
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備えた情報供給システムであって、
　前記情報配信サーバ装置は、
　ユーザ情報及び街頭テレビ装置情報が登録された登録手段と、
　ユーザが保持する移動通信端末装置の位置情報を取得する取得手段と、
　取得した位置情報に基づいて前記登録された街頭テレビ装置情報から当該位置情報が示
す位置に近い街頭テレビ装置を選択する選択手段と、
　選択された街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を表示させる指示を送信する制御
手段とを設け、
　前記街頭テレビ装置は、
　前記情報配信サーバ装置からの指示に基づいて情報を表示する表示手段
　を設けたことを特徴とする情報供給システム。
【請求項２】
前記移動体通信装置は、音声出力部を備えており、
　前記情報配信サーバ装置の制御手段は、
　選択された街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を表示させる指示を送信し、前記
移動体通信装置に前記音声出力部にて音声を出力させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報供給システム。
【請求項３】
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情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備えた情報供給システムで用いられる前
記情報配信サーバ装置であって、
　ユーザ情報及び街頭テレビ装置情報が登録された登録手段と、
　ユーザが保持する移動通信端末装置の位置情報を取得する取得手段と、
　取得した位置情報に基づいて前記登録された街頭テレビ装置情報から当該位置情報が示
す位置に近い街頭テレビ装置を選択する選択手段と、
　選択された街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を表示させる制御手段と
　を設けたことを特徴とする情報配信サーバ装置。
【請求項４】
複数の街頭テレビ装置と、位置情報を含む通知を受信して当該通知に含まれる位置情報が
示す位置に近い前記街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレビ装置で情報が表示され
ることを示す情報を送信する情報配信サーバ装置と、ユーザが保持する移動通信端末装置
とを備えた情報供給システムにおける移動通信端末装置であって、
　自装置の位置情報を前記情報配信サーバ装置に通知する通知手段と、
　通知される位置情報に応じて前記情報配信サーバ装置から送信される前記街頭テレビ装
置で情報が表示されることを示す情報を受信して表示する表示手段と
　を設けたことを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項５】
コンテンツ配信サーバ装置と、複数の街頭テレビ装置と、ユーザが保持する移動通信端末
装置と、前記移動通信端末装置の位置に近い街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレ
ビ装置にコンテンツ配信要求を送信させる情報配信サーバ装置とを備えた情報供給システ
ムにおける前記コンテンツ配信サーバ装置であって、
　コンテンツを格納する格納手段と、
　前記移動通信端末装置からコンテンツ取得要求を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信したコンテンツ取得要求に基づいて格納されたコンテンツから当該
ユーザに適したコンテンツを検索する検索手段と、
　前記情報配信サーバ装置に街頭テレビ装置表示要求を送信する送信手段と、
　前記街頭テレビ装置から前記コンテンツ配信要求を受信した場合に当該街頭テレビ装置
に前記検索手段が検索したコンテンツを送信して表示させる制御手段と
　を設けたことを特徴とするコンテンツ配信サーバ装置。
【請求項６】
情報配信サーバ装置とコンテンツ配信サーバ装置と、予め識別子が付与される複数の街頭
テレビ装置と、ユーザが保持する移動通信端末装置とを備えた情報供給システムであって
、
　前記コンテンツ配信サーバ装置は、
　前記移動通信端末装置から１つの街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ取得要求を
受信し、受信したコンテンツ取得要求に含まれる識別子を含む街頭テレビ装置表示要求を
情報配信サーバ装置に通知し、
　受信したコンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザに適したコンテンツを検索し、
　前記街頭テレビ装置から送信される前記コンテンツ配信要求を受信した場合に検索した
コンテンツを当該街頭テレビ装置に送信し、
　前記情報配信サーバ装置は、
　前記コンテンツ配信サーバ装置から通知された街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前
記街頭テレビ装置表示要求に含まれる前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテ
ンツ表示指示を送信し、
　前記街頭テレビ装置は、
　前記情報配信装置から前記コンテンツ表示指示を受信して前記コンテンツ配信サーバ装
置に前記コンテンツ配信要求を送信し、前記コンテンツ配信サーバ装置から送信されるコ
ンテンツを受信して表示する
　ことを特徴とする情報供給システム。
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【請求項７】
前記移動体通信装置は、音声出力部を備えており、
　前記情報配信サーバ装置は、
　前記コンテンツ配信サーバ装置から通知された街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前
記街頭テレビ装置表示要求に含まれる前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテ
ンツ表示指示を送信し、前記移動体通信装置の前記音声出力部にて音声を出力させる
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報供給システム。
【請求項８】
情報配信サーバ装置と、コンテンツ配信要求を受信した場合に当該コンテンツ配信要求に
応じたコンテンツを送信するコンテンツ配信サーバ装置と、予め識別子が付与され、前記
コンテンツ配信サーバ装置からコンテンツを受信して表示する複数の街頭テレビ装置と、
ユーザが保持する移動通信端末装置とを備えた情報供給システムにおける情報配信サーバ
装置であって、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記移動通信端末装置から１つの街頭テレビ装置の識
別子を含むコンテンツ取得要求を受信することにより当該コンテンツ配信サーバ装置から
送信される当該コンテンツ取得要求に含まれる識別子を含む街頭テレビ装置表示要求を受
信し、
　受信した街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前記街頭テレビ装置表示要求に含まれる
前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテンツ表示指示を送信して前記街頭テレ
ビ装置に前記コンテンツ配信要求を送信させる
　ことを特徴とする情報配信サーバ装置。
【請求項９】
情報配信サーバ装置とコンテンツ配信サーバ装置と、予め識別子が付与される複数の街頭
テレビ装置と、ユーザが保持する移動通信端末装置とを備えた情報供給システムにおける
コンテンツ配信サーバ装置であって、
　前記移動通信端末装置から１つの街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ取得要求を
受信し、受信したコンテンツ取得要求に含まれる識別子を含む街頭テレビ装置表示要求を
情報配信サーバ装置に通知し、
　受信したコンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザに適したコンテンツを検索し、
　前記街頭テレビ装置から送信される前記コンテンツ配信要求を受信した場合に検索した
コンテンツを当該街頭テレビ装置に送信して当該コンテンツを表示させる
　ことを特徴とするコンテンツ配信サーバ装置。
【請求項１０】
予め識別子が付与される複数の街頭テレビ装置と、１つの街頭テレビ装置の識別子を含む
コンテンツ取得要求を受信して当該コンテンツ取得要求に含まれる識別子を含む街頭テレ
ビ装置表示要求を通知し、コンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザに適したコンテンツ
を検索し、前記街頭テレビ装置からコンテンツ配信要求を受信した場合に検索したコンテ
ンツを当該街頭テレビ装置に送信して当該コンテンツを表示させるコンテンツ配信サーバ
装置と、通知された街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前記街頭テレビ装置表示要求に
含まれる前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテンツ表示指示を送信して当該
街頭テレビ装置に前記コンテンツ配信要求を送信させる情報配信サーバ装置と、ユーザが
保持する移動通信端末装置とを備えた情報供給システムにおける移動通信端末装置であっ
て、
　１つの街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ取得要求をコンテンツ配信サーバ装置
に送信する
　ことを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項１１】
前記街頭テレビ装置は、移動体に設置される
　ことを特徴とする請求項１または６に記載の情報供給システム。
【請求項１２】
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複数の街頭テレビ装置と、

情報配信サーバ装置と、を備えた情報供給シス
テムにおける情報供給方法であって、
　 ユーザが保持する移動通信端末装置の位置情報を取得するステップと
、
　 取得した位置情報に基づいて 登録され
た街頭テレビ装置情報から当該位置情報が示す位置に近い街頭テレビ装置を選択するステ
ップと、
　 、 選択 街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を
表示させる指示を送信するステップと、
　 前記 からの指示に基づ
いて情報を表示するステップと、
　を含むことを特徴とする情報供給方法。
【請求項１３】
情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備えた情報供給システムで用いられる前
記情報配信サーバ装置におけるコンピュータに、
ユーザが保持する移動通信端末装置の位置情報を取得する取得処理と、
取得した位置情報に基づいて登録された街頭テレビ装置情報から当該位置情報が示す位置
に近い街頭テレビ装置を選択する選択処理と、
選択された街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を、情報配信サーバ装置又は当該街
頭テレビ装置に格納された情報から選択して表示させる制御処理と、
当該ユーザが表示された情報を閲覧したことを示す情報を受信して登録する登録処理とを
実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
複数の街頭テレビ装置と、位置情報を含む通知を受信し、受信した通知に含まれる位置情
報が示す位置に近い前記街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレビ装置で情報が表示
されることを示す情報を送信する情報配信サーバ装置と、ユーザが保持する移動通信端末
装置とを備えた情報供給システムにおける移動通信端末装置のコンピュータに、
　自装置の位置情報を前記情報配信サーバ装置に通知する通知処理と、
　通知される位置情報に応じて前記情報配信サーバ装置から送信される前記街頭テレビ装
置で情報が表示されることを示す情報を受信して表示する表示処理と
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１５】
コンテンツ配信サーバ装置と、複数の街頭テレビ装置と、ユーザが保持する移動通信端末
装置と、前記移動通信端末装置の位置に近い街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレ
ビ装置にコンテンツ配信要求を送信させる情報配信サーバとを備えた情報供給システムに
おける前記コンテンツ配信サーバ装置のコンピュータに、
　コンテンツを格納手段に格納する格納処理と、
　前記移動通信端末装置からコンテンツ取得要求を受信する受信処理と、
　前記受信手段が受信したコンテンツ取得要求に基づいて格納されたコンテンツから当該
ユーザに適したコンテンツを検索する検索処理と、
　前記情報配信サーバ装置に街頭テレビ装置表示要求を送信する送信処理と、
　前記街頭テレビ装置から前記コンテンツ配信要求を受信した場合に当該街頭テレビ装置
に前記検索手段が検索したコンテンツを送信して表示させる制御処理と
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
【０００１】
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移動通信端末装置と、表示手段を有する 前記移動通信端末装置
の位置情報を取得する取得手段及び前記街頭テレビ装置を選択する選択手段及び前記街頭
テレビ装置に情報を表示させる指示を送信する制御手段及びユーザ情報と街頭テレビ装置
情報とが予め登録される登録手段を有する

前記取得手段が、

前記選択手段が、前記取得手段が 前記登録手段に

前記制御手段が 前記選択手段が した

前記選択手段が選択した街頭テレビ装置の表示手段が、 制御手段



本発明は、広告情報やコンテンツ等の情報をネットワークを通じてユーザに供給する情報
供給システム、方法、このシステムで用いられる情報配信サーバ装置、コンテンツ配信サ
ーバ装置、情報を表示する街頭テレビ装置及びユーザが保持する移動通信端末装置、これ
らの装置におけるコンピュータが実行するプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、視聴者に対してテレビ装置又はラジオ装置を媒体として映像及び音声である広
告を供給する装置及び方法がよく知られている。これは、テレビ番組又はラジオ番組の問
を縫って予め計画されたスケジュールに従って、予め審査された内容の広告情報を所謂Ｃ
Ｍとして供給するものである。視聴者は、リモコンを用いてチャネルを変え所望する番組
や広告を視聴することができる。また、街道に設置されたテレビ装置（以下街頭テレビ装
置という）を通じて不特定多数の歩行者へ広告情報を供給する装置及び方法も知られてい
る。また、赤外線センサーを用いて人間の存在を感知し、自動的に街頭テレビ装置に広告
を表示する手法も知られている。
【０００３】
さらに、近年では、パーソナルコンピュータ装置（以下ＰＣ装置という）、インターネッ
トを中心とした通信インフラ、及び携帯電話装置の急速な普及により、広告情報の供給方
法及び広告効果を劇的に変化させている。ＰＣ装置のディスプレイ部を通して映像である
広告情報を、又はＰＣ装置のスピーカ部を用いて音声である広告情報をＰＣユーザに対し
て供給したり、インターネットアクセス機能を有した携帯電話端末へも広告を供給するこ
とが可能である。携帯電話装置に対する広告の供給方法として、ＧＰＳ (Global position
ing system)、又は基地局を用いて携帯電話装置の位置情報を特定し、その位置情報に基
づいた広告情報を供給する方法も報告されている。  ＧＰＳを利用してＧＰＳ受信機を具
備した装置の位置を特定して広告情報を供給する装置及び方法を記述した刊行物として例
えば、「特順平 8 － 520911号公報」  が公知となっている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般的に携帯電話装置のディスプレイ部は表示面積が小さく、広告を表示
する場合、ユーザに大きなインパクトを与えるという観点からは、広告の効果はさほど大
きくない。ユーザが表示面積の大きいディスプレイ部を持つ携帯電話装置を持ち歩くこと
も可能だが、その場合、携帯電話装置自体が大きくなり、このため、重量及び消費電力が
大きくなってしまい、ユーザにとっては不便なものとなる。
【０００５】
本発明は上記の問題を解決するためになされたもので、街頭テレビ装置の大型画面に広告
情報等を表示することにより、ユーザに対して効果的に情報を供給できるようにすること
を目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、本発明は、情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置
とを備えた

ことを特徴とする。
　また、本発明は、

10

20

30

40

50

(5) JP 3907997 B2 2007.4.18

情報供給システムであって、前記情報配信サーバ装置は、ユーザ情報及び街頭
テレビ装置情報が登録された登録手段と、ユーザが保持する移動通信端末装置の位置情報
を取得する取得手段と、取得した位置情報に基づいて前記登録された街頭テレビ装置情報
から当該位置情報が示す位置に近い街頭テレビ装置を選択する選択手段と、選択された街
頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を表示させる指示を送信する制御手段とを設け、
前記街頭テレビ装置は、前記情報配信サーバ装置からの指示に基づいて情報を表示する表
示手段を設けた

上記に記載の発明において、前記移動体通信装置は、音声出力部を備
えており、前記情報配信サーバ装置の制御手段は、選択された街頭テレビ装置に当該ユー
ザに適した情報を表示させる指示を送信し、前記移動体通信装置に前記音声出力部にて音
声を出力させることを特徴とする。



【０００７】
　また、本発明は、情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備えた情報供給シス
テムで用いられる前記情報配信サーバ装置であって、ユーザ情報及び街頭テレビ装置情報
が登録された登録手段と、ユーザが保持する移動通信端末装置の位置 を取得する取得
手段と、取得した位置 に基づいて前記登録された街頭テレビ装置情報から当該

位置に近い街頭テレビ装置を選択する選択手段と、選択された街頭テレビ装置に
当該ユーザに適した情報を表示させる制御手段とを設けたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、複数の街頭テレビ装置と、

を備えた情報供給システム 移動通信端末装置であって、自
装置の位置 を 情報配信サーバ装置に通知する通知手段と、 に
応じて 情報配信サーバ装置 街頭テレビ装置で情報が表示されるこ
とを示す情報を受信して表示する表示手段とを設けたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、コンテンツ配信サーバ装置と、複数の街頭テレビ装置と、

を備
えた情報供給システムにおける前記コンテンツ配信サーバ装置であって、コンテンツを格
納する格納手段と、

基づいて格納されたコンテンツから当該
ユーザに適したコンテンツを

制御手段とを設けたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、情報配信サーバ装置とコンテンツ配信サーバ装置と、

複数の街頭テレビ装置と、 を備えた
コンテンツ配信サーバ装置は、 から１つ

の街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ 要求
情報配信サーバ装置に通知し、

情報配信サーバ装置は、

前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテンツ表示指示を

ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は

【００１２】
　また、本発明は、情報配信サーバ装置と、

コンテンツ配信サーバ装置と、
複数の
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情報
情報 位置情

報が示す

位置情報を含む通知を受信して当該通知に
含まれる位置情報が示す位置に近い前記街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレビ装
置で情報が表示されることを示す情報を送信する情報配信サーバ装置と、ユーザが保持す
る移動通信端末装置と における

情報 前記 通知される位置情報
前記 から送信される前記

ユーザが保
持する移動通信端末装置と、前記移動通信端末装置の位置に近い街頭テレビ装置を選択し
、選択した街頭テレビ装置にコンテンツ配信要求を送信させる情報配信サーバ装置と

前記移動通信端末装置からコンテンツ取得要求を受信する受信手段と
、前記受信手段が受信したコンテンツ取得要求に

検索する検索手段と、前記情報配信サーバ装置に街頭テレビ
装置表示要求を送信する送信手段と、前記街頭テレビ装置から前記コンテンツ配信要求を
受信した場合に当該街頭テレビ装置に前記検索手段が検索したコンテンツを送信して表示
させる

予め識別子が付
与される ユーザが保持する移動通信端末装置と 情報供
給システムであって、前記 前記移動通信端末装置

取得 を受信し、受信したコンテンツ取得
要求に含まれる識別子を含む街頭テレビ装置表示要求を 受
信したコンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザに適したコンテンツを検索し、前記街頭
テレビ装置から送信される前記コンテンツ配信要求を受信した場合に検索したコンテンツ
を当該街頭テレビ装置に送信し、前記 前記コンテンツ配信サーバ
装置から通知された街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前記街頭テレビ装置表示要求に
含まれる 送信し、前記
街頭テレビ装置は、前記情報配信装置から前記コンテンツ表示指示を受信して前記コンテ
ンツ配信サーバ装置に前記コンテンツ配信要求を送信し、前記コンテンツ配信サーバ装置
から送信されるコンテンツを受信して表示する

、上記に記載の発明において、前記移動体通信装置は、音声出力部を備
えており、前記情報配信サーバ装置は、前記コンテンツ配信サーバ装置から通知された街
頭テレビ装置表示要求に基づいて、前記街頭テレビ装置表示要求に含まれる前記識別子を
有する街頭テレビ装置に対してコンテンツ表示指示を送信し、前記移動体通信装置の前記
音声出力部にて音声を出力させることを特徴とする。

コンテンツ配信要求を受信した場合に当該コ
ンテンツ配信要求に応じたコンテンツを送信する 予め識別
子が付与され、前記コンテンツ配信サーバ装置からコンテンツを受信して表示する



街頭テレビ装置と、 を備えた
情報配信サーバ装置であって、

から１つの街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ 要求

前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテ
ンツ表示指示を こと
を特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、情報配信サーバ装置とコンテンツ配信サーバ装置と、

複数の街頭テレビ装置と、 を備えた
コンテンツ配信サーバ装置であって、 から１つ

の街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ 要求
情報配信サーバ装置に通知し、

ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、 複数の街頭テレビ装置と、

通知し、

コ
ンテンツ配信サーバ装置と、

情報配信サー
バ装置と を備えた 移動
通信端末装置であって、１つの街頭テレビ装置の識別子を含むコンテンツ 要求 コン
テンツ配信サーバ装置に送信することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、上記に記載の発明において、

【００１６】
　また、本発明は、 複数の街頭テレビ装置と、

情報配信サーバ装置と、を
備えた情報供給システムにおける情報供給方法であって、 ユーザが保持
する移動通信端末装置の位置情報を取得するステップと、

取得した位置情報に基づいて 登録された街頭テレビ装置情報から当該位
置情報が示す位置に近い街頭テレビ装置を選択するステップと、 、

選択 街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を表示させる指示を送信する
ステップと、 前記 からの
指示に基づいて情報を表示するステップと、を含むことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明は、情報配信サーバ装置と複数の街頭テレビ装置とを備えた情報供給シス
テムで用いられる前記情報配信サーバ装置におけるコンピュータに、ユーザが保持する移
動通信端末装置の位置 を取得する取得処理と、取得した位置 に基づいて登録され
た街頭テレビ装置情報から当該 位置に近い街頭テレビ装置を選択する選択
処理と、選択された街頭テレビ装置に当該ユーザに適した情報を、情報配信サーバ装置又
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ユーザが保持する移動通信端末装置と 情報供給システムにお
ける 前記コンテンツ配信サーバ装置が前記移動通信端末装
置 取得 を受信することにより当
該コンテンツ配信サーバ装置から送信される当該コンテンツ取得要求に含まれる識別子を
含む街頭テレビ装置表示要求を受信し、受信した街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前
記街頭テレビ装置表示要求に含まれる

送信して前記街頭テレビ装置に前記コンテンツ配信要求を送信させる

予め識別子が付
与される ユーザが保持する移動通信端末装置と 情報供
給システムにおける 前記移動通信端末装置

取得 を受信し、受信したコンテンツ取得
要求に含まれる識別子を含む街頭テレビ装置表示要求を 受
信したコンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザに適したコンテンツを検索し、前記街頭
テレビ装置から送信される前記コンテンツ配信要求を受信した場合に検索したコンテンツ
を当該街頭テレビ装置に送信して当該コンテンツを表示させる

予め識別子が付与される １つの街頭テレビ
装置の識別子を含むコンテンツ取得要求を受信して当該コンテンツ取得要求に含まれる識
別子を含む街頭テレビ装置表示要求を コンテンツ取得要求に基づいて当該ユーザ
に適したコンテンツを検索し、前記街頭テレビ装置からコンテンツ配信要求を受信した場
合に検索したコンテンツを当該街頭テレビ装置に送信して当該コンテンツを表示させる

通知された街頭テレビ装置表示要求に基づいて、前記街頭テ
レビ装置表示要求に含まれる前記識別子を有する街頭テレビ装置に対してコンテンツ表示
指示を送信して当該街頭テレビ装置に前記コンテンツ配信要求を送信させる

、ユーザが保持する移動通信端末装置と 情報供給システムにおける
取得 を

前記街頭テレビ装置は、移動体に設置さ
れることを特徴とする。

移動通信端末装置と、表示手段を有する 前
記移動通信端末装置の位置情報を取得する取得手段及び前記街頭テレビ装置を選択する選
択手段及び前記街頭テレビ装置に情報を表示させる指示を送信する制御手段及びユーザ情
報と街頭テレビ装置情報とが予め登録される登録手段を有する

前記取得手段が、
前記選択手段が、前記取得手段

が 前記登録手段に
前記制御手段が 前記選

択手段が した
前記選択手段が選択した街頭テレビ装置の表示手段が、 制御手段

情報 情報
位置情報が示す



は当該街頭テレビ装置に格納された情報から選択して表示させる制御処理と、当該ユーザ
が表示された情報を閲覧したことを示す情報を受信して登録する登録処理とを実行させる
ためのプログラムである。
【００１８】
　また、本発明は、複数の街頭テレビ装置と、

を備えた情報供給システム 移動通信端末装置 コンピ
ュータに、自装置の位置 を 情報配信サーバ装置に通知する通知処理と、

に応じて 情報配信サーバ装置 街頭テレビ装置で情報が
表示されることを示す情報を受信して表示する表示処理とを実行させる

【００１９】
　また、本発明は、コンテンツ配信サーバ装置と、複数の街頭テレビ装置と、

を備えた
情報供給システムにおける前記コンテンツ配信サーバ装置 コンピュータに、

基づいて格納されたコン
テンツから当該ユーザに適したコンテンツを

制御処理とを実行させるためのプログラムである。
【００２０】
従って、本発明によれば、情報配信サーバ装置、コンテンツ配信サーバ装置、あるいは街
頭テレビ装置等から当該ユーザに適した広告情報やコンテンツ情報を、当該ユーザがいる
場所付近に設置された街頭テレビ装置の大型画面上で表示させることができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
図１は本発明の第１及び第２の実施の形態による広告情報供給システムを示すブロック図
である。
【００２２】
図１において、１００はセンター装置として用いられ広告情報を配信する広告情報配信サ
ーバ装置、２００はコンテンツを配信するコンテンツ配信サーバ装置、３００はユーザが
携行する移動通信端末装置で、携帯電話、通信機能を具備したＰＤＡ（携帯情報端末 )、
車載用移動体、ハンディフォン等が該当する。４００はビル等に設置された街頭テレビ装
置、５００はこれらを接続するインターネット等の通信ネットワークである。
【００２３】
図２は広告情報配信サーバ装置１００の構成を示すブロック図である。
広告情報配信サーバ装置１００は、広告情報を検索する広告情報検索部１０１、広告情報
を表示すべき街頭テレビ装置４００を検索する街頭テレビ装置検索部１０２、街頭テレビ
装置４００で表示される広告情報に関連付けられた一連の識別子（以下、広告情報表示Ｉ
Ｄという）を生成する広告情報表示ＩＤ生成部１０３、街頭テレビ装置の属性情報が格納
された街頭テレビ装置ＤＢ（データベース）１０４、広告情報が格納された広告情報ＤＢ
タベース１０５、ユーザ属性情報が格納されたユーザ情報ＤＢ１０６、データを送信する
送信部１０７、データを受信する受信部１０８、通知内容生成部１０９、広告効果ＤＢ１
１０、広告情報表示履歴ＤＢ１１１、現在時刻を取得する時間取得部１１２及び全体を制
御するＣＰＵを含むコントロール部１１３で構成されている。
【００２４】
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位置情報を含む通知を受信し、受信した通
知に含まれる位置情報が示す位置に近い前記街頭テレビ装置を選択し、選択した街頭テレ
ビ装置で情報が表示されることを示す情報を送信する情報配信サーバ装置と、ユーザが保
持する移動通信端末装置と における の

情報 前記 通知され
る位置情報 前記 から送信される前記

ためのプログラム
である。

ユーザが保
持する移動通信端末装置と、前記移動通信端末装置の位置に近い街頭テレビ装置を選択し
、選択した街頭テレビ装置にコンテンツ配信要求を送信させる情報配信サーバと

の コンテンツ
を格納手段に格納する格納処理と、前記移動通信端末装置からコンテンツ取得要求を受信
する受信処理と、前記受信手段が受信したコンテンツ取得要求に

検索する検索処理と、前記情報配信サーバ装
置に街頭テレビ装置表示要求を送信する送信処理と、前記街頭テレビ装置から前記コンテ
ンツ配信要求を受信した場合に当該街頭テレビ装置に前記検索手段が検索したコンテンツ
を送信して表示させる



図３はコンテンツ配信サーバ装置２００の構成を示すブロック図である。
コンテンツ配信サーバ装置２００は、広告情報配信サーバ装置１００とのインタフェース
を提供する街頭テレビ装置表示要求部２０１、ユーザが所望するコンテンツを検索するコ
ンテンツ検索部２０２、時間取得部２０３、ユーザヘ情報を送信するユーザ側送信部２０
４、ユーザから送信する情報を受信するユーザ側受信部２０５、ユーザ属性情報を格納す
るユーザ情報ＤＢ２０６、ユーザヘ提供するためのコンテンツを格納するコンテンツＤＢ
２０７及び装置全体を制御するコントロール部２０８で構成されている。
【００２５】
図４は移動通信端末装置３００の構成を示すブロック図である。
移動通信端末装置３００は、自装置の現在位置情報を取得する位置情報取得部３０１、ユ
ーザ（広告受給者等）への入力インタフェースを提供するユーザ入力部３０２、ユーザＩ
Ｄその他の端末を一意に特定可能な識別子を管理するユーザＩＤ管理部３０３、音声を出
力する音声出力部３０４、ユーザヘ着信があった旨を通知するユーザ通知部３０５、情報
を表示する表示部３０６、プログラムやデータの一部を一時的に格納するメモリ部３０７
、プログラムやデータを格納する記憶装置３０８、時間取得部３０９、データを送信する
情報送信部３１０、データを受信する受信部３１１及び全体を制御するコントロール部３
１２で構成されている。
【００２６】
図５は街頭テレビ装置４００の構成を示すブロック図である。
街頭テレビ装置４００は、広告惰報やコンテンツを表示する表示部４０１、表示部４０１
に広告情報、コンテンツ等の情報を表示させる制御を行う表示制御部４０２、広告情報を
格納する広告情報ＤＢ４０３、プログラムやデータを格納する記憶装置４０４、時間取得
部４０５、表示スケジュール管理部４０６、データを送信する送信部４０７、データを受
信する受信部４０８、広告情報表示ＩＤ制御部４０９及び全体を制御するコントロール部
４１０で構成されている。
【００２７】
次に、第１の実施の形態による本システムの動作について説明する。本実施の形態は、ユ
ーザに対してＰＵＳＨ的に広告情報を供給するものである。尚、本実施の形態では、コン
テンツ配信サーバ装置２００は使用しない。
まず、広告受給者（ユーザ）は、予め個人の属性情報を登録する。広告受給者の属性情報
の例を図６に示す。広告受給者は、この属性情報をセンター装置である広告情報配信サー
バ装置１００にネットワーク５００を通じてアクセスし、ユーザ登録する。
【００２８】
ユーザ登録時の手順を図７に示す。
▲１▼ユーザは、ユーザ端末（移動通信端末装置３００又はユーザ所有のＰＣ端末）から
ユーザ登録要求メッセージにより、広告情報配信サーバ装置１００に対して広告受給者の
属性情報を送信する。広告配信サーバ装置１００は、属性情報をユーザ情報ＤＢ１０６に
格納する。ユーザ情報ＤＢ１０６の例を図８に示す。
▲２▼広告情報配信サーバ装置１００は、ユーザ登録応答メッセージを移動通信端末装置
３００に送信する。
【００２９】
図９は上記ユーザ登録した後の手順を示すシーケンスチャートである。次に、１台の移動
通信端末装置３００の位置情報を取得してＰＵＳＨ的に街頭テレビ装置４００に広告情報
を配信する場合の手順について、図９に沿って、かつ適宜図１０～図１９を参照しながら
説明する。
【００３０】
まず、ユーザ登録した後の手順の概要を図１０を参照して説明する。
▲１▼センター装置である広告情報配信サーバ装置１００より、移動通信端末装置３００
に対して位置情報要求メッセージを送信する。
このメッセージを受信した移動通信端末装置３００は、位置情報取得部３０１により自装
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置の現在位置情報を取得する。ここで、位置情報取得部３０１は、ＧＰＳ、ＰＨＳの基地
局又は無線局の電界強度を利用した位置情報検出技術等を使用したものである。
【００３１】
▲２▼上記取得した現在位置情報と、ユーザＩＤ（携帯電話の電話番号、ＩＰアドレス、
物理アドレス等の端末装置を一意に特定可能な識別子であれば良い）を情報要素とする位
置情報取得応答メッセージを送信する。
このメッセージを受信した広告情報配信サーバ装置１００は、街頭テレビ装置検索部１０
２により移動通信端末装置３００の現在位置Ｐｃ（Ｘｃ，Ｙｃ）をキーとして、当該移動
通信端末装置３００の近傍にある街頭テレビ装置４００を街頭テレビ装置ＤＢ１０４から
検索する。
【００３２】
街頭テレビ装置ＤＢ１０４の例を図１１に示す。街頭テレビ装置情報ＤＢ１０４は、図示
のように、街頭テレビ装置ＩＤ、Ｘ座標位置、Ｙ座標位置、Ｌｍｉｎ値、Ｌｍａｘ値、及
びσｍａｘ値で構成されている。ここで、
街頭テレビ装置ＩＤ：街頭テレビ装置を一意に特定するための識別子
Ｘ座標位置：街頭テレビ装置の中心位置の経度情報
Ｙ座標位置：街頭テレビ装置の中心位置の緯度情報
【００３３】
Ｌｍｉｎ値：広告受給者が街頭テレビ装置４００の表示部４０１を視認可能な街頭テレビ
装置４００と移動通信端末装置３００との最小の距離であり、このＬｍｉｎ値より短い距
離では、広告受給者は街頭テレビ装置４００の表示部４０１に表示される画像を充分に確
認できないとする値である。
Ｌｍａｘ：広告受給者が街頭テレビ装置の表示部を視認可能な街頭テレビ装置と移動通信
端末装置との最大の距離であり、このＬｍａｘ値より大きい距離では、広告受給者は街頭
テレビ装置の表示部に表示される画像を充分に確認できないとする値である。
【００３４】
σｍａｘ値：広告受給者が街頭テレビ装置の表示部を視認可能な、「街頭テレビの中心位
置と移動通信端末装置の現在位置を結んだ直線」と「街頭テレビ装置表示部面の垂線」と
の最大の角度であり、このσｍａｘ値より大きい角度では広告受給者は街頭テレビ装置の
表示部に表示される画像を充分に確認できないとする角度である。
【００３５】
図１２に街頭テレビ装置と移動通信端末装置の位置関係の例を示す。
図１２において、
Ｐ 0 : 街頭テレビ装置の表示部の中心位置
Ｐ 1 ：移動体（移動通信端末装置３００）の位置
Ｐ 0 Ｐ v ：街頭テレビ装置の表示部の垂線
Ｌ：街頭テレビ装置の表示部の中心位置Ｐ 0 と移動体との距離
σ：直線Ｐ 0 Ｐ 1 とＰ 0 Ｐ v 間の角度
とする。
【００３６】
任意の街頭テレビ装置Ｎの位置座標をＰ n(xn,Yn)(n=1,2,3,...) 、広告受給者の現在位置
座標をＰ c(xc,yc)と、Ｐ n Ｐ c 間の距離をＬ n(n=1,2,3,… ) とする。街頭テレビ装置検索
部１０２においては、各Ｌ n(n=1,2,3,… ) を計算する。そして、街頭テレビ装置検索部１
０２において関係式Ｌｍｉｍ＜Ｌ n ＜Ｌｍａｘを満たすＬ n を特定する。
【００３７】
一方、即座に街頭テレビ装置の中心位置と移動通信端末装置の現在位置を結んだ直線と街
頭テレビ装置表示部面の垂線の角度σ n(n=1.2,3,...)を計算し、関係式σ n ＜σｍａｘを
満たすσ n を特定する。そして、関係式Ｌｍｉｍ＜Ｌ n ＜Ｌｍａｘ及び関係式σ n ＜σｍ
ａｘを満たす街頭テレビ装置ＩＤ n を特定する。上記条件を満たす街頭テレビ装置ＩＤ n 
は、複数存在しても良いが、ここでは簡単のために特定された街頭テレビ装置ＩＤ n は一
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つとする。
【００３８】
即ち、街頭テレビ装置検索時に、次の条件
Ｌｍｉｍ＜Ｌ＜Ｌｍａｘ又はσ＜σｍａｘ
をチェックし、上記条件を満たさない場合情報表示指示を行わない、又は電子メールによ
り移動体（移動通信端末装置３００）にその旨を伝える。
【００３９】
再び図１０において、
▲３▼上記のようにして、当該広告受給者へ広告情報を提供するのに最適な街頭テレビ装
置ＩＤ n が特定された後、広告情報配信サーバ装置１００は、特定された街頭テレビ装置
４００（ＩＤ n ）に対して広告情報を表示することを要求する広告情報表示要求メッセー
ジを送信する。
広告情報表示要求メッセージを受信した街頭テレビ装置４００は、自装置の表示部４０１
で広告情報を表示可能か否かを表示スケジュール管理部４０６により判断する。
▲４▼表示可能であれば、広告情報配信サーバ装置１００に対して広告情報表示応答メッ
セージを送信する。
【００４０】
上記メッセージを受信した広告情報配信サーバ装置１００は、当該メッセージを送信した
街頭テレビ装置４００（ＩＤ n ）が広告情報を表示可能であることを検知することができ
る。街頭テレビ装置検索部１０２は、広告情報を表示すべき街頭テレビ装置を決定する。
また、広告情報表示ＩＤ生成部１０３において広告情報表示ＩＤを生成し、広告情報ＩＤ
、街頭テレビ装置ＩＤ、ユーザＩＤ、表示開始時間、表示終了時間と共に広告表示履歴Ｄ
Ｂ１１１に格納する。広告情報ＤＢ１０５の例を図１３に示し、広告情報表示履歴ＤＢ１
１１の例を図１４に示す。
【００４１】
その後、広告情報配信サーバ装置１００は、街頭テレビ装置４００に対して広告情報表示
指示メッセージを送信して広告情報を表示するように指示する。その際、広告情報表示Ｉ
Ｄを情報要素として広告情報表示指示メッセージに含ませる。
【００４２】
広告情報（例えば映像等）がセンター装置（広告情報配信サーバ装置１００）側に蓄積さ
れている場合や、ライブ中継を逐次的に配信する場合であれば、街頭テレビ装置４００は
、センター装置側から広告情報の配信を受けたり、映像ファイルをダウンロードしたりす
る必要がある。即ち、広告情報表示指示メッセージを受信した街頭テレビ装置４００は、
その後、広告情報を表示すべき時間となったら、広告情報を得るために広告情報配信サー
バ装置１００に対して広告情報配信要求メッセージを送信する。
【００４３】
上記メッセージを受信した広告情報配信サーバ装置１００は、ユーザＩＤ及び移動通信端
末装置３００の現在位置情報に基づいて選択された広告情報を当該街頭テレビ装置４００
に配信する。街頭テレビ装置４００は、表示制御部４０２により表示部４０１に受信した
広告情報を表示する。本方式を採用することにより、街頭テレビ装置４００に広告情報が
予め蓄積されていなくても、広告受給者へ動的に広告情報を供給することができる。
【００４４】
また、広告情報の表示と同時に、広告情報表示ＩＤ制御部４０９は、広告情報配信サーバ
装置１００から受信した上記広告情報表示指示メッセージに含まれる広告情報表示ＩＤを
抽出し、街頭テレビ装置４００の表示部４０１へ広告情報と共に表示する。広告情報表示
ＩＤを広告情報と共に表示した場合の街頭テレビ装置４００の表示部４０１のイメージを
図１５に示す。
広告情報表示ＩＤは、様々な識別子を設定することが可能であるが、ここでは、４桁の数
値として「１９４２」を表示させている。
【００４５】

10

20

30

40

50

(11) JP 3907997 B2 2007.4.18



一方、広告情報配信サーバ装置１００は、移動通信端末装置３００に対して広告受給者近
傍の街頭テレビ装置４００で広告情報が表示される旨を伝えるための広告情報表示通知メ
ッセージを送信する。このように、街頭テレビ装置４００を利用してＰＵＳＨ的に広告受
給者に対して広告情報を供給する場合、上記メッセージを送信することにより、広告受給
者は街頭テレビ装置の存在又は広告情報の供給の有無を知ることができる。
【００４６】
上記メッセージの通知内容は、移動通信端末装置３００のメモリ部３０７又は記憶装置３
０８に格納される。また、このメッセージが移動通信端末装置３００に着信すると、即座
に移動通信端末の音声出力部３０４により着信音を鳴動させる。この着信音は、従来から
携帯電話の着信音として知られているものでも良いし、街頭テレビ装置４００の表示部４
０１で表示される映像と同期のとれた広告用の音声メッセージでも良い。また、上記メッ
セージが移動通信端末装置３００に着信すると、自動的に移動通信端末装置３００より広
告情報配信サーバ装置１００ヘアクセスし、広告用音声データを受信しても良い。
【００４７】
その後、移動通信端末装置３００のメモリ部３０７又は記憶装置３０６に格納された通知
内容情報を移動通信端末装置３００の表示部３０６へ表示させる。この表示部３０６に表
示される通知内容情報の表示イメージを図１６に示す。「○○ビルに設置されているテレ
ビジョンにてあなた様向けの情報が放映されます。」というメッセージが表示部３０６で
表示され、当該広告受給者は街頭テレビ装置４００の存在及び広告情報の供給を知ること
ができる。さらに「閲覧しますか？」というメッセージが表示部３０６に表示され、広告
受給者は街頭テレビ装置４００で表示される広告情報を閲覧する意思があれば、ユーザ入
力部３０２を用いて「はい」を選択し、閲覧する意思がなければ「いいえ」を選択するこ
とになる。
【００４８】
移動通信端末装置１００は、「はい」を選択したときをトリガとして広告情報表示通知応
答メッセージを広告情報配信サーバ装置１００へ送信する。これを受信した広告情報配信
サーパ装置１００は、広告情報を閲覧する意思があることを確認でき、上記メッセージを
受信した後、街頭チレビ装置４００に対して広告情報表示指示メッセージを送信する。
【００４９】
尚、この広告情報表示通知応答メッセージは、オプションのメッセージとすることも可能
であり、広告情報配信サーバ装置１００は、このメッセージを待たずして、街頭テレビ装
置４００に対して前記広告情報表示指示メッセージを送出することも可能である。また、
移動通信端末装置３００の設定により、自動的に広告情報表示通知応答メツセージを広告
情報配信サーバ１００に対して送信することも可能である。その場含、街頭テレビ装置４
００で表示される広告情報を閲覧するかどうかの判断を広告受給者は意識しなくてよい。
【００５０】
そして、広告受給者の近傍に設置されている街頭テレビ装置４００の表示部４０１に広告
情報が表示され、広告受給者は効果的な広告映像を閲覧することができる。即ち、広告映
像は街頭テレビ装置４００の大型画面を有する表示部４０１で表示されるので、移動通信
端末装置３００の表示部３０６で表示させるよりも訴求力の高い広告効果を得ることがで
き、広告受給者の購買意欲を向上させることができる。
【００５１】
また、当該ユーザの移動通信端末装置３００のみに広告音声を供給し、その音声出力部３
０４から音声出力するようにすれば、街頭テレビ装置４００から広告音声を出力するより
、街頭テレビ装置の近傍にいる他人に迷惑をかけずに済む。
【００５２】
街頭テレビ装置４００は、広告情報の表示を開始する際、及び表示を終了する際に、広告
情報表示開始通知メッセージ及び広告情報表示終了通知メッセージを広告情報配信サーバ
装置１００へ送信する。これらのメッセージには、開始時間、終了時間及び課金情報等を
情報要素として含ませる。これらの制御情報を課金サーバ（図示せず）に提供することに
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より、広告主等が街頭テレビ装置４００の運営者へ支払うべき報酬額を算定することがで
きる。
【００５３】
また、このようにＰＵＳＨ的に街頭テレピ装置に広告情報を配信する場合、広告受給者が
実際に街頭テレビ装置で表示される広告情報を閲覧するかどうかが問題となる。そこで、
図１７のようなメッセージを広告情報通知メッセージと共に送信し、 http://www.ntt.jp/
広告情報表示ＩＤ／ユーザＩＤをＵＲＬとするＷｅｂサイトヘのアクセスを促す。広告情
報を閲覧した広告受給者は、移動通信端末装置３００のユーザ入力部３０２により当該サ
イトヘアクセスする。当該サイトヘアクセスした場合の画面イメージを図１８に示す。
【００５４】
広告情報配信サーバ装置１００は、広告受給者（移動通信端末装置３００）からのアクセ
スを検知すると、広告情報表示ＩＤ及びユーザＩＤを広告効果ＤＢ１１０に格納する。広
告効果ＤＢ１１０の例を図１９に示す。
【００５５】
図９のシーケンスチャートは、移動通信端末装置３００が１台の場合に、上述したＰＵＳ
Ｈ配信を行う手順をまとめたものである。
【００５６】
以上は、移動通信端末装置３００を１台とした場合を想定して説明したが、次に、移動通
信端末装置３００が複数台である場合、即ち、広告受給者が複数の場合について説明する
。
街頭テレビ装置４００の近傍に移動通信端末装置３００が複数台（ｎ台）存在するとする
。ここでは、ｎ＝３の場合の手順について図２０のシーケンスチャートを参照して説明す
る。
【００５７】
広告情報配信サーバ装置１００から移動通信端末装置１～３へ位置情報取得要求メッセー
ジを送信する。これを受信した移動通信端末装置１～３は、位置情報取得部３０１により
それぞれ自装置の現在位置情報を取得する。そして、取得した現在位置情報と、ユーザＩ
Ｄ（携帯電話の電話番号、ＩＰアドレス、物理アドレス等の端末装置を一意に特定可能な
識別子）を情報要素とする位置情報取得応答メッセージを広告情報配信サーバ装置１００
に送信する。尚、ユーザＩＤ１～３の属性情報としては図６に示すものが複数人分用いら
れる。
【００５８】
広告情報配信サーバ装置１００は、広告情報検索部１０１により、上記取得したユーザＩ
Ｄ１～３に応じた広告情報を検索する。例えば、ユーザＩＤ１～３に対応する属性情報「
性別」が全て「女性」である場合、広告情報検索部１０１は、女性向けの広告情報を選択
し、街頭テレビ装置４００へ配信する。女性向けの広告情報としては、化粧品に関する広
告情報をテキスト等のデータ量の小さいものは移動通信端末装置１～３へ配信し、映像等
のデータ量の大きいものは移動通信端末装置１～３の近傍に設置されている街頭テレビ装
置４００に配信する。これらを一般化すると以下の通りとなる。
【００５９】
男性の数をｆ（ count ・  male)、女性の数をｆ（ count ・  female) とする。また、全体
に対する男性の割合をＲ（男女比）＝ f(count ・  male)/｛ fcount・  male)+f(count ・  f
male)｝とする。ここで、Ｒの範囲は、０＜Ｒ＜１となる。Ｒ＞０．５の場合は、女性向
けの広告情報を選択し、移動通信端末装置１～３及び街頭テレビ装置４００へ配信する。
それに対してＲ＜０．５の場合は、男性向けの広告情報を選択し、移動通信端末装置３０
０及び街頭テレビ装置４００へ配信する。Ｒ＝０．５の場合は、他の条件で広告を選択す
る。
【００６０】
他の条件とは、例えば年齢、職業、年収又は趣味等である。移動通信端末装置１～３のユ
ーザＩＤ１～３の属性情報「性別」が全て「女性」であればＲ＝１（＞０．５）となり、
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女性向けの広告情報を供給することになる。その後の手順は、１台の移動通信端末装置３
００へ広告を供給する場合の手順と同様である。
【００６１】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、「ＰＵＬＬ的な情
報配信」を行う場合であり、図１のコンテンツ配信サーバ装置２００が使用される。図２
１にシーケンスチャートを示す。ここでは、広告受給者が移動通信端末装置３００を用い
て地図情報、ショピング情報及び天気予報情報等のコンテンツを自ら要求する場合を想定
して説明する。
【００６２】
図２１において、まず、広告受給者は、移動通信端末装置３００を用いて現在位置の周辺
情報（例えば映画館情報等）を求めるために、コンテンツ配信サーバ装置２００へアクセ
スする。広告受給者のボタン操作等により移動通信端末装置は、コンテンツ配信サーバ装
置２００へコンテンツ取得要求メッセージを送信する。
その際、移動通信端末装置３００の位置情報取得部３０１により現在位置情報を取得し、
上記メッセージの情報要素として含ませる。尚、広告受給者が、移動通信端末装置３００
のユーザ入力部３０２により現在位置情報を手動で入力してもよい。また、当該広告受給
者のユーザＩＤも上記メッセージの情報要素に含ませる。
【００６３】
コンテンツ配信サーバ装置２００は、上記メッセージを受信すると、上記現在位置情報及
びユーザＩＤに基づいて適切な周辺情報を検索する。この時、検索された周辺情報に高精
細な静止画像や映像等が含まれている場合はデータ量が大きくなり、移動通信端末装置３
００でダウンロードするには、通信料金、通信帯域、即時性、端末の消費電力及びディス
プレイの表示面積等の点で難がある。
【００６４】
そこで、当該移動通信端末装置へ配信するべきコンテンツ（この場合は、周辺情報）のデ
ータ量が大きい場合は、コンテンツ配信サーバ装置２００より広告情報配信サーバ装置１
００へ街頭テレビ装置表示要求メッセージを送信する。このメッセージには、移動通信端
末装置３００の現在位置情報及び広告受給者のユーザＩＤを情報要素として最低限含ませ
る。
【００６５】
上記メッセージを受信した広告情報配信サーバ装置１００は、街頭テレビ装置検索部１０
２により当該移動通信端末装置の現在位置情報をキーとして近傍の街頭テレビ装置４００
を検索する。この検索手順は前述した通りである。また、その後の街頭テレビ装置４００
の表示部４０１に情報が表示されるまでの手順及び移動通信端末装置３００へ街頭テレビ
装置４００の存在、情報の供給を通知する手順も前述した通りである。
【００６６】
次に、具体的な事例について説明する。例えば、梅田駅周辺にいるユーザ（広告受給者）
が周辺の映画館を探すことを想定する。
まず、ユーザがインターネットアクセス機能を搭載した携帯電話等の移動通信端末装置３
００を用いて当該情報を検索する。検索画面の例を図２２に示す。
ユーザは、移動通信端末装置３００のユーザ入力部３０２により「ジャンル」＝「映画館
」を選択し「はい」ボタンを押すと、これをトリガとして位置情報取得部３０１により現
在位置情報を取得し、コンテンツ配信サーバ装置２００にコンテンツ取得要求メッセージ
を送信する（情報要素として、現在位置情報及びユーザＩＤ等を含む）。尚、後述するよ
うに、位置情報取得部３０１による現在位置情報の代わりに、街頭テレビ装置ＩＤをユー
ザにより手動で入力し、ユーザの現在位置情報を送信することも可能である。
【００６７】
コンテンツ取得要求メッセージを受信したコンテンツ配信サーバ装置２００は、コンテン
ツ検索部２０２により梅田駅（移動通信端末装置の現在位置）周辺の「映画館」の情報を
検索する。ここで、検索結果が、テキスト、音声及び映像で構成されているとする。その
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後、コンテンツ配信サーバ装置２００から移動通信端末装置３００へ送信されるコンテン
ツ取得応答メッセージの情報要素として検索結果のテキスト部分を移動通信端末装置３０
０へ配信する。コンテンツ取得応答メッセージを受信した移動通信端末装置は、表示部に
図２３の画面を表示する。
【００６８】
一方、コンテンツ配信サーバ装置２００は、広告情報配信サーバ装置１００に街頭テレビ
装置表示要求メッセージを送信する。このメッセージは、コンテンツ配信サーバ装置から
広告情報配信サーバ装置に対して当該移動通信端末装置近傍の街頭テレビ装置でコンテン
ツを表示するよう求めるためのメッセージであり、少なくとも移動通信端末装置の現在位
置情報及びユーザＩＤを情報要素として含む。
【００６９】
上記メッセージを受信した広告情報配信サーバ装置１００は、街頭テレビ装置検索部１０
２を用いて上記現在位置情報に基づいて近傍（梅田駅周辺）の街頭テレビ装置４００を検
索する。当該移動通信端末近傍の街頭テレビ装置４００がヒットすると、広告情報配信サ
ーバ装置１００は、当該街頭テレビ装置４００に対してコンテンツ表示要求メッセージを
送信する。
【００７０】
これを受信した街頭テレビ装置４００は、表示スケジュール管理部４０６により表示部４
０１でコンテンツを表示可能か否か判断する。表示可能であれば、その旨を示すコンテン
ツ表示応答メッセージを広告情報配信サーバ装置１００に送信する。これを受信した広告
情報配信サーバ装置１００は、街頭テレビ装置４００に対してコンテンツを表示させるた
めのコンテンツ表示指示メッセージを出す。これを受信した街頭テレビ装置４００は、コ
ンテンツ配信サーバ装置１００にコンテンツ配信要求メッセージを送信し、表示部４０１
へコンテンツを表示する段階に入る。
【００７１】
街頭テレビ装置４００の表示部４０１に表示されるコンテンツのイメージを図２４に示す
。図２４の表示部４０１の下部に示されている「パスワードは１９７２です」の数字部分
は広告情報表示ＩＤであり、表示部４０１で表示される広告情報に関連付けられた識別子
である。また、広告情報表示ＩＤと共に映画「猫の惑星２」のコンテンツが放映される。
このように、ユーザ（コンテンツを望む者）は、近傍の街頭テレビ装置４００の表示部４
０１によりコンテンツ（特に映像）を閲覧することができる。
【００７２】
一方、広告情報配信サーバ装置１００は、コンテンツ配信サーバ装置２００に街頭テレビ
装置応答メッセージを送信する。このメッセージは、コンテンツ配信サーバ装置２００か
ら広告情報配信サーバ装置１００に対して送信される街頭テレビ装置要求メッセージに応
答するものであり、移動通信端末装置近傍の街頭テレビ装置４００でコンテンツは広告情
報を表示可能であることを通知するためのメッセージである。このメッセージの情報要素
は、コンテンツを表示すべき街頭テレビ装置４００の属性情報を含む。この属性情報とは
、例えば「○○ビルに設置されている」といった情報である。
【００７３】
上記メッセージを受信したコンテンツ配信サーバ装置２００は、移動通信端末装置３００
にコンテンツ表示通知メッセージを送信する。このメッセージには「○○ビルに設置され
ているテレビジョンにて「猫の惑星２」の紹介映像が放映されています。指定席を予約さ
れる方は、以下のサイトヘアクセスして下さい。本サービス御利用の方は只今２０％オフ
です。 http://www.ntt.jp./movie/ パスワード、パスワード欄にはビジョンにて表示され
ている４桁の数字を入力してください」というメッセージ内容が含まれている。当該メッ
セージ内容は、コンテンツ配信サーバ装置２００で生成される。
【００７４】
コンテンツ表示通知メッセージを受信した移動通信端末装置３００は、表示部３０６にメ
ッセージ内容を表示する。表示画面イメージを図２５に示す。ユーザ（コンテンツを望む
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者）は、当該メッセージにより自分が見るべき街頭テレビ装置４００の場所を知ることが
できる。
【００７５】
また、コンテンツプロバイダー又は広告依頼者等が、ユーザが街頭テレビ装置４００に表
示されるコンテンツを閲覧したことを確認するために、図２５の画面により広告情報表示
ＩＤの入力を促し、本方式の効果を確かめることができる。即ち、図２５において、ユー
ザ入力部３０２によりユーザが「ＯＫ」ボタンを押すと、移動通信端末装置３００から広
告情報配信サーバ装置１００に対して効果結果通知メッセージを送信する。これを受信し
た広告情報配信サーバ装置１００は、ユーザＩＤ、広告情報表示ＩＤ等を情報効果ＤＢ１
０５に格納する。
【００７６】
次に、街頭テレビ装置ＩＤを指定することにより、街頭テレビ装置４００に映像を表示さ
せる場合について説明する。
これまでの説明では、移動通信端末装置３００の位置情報により、近傍の街頭テレビ装置
４００を指定していたが、以下では、街頭テレビ装置ＩＤを用いて近傍の街頭テレピ装置
を指定する場合について説明する。本方式のシーケンスを図２６に示す。
【００７７】
街頭テレビ装置４００は、表示制御部４０９により表示部４０１に街頭テレビ装置ＩＤを
表示する。表示イメージを図２７に示す。尚、街頭テレビ装置ＩＤは必ずしも街頭テレビ
装置４００の表示部４０１で表示する必要はなく、街頭テレビ装置４００の外枠やその周
辺に予め表示させておいても良い。
一方、ユーザが保持する移動通信端末装置３００の表示部３０６には、図２８のような入
力画面を用意する。ユーザは、ユーザ入力部３０２により「街頭テレビ装置ＩＤ」＝「０
０１２２７」、「お望みの周辺情報のジャンル」＝「映画館」と入力し「ＯＫ」ボタンを
押す。押下をトリガとして移動通信端末装置３００は、コンテンツ配信サーバ装置２００
にコンテンツ取得要求メッセージを送信する。
【００７８】
コンテンツ取得要求メッセージを受信したコンテンツ配信サーバ装置２００は、コンテン
ツ検索部２０２により梅田駅（街頭テレビ装置４００が設置されている場所）周辺の「映
画館」の情報を検索する。ここでは検索結果が、テキスト、音声及び映像で構成されてい
るものとする。次に、コンテンツ配信サーバ装置２００から移動通信端末装置３００に、
検索結果のテキスト部分を含むコンテンツ取得応答メッセージを送信する。これを受信し
た移動通信装置３００は、表示部３０６に図２３の画面を表示する。
【００７９】
一方、コンテンツ配信サーバ装置２００は、広告情報配信サーバ装置１００に対して当該
移動通信端末装置近傍の街頭テレビ装置表示部にコンテンツを表示するように求める街頭
テレビ装置表示要求メッセージを送信する。このメッセージは、少なくとも街頭テレビ装
置ＩＤ及びユーザＩＤを情報要素として含む。このメッセージを受信した広告情報配信サ
ーバ装置１００は、当該街頭テレビ装置ＩＤに対応する街頭テレビ装置４００に、コンテ
ンツ表示要求メッセージを送信する。その後の処理は前述と同様である。
【００８０】
尚、各実施の形態における街頭テレビ装置４００とは、必ずしも屋外に設置されたもので
なく、家庭内及びオフィス内、その他の場所に設置されているものも含むものとする。
また、街頭テレビ装置４００は、液晶表示装置、ＰＤＰ表示装置、プロジェクタを用いた
投影装置であって良い。また、街頭テレビ装置４００の街頭テレビ装置ＩＤは、Ｗｅｂサ
イトのＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）であってもよい。
【００８１】
さらに、街頭テレビ装置４００は、移動体に設置されていても良い。例えば、乗用車、バ
スの車体や窓に設置されている表示装置でも良い。
また、道路の信号待ちをしている歩行者が移動通信端末装置３００を保持している場合、
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停車しているバスのボディに設置された表示装置に、コンテンツ又は広告情報を出力して
も良い。
また、道路が渋滞していて複数の乗用車が停車している場合に、助手席の者が保持してい
る移動通信端末装置又は車載用移動体端末を用いて前方の乗用車のリアガラスに設置され
た表示装置に出力させにようにしても良い。
また、表示装置を人間が保持していても良い。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ユーザは広告情報やコンテンツ等の情報を、携帯電
話等の小さな画面で閲覧するのではなく、近傍の街頭テレビ装置の大きな画面で閲覧する
ことができるので、視覚的に大きな表示効果を得ることができ、広告情報等の場合には特
に有効である。
また、街頭テレビ装置で情報を閲覧するユーザが、閲覧することを情報配信サーバ装置や
コンテンツ配信サーバ装置に通知することにより、その供給した情報の利用履歴等を蓄積
することができ、後々のより有用な情報の作成、提供に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態による広告情報供給システムを示す構成図である。
【図２】　広告情報配信サーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】　コンテンツ配信サーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図４】　移動通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図５】　街頭テレビ装置の構成を示すブロック図である。
【図６】　広告受給者（ユーザ）の属性情報を示す構成図である。
【図７】　ユーザ登録時の手順を示すフローチャートである。
【図８】　広告情報配信サーバ装置におけるユーザ情報データベースを示す構成図である
。
【図９】　本発明の第１の実施の形態による１台の移動通信端末装置に情報をＰＵＳＨ配
信する場合の手順を示すシーケンスチャートである。
【図１０】　第１の実施の形態の動作概要を示す構成図である。
【図１１】　広告情報配信サーバ装置における街頭テレビ装置データベースを示す構成図
である。
【図１２】　街頭テレビ装置と移動通信端末装置の位置関係を説明する構成図である。
【図１３】　広告情報配信サーバ装置における広告情報データベースを示す構成図である
。
【図１４】　広告情報配信サーバ装置における広告情報表示履歴データベースを示す構成
図である。
【図１５】　街頭テレビ装置の表示部における広告表示ＩＤの表示イメージを示す構成図
である。
【図１６】　移動通信端末装置の表示部における通知内容情報の表示イメージを示す構成
図である。
【図１７】　移動通信端末装置の表示部における通知内容情報の他の表示イメージを示す
構成図である。
【図１８】　移動通信端末装置からサイトにアクセスする場合の移動通信端末装置の表示
部における画面イメージを示す構成図である。
【図１９】　広告情報配信サーバ装置における広告効果ＤＢを示す構成図である。
【図２０】　本発明の第１の実施の形態による複数台の移動通信端末装置に情報を配信す
る場合の手順を示すシーケンスチャートである。
【図２１】　本発明の第２の実施の形態による１台の移動通信端末装置に情報を配信する
場合の手順を示すシーケンスチャートである。
【図２２】　移動通信端末装置の表示部における検索要求画面のイメージを示す構成図で
ある。
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【図２３】　移動通信端末装置の表示部における検索結果画面のイメージを示す構成図で
ある。
【図２４】　街頭テレビ装置の表示部における広告情報表示ＩＤの表示イメージを示す構
成図である。
【図２５】　移動通信端末装置の表示部におけるコンテンツ表示通知メッセージの表示画
面のイメージを示す構成図である。
【図２６】　本発明の第２の実施の形態による街頭テレビ装置ＩＤ指定方式の移動通信端
末装置に情報を配信する場合の手順を示すシーケンスチャートである。
【図２７】　街頭テレビ装置の表示部における街頭テレビ装置ＩＤの表示イメージを示す
構成図である。
【図２８】　移動通信端末装置の表示部における入力画面のイメージを示す構成図である
。
【符号の説明】
１００　広告情報配信サーバ装置
１０１　広告情報検索部
１０２　街頭テレビ装置検索部
１０３　広告情報表示ＩＤ生成部
１０４　街頭テレビ装置ＤＢ
１０５　広告情報ＤＢ
１０６　ユーザ情報ＤＢ
１０７　送信部
１０８　受信部
１０９　通知内容生成部
１１０　広告効果ＤＢ
１１１　広告情報表示履歴ＤＢ
１１２　時間取得部
１１３　コントロール部
２００　コンテンツ配信サーバ装置
２０１　街頭テレビ装置表示要求部
２０２　コンテンツ検索部
２０３　時間取得部
２０４　ユーザ側送信部
２０５　ユーザ側受信部
２０６　ユーザ情報ＤＢ
２０７　コンテンツＤＢ
２０８　コントロール部
３００　移動通信端末装置
３０１　位置情報取得部
３０２　ユーザ入力部
３０３　ユーザＩＤ管理部
３０４　音声出力部
３０５　ユーザ通知部
３０６　表示部
３０７　メモリ部
３０８　記憶装置
３０９　時間取得部
３１０　情報送信部
３１１　情報受信部
３１２　コントロール部
４００　街頭テレビ装置
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４０１　表示部
４０２　表示制御部
４０３　広告情報ＤＢ
４０４　記憶装置
４０５　時間取得部
４０６　表示スケジュール管理部
４０７　送信部
４０８　受信部
４０９　広告情報表示ＩＤ制御部
４１０　コントロール部
５００　ネットワーク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】
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