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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバから配信された広告を端末装置に表示させる広告配信システムであって、
　前記サーバは、
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
と広告データを対応付けた広告データベースと、
　録画した映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗Ｉ
Ｄとで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤと
を対応付けた録画データベースと、
　シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数を示す視聴履歴とで構成され
、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、
を保存し、
　前記端末装置は、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、
　取得した前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する映像データのシーンを取
得する制御部と、
　前記サーバから取得した映像データのシーンを表示する表示部と、
を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
から該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録画データベースと前記
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視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーンの映像データを取得し
て、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させることを特徴とする広告配信シ
ステム。
【請求項２】
　サーバから配信された広告を端末装置に表示させる広告配信システムであって、
　前記サーバは、
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
と広告データを対応付けた広告データベースと、
　録画された映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗
ＩＤとで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤ
とを対応付けた録画データベースと、
　シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴と
で構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、
を保存し、
　前記端末装置は、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、
　取得した前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制
御部と、
　前記サーバから取得した広告データを表示する表示部と、
を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
と前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済みのシーンＩＤに対応す
る店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データを表示させることを特
徴とする広告配信システム。
【請求項３】
　前記端末装置は、前記店舗ＩＤを店舗ごとに設置した店舗情報発信装置から受信するこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の広告配信システム。
【請求項４】
　前記端末装置は、対応するシーンＩＤが複数ある場合は、最も新しく視聴したシーンＩ
Ｄを選択することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の広告配信シ
ステム。
【請求項５】
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
と広告データを対応付けた広告データベースと、録画された映像データと、該映像データ
のシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告データと関連する
シーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データベースと、シー
ンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成
され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保存するサーバか
ら広告を受信する端末装置であって、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、
　取得した前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制
御部と、
　前記サーバから取得した広告データを表示する表示部と、
を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
から該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録画データベースと前記
視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーンの映像データを取得し
て、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させることを特徴とする端末装置。
【請求項６】
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
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と広告データを対応付けた広告データベースと、録画された映像データと、該映像データ
のシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告データと関連する
シーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データベースと、シー
ンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成
され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保存するサーバか
ら広告を受信する端末装置であって、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、
　取得した前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制
御部と、
　前記サーバから取得した広告データを表示する表示部と、
を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
と前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済みのシーンＩＤに対応す
る店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データを表示させることを特
徴とする端末装置。
【請求項７】
　前記店舗ＩＤを店舗ごとに設置した店舗情報発信装置から受信することを特徴とする請
求項５又は請求項６に記載の端末装置。
【請求項８】
　対応するシーンＩＤが複数ある場合は、最も新しく視聴したシーンＩＤを選択すること
を特徴とする請求項５から請求項７のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項９】
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
と広告データを対応付けた広告データベースと、録画された映像データと、該映像データ
のシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告データと関連する
シーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データベースと、シー
ンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成
され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保存するサーバか
ら配信された広告を端末装置に表示させる広告配信方法であって、
　前記端末装置が、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得して該店舗ＩＤを前記サーバに
送信するステップと、
　前記端末装置が、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベー
スから該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録画データベースと前
記視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーンの映像データを取得
して、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させるステップと、
を備えることを特徴とする広告配信方法。
【請求項１０】
　各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤ
と広告データを対応付けた広告データベースと、録画された映像データと、該映像データ
のシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告データと関連する
シーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データベースと、シー
ンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成
され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保存するサーバか
ら配信された広告を端末装置に表示させる広告配信方法であって、
　前記端末装置が、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得して該店舗ＩＤを前記サーバに
送信するステップと、
　前記端末装置が、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベー
スと前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済みのシーンＩＤに対応
する店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データを表示させるステッ
プと、
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を備えることを特徴とする広告配信方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の広告配信方法をコンピュータに実行させることを特徴とする
プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムをコンピュータ読み取り可能に記録したことを特徴とす
る記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置を使用して利用者に広告を提供する広告配信の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、端末装置を対象として広告や情報配信を行なう利便性の向上を目的としたサービ
スが行なわれてきた。
【０００３】
　例えば、検索連動型広告として知られたサービスがある。検索連動型広告とは、検索エ
ンジンで検索されたキーワードといった結果の内容に関連させて広告を表示する技術であ
る。（例えば、特許文献１参照）
【０００４】
　この技術は、広告主が検索用語についてオークションで入札し、入札した付け値の高い
広告主から順に検索結果を表示するものである。
【０００５】
　また、携帯電話用の検索連動型広告として、コンテンツの検索結果の上下に、広告主の
営業日・営業時間等にあわせて広告の表示を行なうものがある。
【０００６】
　更に、車載端末に情報配信を行なう技術が開示されている。（例えば、特許文献２参照
）
【０００７】
　この技術は、自動車に端末装置を搭載し、通信システムによりリアルタイムに情報サー
ビスを提供するテレマティクス（Ｔｅｌｅｍａｔｉｃｓ）を利用するもので、例えば、カ
ーナビゲーション装置などの通信機能を備えた車載端末上に広告や情報配信を行なうもの
である。位置情報に合わせ、リアルタイムな情報を提供することが可能となるため、例え
ば、目的地で駐車場を検索し、空き情報を確認したり、食事をしたい時に最寄りのレスト
ランを表示させたりすることが可能となる。自動車の現在地情報とシステムを連携させる
ことで、運転中に店舗の近くなどにある広告配信業者が設定した信号の発信ポイントを通
過すると、車載端末に自動的に表示されるプッシュ型広告が現れるというものである。
【０００８】
　この他にも、ユーザの現在地に基づく広告配信に関する技術が開示されている。（例え
ば、特許文献３参照）
【０００９】
　例えば、携帯端末の位置情報や時間情報に基づいてデータベース検索を行い、ユーザに
周辺の店舗や施設を案内したり、クーポン情報又はイベント情報などの地域に関連する情
報を配信することができる。
【００１０】
　また、この他に、ワンセグデータ放送（地上デジタル放送のワンセグメント部分受信サ
ービス）において、視聴番組と連動した情報提供が行なわれている。例えば番組放送中の
データ放送に番組連動サイトへのリンクを張っておき、番組内で使用された家電等の商品
をこの中で紹介するといったことが行われている。
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【特許文献１】特許第３６７６９９９号公報
【特許文献２】特開２００１－１０８４７７号公報
【特許文献３】特開２００３－０６７６１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１で説明した端末装置向けの広告システムでは、ユーザのニー
ズに適合した広告を表示するために、あらかじめユーザがキーワードの入力等によって自
分の嗜好に関する情報を入力する必要があった。
【００１２】
　また、特許文献２及び特許文献３のように、端末装置の現在地情報に基づいて近くの店
舗に関する情報等を配信する技術では、情報が汎用的になり、個々に対する情報の記述が
簡素になってしまう、ユーザにとって興味のない余分な情報まで一緒に送られる割には、
ユーザの知りたいことに関する情報は十分に提供されない、携帯端末装置のように情報を
表示する領域が限られている場合には、情報が多数表示されると表示を閲覧しにくくなる
、という問題があった。
【００１３】
　また、従来のユーザの嗜好情報に基づいて配信情報を絞り込む方法は、嗜好に適合する
情報がない場合に情報が表示されない、嗜好情報の入力方法が不便である、という課題が
あった。
【００１４】
　本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、その目的は、ユーザの
嗜好を反映した広告や映像といった情報を自動的に抽出して配信し、ユーザの購買意欲を
高めることを可能にする、広告配信システム、端末装置、広告配信方法、プログラム及び
記録媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　斯かる実情に鑑み、第１の発明による広告配信システムは、サーバから配信された広告
を端末装置に表示させる広告配信システムであって、
　前記サーバは、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成
され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベースと、録画した映像データと、
該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告デー
タと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データベ
ースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数を示す視聴履歴とで構
成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保存し、
　前記端末装置は、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、取得し
た前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する映像データのシーンを取得する制
御部と、前記サーバから取得した映像データのシーンを表示する表示部と、を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
から該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録画データベースと前記
視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーンの映像データを取得し
て、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させることを特徴とする。
 
【００１６】
　また、第２の発明による広告配信システムは、サーバから配信された広告を端末装置に
表示させる広告配信システムであって、
　前記サーバは、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告データとで構成
され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベースと、録画された映像データと
、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤとで構成され、広告デ
ータと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを対応付けた録画データ
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ベースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回数と視聴時期を含む視
聴履歴とで構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴データベースと、を保
存し、
　前記端末装置は、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、取得し
た前記店舗ＩＤに基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制御部と、
前記サーバから取得した広告データを表示する表示部と、を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
と前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済みのシーンＩＤに対応す
る店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データを表示させることを特
徴とする。
 
【００１７】
　また、第３の発明による広告配信システムは、前記端末装置が、前記店舗ＩＤを店舗ご
とに設置した店舗情報発信装置から受信することを特徴とする。
【００１８】
　また、第４の発明による広告配信システムは、前記端末装置が、対応するシーンＩＤが
複数ある場合は、最も新しく視聴したシーンＩＤを選択することを特徴とする。
 
【００１９】
　また、第５の発明による端末装置は、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗
の広告データとで構成され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベースと、録
画された映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤ
とで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを
対応付けた録画データベースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回
数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴
データベースと、を保存するサーバから広告を受信する端末装置であって、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、取得した前記店舗ＩＤに
基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制御部と、前記サーバから取
得した広告データを表示する表示部と、を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
から該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録画データベースと前記
視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーンの映像データを取得し
て、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させることを特徴とする。
 
【００２０】
　また、第６の発明による端末装置は、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗
の広告データとで構成され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベースと、録
画された映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗ＩＤ
とで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤとを
対応付けた録画データベースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視聴回
数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴履歴
データベースと、を保存するサーバから広告を受信する端末装置であって、
　情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得する店舗情報受信部と、取得した前記店舗ＩＤに
基づいて、前記サーバから、関連する広告データを取得する制御部と、前記サーバから取
得した広告データを表示する表示部と、を備え、
　前記制御部は、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、前記広告データベース
と前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済みのシーンＩＤに対応す
る店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データを表示させることを特
徴とする。
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【００２１】
　また、第７の発明による端末装置は、前記店舗ＩＤを店舗ごとに設置した店舗情報発信
装置から受信することを特徴とする。
 
【００２２】
　また、第８の発明による端末装置は、対応するシーンＩＤが複数ある場合は、最も新し
く視聴したシーンＩＤを選択することを特徴とする。
 
【００２３】
　また、第９の発明による広告配信方法は、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、各
店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベースと
、録画された映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店舗
ＩＤとで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗ＩＤ
とを対応付けた録画データベースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの視
聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視聴
履歴データベースと、を保存するサーバから配信された広告を端末装置に表示させる広告
配信方法であって、
　前記端末装置が、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得して該店舗ＩＤを前記サーバに
送信するステップと、前記端末装置が、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、
前記広告データベースから該店舗ＩＤに関する広告データを表示させるとともに、前記録
画データベースと前記視聴履歴データベースから該店舗ＩＤに関連する視聴済みのシーン
の映像データを取得して、取得したシーンを前記広告データに優先して表示させるステッ
プと、を備えることを特徴とする。
 
【００２４】
　また、第１０の発明による広告配信方法は、各店舗に固有に割り振られる店舗ＩＤと、
各店舗の広告データとで構成され、店舗ＩＤと広告データを対応付けた広告データベース
と、録画された映像データと、該映像データのシーンごとに付与されたシーンＩＤと、店
舗ＩＤとで構成され、広告データと関連するシーンのシーンＩＤと該広告データの店舗Ｉ
Ｄとを対応付けた録画データベースと、シーンＩＤと、各シーンＩＤに対応するシーンの
視聴回数と視聴時期を含む視聴履歴とで構成され、シーンＩＤと視聴履歴を対応付けた視
聴履歴データベースと、を保存するサーバから配信された広告を端末装置に表示させる広
告配信方法であって、
　前記端末装置が、情報を得るべき店舗の店舗ＩＤを取得して該店舗ＩＤを前記サーバに
送信するステップと、前記端末装置が、取得した前記店舗ＩＤを前記サーバに送信して、
前記広告データベースと前記録画データベースと前記視聴履歴データベースから視聴済み
のシーンＩＤに対応する店舗ＩＤに関係する広告データを取得して、取得した広告データ
を表示させるステップと、を備えることを特徴とする。
 
【００２６】
　また、本発明に係るプログラムは、前記広告配信方法をコンピュータに実行させること
を特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る記録媒体は、前記プログラムをコンピュータ読み取り可能に記録し
たことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように、本発明によれば、サーバでは、店舗ＩＤと映像データのシーンＩ
Ｄとを対応させて記憶しているので、店舗ＩＤから広告データを取得することができるの
みならず、店舗ＩＤから映像データも取得することができ、店舗情報を受信するだけで、
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ユーザは店舗に関連する映像を見ることができる。
【００２９】
　また、ユーザの視聴履歴を反映させた広告を自動的に抽出することにより、ユーザの嗜
好を反映させた広告データを表示することができ、広告データがユーザの嗜好に合致して
、ユーザの購買意欲を高めることができる。
【００３０】
　また、店舗ＩＤは、店舗情報発信装置から受信することにより、嗜好に合致した広告デ
ータは、ユーザが現在いるエリアに関連する広告データの中からの抽出となり、広告デー
タがユーザの嗜好に合致しなくとも、エリアに関連する広告データは、そのまま表示を行
なうので、ユーザは現在いる地域に関連する広告情報を閲覧することができる。
【００３１】
　また、受信した店舗ＩＤによる広告データと、ユーザの嗜好を反映した広告データを分
けて表示するので、ユーザの嗜好に適合した情報を優先的に表示し、ユーザは閲覧する広
告データを選択しやすくなる。
【００３２】
　また、端末装置は、あらかじめ店舗ＩＤと該店舗の位置情報を含む店舗情報を取得して
記憶しておくことにより、店舗の位置に近づいたときに、ＧＰＳ衛星から現在位置情報を
取得し、以前、興味を持った店舗に関する情報を見ることができる。
　すなわち、店舗ごとの店舗発信装置を設置しなくとも、端末装置は、ＧＰＳ衛星から位
置情報を取得するだけで、視聴履歴広告リスト及びこれについての詳細広告を表示するこ
とができ、設備に関する費用を低減させて実施を行なうことができる。
【００３３】
　端末装置は、サーバから取得した広告データが複数ある場合、広告データを切替えて表
示するので、ユーザの取得したい情報に合わせて表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
【００３５】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明における広告配信システム１の概要を示す構成図である。
【００３６】
　広告配信システム１は、受信したデータに基づいて広告を表示する端末装置２と、店舗
データを発信する店舗情報発信装置３と、例えばユーザの自宅等に設置された、録画番組
データベース４及びユーザの視聴履歴データベース５を備えた視聴映像サーバ６と、広告
配信会社にあって広告データを蓄積した広告データベース７を備え、端末装置２に店舗ご
との広告を配信する広告サーバ８とからなり、これらは、ネットワークによりつながれて
いる。このネットワークについては、有線、無線を問わない。
【００３７】
　端末装置２が、例えば携帯電話であった場合、無線による通信機能及び情報の入出力機
能を備え、図示しない携帯電話基地局を介してネットワークに接続される。
【００３８】
　また、録画番組データベース４は、例えば、ＨＤＲ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒ
ｄｅｒ）に蓄積されているものとする。視聴映像サーバ６には、家庭内のメディアサーバ
等が考えられる。
【００３９】
　また、録画番組データベース４及び視聴履歴データベース５は、視聴映像サーバ６に内
蔵されていてもよいし、外付けになっていてもよい。同様に、広告データベース７も、広
告サーバ８に内蔵されていてもよいし、外付けになっていてもよい。
【００４０】
（端末装置）



(9) JP 5132945 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

　図２は、端末装置２の構成を示したブロック図である。
【００４１】
　端末装置２は、以下のモジュールで構成されている。すなわち、端末装置２は、店舗デ
ータを受信する店舗情報受信部１１と、該店舗情報受信部１１からの入力を得て、ネット
ワーク送信処理部１２又は表示管理部１３へ出力する店舗情報管理部１４と、店舗情報管
理部１４に入力されたデータを記憶する取得店舗ＩＤデータベース１５と、データを通信
用に変調するネットワーク送信処理部１２と、受信したデータを復調するネットワーク受
信処理部１６と、データの送受信を行なうネットワーク送受信部１７と、表示管理を行な
う表示管理部１３と、該表示管理部１３からの入力を得て表示のための処理を行なう表示
処理部１８と、表示部１９とを含んで構成される。
【００４２】
　上記の個々のモジュールの制御について、以下に説明を行なう。
【００４３】
　店舗情報受信部１１は、店舗情報発信装置３から、店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告
概要データを含む店舗データを受信する。
【００４４】
　店舗情報管理部１４は、店舗情報受信部１１から店舗データを取得し、取得店舗ＩＤデ
ータベース１５に記録するとともに、該店舗データから店舗ＩＤを抽出し、該店舗ＩＤを
ネットワーク送信処理部１２へ送り、店舗名称データ及び広告概要データを表示管理部１
３へと送る。また、ネットワーク受信処理部１６から視聴履歴が入力されると、取得店舗
ＩＤデータベース１５に記録する。更に、ユーザ入力部２０から要求があると、必要に応
じて店舗ＩＤ又はシーンＩＤを視聴映像サーバ６又は広告サーバ８それぞれに送信するた
めにネットワーク送信処理部１２へ出力する。
【００４５】
　ネットワーク送信処理部１２は、店舗情報管理部１４から取得した店舗ＩＤやシーンＩ
Ｄを所定の通信プロトコルに変換する。例えば、端末装置２と視聴映像サーバ６又は広告
サーバ８の間が無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続され、通信
プロトコルにＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）が利用されている場合、入力されたデータ
のパケット化とヘッダの付加が行われる。変換処理された店舗ＩＤやシーンＩＤはネット
ワーク送受信部１７へ出力され、視聴映像サーバ６又は広告サーバ８へ送信される。
【００４６】
　ネットワーク受信処理部１６は、視聴映像サーバ６から受信した視聴履歴若しくは視聴
映像シーン、又は広告サーバ８から受信した詳細広告データに対してヘッダの除去やパケ
ット化データの再構築などの処理を行なう。処理されたデータのうち、視聴履歴は店舗情
報管理部１４へ送られ、詳細広告データ及び視聴映像シーンは表示管理部１３へと出力さ
れる。
【００４７】
　ネットワーク送受信部１７は、視聴映像サーバ６又は広告サーバ８とデータの送受信を
行なう。
【００４８】
　表示管理部１３は、店舗情報管理部１４から取得した店舗名称データ及び広告概要デー
タ、ネットワーク受信処理部１６から取得した詳細広告データ及び視聴映像シーンの表示
を管理する。
【００４９】
　表示処理部１８は、店舗名称データ、広告概要データ、詳細広告データ又は視聴映像シ
ーン等を表示部１９に表示させるための処理を行なう。たとえば視聴映像シーンは映像デ
ータとしてデコードして表示部１９に出力し、広告概要データや詳細広告データに画像デ
ータがあれば画像としてデコードし、テキストデータであればテキスト情報として表示部
１９に出力する。
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【００５０】
　表示部１９は、表示処理部１８から入力されるデータを表示する表示デバイスであり、
例えば、液晶パネルなどによって構成される。
【００５１】
　ユーザ入力部２０は、端末装置２おける、例えば、ボタン等のインターフェイス部であ
る。
【００５２】
　取得店舗ＩＤデータベース１５は、店舗ＩＤ、店舗名称データ、広告概要データ、視聴
履歴などを管理するために店舗情報管理部１４によってデータを蓄積、消去されるデータ
ベースである。データベースの構成の詳細については、以下に説明する。
【００５３】
　図３は、端末装置２内の取得店舗ＩＤデータベース１５の一例である。
【００５４】
　店舗情報発信装置３から受信した店舗ＩＤ、店舗名称データ、広告概要データなどが格
納される。また、例えば、この時、同時に、これらを受信した時刻を合わせて記録しても
よい。更に、端末装置２が視聴映像サーバ６に問い合わせて取得した視聴履歴も合わせて
記録する。
【００５５】
　視聴履歴について、例えば図３では、視聴履歴があるものは、視聴映像サーバ６から取
得したシーンＩＤの値、視聴履歴がないものは「０」、視聴履歴が未確認のもの（問い合
わせが完了していないか、結果が取得できないもの）は「－１」で表している。すなわち
、視聴履歴の初期値は、「－１」であり、視聴映像サーバ６への問い合わせ処理が完了し
、視聴履歴の有無を確認すれば、問い合わせ結果に合わせて視聴履歴が上書きされること
になる。図３の例では、店舗ＩＤが「Ａ０００１」はシーンＩＤが「Ｓ０００３」のシー
ンの視聴履歴あり、「Ａ０００２」及び「Ａ００２５」は視聴履歴なし、「Ａ００１０」
は視聴履歴が未確認であることを示している。上記に示したのは一例であって、視聴履歴
あり、視聴履歴なし、未確認等の識別ができれば、これに限定されない。
【００５６】
（視聴映像サーバ）
　視聴映像サーバ６は、ユーザが視聴または録画した番組の映像を保存すると共に、ユー
ザの視聴履歴や番組の各シーンと関連付けられた店舗ＩＤを記録する。このために、例え
ば、ユーザの自宅等で、放送されているテレビの録画番組データを格納する録画番組デー
タベース４と、ユーザ毎に視聴履歴を記録する視聴履歴データベース５とを有している。
【００５７】
　録画番組データベース４には、各々のシーンＩＤに対して開始時間と終了時間、シーン
ＩＤの映像データである視聴映像シーンデータ及びシーンに関連する広告を示す店舗ＩＤ
が格納されている。
【００５８】
　ここで、映像シーンと店舗ＩＤとを関連づける方法について説明する。例えば、以下の
ように行なわれる。
【００５９】
　視聴映像サーバ６は、広告サーバ８から、店舗ＩＤと詳細広告データ又は、詳細広告デ
ータをデータ分析処理用に簡略化したデータを取得する。
【００６０】
　次に、視聴映像サーバ６において、例えば、店舗ＩＤに関連する詳細広告データ（又は
簡略化したデータ）と映像シーンデータのそれぞれから、文章を抽出し、形態素解析を行
ない、名詞、形容詞又は動詞などの自立語を抽出する。形態素解析とは、辞書等を参照し
、自然言語で書かれた文を形態素（言語で意味を持つ最小単位）に分解してコンピュータ
処理に適した形にすることである。
【００６１】
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　次に、視聴映像サーバ６では、抽出した単語、該単語の出現頻度から得られる統計情報
（ＴＦＩＤＦ、Ｔｅｒｍ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ）を用い、キーワードベクトルを生成し、類似度を算出する。該類似度
について、例えば閾値を設定し、閾値以上の類似度であれば、類似するとして、該映像シ
ーンと広告データの店舗ＩＤとを関連づけて、録画番組データベース４に記憶する。
【００６２】
　または、番組中で紹介された店舗の情報（例えば、店舗ＩＤ）がシーンごとに付加情報
として付加されており、視聴映像サーバ６は、付加情報からシーンＩＤと店舗ＩＤとを関
連づけて、録画番組データベース４に記憶するとしてもよい。
【００６３】
　図４は、視聴映像サーバ６内の録画番組データベース４の一例である。
　図４において、例えば、シーンＩＤが「Ｓ０００１」であるシーンは２００６年１２月
２１日１７時１０分１０秒から１７時１５分２０秒の間放送されており、このシーンに該
当する店舗ＩＤは「Ａ０００１」である。また逆に、店舗ＩＤが「Ａ０００１」に該当す
るシーンは「Ｓ０００１」と「Ｓ０００３」であることを示している。
【００６４】
　このようにすることで、番組に関連した店舗についての情報を簡易に取得可能とするこ
とができる。
【００６５】
　図５は、視聴映像サーバ６内の視聴履歴データベース５の一例である。
　視聴履歴データベース５では、各シーンに対して、ユーザが視聴したかどうかを再生履
歴として保存する。例えば、再生済みのものは１、未再生のものは０で表す。すなわち、
再生履歴の初期値は、「０」であり、再生が行なわれると、「１」に上書きされることに
なる。図５においては、シーンＩＤが「Ｓ０００１」、「Ｓ０００２」、「Ｓ０００３」
は再生済み、「Ｓ０００４」は未再生であることを示している。上記に示したのは一例で
あって、再生済み、未再生等の識別ができれば、これに限定されない。
【００６６】
　このようにすることで、視聴映像サーバ６では、ユーザが番組映像を視聴した否かに基
づいて視聴履歴データベース５を構築するため、ユーザがデータを入力する必要がなく、
自動的にユーザの嗜好を反映させたデータベースとし、ユーザの嗜好についての情報を簡
易に取得することができる。
【００６７】
（広告サーバ）
　広告サーバ８は、広告配信会社などの広告用コンテンツを有している事業者が保有して
いる広告データ管理用のサーバで、店舗と広告コンテンツを関連付けた広告データベース
７を有している。
【００６８】
　図６は、広告サーバ８内の広告データベース７の一例である。
　広告データベース７は、各々の店舗毎に一意に割り振られる店舗ＩＤと、各店舗の広告
である詳細広告データ等から構成されている。
【００６９】
　図６において、店舗ＩＤが「Ａ０００１」である店舗用の詳細広告データは「ｃｏｎｔ
ｅｎｔｓ－Ａ」である。ここで「ｃｏｎｔｅｎｔｓ－Ａ」は、画像データ、音声データ又
はテキストデータなどによって複数から構成されるデータが端末装置２で表示可能なデー
タフォーマットとして記録されており、例えば、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒ
ｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）やＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ）などの形式で記録されている。
【００７０】
（店舗情報発信装置）
　店舗情報発信装置３は、例えば、各店舗に取り付けられていて、店舗固有の店舗ＩＤや
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その他各店舗に関する情報を無線等によって周囲の限られた空間に発信する装置である。
【００７１】
　図７は、店舗情報発信装置３から発信するデータフォーマットの一例を示している。
　店舗ＩＤは各店舗に固有に割り振られるＩＤで、前述の広告サーバ８内の広告データベ
ース７における店舗ＩＤ、視聴映像サーバ６内の録画番組データベース４における店舗Ｉ
Ｄと同一のものである。店舗名称データは各店舗の名称を表すもので、文字列によって構
成される。広告概要データは店舗の概要説明や簡単な広告を記述したもので、文字列によ
って構成される。
【００７２】
（広告リスト表示処理）
　次に、上述した広告配信システム１の動作において、端末装置２が広告リスト表示を行
なう処理までを図８及び図９を参照して説明する。
【００７３】
　図８は、広告配信システム１において、端末装置２が店舗ＩＤを取得してからエリア広
告又は視聴履歴広告のリスト表示を行なうまでの処理を示すフローチャートであり、図９
は、この一連の処理中に端末装置２の表示部１９により表示される画面の例である。
【００７４】
　ここでエリア広告とは、店舗情報発信装置３からの情報に基づく広告のことで、ユーザ
の現在いる場所の近くにある店舗に関するものある。また、視聴履歴広告とは、ユーザが
過去に視聴した番組に関連付けられた店舗ＩＤに基づく広告のことで、ユーザが視聴した
番組に関連したものである。
【００７５】
　例えば、図９（ａ）に示すように、ユーザがメール等のアプリケーションを操作してい
る最中に、ステップ（Ｓ）１において、端末装置２の店舗情報受信部１１は店舗データを
常時発信している店舗情報発信装置３から店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告概要データ
を含む店舗データを受信して、店舗情報管理部１４へ店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告
概要データを出力し、店舗情報管理部１４は、店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告概要デ
ータを取得店舗ＩＤデータベース１５に格納する。
【００７６】
　Ｓ２において、端末装置２の表示管理部１３は、店舗情報管理部１４からの店舗データ
を受信した旨の制御情報の伝達を受けて、表示処理部１８にエリア広告を表示させる制御
情報を伝達し、表示部１９に、表示画面内においてエリア広告領域を表示させる。
【００７７】
　次に、Ｓ３において、端末装置２の店舗情報管理部１４は、店舗名称データ及び広告概
要データを表示管理部１３に出力し、表示管理部１３は、店舗名称データ及び広告概要デ
ータを表示処理部１８に出力する。表示処理部１８は、これらデータのデコード処理を行
ない、図９（ｂ）に示すように、表示部１９のエリア広告領域に店舗名称および店舗概要
を表示させる。
【００７８】
　また、Ｓ４において、端末装置２の店舗情報管理部１４は、受信した店舗データに含ま
れる店舗ＩＤをネットワーク送信処理部１２に出力し、ネットワーク送信処理部１２は、
店舗ＩＤを通信用に変調して、ネットワーク送受信部１７に出力し、ネットワーク送受信
部１７は、視聴映像サーバ６へ店舗ＩＤを送信する。
【００７９】
　Ｓ５において、視聴映像サーバ６では、受信した店舗ＩＤから録画番組データベース４
及び視聴履歴データベース５の検索を行なう。まず、録画番組データベース４を検索し、
店舗ＩＤに該当するシーンＩＤの出力を行なう。次に、取得したシーンＩＤから視聴履歴
データベース５を検索し、該シーンＩＤに再生履歴があるか否かを照会する。シーンＩＤ
に再生履歴がある場合は、該当するシーンＩＤに店舗ＩＤを認識できるヘッダを付けて、
端末装置２に送信する。店舗ＩＤに該当するシーンＩＤがない場合や再生履歴がない場合
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は、視聴履歴なしを端末装置２に通知する。ここで、店舗ＩＤに該当するシーンＩＤが複
数存在する場合は、例えば、視聴日時が最も新しいものを選択するとしてもよいし、複数
のシーンＩＤを端末装置２に送信してもよい。
【００８０】
　このようにすることで、店舗ＩＤから、ユーザの嗜好に適合した情報であるか否かの情
報を取得することができる。
【００８１】
　端末装置２の店舗情報管理部１４が、視聴映像サーバ６より、ネットワーク送受信部１
７及びネットワーク受信処理部１６を介して、視聴履歴なしの通知を受信した場合は（Ｓ
５において、「ＮＯ」）、そのまま処理を終了する。つまり、表示部には、エリア広告リ
ストのみが表示されている状態となる。
【００８２】
　端末装置２の店舗情報管理部１４が、視聴映像サーバ６より、ネットワーク送受信部１
７及びネットワーク受信処理部１６を介して、シーンＩＤを含む視聴履歴を受信した場合
、すなわち視聴履歴がある場合は（Ｓ５において、「ＹＥＳ」）、表示管理部１３は、Ｓ
６において、店舗情報管理部１４からの視聴履歴を受信した旨の制御情報の伝達を受けて
、表示処理部１８に視聴履歴広告を表示させる制御情報を伝達し、図９（ｃ）に示すよう
に、表示部１９に、表示画面内において視聴履歴広告領域を表示させる。Ｓ７において、
表示管理部１３は、表示処理部１８に制御情報を伝達し、表示処理部１８は、表示部１９
に、エリア広告領域に表示していた当該店舗の情報を視聴履歴広告領域に移動して表示さ
せる。
【００８３】
　このようにすることで、利用者の嗜好に適合した情報を優先的に表示するので、ユーザ
は閲覧する広告情報を選択しやすくなる。
【００８４】
　また、受信した広告情報がユーザの嗜好に適合していない場合でも、エリア広告リスト
は、そのまま表示を行なうので、現在いる地域に関連する広告情報を閲覧することができ
る。
【００８５】
（視聴履歴がない場合における詳細広告データの表示処理）
　次に、表示されたエリア広告リストの中から選択した店舗についての詳細データを表示
する処理を、図１０及び図１１を参照して説明する。
【００８６】
　図１０は、端末装置２がエリア広告リストを表示してから詳細広告データの表示を行な
うまでの処理を示すフローチャートであり、図１１は、この一連の処理中に端末装置２の
表示部１９に表示させる画面の例を示したものである。
【００８７】
　図８のＳ５で「ＮＯ」となり、端末装置２が店舗情報発信装置３より店舗データを受信
して、視聴映像サーバ６に照会して視聴履歴がないことを確認した場合、図１１（ａ）に
示すように、端末装置２の表示部１９にはエリア広告リストのみを表示している状態とな
っている。
【００８８】
　Ｓ１１において、ユーザがエリア広告リストから操作を行なって店舗の選択を行なうと
、ユーザ入力部２０から店舗情報管理部１４へ店舗ＩＤの出力がなされる。Ｓ１２におい
て、店舗情報管理部１４は、ネットワーク送信処理部１２及びネットワーク送受信部１７
を介して、広告サーバ８へ店舗ＩＤを送信する。
【００８９】
　端末装置２から店舗ＩＤを受信した広告サーバ８は、店舗ＩＤから広告データベース７
を検索して、詳細広告データを抽出し、詳細広告データに店舗ＩＤを認識することのでき
るヘッダを付けて、端末装置２に送信を行なう。
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【００９０】
　Ｓ１３において、端末装置２の表示管理部１３は、広告サーバ８から、ネットワーク送
受信部１７及びネットワーク受信処理部１６を介して、該当する詳細広告データを受信し
て、Ｓ１４において、表示処理部１８に該データを出力し、表示部１９に表示させる。
【００９１】
　広告サーバ８から取得可能な詳細データとして、図１１（ｂ）で示すような写真や文章
による店舗や商品等の説明の他にも、図１１（ｃ）に示すような店舗までの地図データや
、図１１（ｄ）に示すような店舗用クーポン券といったものが取得でき、ユーザの操作に
よるユーザ入力部２０からの入力を得て、制御信号が店舗情報管理部１４、表示管理部１
３、表示処理部１８と伝わり、表示部１９に表示を切り替えさせることができる。
【００９２】
（視聴履歴がある場合における詳細広告データの表示処理）
　図８のＳ７において表示された視聴履歴広告リストの中から選択した店舗について、詳
細広告データを表示する処理を、図１２及び図１３を参照して説明する。
【００９３】
　図１２は、端末装置２が視聴履歴広告リストを表示してから詳細広告データの表示を行
なうまでの処理を示すフローチャートであり、図１３はこの一連の処理中に端末装置２の
表示部１９に表示させる画面の例を示したものである。
【００９４】
　図８のＳ５で「ＹＥＳ」となり、端末装置２が店舗情報発信装置３より店舗データを受
信して、視聴映像サーバ６に照会し、視聴履歴があることを確認した場合、図１３（ａ）
に示すように、端末装置２の表示部１９にはエリア広告リストに加えて、視聴履歴広告リ
ストを表示している状態となっている。
【００９５】
　Ｓ２１において、ユーザが視聴履歴広告リストから操作を行なって店舗の選択を行なう
と、ユーザ入力部２０から店舗情報管理部１４へ店舗ＩＤの出力がなされる。Ｓ２２にお
いて、店舗情報管理部１４は、ネットワーク送信処理部１２及びネットワーク送受信部１
７を介して、広告サーバ８へ店舗ＩＤを送信する。
【００９６】
　端末装置２から店舗ＩＤを受信した広告サーバ８は、店舗ＩＤから広告データベース７
を検索して、詳細広告データを抽出し、詳細広告データに店舗ＩＤを認識することのでき
るヘッダを付けて、端末装置２に送信を行なう。
【００９７】
　Ｓ２３において、端末装置２の表示管理部１３は、広告サーバ８から、ネットワーク送
受信部１７及びネットワーク受信処理部１６を介して、該当する詳細広告データを受信し
て、Ｓ２４において、表示処理部１８に該データを出力し、図１３（ｂ）に示すように表
示部１９に表示させる。
【００９８】
　次に、Ｓ２５において、詳細広告データを表示中の店舗に関し、視聴映像シーンの視聴
をするか否かについて、表示管理部１３の制御により、制御情報を表示処理部１８、表示
部１９に伝達し、例えば、選択表示が表示画面に現れる。
【００９９】
　視聴映像シーンの視聴を選択する入力がユーザ入力部２０からなされると、詳細広告デ
ータを表示中の店舗ＩＤとともに制御情報が店舗情報管理部１４に出力される。
【０１００】
　Ｓ２６において、店舗情報管理部１４は、店舗ＩＤから取得店舗ＩＤデータベース１５
を検索して、該店舗ＩＤに対応した視聴履歴に記憶されているシーンＩＤを抽出する。次
に、店舗情報管理部１４は、該シーンＩＤを含む視聴映像取得要求を生成し、ネットワー
ク送信処理部１２及びネットワーク送受信部１７を介して、視聴映像サーバ６へ視聴映像
取得要求を送信する。
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【０１０１】
　端末装置２からシーンＩＤを含む視聴映像取得要求を受信した視聴映像サーバ６は、シ
ーンＩＤから録画番組データベース４を検索して、受信したシーンＩＤに該当する視聴映
像シーンデータを抽出し、視聴映像シーンデータにシーンＩＤを認識することのできるヘ
ッダを付けて、端末装置２に送信を行なう。
【０１０２】
　Ｓ２７において、端末装置２の表示管理部１３は、視聴映像サーバ６から、ネットワー
ク送受信部１７及びネットワーク受信処理部１６を介して、該当する視聴映像シーンデー
タを受信して、Ｓ２８において、表示処理部１８に該データを出力し、図１３（ｃ）に示
すように表示部１９に表示させる。
【０１０３】
　このようにすることで、ユーザは、ユーザの嗜好に適合した広告を、ユーザが以前視聴
した番組映像とともに閲覧することができる。
【０１０４】
　また、店舗ＩＤからユーザの視聴済み番組を検索・取得することができ、ユーザは、店
舗の近くに来るだけで関連する視聴済み番組を見ることができる。
【０１０５】
　また、Ｓ２３において、端末装置２が広告サーバ８から取得可能な詳細広告データとし
て、図１３（ｂ）で示すような写真や文章による店舗や商品の説明の他にも、図１３（ｄ
）のような店舗までの地図データや、図１３（ｅ）のような店舗用クーポン券といったも
のが取得でき、ユーザの操作によるユーザ入力部２０からの入力を得て、制御信号が店舗
情報管理部１４、表示管理部１３、表示処理部１８と伝わり、表示部１９に表示を切り替
えさせることができる。
【０１０６】
　このようにすることで、ユーザは自分の嗜好に合致した広告を見ることでき、ユーザの
購買意欲を高めることができる。
【０１０７】
（端末装置における店舗データの受信態様）
　図１４は、店舗情報発信装置３と端末装置２との位置関係による店舗データの受信態様
を説明した図である。
【０１０８】
　図１４（ａ）は、店舗情報発信装置３からの店舗データの受信態様を、図１４（ｂ）は
、エリア広告リストの表示例を示したものである。
【０１０９】
　（１）のように、いずれの店舗情報発信装置３からも店舗データを受信していない状態
においては、端末装置２は、エリア広告領域及びエリア広告リストは表示しない。
【０１１０】
　（２）のように、店舗情報発信装置３ａから店舗データａを受信すると、端末装置２は
、表示部にエリア広告領域を設けて店舗データａをリスト表示する。
【０１１１】
　更に、（３）のように、店舗情報発信装置３ｂから店舗データｂを受信すると、端末装
置２は、エリア広告領域に店舗データａ、店舗データｂをリスト表示する。
【０１１２】
　更に、（４）のように、店舗情報発信装置３ｃから店舗データｃを受信すると、端末装
置２は、エリア広告領域に店舗データａ、店舗データｂ、店舗データｃをリスト表示する
。
【０１１３】
　（５）のように、店舗情報発信装置３ａのエリアから外れて店舗データａを受信できな
くなると、端末装置２は、エリア広告領域から店舗データａを消去して店舗データｂ、店
舗データｃをリスト表示する。
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【０１１４】
　（６）のように、店舗情報発信装置３ｂのエリアからも外れると、端末装置２は、エリ
ア広告領域から店舗データｂを消去して店舗データｃのみをリスト表示する。
【０１１５】
　（７）のように、全ての店舗情報発信装置３のエリアから出ると、端末装置２は、エリ
ア広告領域の表示を消去する。
【０１１６】
　以上に説明したように、端末装置２は、受信する店舗情報発信装置３の店舗データによ
り、エリア広告リストの表示を切替えて、常に位置を反映した店舗情報をユーザに提供す
ることができる。
【０１１７】
［第２の実施形態］
　図１５は、本発明の別の実施形態における広告配信システム２１の概要を示す構成図で
ある。
【０１１８】
　図１のシステム構成との違いは、店舗データを発信する店舗情報発信装置３の代わりに
ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星２２を使って端末
装置２の現在位置情報を取得する点にある。
【０１１９】
　また、視聴映像サーバ６は、録画番組に関連する店舗についての情報を格納する録画店
舗データベース２３を備える。
【０１２０】
（端末装置）
　図１６は、本実施形態における広告配信システム２１の端末装置２の構成を示したブロ
ック図である。
【０１２１】
　図２の端末装置２の構成との違いは、店舗データを受信する店舗情報受信部１１の代わ
りにＧＰＳ衛星２２からの現在位置情報を受信するＧＰＳ情報受信部２４を含んで構成さ
れる点にある。
【０１２２】
　本実施形態における図２の端末装置２と機能が異なるモジュールの制御について、以下
に説明を行なう。
【０１２３】
　ユーザは、番組を視聴中に端末装置２のユーザ入力部２０を操作して視聴映像サーバ６
から店舗データ（店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告概要データ等）、店舗位置（座標）
情報及びシーンＩＤ等を取得する。
【０１２４】
　すなわち、店舗情報管理部１４は、ユーザ入力部２０から要求があると、店舗情報取得
要求を、ネットワーク送信処理部１２及びネットワーク送受信部１７を介して、視聴映像
サーバ６へと送信する。
【０１２５】
　また、店舗情報管理部１４は、ネットワーク送受信部１７及びネットワーク受信処理部
１６を介して、視聴映像サーバ６から視聴中の番組シーンに関連する店舗データ、店舗位
置情報及びシーンＩＤを受信すると、取得店舗ＩＤデータベース２５に記録する。
【０１２６】
　更に、店舗情報管理部１４は、ＧＰＳ情報受信部２４を介して、端末装置２の現在位置
情報を取得した場合、上記記載のように、番組視聴時に視聴映像サーバ６から取得した店
舗データ、店舗位置情報及びシーンＩＤ等を格納している取得店舗ＩＤデータベース２５
の店舗位置情報を検索して、あらかじめ設定した一定範囲内に該当する店舗がないかを検
索を行なう。
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【０１２７】
　該当する店舗が存在する場合、店舗情報管理部１４は該当店舗の店舗名称データ及び広
告概要データを表示管理部１３へと出力する。更に、ユーザ入力部２０から要求があると
、必要に応じて、店舗ＩＤ又はシーンＩＤを視聴映像サーバ６又は広告サーバ８それぞれ
に送信するためにネットワーク送信処理部１２へ出力する。
【０１２８】
　ＧＰＳ情報受信部２４は、ＧＰＳ衛星２２から、経度座標、緯度座標及び高さ情報を含
む端末装置２の現在位置情報を受信する。
【０１２９】
　ネットワーク送信処理部１２は、店舗情報管理部１４から入力される店舗情報取得要求
、店舗ＩＤ又はシーンＩＤ等を所定の通信プロトコルに変換する。
【０１３０】
　ネットワーク受信処理部１６は、視聴映像サーバ６から受信した店舗データ、店舗位置
情報、シーンＩＤ若しくは視聴映像シーン、又は広告サーバ８から受信した詳細広告デー
タ等に対してヘッダの除去やパケット化データの再構築などの処理を行なう。処理された
データのうち、店舗データ、店舗位置情報又はシーンＩＤは店舗情報管理部１４へ出力さ
れ、詳細広告データ又は視聴映像シーンは表示管理部１３へと出力される。
【０１３１】
　取得店舗ＩＤデータベース２５は、店舗ＩＤ、店舗名称データ、広告概要データ、店舗
位置情報などを管理するために店舗情報管理部１４によってデータを蓄積、消去されるデ
ータベースである。データベースの構成の詳細については、以下に説明する。
【０１３２】
　図１７は、端末装置２内の取得店舗ＩＤデータベース２５の一例である。
【０１３３】
　図１７に示すように、視聴映像サーバ６から受信した店舗ＩＤ、店舗名称データ、広告
概要データ、シーンＩＤ、店舗位置情報などが格納される。また、例えば、この時、同時
に、これらを受信した時刻を合わせて記録してもよい。
【０１３４】
（視聴映像サーバ）
　視聴映像サーバ６は、ユーザが、視聴又は録画した番組の映像を保存すると共に、番組
の各シーンと関連付けられた店舗ＩＤを記録する。また、記録した店舗ＩＤに関連する店
舗名称データ、広告概要データ及び店舗位置情報も記録する。
【０１３５】
　このために、例えば、ユーザの自宅のＨＤＲ等による、放送されているテレビの録画番
組データを格納する録画番組データベース４と、録画した番組に登場する店舗ＩＤに関連
する店舗データ、店舗位置情報等を記録する録画店舗データベース２３とを有している。
【０１３６】
　録画番組データベース４は、第１の実施形態と同様であり、図４と同じものである。
　また、シーンＩＤと店舗ＩＤとの関連づけの処理も、第１の実施形態において説明した
ものと同様である。
【０１３７】
　次に、録画店舗データベース２３について説明する。
　図１８は、視聴映像サーバ６内の録画店舗データベース２３の一例である。
　録画店舗データベース２３は、番組放送時に紹介された店舗の情報（店舗ＩＤ、店舗名
称、広告概要、店舗位置情報等）を番組録画時に番組ごとにまとめたデータベースである
。
【０１３８】
　録画店舗データベース２３のデータは、例えば、広告サーバ８から定期的に送信され、
更新する必要がある。また、契約が終了した等により店舗に関する情報が不要になる場合
は、広告サーバ８から店舗データ削除要求を送信し、視聴映像サーバ６は、該当する店舗
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データ、店舗位置情報及びシーンＩＤ等の削除を行なう。又は、広告サーバ８から定期的
に店舗データ等を送信する際に、削除要求を含ませてもよい。
【０１３９】
　なお、該データを送信するサーバは、広告サーバ８に限定されない。他のサーバでもよ
いし、該データは、可搬性のある記録媒体に記憶されていて、記録媒体から直接取得する
としてもよい。また、データ放送によって番組とともに送信されていてもよい。
【０１４０】
　ところで、視聴映像サーバ６は、端末装置２からの店舗情報取得要求を受信した際に、
端末装置２に送信する店舗データ等は、受信までの通信にかかる時間を考慮して、受信時
より少し前のシーンを複数送信する設定とした方がよい。
【０１４１】
　上記のような構成の録画番組データベース４及び録画店舗データベース２３を備えるこ
とにより、ユーザは、放送番組と録画番組のどちらを視聴していても、端末装置２から送
信する店舗情報取得要求によって店舗データ等を取得することができる。
【０１４２】
（広告リスト表示処理）
　次に、上述した広告配信システム２１の動作において、端末装置２が広告リスト表示を
行なう処理までを図１９を参照して説明する。
【０１４３】
　図１９は、広告配信システム２１において、端末装置２が現在位置座標を取得してから
視聴履歴広告のリスト表示を行なうまでの処理を示すフローチャートである。
【０１４４】
　まず、Ｓ３１において、端末装置２のＧＰＳ情報受信部２４は、ＧＰＳ衛星２２から現
在位置情報を取得して、経度座標、緯度座標、高さ情報等の位置（座標）情報を算出し、
店舗情報管理部１４に出力する。
【０１４５】
　次に、Ｓ３２において、店舗情報管理部１４は、ＧＰＳ情報受信部２４から入力された
現在位置情報と取得店舗ＩＤデータベース２５内の店舗位置情報を比較する。
【０１４６】
　店舗情報管理部１４には、現在位置情報と店舗位置情報に関して、現在位置情報から一
定の距離の範囲内（例えば、１００ｍ等）に該当する店舗位置情報を保持している店舗デ
ータを抽出できるように、この一定の距離の範囲の数値を設定しておく。
【０１４７】
　また、店舗情報管理部１４は、取得店舗ＩＤデータベース２５に、該当する店舗位置情
報が登録されていなかった場合（Ｓ３３において、「ＮＯ」）、そのまま処理を終了し、
例えば、表示部１９には、何も表示されない。又は、該当する店舗情報がありませんとい
う旨の表示を表示部１９に行なってもよい。
【０１４８】
　次に、Ｓ３３において、店舗情報管理部１４は、取得店舗ＩＤデータベース２５に、該
当する店舗位置情報が登録されていた場合（Ｓ３３において、「ＹＥＳ」）、該店舗位置
情報を保持している店舗データの店舗ＩＤ、店舗名称データ及び広告概要データ等の抽出
を行ない、これら情報を一時的に記憶するとともに、表示管理部１３に、店舗データがあ
る旨の制御情報の伝達を行なう。Ｓ３４で、これを受けて、表示管理部１３は、表示処理
部１８に、視聴履歴広告を表示させる制御情報を伝達し、表示部１９に、表示画面内にお
いて視聴履歴広告領域を表示させる。
【０１４９】
　次に、Ｓ３５において、端末装置２の店舗情報管理部１４は、一時記憶していた店舗名
称データ及び広告概要データを表示管理部１３に出力し、表示管理部１３は、店舗名称デ
ータ及び広告概要データを表示処理部１８に出力し、表示処理部１８は、視聴履歴広告リ
ストを表示部１９に表示させる。
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【０１５０】
　以上のような処理を行なうことにより、端末装置２は、取得した現在位置座標から視聴
履歴広告のリスト表示を行なうことができる。この後の、広告リスト表示から詳細広告表
示までの処理は、第１の実施形態と同様で、図１２で説明したような処理の流れとなる。
【０１５１】
　本実施形態においては、第１の実施形態と異なり、視聴映像サーバ６に視聴履歴を保存
せず、代わりに、ユーザが、視聴中に興味のある店舗の情報を見たとき、端末装置２を操
作して、視聴映像サーバ６から該店舗の情報を位置情報とともに該端末装置２に取り込ん
でおく構成とすることにより、その後、該店舗の位置に近づいたときに、ＧＰＳ衛星２２
から現在位置情報を取得し、以前、興味を持った店舗に関する情報を見ることができる。
【０１５２】
　このようにすることで、店舗ごとの店舗発信装置を設置しなくとも、端末装置は、ＧＰ
Ｓ衛星から位置情報を取得するだけで、視聴履歴広告リスト及びこれについての詳細広告
を表示することができ、設備に関する費用を低減させて実施を行なうことができる。
【０１５３】
　尚、本発明の広告配信システム、端末装置、広告配信方法、プログラム及び記録媒体は
、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内におい
て種々変更を加え得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の第１の実施形態における広告配信システムの概要を示す構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における端末装置の構成を示したブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における端末装置内の取得店舗ＩＤデータベースの一例
である。
【図４】視聴映像サーバ内の録画番組データベースの一例である。
【図５】視聴映像サーバ内の視聴履歴データベースの一例である。
【図６】広告サーバ内の広告データベースの一例である。
【図７】店舗情報発信装置から発信するデータフォーマットの一例を示している。
【図８】広告配信システムにおいて、端末装置が店舗ＩＤを取得してからエリア広告又は
視聴履歴広告のリスト表示を行なうまでの処理を示すフローチャートである。
【図９】端末装置に表示される画面の例である。
【図１０】端末装置がエリア広告リストを表示してから詳細広告データの表示を行なうま
での処理を示すフローチャートである。
【図１１】端末装置に表示される画面の例である。
【図１２】端末装置が視聴履歴広告リストを表示してから詳細広告データの表示を行なう
までの処理を示すフローチャートである。
【図１３】端末装置に表示される画面の例である。
【図１４】店舗情報発信装置と端末装置との位置関係による店舗データの受信態様を説明
した図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態における広告配信システムの概要を示す構成図である
。
【図１６】本発明の第２の実施形態における端末装置の構成を示したブロック図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態における端末装置内の取得店舗ＩＤデータベースの一
例である。
【図１８】視聴映像サーバ内の録画店舗データベースの一例である。
【図１９】広告配信システムにおいて、端末装置が現在位置情報を取得してから視聴履歴
広告のリスト表示を行なうまでの処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５５】
１、２１　広告配信システム
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２　端末装置
３　店舗情報発信装置
４　録画番組データベース
５　視聴履歴データベース
６　視聴映像サーバ
７　広告データベース
８　広告サーバ
１１　店舗情報受信部
１２　ネットワーク送信処理部
１３　表示管理部
１４　店舗情報管理部
１５、２５　取得店舗ＩＤデータベース
１６　ネットワーク受信処理部
１７　ネットワーク送受信部
１８　表示処理部
１９　表示部
２０　ユーザ入力部
２２　ＧＰＳ衛星
２３　録画店舗データベース
２４　ＧＰＳ情報受信部

【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１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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