要素は同様の機能及び動作を示す。
【００６５】
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　広告情報管理装置２１０は、デジタルサイネージ１３０によって発信される広告の情報
を管理する装置である。より具体的に説明すると、広告情報管理装置２１０は、デジタル
サイネージ１３０、及び複数のスマートフォンＳと通信回線Ｎを介して通信接続される。
【００６６】
　なお、本実施形態においては、説明が煩雑になることを防ぐことを目的として、広告情
報発信システム２００が一の広告情報管理装置２１０を備える構成について説明する。し
かしながら、広告情報発信システム２００は、複数の広告情報管理装置２１０を備えてよ
い。
【００６７】
　図１１は、広告情報管理装置２１０のブロック構成の一例を示す。広告情報管理装置２
１０は、位置データ受信部１１１、買い物データ受信部２１９、属性分析部１１２、嗜好
分析部２２０、属性人数評価部１１３、嗜好人数評価部２２１、広告情報決定部２１４、
広告データ送信部１１５、携帯情報端末情報格納部２１６、広告情報発信装置情報格納部
１１７及び広告情報格納部２１８を有する。
【００６８】
　なお、広告情報管理装置１１０及び広告情報管理装置２１０の構成要素のうち、同じ符
号を付している同名の構成要素は同様の機能及び動作を示す。
【００６９】
　買い物データ受信部２１９は、スマートフォンＳを用いて成された買い物の情報を含む
データを、スマートフォンＳから受信する。
【００７０】
　嗜好分析部２２０は、スマートフォンＳを用いて成された買い物の履歴に基づいて、そ
のスマートフォンＳのユーザの嗜好が、複数の嗜好のうち、いずれの嗜好にあたるかを分
析する。ここで、嗜好とは、人の好みである。
【００７１】
　嗜好人数評価部２２１は、嗜好分析部２２０が分析した分析結果に基づいて、デジタル
サイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内にあるスマートフォンＳのユーザについて、所定の
嗜好にあたるユーザの人数を評価する。
【００７２】
　広告情報決定部２１４は、属性人数評価部１１３が評価した評価結果と、嗜好人数評価
部２２１が評価した評価結果とに基づいて、デジタルサイネージ１３０によって発信すべ
き広告の情報を決定する。
【００７３】
　携帯情報端末情報格納部２１６には、スマートフォンＳの情報が格納される。
【００７４】
　広告情報格納部２１８には、広告の情報が格納される。
【００７５】
　図１２は、携帯情報端末情報格納部２１６に格納される情報の一例をテーブル形式で示
す。携帯情報端末情報格納部２１６には、スマートフォンＩＤ、生活圏、位置情報（場所
、日時（年／月／日／時：分））及び嗜好の各情報が対応付けられて格納される。
【００７６】
　なお、携帯情報端末情報格納部１１６及び携帯情報端末情報格納部２１６に格納される
情報のうち、同名の情報は同様の内容を示す。
【００７７】
　嗜好の情報は、スマートフォンＩＤによって識別されるスマートフォンＳのユーザの嗜
好を示す情報である。例えば、この例においては、スマートフォンＩＤ「Ｓ０００１」に
よって識別されるスマートフォンＳのユーザの嗜好が「食品」であることを示している。
【００７８】
　図１３は、広告情報格納部２１８に格納される情報及びデータの一例をテーブル形式で
示す。広告情報格納部２１８には、広告ＩＤ、対象者、生活圏及び嗜好の各情報と、広告
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データとが対応付けられて格納される。
【００７９】
　なお、広告情報格納部１１８及び広告情報格納部２１８に格納される情報及びデータの
うち、同名の情報及びデータは同様の内容を示す。
【００８０】
　嗜好の情報は、広告ＩＤによって識別される広告の情報が該当する嗜好の種類を示す情
報である。例えば、この例においては、広告ＩＤ「Ａ０００１」によって識別される広告
の情報が「ファッション」の嗜好に該当することを示している。
【００８１】
　図１４は、観光客向けの広告の情報Ａ３の一例を示す。観光客向けの広告の情報Ａ３と
しては、地元民よりも観光客の注目を集めるスイーツ、食品、ファッション等の嗜好の店
、レストラン、イベント等の情報が挙げられる。
【００８２】
　図１５は、地元民向けの広告の情報Ａ４の一例を示す。地元民向けの広告の情報Ａ４と
しては、観光客よりも地元民の注目を集めるスイーツ、食品、ファッション等の嗜好の店
、レストラン、イベント等の情報が挙げられる。
【００８３】
　図１６は、広告情報管理装置２１０の動作フローの一例を示す。この動作フローの説明
においては、スマートフォンＳのユーザの嗜好を分析する処理について詳述する。なお、
この動作フローの説明においては、図１から図１５を共に参照する。
【００８４】
　スマートフォンＳは、自端末のスマートフォンＩＤと、自端末を用いて成された買い物
の情報とを含むデータを、広告情報管理装置２１０へ送信する。例えば、スマートフォン
Ｓは、買い物の情報として、最新の買い物の情報を含むデータを、買い物が成される度に
送信する。また、例えば、スマートフォンＳは、買い物の情報として、買い物の履歴の情
報を含むデータを、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に進入した場合等の所
定のタイミングに送信する。例えば、買い物の情報は、スマートフォンＳを用いてオンラ
インショップにて購入された商品の情報や、スマートフォンＳの非接触式ＩＣ（Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カードを用いて購入された商品の情報である。
【００８５】
　広告情報管理装置２１０の買い物データ受信部２１９は、スマートフォンＳから送信さ
れたデータを受信すると（Ｓ２０１）、そのデータに含まれるスマートフォンＩＤと買い
物の情報とを対応付けて、携帯情報端末情報格納部２１６に格納する。
【００８６】
　このようにして、広告情報管理装置２１０の携帯情報端末情報格納部２１６には、図１
２に示すように、スマートフォンＩＤと、買い物情報とが対応付けられて格納されること
になる。
【００８７】
　一方、広告情報管理装置２１０の嗜好分析部２２０は、携帯情報端末情報格納部２１６
に格納されている買い物情報を参照して、そのスマートフォンＳのユーザの嗜好が、複数
の嗜好のうち、いずれの嗜好にあたるかを分析する（Ｓ２０２）。例えば、嗜好分析部２
２０は、スマートフォンＳを用いて所定期間内により多く購入された商品の種類を、その
スマートフォンＳのユーザの嗜好として特定する。例えば、嗜好分析部２２０は、このよ
うな分析を所定期間毎に行う。そして、嗜好分析部２２０は、スマートフォンＳのユーザ
の嗜好を特定すると、その嗜好の情報を、そのスマートフォンＳのスマートフォンＩＤに
対応付けて、携帯情報端末情報格納部２１６に格納する。
【００８８】
　このようにして、携帯情報端末情報格納部２１６には、図１２に示すように、スマート
フォンＩＤと、嗜好の情報とが対応付けられて格納されることになる。
【００８９】
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　図１７は、広告情報管理装置２１０の動作フローの一例を示す。この動作フローの説明
においては、発信すべき広告の情報を決定する処理について詳述する。なお、この動作フ
ローの説明においては、図１から図１６を共に参照する。
【００９０】
　なお、広告情報管理装置１１０及び広告情報管理装置２１０の動作段階のうち、同じ符
号を付している同名の動作段階は同様の動作を示す。
【００９１】
　広告情報管理装置２１０の属性人数評価部１１３は、上述したように、属性分析部１１
２が分析した分析結果に基づいて、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置
するスマートフォンＳのユーザについて、デジタルサイネージ１３０により地元とみなさ
れる範囲の生活圏にあたるユーザの人数を評価する（Ｓ１１１）。そして、属性人数評価
部１１３は、その評価結果を示すデータを、広告情報決定部２１４へ送る。
【００９２】
　広告情報管理装置２１０の嗜好人数評価部２２１は、嗜好分析部２２０が分析した分析
結果に基づいて、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォ
ンＳのユーザについて、所定の嗜好にあたるユーザの人数を評価する（Ｓ２１４）。例え
ば、デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００１」によって識別されるデジタルサイネージ１３
０の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて評価する場合、嗜好
人数評価部２２１は、広告情報発信装置情報格納部１１７に格納されている情報のうち、
デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００１」に対応付けられて格納されている設置位置の情報
「東京都千代田区外神田四丁目」の情報を読み出す。そして、嗜好人数評価部２２１は、
例えば、デジタル地図を参照して、このデジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆを特
定する。この例の場合、嗜好人数評価部２２１は、例えば、「東京都千代田区外神田四丁
目」を含む所定の範囲を、このデジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆとして特定す
る。そして、嗜好人数評価部２２１は、携帯情報端末情報格納部２１６に格納されている
情報のうち、生活圏の情報によって特定される範囲がデジタルサイネージ１３０の視聴可
能範囲Ｆ内であるスマートフォンＳの情報を抽出する。そして、嗜好人数評価部２２１は
、例えば、携帯情報端末情報格納部２１６から抽出したスマートフォンＳの情報のうち、
嗜好の情報が食品、スイーツ、ファッション等の所定の嗜好にあたるスマートフォンＳの
情報の割合を、所定の嗜好にあたるユーザの人数として評価する。そして、嗜好人数評価
部２２１は、その評価結果を示すデータを、広告情報決定部２１４へ送る。
【００９３】
　広告情報管理装置１１０の広告情報決定部２１４は、属性人数評価部１１３から送られ
たデータと、嗜好人数評価部２２１から送られたデータとをそれぞれ受け取ると、それら
のデータによって示される評価結果に基づいて、デジタルサイネージ１３０によって発信
すべき広告の情報を決定する（Ｓ２１２）。例えば、この例の場合、デジタルサイネージ
１３０により地元とみなされる範囲の生活圏内に該当するスマートフォンＳの情報の割合
が所定の割合以上であって、嗜好が「スイーツ」であるユーザの数がより多い場合、広告
情報決定部２１４は、広告情報格納部２１８に格納されている広告データのうち、対象者
が「地元民」であって、生活圏の情報がデジタルサイネージ１３０により地元とみなされ
る範囲の生活圏「東京都千代田区」を含む範囲であって、広告の情報が該当する嗜好の種
類が「スイーツ」である情報に対応付けられている広告データを読み出す。一方、デジタ
ルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏内に該当するスマートフォンＳ
の情報の割合が所定の割合未満であれば、広告情報決定部２１４は、広告情報格納部２１
８に格納されている広告データのうち、対象者が「観光客」であって、生活圏の情報がデ
ジタルサイネージ１３０により地元とみなされる範囲の生活圏「東京都千代田区」を含む
範囲であって、広告の情報が該当する嗜好の種類が「スイーツ」である情報に対応付けら
れている広告データを読み出す。そして、広告情報決定部２１４は、広告情報格納部２１
８から読み出した広告データを、デジタルサイネージ１３０によって発信すべき広告の情
報として、広告データ送信部１１５へ送る。
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【００９４】
　広告情報管理装置２１０の広告データ送信部１１５は、広告情報決定部２１４から送ら
れた広告データを受け取ると、その広告データを、デジタルサイネージＩＤ「Ｓ０００１
」によって識別されるデジタルサイネージ１３０へ送信する（Ｓ１１３）。
【００９５】
　デジタルサイネージ１３０は、広告情報管理装置２１０から送信された広告データを受
信すると、その広告データによって示される広告の情報を表示する。
【００９６】
　このようにして、視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて、地
元民の割合が所定の割合未満であって、嗜好がスイーツであるユーザの人数がより多けれ
ば、デジタルサイネージ１３０には、図１４に示すような観光客向けの広告の情報Ａ３が
表示される。一方、視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて、地
元民の割合が所定の割合以上であって、嗜好がスイーツであるユーザの人数がより多けれ
ば、デジタルサイネージ１３０には、図１５に示すような地元民向けの広告の情報Ａ４が
表示される。
【００９７】
　以上、説明したように、広告情報管理装置２１０は、スマートフォンＳを用いて成され
た買い物の履歴に基づいて、そのスマートフォンＳのユーザの嗜好が、複数の嗜好のうち
、いずれの嗜好にあたるかを分析する。そして、広告情報管理装置２１０は、その分析結
果に基づいて、デジタルサイネージ１３０の視聴可能範囲Ｆ内にあるスマートフォンＳの
ユーザについて、所定の嗜好にあたるユーザの人数を評価する。そして、広告情報管理装
置２１０は、その評価結果に更に基づいて、デジタルサイネージ１３０によって発信すべ
き広告の情報を決定する。
【００９８】
　このようにして、広告情報発信システム２００によっては、デジタルサイネージ１３０
の視聴可能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザの生活圏と嗜好とに応じて、よ
り多くの注目を集める広告の情報を発信することができる。
【００９９】
　なお、広告情報管理装置が分析するユーザの属性は、生活圏に限られない。例えば、広
告情報管理装置は、スマートフォンＳの移動の履歴に基づいて、そのスマートフォンＳの
ユーザが利用している主要な鉄道路線が、複数の鉄道路線のうち、いずれの鉄道路線にあ
たるかを分析することもできる。その場合、広告情報管理装置は、例えば、スマートフォ
ンＳの位置情報と、デジタル地図上の鉄道路線の位置情報とを参照して、スマートフォン
Ｓがしきい値以上の頻度で通過している経路にある鉄道路線を、そのスマートフォンＳの
ユーザが利用している主要な鉄道路線とする。
【０１００】
　また、広告情報管理装置がユーザの嗜好を分析するのに参照する情報は、スマートフォ
ンＳを用いて成された買い物の履歴に限られない。例えば、広告情報管理装置は、スマー
トフォンＳの移動の履歴に基づいて、ユーザの嗜好を分析することもできる。その場合、
広告情報管理装置は、例えば、スマートフォンＳの位置情報と、デジタル地図上の店の位
置情報とを参照して、スマートフォンＳがしきい値以上の頻度でとどまっている場所にあ
る店のジャンルを、そのスマートフォンＳのユーザの嗜好とする。
【０１０１】
　図１８は、本実施形態に係る広告情報管理装置を構成するコンピュータ８００のハード
ウェア構成の一例を示す。本実施形態に係るコンピュータ８００は、ホストコントローラ
８０１により相互に接続されるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）８０２、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）８０３、グラフィッ
クコントローラ８０４及びディスプレイ８０５を有するＣＰＵ周辺部と、入出力コントロ
ーラ８０６により相互に接続される通信インターフェース８０７、ハードディスクドライ
ブ８０８及びＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
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ｒｙ）ドライブ８０９を有する入出力部と、入出力コントローラ８０６に接続されるＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）８１０、フレキシブルディスクドライブ８１１
及び入出力チップ８１２を有するレガシー入出力部とを備える。
【０１０２】
　ホストコントローラ８０１は、ＲＡＭ８０３と、高い転送レートでＲＡＭ８０３をアク
セスするＣＰＵ８０２及びグラフィックコントローラ８０４とを接続する。ＣＰＵ８０２
は、ＲＯＭ８１０及びＲＡＭ８０３に格納されたプログラムに基づいて動作し、各部の制
御を行う。グラフィックコントローラ８０４は、ＣＰＵ８０２等がＲＡＭ８０３内に設け
たフレームバッファ上に生成する画像データを取得し、ディスプレイ８０５上に表示させ
る。これに代えて、グラフィックコントローラ８０４は、ＣＰＵ８０２等が生成する画像
データを格納するフレームバッファを、内部に含んでもよい。
【０１０３】
　入出力コントローラ８０６は、ホストコントローラ８０１と、比較的高速な入出力装置
である通信インターフェース８０７、ハードディスクドライブ８０８及びＣＤ－ＲＯＭド
ライブ８０９を接続する。ハードディスクドライブ８０８は、コンピュータ８００内のＣ
ＰＵ８０２が使用するプログラム及びデータを格納する。ＣＤ－ＲＯＭドライブ８０９は
、ＣＤ－ＲＯＭ８９２からプログラム又はデータを読み取り、ＲＡＭ８０３を介してハー
ドディスクドライブ８０８に提供する。
【０１０４】
　また、入出力コントローラ８０６には、ＲＯＭ８１０と、フレキシブルディスクドライ
ブ８１１及び入出力チップ８１２の比較的低速な入出力装置とが接続される。ＲＯＭ８１
０は、コンピュータ８００が起動時に実行するブートプログラム、及び／又はコンピュー
タ８００のハードウェアに依存するプログラム等を格納する。フレキシブルディスクドラ
イブ８１１は、フレキシブルディスク８９３からプログラム又はデータを読み取り、ＲＡ
Ｍ８０３を介してハードディスクドライブ８０８に提供する。入出力チップ８１２は、フ
レキシブルディスクドライブ８１１を入出力コントローラ８０６へと接続すると共に、例
えばパラレルポート、シリアルポート、キーボードポート、マウスポート等を介して各種
の入出力装置を入出力コントローラ８０６へと接続する。
【０１０５】
　ＲＡＭ８０３を介してハードディスクドライブ８０８に提供されるプログラムは、フレ
キシブルディスク８９３、ＣＤ－ＲＯＭ８９２又はＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）カード等の記録媒体に格納されて利用者によって提供される。プログラムは、
記録媒体から読み出され、ＲＡＭ８０３を介してコンピュータ８００内のハードディスク
ドライブ８０８にインストールされ、ＣＰＵ８０２において実行される。
【０１０６】
　コンピュータ８００にインストールされ、コンピュータ８００を広告情報管理装置とし
て機能させるプログラムは、コンピュータ８００を、ステップＳ１０２において、スマー
トフォンＳの移動の履歴に基づいて、そのスマートフォンＳのユーザの生活圏が、複数の
生活圏のうち、いずれの生活圏にあたるかを分析する属性分析部と、属性分析部が分析し
た分析結果に基づいて、ステップＳ１１１において、デジタルサイネージ１３０の視聴可
能範囲Ｆ内に位置するスマートフォンＳのユーザについて、デジタルサイネージ１３０に
より地元とみなされる範囲の生活圏にあたるユーザの人数を評価する属性人数評価部と、
属性人数評価部が評価した評価結果に基づいて、ステップＳ１１２において、デジタルサ
イネージ１３０によって発信すべき広告の情報を決定する広告情報決定部として機能させ
る。
【０１０７】
　更に、当該プログラムは、コンピュータ８００を、ステップＳ２０１において、スマー
トフォンＳを用いて成された買い物の履歴に基づいて、そのスマートフォンＳのユーザの
嗜好が、複数の嗜好のうち、いずれの嗜好にあたるかを分析する嗜好分析部と、嗜好分析
部が分析した分析結果に基づいて、ステップＳ２１４において、デジタルサイネージ１３
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０の視聴可能範囲Ｆ内にあるスマートフォンＳのユーザについて、所定の嗜好にあたるユ
ーザの人数を評価する嗜好人数評価部と、嗜好人数評価部が評価した評価結果に更に基づ
いて、ステップＳ２１２において、デジタルサイネージ１３０によって発信すべき広告の
情報を決定する広告情報決定部として機能させてもよい。
【０１０８】
　これらのプログラムに記述された情報処理は、コンピュータ８００に読み込まれること
により、ソフトウェアと上述した各種のハードウェア資源とが協働した具体的手段である
位置データ受信部、嗜好データ受信部、属性分析部、嗜好分析部、属性人数評価部、嗜好
人数評価部、広告情報決定部、広告データ送信部、携帯情報端末情報格納部、広告情報発
信装置情報格納部及び広告情報格納部として機能する。そして、これらの具体的手段によ
って、本実施形態におけるコンピュータ８００の使用目的に応じた情報の演算又は加工を
実現することにより、使用目的に応じた特有の広告情報管理装置が構築される。
【０１０９】
　一例として、コンピュータ８００と外部の装置等との間で通信を行う場合には、ＣＰＵ
８０２は、ＲＡＭ８０３上にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記
述された処理内容に基づいて、通信インターフェース８０７に対して通信処理を指示する
。通信インターフェース８０７は、ＣＰＵ８０２の制御を受けて、ＲＡＭ８０３、ハード
ディスクドライブ８０８、フレキシブルディスク８９３又はＣＤ－ＲＯＭ８９２等の記憶
装置上に設けた送信バッファ領域等に記憶された送信データを読み出してネットワークへ
と送信し、もしくは、ネットワークから受信した受信データを記憶装置上に設けた受信バ
ッファ領域等へと書き込む。このように、通信インターフェース８０７は、ダイレクトメ
モリアクセス方式により記憶装置との間で送受信データを転送してもよく、これに代えて
、ＣＰＵ８０２が転送元の記憶装置又は通信インターフェース８０７からデータを読み出
し、転送先の通信インターフェース８０７又は記憶装置へとデータを書き込むことにより
送受信データを転送してもよい。
【０１１０】
　また、ＣＰＵ８０２は、ハードディスクドライブ８０８、ＣＤ－ＲＯＭ８９２、フレキ
シブルディスク８９３等の外部記憶装置に格納されたファイル又はデータベース等の中か
ら、全部又は必要な部分をダイレクトメモリアクセス転送等によりＲＡＭ８０３へと読み
込ませ、ＲＡＭ８０３上のデータに対して各種の処理を行う。そして、ＣＰＵ８０２は、
処理を終えたデータを、ダイレクトメモリアクセス転送等により外部記憶装置へと書き戻
す。
【０１１１】
　このような処理において、ＲＡＭ８０３は、外部記憶装置の内容を一時的に保持するも
のとみなせるから、本実施形態においてはＲＡＭ８０３及び外部記憶装置等をメモリ、記
憶部又は記憶装置等と総称する。本実施形態における各種のプログラム、データ、テーブ
ル、データベース等の各種の情報は、このような記憶装置上に格納されて、情報処理の対
象となる。なお、ＣＰＵ８０２は、ＲＡＭ８０３の一部をキャッシュメモリに保持し、キ
ャッシュメモリ上で読み書きを行うこともできる。このような形態においても、キャッシ
ュメモリはＲＡＭ８０３の機能の一部を担うから、本実施形態においては、区別して示す
場合を除き、キャッシュメモリもＲＡＭ８０３、メモリ及び／又は記憶装置に含まれるも
のとする。
【０１１２】
　また、ＣＰＵ８０２は、ＲＡＭ８０３から読み出したデータに対して、プログラムの命
令列により指定された、本実施形態中に記載した各種の演算、情報の加工、条件判断、情
報の検索、置換等を含む各種の処理を行い、ＲＡＭ８０３へと書き戻す。例えば、ＣＰＵ
８０２は、条件判断を行う場合においては、本実施形態において示した各種の変数が、他
の変数又は定数と比較して、大きい、小さい、以上、以下又は等しい等の条件を満たすか
どうかを判断し、条件が成立した場合、又は不成立であった場合に、異なる命令列へと分
岐し、又はサブルーチンを呼び出す。
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【０１１３】
　また、ＣＰＵ８０２は、記憶装置内のファイル又はデータベース等に格納された情報を
検索することができる。例えば、第１属性の属性値に対し第２属性の属性値がそれぞれ対
応付けられた複数のエントリが記憶装置に格納されている場合において、ＣＰＵ８０２は
、記憶装置に格納されている複数のエントリの中から第１属性の属性値が指定された条件
と一致するエントリを検索し、そのエントリに格納されている第２属性の属性値を読み出
すことにより、所定の条件を満たす第１属性に対応付けられた第２属性の属性値を得るこ
とができる。
【０１１４】
　以上に示したプログラム又はモジュールは、外部の記憶媒体に格納されてもよい。記憶
媒体としては、フレキシブルディスク８９３、ＣＤ－ＲＯＭ８９２の他に、ＤＶＤ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）又はＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）等
の光学記録媒体、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）等の光磁気記録媒
体、テープ媒体、ＩＣカード等の半導体メモリ等を用いることができる。また、専用通信
ネットワーク又はインターネットに接続されたサーバシステムに設けたハードディスク又
はＲＡＭ等の記憶媒体を記録媒体として使用して、ネットワークを介してプログラムをコ
ンピュータ８００に提供してもよい。
【０１１５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は、上記実施の形
態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【０１１６】
　特許請求の範囲、明細書及び図面中において示したシステム、方法、装置、プログラム
及び記録媒体における動作、手順、ステップ及び段階等の各処理の実行順序は、特段「よ
り前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いる
のでない限り、任意の順序で実現し得ることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細
書及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明した
としても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【０１１７】
１００　広告情報発信システム
１１０　広告情報管理装置
１１１　位置データ受信部
１１２　属性分析部
１１３　属性人数評価部
１１４　広告情報決定部
１１５　広告データ送信部
１１６　携帯情報端末情報格納部
１１７　広告情報発信装置情報格納部
１１８　広告情報格納部
１３０　デジタルサイネージ
２００　広告情報発信システム
２１０　広告情報管理装置
２１４　広告情報決定部
２１６　携帯情報端末情報格納部
２１８　広告情報格納部
２１９　買い物データ受信部
２２０　嗜好分析部
２２１　嗜好人数評価部
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８００　コンピュータ
８０１　ホストコントローラ
８０２　ＣＰＵ
８０３　ＲＡＭ
８０４　グラフィックコントローラ
８０５　ディスプレイ
８０６　入出力コントローラ
８０７　通信インターフェース
８０８　ハードディスクドライブ
８０９　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
８１０　ＲＯＭ
８１１　フレキシブルディスクドライブ
８１２　入出力チップ
８９２　ＣＤ－ＲＯＭ
８９３　フレキシブルディスク
Ａ１　観光客向けの広告の情報
Ａ２　地元民向けの広告の情報
Ａ３　観光客向けの広告の情報
Ａ４　地元民向けの広告の情報
Ｎ　通信回線
Ｓ　スマートフォン
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