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(57)【要約】
【課題】
　街中に設置された屋外広告等の認識可能性を高める電
子広告を配信する広告配信システムを提供することを目
的とする。
【解決手段】
　ユーザが利用するユーザ端末から情報の検索条件の入
力を受け付ける検索条件入力受付処理部と，検索条件お
よび／またはその検索条件に基づく検索結果と，屋外広
告等に関連づけられた配信条件とを対応づけて記憶する
配信条件記憶部と，検索条件および／または検索結果に
基づいて配信条件記憶部を参照し，電子広告の配信条件
を特定する配信条件特定処理部と，電子広告の配信条件
と電子広告とを対応づけて記憶する電子広告情報記憶部
と，特定した配信条件に基づいて電子広告情報記憶部を
参照し，電子広告を特定し，ユーザ端末に対して配信す
る電子広告配信処理部と，を有する広告配信システムで
ある。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システムであって，
　ユーザが利用するユーザ端末から情報の検索条件の入力を受け付ける検索条件入力受付
処理部と，
　前記検索条件および／またはその検索条件に基づく検索結果と，前記屋外広告等に関連
づけられた配信条件とを対応づけて記憶する配信条件記憶部と，
　前記検索条件および／または検索結果に基づいて前記配信条件記憶部を参照し，電子広
告の配信条件を特定する配信条件特定処理部と，
　電子広告の配信条件と電子広告とを対応づけて記憶する電子広告情報記憶部と，
　前記特定した配信条件に基づいて前記電子広告情報記憶部を参照し，電子広告を特定し
，前記ユーザ端末に対して配信する電子広告配信処理部と，
　を有することを特徴とする広告配信システム。
【請求項２】
　前記検索条件入力受付処理部は，
　前記検索条件として場所を示す情報が含まれているかを判定し，
　含まれていると判定した場合にはその検索条件に基づいて配信条件特定処理部における
処理を実行させ，
　含まれていないと判定した場合にはその検索条件に基づいて配信条件特定処理部におけ
る処理を実行させない，
　ことを特徴とする請求項１に記載の広告配信システム。
【請求項３】
　屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システムであって，
　ユーザが利用するユーザ端末から予約情報の入力を受け付ける予約情報入力受付処理部
と，
　前記予約情報と，前記屋外広告等に関連づけられた配信条件とを対応づけて記憶する配
信条件記憶部と，
　前記予約情報に基づいて前記配信条件記憶部を参照し，電子広告の配信条件を特定する
配信条件特定処理部と，
　電子広告の配信条件と電子広告とを対応づけて記憶する電子広告情報記憶部と，
　前記特定した配信条件に基づいて前記電子広告情報記憶部を参照し，電子広告を特定し
，前記ユーザ端末に対して配信する電子広告配信処理部と，
　を有することを特徴とする広告配信システム。
【請求項４】
　前記配信条件特定処理部は，
　前記検索条件および／または検索結果，前記予約情報における場所の情報と，前記配信
条件における屋外広告等の広告看板の所在場所の情報とを比較することで，前記配信条件
を特定する，
　ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の広告配信システム。
【請求項５】
　前記電子広告配信処理部は，
　前記ユーザ端末に対して配信する電子広告に，前記屋外広告等の所在場所の情報を含め
て配信する，
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の広告配信システム。
【請求項６】
　前記広告配信システムは，
　前記ユーザ端末に対して配信する電子広告において，前記屋外広告等を見たか否かを選
択可能とし，
　前記ユーザ端末からその選択を受け付けることで，前記屋外広告等の広告効果を集計す
る集計処理部，
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　を有することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の広告配信システム
。
【請求項７】
　前記広告配信システムは，
　前記ユーザ端末から受け付けた前記屋外広告等を見たか否かの選択のうち，見ていない
ことの選択を受け付けたユーザ端末に対して，前記配信した電子広告に対応する屋外広告
等に関する情報を配信する，
　ことを特徴とする請求項６に記載の広告配信システム。
【請求項８】
　屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システムであって，
　ユーザが利用するユーザ端末から行動履歴情報を受け付ける行動履歴情報入力受付処理
部と，
　行動履歴情報と，前記屋外広告等に関連づけられた配信条件とを対応づけて記憶する配
信条件記憶部と，
　前記受け付けた行動履歴情報に基づいて前記配信条件記憶部を参照し，電子広告の配信
条件を特定する配信条件特定処理部と，
　電子広告の配信条件と電子広告とを対応づけて記憶する電子広告情報記憶部と，
　前記特定した配信条件に基づいて前記電子広告情報記憶部を参照し，電子広告を特定し
，前記ユーザ端末に対して配信する電子広告配信処理部と，
　を有することを特徴とする広告配信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，街中に設置された屋外広告や交通広告の認識可能性を高める電子広告を配信
する広告配信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　繁華街などでは，ビルの壁面や屋上には多数の屋外広告の広告看板が設置されている。
また，駅などの交通の拠点では交通広告の広告看板が設置されている。これら広告看板で
は，さまざまな広告が掲載されており，企業などがそこに広告を掲出することで，商品や
ブランドイメージなどを，その付近を通行する人に訴求することができる。
【０００３】
　また，近年では，デジタルサイネージと称される動画像や静止画像等を用いて，多様な
広告表現が可能となる電子的な広告看板も登場している（特許文献１，特許文献２）。デ
ジタルサイネージによる広告の場合，その表現の多様さなどから従来の静的な広告看板よ
りも，通行人に与える訴求効果は高いと考えられる。また，電子的に広告の内容を変更す
ることもできるので，その時間帯などに応じて広告の内容を変更し，訴求効果の向上を図
ることもできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１２８２０９号公報
【特許文献２】特開２０１２－１２８２１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１，特許文献２のようなデジタルサイネージを用いた場合であったとして
も，従来の静的な広告看板と同様に，通行人がその広告看板の存在に気づかなければ，ま
ったく広告効果が発揮されない。一方，静的な広告看板，動的な広告看板（デジタルサイ
ネージ）のいずれであっても，その広告看板の存在に気づかせることができれば，その広
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告効果を発揮することができる。
【０００６】
　そこで屋外広告や交通広告（以下，これらを総称して「屋外広告等」という）の存在に
気づかせる（誘導する）システムや方法が待望されている。しかし，現在のところ，その
ようなシステムや方法は存在しておらず，広告の内容を派手にする，目立つようにすると
いった対策にとどまっている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は上記課題に鑑み，屋外広告等と電子広告とを組み合わせることにより，屋外
広告等の存在に気づかせやすくする広告配信システムを発明した。
【０００８】
　第１の発明は，屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システム
であって，ユーザが利用するユーザ端末から情報の検索条件の入力を受け付ける検索条件
入力受付処理部と，前記検索条件および／またはその検索条件に基づく検索結果と，前記
屋外広告等に関連づけられた配信条件とを対応づけて記憶する配信条件記憶部と，前記検
索条件および／または検索結果に基づいて前記配信条件記憶部を参照し，電子広告の配信
条件を特定する配信条件特定処理部と，電子広告の配信条件と電子広告とを対応づけて記
憶する電子広告情報記憶部と，前記特定した配信条件に基づいて前記電子広告情報記憶部
を参照し，電子広告を特定し，前記ユーザ端末に対して配信する電子広告配信処理部と，
を有する広告配信システムである。
【０００９】
　本発明のように構成することで，ユーザが入力した検索条件やその検索結果に基づいて
，それらに関連する電子広告が配信されるが，この電子広告の配信条件として，屋外広告
等に関連づけられた配信条件に従って，配信されている。そのため，ユーザに対して配信
される電子広告は屋外広告等に関連するものとなる。したがって，電子広告を閲覧したユ
ーザは，屋外広告等に関連した内容を認識することとなるので，実際に存在する屋外広告
等の認識可能性が高まり，結果的に，屋外広告等の広告効果を高めることができる。
【００１０】
　上述の発明において，前記検索条件入力受付処理部は，前記検索条件として場所を示す
情報が含まれているかを判定し，含まれていると判定した場合にはその検索条件に基づい
て配信条件特定処理部における処理を実行させ，含まれていないと判定した場合にはその
検索条件に基づいて配信条件特定処理部における処理を実行させない，広告配信システム
のように構成することができる。
【００１１】
　屋外広告等は固定的に設置されているので，その設置場所付近にいないと視認すること
ができない。そのため，ユーザに対して電子広告を配信するにしても，屋外広告等が設置
されいている場所を特定することが好ましい。したがって，配信条件を特定するための検
索条件に場所を示す情報が含まれている場合に限って処理を実行するように構成すると良
い。
【００１２】
　第２の発明は，屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システム
であって，ユーザが利用するユーザ端末から予約情報の入力を受け付ける予約情報入力受
付処理部と，前記予約情報と，前記屋外広告等に関連づけられた配信条件とを対応づけて
記憶する配信条件記憶部と，前記予約情報に基づいて前記配信条件記憶部を参照し，電子
広告の配信条件を特定する配信条件特定処理部と，電子広告の配信条件と電子広告とを対
応づけて記憶する電子広告情報記憶部と，前記特定した配信条件に基づいて前記電子広告
情報記憶部を参照し，電子広告を特定し，前記ユーザ端末に対して配信する電子広告配信
処理部と，を有する広告配信システムである。
【００１３】
　本発明のように構成しても，第１の発明と同様の技術的効果を得ることができる。特に
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本発明の場合には電子広告の配信条件を特定するために，予約情報を用いている。予約情
報の場合，ユーザが予約した店舗等に行く可能性が極めて高い。したがって，その予約情
報に基づいて，屋外広告等と関連づけられた配信条件を特定し，それに基づいて電子広告
を特定することで，店舗等の付近に設置された屋外広告等を認識する可能性を高められる
。
【００１４】
　上述の発明において，前記配信条件特定処理部は，前記検索条件および／または検索結
果，前記予約情報における場所の情報と，前記配信条件における屋外広告等の広告看板の
所在場所の情報とを比較することで，前記配信条件を特定する，広告配信システムのよう
に構成することができる。
【００１５】
　上述のように，本発明の場合，屋外広告等が設置されている場所を特定することが重要
である。そのため，場所の情報を比較することで，配信条件を特定することが好ましい。
【００１６】
　上述の発明において，前記電子広告配信処理部は，前記ユーザ端末に対して配信する電
子広告に，前記屋外広告等の所在場所の情報を含めて配信する，広告配信システムのよう
に構成することができる。
【００１７】
　電子広告で屋外広告等の所在場所の情報を伝えることで，一層，屋外広告等の認識可能
性を高められる。
【００１８】
　上述の発明において，前記広告配信システムは，前記ユーザ端末に対して配信する電子
広告において，前記屋外広告等を見たか否かを選択可能とし，前記ユーザ端末からその選
択を受け付けることで，前記屋外広告等の広告効果を集計する集計処理部，を有する広告
配信システムのように構成することができる。
【００１９】
　屋外広告等に広告効果があることは経験則的に知られているものの，それを客観的に測
定することは従来は困難であった。そこで，本発明のように構成することで，屋外広告等
が設置されている場所にいる可能性が高いユーザ（検索等を行っているユーザはその場に
いる可能性が高い）に対して，屋外広告等を見たか否かの問いを行い，その結果を受け付
けることで，客観的に測定することができる。
【００２０】
　上述の発明において，前記広告配信システムは，前記ユーザ端末から受け付けた前記屋
外広告等を見たか否かの選択のうち，見ていないことの選択を受け付けたユーザ端末に対
して，前記配信した電子広告に対応する屋外広告等に関する情報を配信する，広告配信シ
ステムのように構成することができる。
【００２１】
　本発明のように構成することで，屋外広告等を見ていないユーザに対して，屋外広告等
に関する情報を伝えることができ，屋外広告等の存在を知らしめることができる。そのた
め，屋外広告等の認識可能性を高めることができる。
【００２２】
　第３の発明は，屋外広告等の認識可能性を高める電子広告を配信する広告配信システム
であって，ユーザが利用するユーザ端末から行動履歴情報を受け付ける行動履歴情報入力
受付処理部と，行動履歴情報と，前記屋外広告等に関連づけられた配信条件とを対応づけ
て記憶する配信条件記憶部と，前記受け付けた行動履歴情報に基づいて前記配信条件記憶
部を参照し，電子広告の配信条件を特定する配信条件特定処理部と，電子広告の配信条件
と電子広告とを対応づけて記憶する電子広告情報記憶部と，前記特定した配信条件に基づ
いて前記電子広告情報記憶部を参照し，電子広告を特定し，前記ユーザ端末に対して配信
する電子広告配信処理部と，を有する広告配信システムである。
【００２３】
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　本発明のように構成することでも第１の発明，第２の発明と同様の技術的効果を得るこ
とができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の広告配信システムを用いることにより，屋外広告等に関連する電子広告を配信
することができるので，電子広告を受信したユーザは，電子広告の内容を視認することに
よって，それと連動した屋外広告等の存在を発見，認識しやすくなる。そのため，屋外広
告等の広告効果を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の広告配信システムの全体の構成を模式的に示す概念図である。
【図２】本発明の広告配信システムの構成の一例を模式的に示す概念図である。
【図３】本発明の広告配信システムを機能させるコンピュータのハードウェア構成の一例
を模式的に示す図である。
【図４】本発明の広告配信システムの処理プロセスの一例を模式的に示すフローチャート
である。
【図５】電子広告情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図６】配信条件記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図７】実施例２における配信条件記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図８】実施例３の広告配信システムの構成の一例を模式的に示す図である。
【図９】実施例４における電子広告の一例を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の広告配信システム１の全体の概念図の一例を図１に模式的に示す。広告配信シ
ステム１のシステム構成の一例の概念図を図２に示す。
【００２７】
　広告配信システム１は，サーバなどを含むコンピュータを用いて実現される。図３にコ
ンピュータのハードウェア構成の一例を示す。コンピュータは，プログラムの演算処理を
実行するＣＰＵなどの演算装置７０と，情報を記憶するＲＡＭやハードディスクなどの記
憶装置７１と，表示を行うディスプレイなどの表示装置７２と，入力を行うマウスやキー
ボード，タッチパネルなどの入力装置７３と，演算装置７０の処理結果や記憶装置７１に
記憶する情報を，コンピュータ間で送受信をする通信装置７４とを有している。なお，通
信装置７４は，インターネットなどでの通信のほか，コンピュータ間での直接の通信であ
っても良い。
【００２８】
　本発明における各手段は，その機能が論理的に区別されているのみであって，物理上あ
るいは事実上は同一の領域を為していても良い。また，後述するように，本発明の広告配
信システム１は，情報提供サーバ２と配信条件特定サーバ３とを用いているが，これらが
一つのサーバでその機能を実現しても良いし，各機能を２台以上のサーバに分散して配置
しても良い。また，情報提供サーバ２の機能，配信条件特定サーバ３の機能はそれぞれ，
適宜，配置することもできる。
【００２９】
　広告配信システム１は，たとえば情報提供サーバ２と配信条件特定サーバ３とを有する
。情報提供サーバ２は，ユーザが操作するコンピュータ（スマートフォン，携帯電話，タ
ブレット型コンピュータなどの可搬型通信端末を含む）であるユーザ端末４からの要求に
応じて，ユーザ端末４に対して各種の情報を提供するサーバである。たとえば，飲食店に
関する情報の提供を行う情報提供サーバ２などがその一例である。
【００３０】
　配信条件特定サーバ３は，ユーザ端末４から情報提供サーバ２が受け付けた検索要求な
どの当該ユーザの行動履歴情報に基づいて，対応する広告の配信条件を特定するサーバで
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ある。この配信条件は，屋外広告等と関連づけられた配信条件が設定されており，それが
特定される。
【００３１】
　情報提供サーバ２は，検索条件入力受付処理部２０と検索処理部２１と行動履歴情報送
信処理部２２と配信条件受取処理部２３と電子広告情報記憶部２４と電子広告配信処理部
２５とを有する。
【００３２】
　検索条件入力受付処理部２０は，情報提供サーバ２が飲食店などの情報を提供するサー
バの場合，その飲食店などの情報を検索するための検索条件をユーザ端末４から入力を受
け付ける。たとえば，ユーザが有楽町でイタリアンの飲食店を検索したい場合，「有楽町
」，「イタリアン」といった検索条件の入力を受け付ける。この検索条件には「場所」の
情報が含まれていることが好ましい。あるいは検索条件に「場所」の情報が含まれている
かを判定し，含まれていると判定した場合には，広告配信システム１の処理を実行し，含
まれていないと判定した場合には，広告配信システム１の処理を実行しない，ように構成
しても良い。
【００３３】
　検索処理部２１は，検索条件入力受付処理部２０で受け付けた検索条件に基づいて，情
報提供サーバ２が提供する情報の検索を行い，検索結果を返す。たとえば上述のように，
検索条件入力受付処理部２０で検索条件として「有楽町」，「イタリアン」を受け付けた
場合には，検索処理部２１は，所定の飲食店に関する情報を記憶する記憶部（データベー
スなど）（図示せず）から，「有楽町」，「イタリアン」に合致する飲食店を検索し，そ
の検索結果を，ユーザ端末４に返す。
【００３４】
　行動履歴情報送信処理部２２は，検索条件入力受付処理部２０で受け付けた検索条件な
どの当該ユーザの行動履歴情報を，配信条件特定サーバ３に送信する。検索条件などの行
動履歴情報を配信条件特定サーバ３に送信することで，その行動履歴情報に対応する，電
子広告の配信条件を配信条件特定サーバ３に特定させる。たとえば，行動履歴情報として
検索条件であって，それが上述のように「有楽町」，「イタリアン」であった場合にはそ
の情報を配信条件特定サーバ３に送信する。この際に，当該ユーザの属性情報（性別，年
代など）をあわせて送信しても良い。ユーザの属性情報は，ユーザが情報提供サーバ２に
ログインして検索等を行っている場合には，ログインの際に用いたＩＤなどから当該ユー
ザの属性情報を記憶する記憶部（図示せず）から特定できる。また，ユーザの属性情報の
ほか，行動履歴情報が検索条件の場合，その検索結果を送っても良い。すなわち，「有楽
町」，「イタリアン」の検索条件に合致した飲食店に関する情報（店名，住所など）を送
っても良い。
【００３５】
　行動履歴情報としては，検索条件のほかに，ユーザが閲覧したウェブページの履歴，ウ
ェブサイトに対して入力した情報などがある。
【００３６】
　配信条件受取処理部２３は，配信条件特定サーバ３から送られた電子広告の配信条件を
受け取る。たとえば「有楽町」，「ヨーロッパ旅行」などの配信条件が配信条件特定サー
バ３によって特定され送信された場合には，それらを受け取る。
【００３７】
　電子広告情報記憶部２４は，ユーザ端末４に対して配信する電子広告の情報を記憶する
。電子広告の情報は配信条件と対応づけられている。図５に電子広告情報記憶部２４の一
例を模式的に示す。電子広告の情報としては電子メールによる電子広告であっても良いし
，バナー広告による電子広告であっても良い。
【００３８】
　電子広告配信処理部２５は，配信条件受取処理部２３で受け取った配信条件に基づいて
，その配信条件に対応する電子広告を電子広告情報記憶部２４から特定し，ユーザ端末４
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に対して配信する。たとえば，配信条件受取処理部２３で受け取った配信条件が「有楽町
」，「ヨーロッパ旅行」であった場合，電子広告情報記憶部２４を参照し，それらの配信
条件に合致する「電子広告１」を特定し，配信する。
【００３９】
　配信条件特定サーバ３は，行動履歴情報受取処理部３０と配信条件記憶部３１と配信条
件特定処理部３２と配信条件送信処理部３３とを有する。
【００４０】
　行動履歴情報受取処理部３０は，情報提供サーバ２の行動履歴情報送信処理部２２が送
信した行動履歴情報を受け取る。
【００４１】
　配信条件記憶部３１は，行動履歴情報と配信条件とを対応づけて記憶している。図６に
配信条件記憶部３１の一例を模式的に示す。配信条件としては，屋外広告等の看板が所在
する場所の情報，広告の内容（たとえば旅行，料理，電気製品，化粧品の情報）が記憶さ
れていると良い。すなわち，配信条件として場所と広告の内容を示す情報に基づいて配信
する電子広告が特定されるので，電子広告も，屋外広告等の看板が所在する場所とその広
告の内容とに基づいて関連づけて特定されることとなる。そのため，電子広告を閲覧した
ユーザは，屋外広告等の看板が所在する場所において，その電子広告の内容を閲覧するこ
ととなる。したがって，電子広告の内容を認識した上で，周囲を通行するので，必然的に
，屋外広告等の看板を認識しやすくなり，結果的に，屋外広告等の広告効果を向上させる
ことができる。
【００４２】
　配信条件特定処理部３２は，行動履歴情報受取処理部３０で受け取った行動履歴情報に
基づいて，配信条件記憶部３１を参照することにより，対応する配信条件を特定する。た
とえば行動履歴情報として受け取った検索条件が「有楽町」，「イタリアン」であった場
合，配信条件記憶部３１を参照すると行動履歴情報「有楽町」に対応する配信条件として
「有楽町」，行動履歴情報「イタリアン」に対応する配信条件として「ヨーロッパ旅行」
を特定する。
【００４３】
　配信条件送信処理部３３は，配信条件特定処理部３２で特定した配信条件を，情報提供
サーバ２に送信する。
【実施例１】
【００４４】
　つぎに本発明の広告配信システム１の処理プロセスの一例を図４のフローチャートを用
いて説明する。なお以下の説明においては，ユーザが飲食店の検索を行う場合を例とする
。そのため，情報提供サーバ２は飲食店に関する情報の提供を行うサーバであって，また
行動履歴情報として検索条件の場合を説明する。また，配信する電子広告として電子メー
ルによる電子広告の場合を説明する。
【００４５】
　有楽町にいるユーザが飲食店の検索を所望する場合，ユーザはユーザ端末４に対して飲
食店に関する情報の検索条件の入力を行う。たとえば「有楽町」，「イタリアン」の入力
を行う。ここで入力された検索条件はユーザ端末４から情報提供サーバ２に送信され，情
報提供サーバ２の検索条件入力受付処理部２０で受け付ける（Ｓ１００）。
【００４６】
　「有楽町」，「イタリアン」の検索条件を受け付けると，検索処理部２１は飲食店に関
する情報を記憶する記憶部からその条件に合致する飲食店に関する情報を検索結果として
，ユーザ端末４に送り返す（Ｓ１１０）。
【００４７】
　また，行動履歴情報送信処理部２２は，検索条件「有楽町」，「イタリアン」の情報を
配信条件特定サーバ３に送信する。
【００４８】
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　配信条件特定サーバ３の行動履歴情報受取処理部３０で検索条件「有楽町」，「イタリ
アン」を受け付けると，配信条件特定処理部３２は，配信条件記憶部３１を参照すること
により，当該検索条件に対応する電子広告の配信条件を「有楽町」，「ヨーロッパ旅行」
として特定する（Ｓ１２０）。
【００４９】
　そして配信条件送信処理部３３は，配信条件特定処理部３２で特定した配信条件「有楽
町」，「ヨーロッパ旅行」を情報提供サーバ２に送信する。
【００５０】
　情報提供サーバ２の配信条件受取処理部２３で配信条件特定サーバ３から送信された配
信条件を受け取ると，電子広告配信処理部２５は，電子広告情報記憶部２４を参照するこ
とにより，当該配信条件に対応する「電子広告１」を特定する。
【００５１】
　この際に，配信条件をＡＮＤ条件（論理積）で特定したが，ＯＲ条件（論理和）で特定
しても良い。またＯＲ条件で特定した電子広告のうち，優先度がつけられ，それに従って
特定されても良い。
【００５２】
　このようにして電子広告配信処理部２５で配信する電子広告を特定すると，特定した電
子広告の電子メールを，当該ユーザのユーザ端末４に対して送信する。
【００５３】
　ユーザは配信された電子広告をユーザ端末４で閲覧すると，電子広告の内容を認識する
。その結果，ユーザに対して潜在的に電子広告に関する情報を意識させるので，ユーザが
街中を移動する際に，電子広告に関連する屋外広告等については内容を認識しやすくなり
，屋外広告等の広告効果を高めることが可能となる。
【実施例２】
【００５４】
　実施例１では検索条件としての行動履歴情報を渡し，配信条件特定処理部３２が配信条
件を特定した場合を説明したが，検索条件としての行動履歴情報のほか，検索条件に対応
する検索結果を渡し，配信条件特定処理部３２が配信条件を特定しても良い。この場合，
配信条件記憶部３１には，行動履歴情報の場所の情報として，広告看板が設置されている
住所や緯度・経度などの詳細な情報が含まれていることが好ましい。この場合の配信条件
記憶部３１の一例を図７に模式的に示す。
【００５５】
　この場合，実施例１のように検索条件の場所を示す情報として「有楽町」だけであった
としても，検索結果における飲食店の情報を用いることで，その飲食店の近辺に所在する
広告看板の内容を配信条件として設定することもできる。すなわち，「有楽町」に設置さ
れている広告看板も多数ある。そのため，さまざまな広告看板が設置されている。一方，
ユーザは飲食店の検索結果に基づいてその中から飲食店を選択し，訪れる。そうすると検
索された飲食店の近くに行く可能性が極めて高い。そのため，その飲食店の近くに設置さ
れた広告看板の内容を配信条件の特定の際に用いることで，電子広告の内容とユーザが視
認する可能性の高い広告看板とを関連づけることができ，広告看板の認識可能性を向上で
きる。その結果，広告看板の広告効果の向上を図ることができる。
【００５６】
　たとえば行動履歴情報としての検索条件が「有楽町」，「イタリアン」であり，検索処
理部２１が検索した検索結果に含まれる飲食店の場所の情報（住所や緯度・経度情報）が
「有楽町１－２－○」であった場合，それらの情報を取得する。そして，行動履歴情報送
信処理部２２は，上記検索条件および／または検索結果の飲食店の場所の情報を配信条件
特定サーバ３に送信する。
【００５７】
　配信条件特定サーバ３の行動履歴情報受取処理部３０では検索条件および／または検索
結果の飲食店の場所の情報を受け取り，配信条件特定処理部３２は，それらの情報に基づ



(10) JP 2016-24386 A 2016.2.8

10

20

30

40

50

いて配信条件記憶部３１を参照し，配信条件を特定する。すなわち，検索条件における「
有楽町」の情報のみならず，検索結果における飲食店の場所の情報「有楽町１－２－○」
に基づいて，その周辺に設置されている屋外広告等の広告看板を特定する。
【００５８】
　すなわち配信特定処理部は検索条件「イタリアン」に対応する配信条件として「ヨーロ
ッパ旅行」，検索結果における飲食店の場所の情報「有楽町１－２－○」に対応する配信
条件として「国内旅行」を特定する。そして，配信条件送信処理部３３はこれらを配信条
件として情報提供サーバ２に送信する。なお，配信条件特定処理部３２は，検索条件と検
索結果とによる配信条件が異なる場合には，検索結果による配信条件を優先してその配信
条件のみを送信するようにしても良いが，検索条件を優先してその配信条件のみを送信し
ても良い。
【００５９】
　このような構成によって，ユーザが実際に訪れる可能性の高い場所に設置された広告看
板の内容に対応する電子広告を配信できるので，広告看板の認識可能性を高めることがで
きる。
【実施例３】
【００６０】
　検索条件，検索結果のほかに，情報提供サーバ２がユーザ端末４から飲食店に対する予
約情報を受け取った場合にはその予約情報を行動履歴情報として用いても良い。この場合
，図８に示すように広告配信システム１が構成される。
【００６１】
　本実施例における広告配信システム１では検索条件や検索結果の代わりに予約情報を行
動履歴情報として用いるので，予約情報入力受付処理部２６と予約情報処理部２７とを有
する。
【００６２】
　予約情報入力受付処理部２６は，飲食店などに対する予約情報をユーザ端末４から受け
付ける。
【００６３】
　予約情報処理部２７は，予約情報入力受付処理部２６で受け付けた予約情報に基づいて
，当該対象となる飲食店などに対して予約情報を送信するなど，予約に関する処理を実行
する。
【００６４】
　ユーザが飲食店などに対して予約を行う場合，飲食店などを選択し，予約を行うことを
選択する画面から，「予約する」などを押下することにより，ユーザ端末４から予約情報
が送られる。予約情報には，たとえば予約を行うことの制御指示と，予約対象となる飲食
店などの飲食店識別情報，ユーザＩＤなどのユーザ識別情報，人数，予約時刻などがある
。
【００６５】
　これらの予約情報を情報提供サーバ２の予約情報入力受付処理部２６で受け付けると，
予約情報処理部２７は，予約情報に基づいて，当該予約の対象となった飲食店に対して当
該予約情報を転送するなどして，予約の処理を実行する。
【００６６】
　一方，行動履歴情報送信処理部２２は，予約情報入力受付処理部２６で受け付けた予約
情報のうち，飲食店識別情報に基づいて，飲食店に関する情報を記憶する記憶部から，予
約の対象となった飲食店の場所の情報，たとえば「有楽町１－２－○」，飲食店の料理の
ジャンル（イタリアン）など飲食店に関する情報（場所を示す情報や料理のジャンルの情
報，業態など）を行動履歴情報として取得する。そして，行動履歴情報送信処理部２２は
，行動履歴情報として配信条件特定サーバ３にそれらの情報を行動履歴情報として送信す
る。
【００６７】
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　そして配信条件特定サーバ３の行動履歴情報受取処理部３０では，受け取った行動履歴
情報に基づいて，配信条件特定処理部３２が配信条件記憶部３１を参照することで配信条
件を，実施例１や実施例２などと同様に特定し，配信条件送信処理部３３が特定した配信
条件を情報提供サーバ２に送信する。
【００６８】
　配信条件特定サーバ３から送られた配信条件を情報提供サーバ２の配信条件受取処理部
２３で受け取ると，電子広告配信処理部２５が電子広告情報記憶部２４を参照することで
，配信条件に対応する電子広告情報を特定し，特定した電子広告を，当該ユーザ端末４に
送信する。
【００６９】
　以上のような処理を実行することで，予約情報を行動履歴情報として用いることができ
る。そして，実施例１，実施例２と同様の効果を得ることができる。
【００７０】
　検索条件や予約情報の入力受付は，行動履歴情報の一例であるので，情報提供サーバ２
が行動履歴情報入力受付処理部として，検索条件，予約情報など情報提供サーバ２におけ
る当該ユーザの行動履歴情報の入力を受け付けるように構成することが好ましい。
【実施例４】
【００７１】
　上述の各実施例においてユーザに対して配信する電子広告において，その配信条件に対
応する屋外広告等の広告看板の所在場所，たとえば「○○ビルの屋上にこのメールの内容
に関する広告看板が設置されていますので，ご覧ください」といったような，広告看板の
所在場所に関するメッセージが付与されていてもよい。このようなメッセージを付加する
ことによって，広告看板の認識可能性をさらに向上することができる。
【００７２】
　また，屋外広告等の広告看板は，経験則的に広告効果があることが認識されているが，
その広告効果を客観的に測定する方法は存在していない。そこで，当該電子広告において
，その電子広告を配信した配信条件に対応する屋外広告等の広告看板を見たか否かの入力
を受け付けるように，電子広告を構成しても良い。この場合の電子広告の一例を図９に模
式的に示す。
【００７３】
　この入力を情報提供サーバ２または配信条件特定サーバ３で受け付け，屋外広告等の看
板ごとに合計を算出する。この処理は集計処理部（図示せず）によって実行できる。集計
処理部による処理によって，広告看板を見たかを集計することができるので，広告効果の
算出に当たっての統計資料とすることができる。
【００７４】
　さらに，この入力を受け付けた結果，「見ていない」ことを示す入力を受け付けた場合
には，当該ユーザ端末４に対して，情報提供サーバ２または配信条件特定サーバ３が屋外
広告等広告看板の所在場所，地図などを送信してもよい。これによって，ユーザがこれら
の情報を受信し，閲覧することで，屋外広告等の広告看板の認識可能性が高まる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明の広告配信システム１を用いることにより，屋外広告等に関連する電子広告を配
信することができるので，電子広告を受信したユーザは，電子広告の内容を視認すること
によって，それと連動した屋外広告等の存在を発見，認識しやすくなる。そのため，屋外
広告等の広告効果を向上させることができる。
【符号の説明】
【００７６】
　１：広告配信システム
　２：情報提供サーバ
　３：配信条件特定サーバ
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　４：ユーザ端末
２０：検索条件入力受付処理部
２１：検索処理部
２２：行動履歴情報送信処理部
２３：配信条件受取処理部
２４：電子広告情報記憶部
２５：電子広告配信処理部
２６：予約情報入力受付処理部
２７：予約情報処理部
３０：行動履歴情報受取処理部
３１：配信条件記憶部
３２：配信条件特定処理部
３３：配信条件送信処理部
７０：演算装置
７１：記憶装置
７２：表示装置
７３：入力装置
７４：通信装置

【図１】 【図２】
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