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(57)【要約】
【課題】特定の消費者に向けた広告コンテンツを提供す
ることができる広告提供システム及び広告サーバを提供
する。
【解決手段】広告提供システム又はそこで使用される広
告サーバ６であって、ＰＯＰ端末２から周期的に又は連
続的に送信される無線通信を確立するための接続要求信
号を携帯情報端末４が受信することによって送信される
、接続要求に含まれるＰＯＰ端末２のＰＯＰ識別情報及
び当該携帯情報端末４の携帯識別情報を含む広告配信要
求を受信すると、広告配信要求に基づいてＰＯＰ端末２
及び携帯情報端末４の少なくとも一方に広告コンテンツ
を提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を有しネットワークに接続可能なＰＯＰ端末と、前記ネットワークに接続
可能な広告コンテンツを提供する広告サーバと、無線通信機能を有し前記ネットワークに
接続可能な携帯情報端末と、を備える広告提供システムにおいて使用される広告サーバで
あって、
　前記広告サーバは、前記ＰＯＰ端末から周期的に又は連続的に送信される無線通信を確
立するための接続要求信号を前記携帯情報端末が受信することによって送信される、前記
接続要求信号に含まれるＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報及び当該携帯情報端末の携帯識別情
報を含む広告配信要求を受信すると、前記広告配信要求に基づいて前記ＰＯＰ端末及び前
記携帯情報端末の少なくとも一方に広告コンテンツを提供することを特徴とする広告サー
バ。
【請求項２】
　前記ＰＯＰ識別情報及び前記携帯識別情報の少なくとも一方に基づいて、広告コンテン
ツを前記ＰＯＰ端末に提供することを特徴とする請求項１に記載の広告サーバ。
【請求項３】
　前記ＰＯＰ識別情報及び前記携帯識別情報の少なくとも一方に基づいて、広告コンテン
ツを前記携帯情報端末に提供することを特徴とする請求項１又は２に記載の広告サーバ。
【請求項４】
　前記広告サーバは、前記ＰＯＰ識別情報に対応付けられた、前記ＰＯＰ端末の設置状態
の属性、及び前記携帯識別情報に対応付けられた、前記携帯情報端末を所持する所持者の
属性の少なくとも一方に基づいて、複数の広告コンテンツの中から、前記提供する広告コ
ンテンツを選択することを特徴とする請求項１ないし３の何れか１項に記載の広告サーバ
。
【請求項５】
　前記広告サーバは、前記ネットワークに接続可能な他のサーバに格納された複数の広告
コンテンツの中から、前記提供する広告コンテンツを選択し、前記選択された広告コンテ
ンツを取得することを特徴とする請求項１ないし４の何れか１項に記載の広告サーバ。
【請求項６】
　前記広告配信要求には、前記接続要求信号の受信強度に基づいて特定された、前記ＰＯ
Ｐ端末と前記携帯情報端末との間の距離情報が含まれ、
　前記広告サーバは、前記距離情報に応じて、複数の広告コンテンツの中から、前記提供
する広告コンテンツを選択することを特徴とする請求項１ないし５の何れか１項に記載の
広告サーバ。
【請求項７】
　前記広告サーバは、前記距離情報に基づいて、その距離が所定の各閾値より小さくなる
毎に、一連の広告コンテンツを順次提供することを特徴とする請求項６に記載の広告サー
バ。
【請求項８】
　前記広告サーバは、前記距離情報に応じて前記広告コンテンツの配信頻度を変更するこ
とを特徴とする請求項７に記載の広告サーバ。
【請求項９】
　前記広告サーバは、異なる携帯情報端末から複数の広告配信要求を受信し、それら広告
配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報が同一の場合、複数の広告コンテンツの中から、各広
告配信要求に対応する広告コンテンツをそれぞれ選択し、前記距離情報に基づいて、前記
選択した広告コンテンツに優先順位を付与して前記ＰＯＰ端末に提供することを特徴とす
る請求項６ないし８の何れか１項に記載の広告サーバ。
【請求項１０】
　前記広告配信要求には、前記接続要求信号の受信時の時刻情報が含まれ、
　前記広告サーバは、前記携帯情報端末から少なくとも１回以上送信される前記広告配信
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要求に基づいて、前記携帯情報端末が前記ＰＯＰ端末を中心とする所定の範囲に存在して
いる時間を計算することを特徴とする請求項１ないし９の何れか１項に記載の広告サーバ
。
【請求項１１】
　前記広告サーバは、前記所定の範囲に存在している時間に基づいて、前記ＰＯＰ端末の
設置状態の属性と前記携帯識別情報に対応付けられた前記携帯情報端末を所持する所持者
の属性とが対応付けられた所持者の購買行動情報を作成することを特徴とする請求項１０
に記載の広告サーバ。
【請求項１２】
　無線通信機能を有しネットワークに接続可能なＰＯＰ端末と、前記ネットワークに接続
可能な広告コンテンツを提供する広告サーバと、無線通信機能を有し前記ネットワークに
接続可能な携帯情報端末と、を備える広告提供システムにおいて、
　前記ＰＯＰ端末は、無線通信を確立するための接続要求信号を周期的に又は連続的に送
信し、
　前記携帯情報端末は、前記ＰＯＰ端末から送信される接続要求信号を受信すると、前記
広告サーバに対し、前記接続要求信号に含まれるＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報及び当該携
帯情報端末の携帯識別情報を含む広告配信要求を送信し、
　前記広告サーバは、前記携帯情報端末から送信された広告配信要求を受信すると、前記
広告配信要求に基づいて前記ＰＯＰ端末及び前記携帯情報端末の少なくとも一方に広告コ
ンテンツを提供することを特徴とする広告提供システム。
【請求項１３】
　前記広告サーバは、前記ＰＯＰ識別情報及び前記携帯識別情報の少なくとも一方に基づ
いて、広告コンテンツを前記ＰＯＰ端末に提供することを特徴とする請求項１２に記載の
広告提供システム。
【請求項１４】
　前記広告サーバは、前記ＰＯＰ識別情報及び前記携帯識別情報の少なくとも一方に基づ
いて、広告コンテンツを前記携帯情報端末に提供することを特徴とする請求項１２又は１
３に記載の広告提供システム。
【請求項１５】
　前記広告サーバは、前記ＰＯＰ識別情報に対応付けられた、前記ＰＯＰ端末の設置状態
の属性、及び前記携帯識別情報に対応付けられた、前記携帯情報端末を所持する所持者の
属性の少なくとも一方に基づいて、複数の広告コンテンツの中から、前記提供する広告コ
ンテンツを選択することを特徴とする請求項１２ないし１４の何れか１項に記載の広告提
供システム。
【請求項１６】
　前記広告配信要求には、前記接続要求信号の受信強度に基づいて特定された、前記ＰＯ
Ｐ端末と前記携帯情報端末との間の距離情報が含まれ、
　前記広告サーバは、前記距離情報に応じて、複数の広告コンテンツの中から、前記提供
する広告コンテンツを選択することを特徴とする請求項１２ないし１５の何れか１項に記
載の広告提供システム。
【請求項１７】
　前記携帯情報端末は、第１の時刻に受信した接続要求信号の受信強度と、第２の時刻に
受信した接続要求信号の受信強度と、前記第１の時刻と前記第２の時刻の間における前記
携帯情報端末の重力加速度及び角速度の変化とに基づいて、前記距離情報を特定すること
を特徴とする請求項１６に記載の広告提供システム。
【請求項１８】
　前記広告サーバは、前記距離情報に基づいて、その距離が所定の各閾値より小さくなる
毎に、一連の広告コンテンツを順次提供することを特徴とする請求項１６又は１７に記載
の広告提供システム。
【請求項１９】
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　前記広告サーバは、前記距離情報に応じて前記広告コンテンツの配信頻度を変更するこ
とを特徴とする請求項１６又は１７に記載の広告提供システム。
【請求項２０】
　前記広告サーバは、異なる携帯情報端末から複数の広告配信要求を受信し、それら広告
配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報が同一の場合、複数の広告コンテンツの中から、各広
告配信要求に対応する広告コンテンツをそれぞれ選択し、前記距離情報に基づいて、前記
選択した広告コンテンツに優先順位を付与して前記ＰＯＰ端末に提供することを特徴とす
る請求項１６ないし１９の何れか１項に記載の広告提供システム。
【請求項２１】
　前記ＰＯＰ端末は、前記優先順位に従って、前記広告コンテンツをＰＯＰ端末の表示画
面に再生表示することを特徴とする請求項２０に記載の広告提供システム。
【請求項２２】
　前記ＰＯＰ端末は、前記表示画面を複数の領域に分割し、前記複数の領域において、前
記優先順位が付与された広告コンテンツの一部又は全部を同時に再生表示することを特徴
とする請求項２１に記載の広告提供システム。
【請求項２３】
　前記ＰＯＰ端末は、前記広告サーバから提供された広告コンテンツをストリーミング形
式で順次再生することを特徴とする請求項１２ないし２２の何れか１項に記載の広告提供
システム。
【請求項２４】
　前記広告配信要求には、前記接続要求信号の受信時の時刻情報が含まれ、
　前記広告サーバは、前記携帯情報端末から少なくとも１回以上送信される前記広告配信
要求に基づいて、前記携帯情報端末が前記ＰＯＰ端末を中心とする所定の範囲に存在して
いる時間を計算することを特徴とする請求項１２ないし２３の何れか１項に記載の広告提
供システム。
【請求項２５】
　前記広告サーバは、前記所定の範囲に存在している時間に基づいて、前記ＰＯＰ端末の
設置状態の属性と前記携帯識別情報に対応付けられた前記携帯情報端末を所持する所持者
の属性とが対応付けられた所持者の購買行動情報を作成することを特徴とする請求項２４
に記載の広告提供システム。
【請求項２６】
　前記購買行動情報には、前記広告サーバが前記ネットワークに接続可能なＰＯＳ端末か
ら取得した前記所持者が実際に購入した商品の情報が含まれることを特徴とする請求項２
５に記載の広告提供システム。
【請求項２７】
　前記購買行動情報には、前記携帯情報端末から提供された広告コンテンツの使用結果が
含まれることを特徴とする請求項２５又は２６に記載の広告提供システム。
【請求項２８】
　前記広告サーバは、報酬又は特典の情報に対応する、テキスト、画像又はコードを含む
広告コンテンツを前記携帯情報端末に配信し、前記配信された広告コンテンツに基づいて
前記購買行動情報を取得することを特徴とする請求項２５ないし２７の何れか１項に記載
の広告提供システム。
【請求項２９】
　前記広告サーバは、前記携帯識別情報に対応付けられた、前記携帯情報端末を所持する
所持者の属性に基づいて、前記ＰＯＰ端末にあらかじめ格納された複数の広告コンテンツ
の中から、再生表示させる広告コンテンツを指定することを特徴とする請求項１２ないし
２８の何れか１項に記載の広告提供システム。
【請求項３０】
無線通信機能を有しネットワークに接続可能な携帯情報端末に対し、
　無線通信機能を有するＰＯＰ端末から周期的に又は連続的に送信される無線通信を確立
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するための接続要求信号を受信するステップと、
　前記接続要求信号に含まれる前記ＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報を抽出するステップと、
　前記ＰＯＰ識別情報及び自己の携帯識別情報を含む広告配信要求を作成するステップと
、
　前記広告配信要求を前記ネットワークを介して広告サーバに送信するステップと、を前
記携帯情報端末に実行させるためのプログラム。
【請求項３１】
　さらに、前記接続要求信号の受信強度に基づいて、前記ＰＯＰ端末と自己との距離情報
を計算するステップと、を含み、
　前記広告配信要求に前記距離情報を含ませることを特徴とする請求項３０に記載のプロ
グラム。
【請求項３２】
　前記距離情報を計算するステップは、第１の時刻に受信した接続要求信号の受信強度と
、第２の時刻に受信した接続要求信号の受信強度と、前記第１の時刻と前記第２の時刻の
間における前記携帯情報端末の重力加速度及び角速度の変化とに基づいて、前記距離情報
を特定することを特徴とする請求項３１に記載のプログラム。
【請求項３３】
　前記広告配信要求は、前記距離情報が所定の閾値より小さい場合、送信されることを特
徴とする請求項３１又は３２に記載のプログラム。
【請求項３４】
　さらに、前記接続要求信号の受信時の時刻情報を取得するステップを含み、
　前記広告配信要求には前記時刻情報が含まれることを特徴とする請求項３０ないし３３
の何れか１項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告提供技術に関し、特に、広告コンテンツを再生表示する機能を有する電
子ＰＯＰ広告端末、及びこれらの近傍に位置する携帯情報端末に広告コンテンツを提供す
る広告サーバ、広告提供システム及び携帯情報端末用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、映像、音声等を含む広告コンテンツを再生表示する機能を有する端末を、店頭、
店舗の商品棚、カウンタ等に設置して、販売商品に関する広告コンテンツを提供する方法
が広く利用されている。一般に、消費者が商品を購買する場において、消費者に直接提供
される電子的な広告を電子ＰＯＰ広告（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｐｕｒｃｈａｓｅ　ａｄｖｅ
ｒｔｉｓｉｎｇ）といい、これを提供する端末を電子ＰＯＰ広告端末（以下、単に「ＰＯ
Ｐ端末」という）という。ＰＯＰ端末では、販売促進及び商品モデルの変更に伴って、広
告コンテンツ及びその表示スケジュール等が適宜更新される。
【０００３】
　ＰＯＰ端末には、オフライン型のものもあるし、データ通信機能を備え、ネットワーク
に接続することができるオンライン型のものもある（例えば、特許文献１参照）。特許文
献１に記載のオンライン型のＰＯＰ端末は、通信Ｉ／Ｆ部と、電子メールを受信する電子
メール処理手段と、データを再生する広告再生手段とを有しており、メールサーバーから
送信されたメールに添付されている広告コンテンツを再生表示することができる。
【０００４】
　また、客のオーダー情報に応じたＰＯＰ画面を表示する方法が提案されている（例えば
、特許文献２参照）。特許文献２に記載の技術では、ＰＯＰ表示装置を備えるＰＯＳ端末
（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）において、商品の対面販売時、客
のオーダー情報が入力されると、そのオーダー情報に関係する別の商品の画像データが表
示され、客の購買意欲を効果的にかきたてることが可能とされている。
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【０００５】
　また、移動体通信機器の位置情報を取得して、その位置情報に応じた広告をその移動体
通信機器に提供する移動体広告情報配信システムが提案されている（例えば、特許文献３
参照）。特許文献３に記載のシステムは、広告依頼主が設定した広告提供道路区間に対応
する広告を記憶する手段と、移動体通信機器から現在位置情報を取得してその位置情報に
対応する広告提供道路区間に対する広告を配する手段などを備え、位置情報に応じた広告
を配信することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１０９１９０号公報
【特許文献２】特開２００４－１３４０８号公報
【特許文献３】特開２００２－２８８５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された技術によれば、店頭、店舗の商品棚、カウンタ等に設置された
ＰＯＰ端末の表示画面に広告コンテンツを再生表示することができるので、消費者が商品
を購買する場を広告場所として、直接的な広告宣伝を行うことができる。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載のＰＯＰ端末では、店舗又は販売商品に関する広告コ
ンテンツを近傍の消費者に一方向的に配信しているのみである。通常、消費者各個人で興
味のある対象及び分野は異なるものであるため、特許文献１のＰＯＰ端末によっては、消
費者の属性（性別、年齢層など）に基づいて、特定の消費者に向けてターゲットを絞った
効果的、効率的な広告宣伝をすることができない。さらに、特許文献１に記載のＰＯＰ端
末は、消費者の位置を特定しておらず、広告コンテンツを所定のスケジュールに従って再
生表示しているだけである。
【０００９】
　一方、特許文献２に記載された技術によれば、ＰＯＳ端末において、消費者が既にオー
ダーした商品の情報に基づいて、それと一緒にオーダーされる頻度の高い商品を選択する
ので、ある程度効果的に販売商品についての広告宣伝及び販売促進をすることができる。
しかし、特許文献２の技術では、広告宣伝の機会は、消費者がレジに位置し、注文をして
いる間に限られており、さらに消費者の属性を具体的に特定することもできない。ＰＯＰ
端末において、特定の消費者に応じたピンポイントの広告宣伝を行うためには、ＰＯＰ端
末に接近しつつある消費者を特定し、消費者の属性に関する情報に基づいて、適切な広告
コンテンツを選択する必要があるのである。
【００１０】
　他方、特許文献３に記載された移動体広告情報配信システムでは、情報利用者の所持す
る移動体通信機器（カーナビ）の位置情報に基づいて、広告主が設定した広告提供道路区
間を車両が通過している間、広告主があらかじめ登録した広告を車両に配信することがで
きる。また、あらかじめ登録された情報利用者の属性に基づいて、広告の配信条件を設定
することができるので、広告宣伝の効果の点から、広告主及び情報利用者の双方にとって
好ましい。このように、情報利用者の属性と位置情報を得ることができれば、情報利用者
の位置などに応じて、適切な広告を選択し、配信することができる可能性がある。
【００１１】
　しかし、特許文献３に記載の移動体広告情報配信システムは、移動体通信機器の位置を
特定する際、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）信号によ
る位置情報を利用するものである。このため、携帯情報端末が屋内又は地下に位置する場
合、ＧＰＳ衛星から送信される信号を必要な強度で受信することができない。ＧＰＳによ
る測位では、高さ方向についても誤差が含まれるため、複数の階を有する大型店舗などで
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は、消費者が所持する携帯情報端末が何階に位置しているのか不明確となることがある。
屋内における測位のために、受信したＧＰＳ信号を増幅して再放射させるＧＰＳリピータ
装置、及び擬似的なＧＰＳ信号を環境内に放射する地上補完装置（ＩＭＥＳ：Ｉｎｄｏｏ
ｒ　ＭＥｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が提案されているが、現状ではこれらも十分に
普及していない。このように、特許文献３に記載された技術によっては、ＧＰＳ信号が届
きにくい屋内環境において、ＧＰＳ対応の携帯情報端末を所持する消費者、客などの位置
情報を得ることが難しい。
【００１２】
　本発明は、前述した問題に鑑みてなされたものであって、特定の消費者に向けた広告コ
ンテンツをＰＯＰ端末に配信することができる広告提供システム及び広告サーバを提供す
ることを目的とする。また、消費者の位置に応じた広告コンテンツを消費者の所持する携
帯情報端末に配信することができる広告提供システム及び広告サーバを提供することを目
的とする。また、屋内環境においても簡易な構成によって消費者の位置を取得することが
でき、位置情報を利用して広告コンテンツを選択することができる広告提供システム及び
広告サーバを提供することを目的とする。また、広告提供システムを利用する携帯情報端
末において、広告配信要求を作成するためのプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前述した課題を解決するため、本発明の広告サーバは、無線通信機能を有しネットワー
クに接続可能なＰＯＰ端末と、ネットワークに接続可能な広告コンテンツを提供する広告
サーバと、無線通信機能を有しネットワークに接続可能な携帯情報端末と、を備える広告
提供システムにおいて使用される広告サーバであって、広告サーバは、ＰＯＰ端末から周
期的に又は連続的に送信される無線通信を確立するための接続要求信号を携帯情報端末が
受信することによって送信される、接続要求信号に含まれるＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報
及び当該携帯情報端末の携帯識別情報を含む広告配信要求を受信すると、広告配信要求に
基づいてＰＯＰ端末及び携帯情報端末の少なくとも一方に広告コンテンツを提供する。
【００１４】
　また、上記広告サーバにおいて、ＰＯＰ識別情報及び携帯識別情報の少なくとも一方に
基づいて、広告コンテンツをＰＯＰ端末に提供することが好ましい。また、ＰＯＰ識別情
報及び携帯識別情報の少なくとも一方に基づいて、広告コンテンツを携帯情報端末に提供
することが好ましい。
【００１５】
　また、上記広告サーバは、ＰＯＰ識別情報に対応付けられた、ＰＯＰ端末の設置状態の
属性、及び携帯識別情報に対応付けられた、携帯情報端末を所持する所持者の属性の少な
くとも一方に基づいて、複数の広告コンテンツの中から、提供する広告コンテンツを選択
することが好ましい。また、上記広告サーバは、ネットワークに接続可能な他のサーバに
格納された複数の広告コンテンツの中から、提供する広告コンテンツを選択し、選択され
た広告コンテンツを取得することが好ましい。
【００１６】
　また、上記広告サーバにおいて、広告配信要求には、接続要求信号の受信強度に基づい
て特定された、ＰＯＰ端末と携帯情報端末との間の距離情報が含まれ、広告サーバは、距
離情報に応じて、複数の広告コンテンツの中から、提供する広告コンテンツを選択するこ
とが好ましい。
【００１７】
　また、上記広告サーバは、距離情報に基づいて、その距離が所定の各閾値より小さくな
る毎に、一連の広告コンテンツを順次提供することが好ましい。また、上記広告サーバは
、距離情報に応じて広告コンテンツの配信頻度を変更することが好ましい。
【００１８】
　また、上記広告サーバは、異なる携帯情報端末から複数の広告配信要求を受信し、それ
ら広告配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報が同一の場合、複数の広告コンテンツの中から
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、各広告配信要求に対応する広告コンテンツをそれぞれ選択し、距離情報に基づいて、選
択した広告コンテンツに優先順位を付与してＰＯＰ端末に提供することが好ましい。
【００１９】
　また、上記広告サーバにおいて、広告配信要求には、接続要求信号の受信時の時刻情報
が含まれ、広告サーバは、携帯情報端末から少なくとも１回以上送信される広告配信要求
に基づいて、携帯情報端末がＰＯＰ端末を中心とする所定の範囲に存在している時間を計
算することが好ましい。
【００２０】
　また、上記広告サーバは、所定の範囲に存在している時間に基づいて、ＰＯＰ端末の設
置状態の属性と携帯識別情報に対応付けられた携帯情報端末を所持する所持者の属性とが
対応付けられた所持者の購買行動情報を作成することが好ましい。
【００２１】
　本発明の広告提供システムは、無線通信機能を有しネットワークに接続可能なＰＯＰ端
末と、ネットワークに接続可能な広告コンテンツを提供する広告サーバと、無線通信機能
を有しネットワークに接続可能な携帯情報端末と、を備え、ＰＯＰ端末は、無線通信を確
立するための接続要求信号を周期的に又は連続的に送信し、携帯情報端末は、ＰＯＰ端末
から送信される接続要求信号を受信すると、広告サーバに対し、接続要求信号に含まれる
ＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報及び当該携帯情報端末の携帯識別情報を含む広告配信要求を
送信し、広告サーバは、携帯情報端末から送信された広告配信要求を受信すると、広告配
信要求に基づいてＰＯＰ端末及び携帯情報端末の少なくとも一方に広告コンテンツを提供
することが好ましい。
【００２２】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、ＰＯＰ識別情報及び携帯識別情
報の少なくとも一方に基づいて、広告コンテンツをＰＯＰ端末に提供することが好ましい
。また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、ＰＯＰ識別情報及び携帯識別情
報の少なくとも一方に基づいて、広告コンテンツを携帯情報端末に提供することが好まし
い。
【００２３】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、ＰＯＰ識別情報に対応付けられ
た、ＰＯＰ端末の設置状態の属性、及び携帯識別情報に対応付けられた、携帯情報端末を
所持する所持者の属性の少なくとも一方に基づいて、複数の広告コンテンツの中から、提
供する広告コンテンツを選択することが好ましい。
【００２４】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告配信要求には、接続要求信号の受信強度に
基づいて特定された、ＰＯＰ端末と携帯情報端末との間の距離情報が含まれ、広告サーバ
は、距離情報に応じて、複数の広告コンテンツの中から、提供する広告コンテンツを選択
するが好ましい。
【００２５】
　また、上記広告提供システムにおいて、携帯情報端末は、第１の時刻に受信した接続要
求信号の受信強度と、第２の時刻に受信した接続要求信号の受信強度と、第１の時刻と第
２の時刻の間における携帯情報端末の重力加速度及び角速度の変化とに基づいて、距離情
報を特定することが好ましい。
【００２６】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、距離情報に基づいて、その距離
が所定の各閾値より小さくなる毎に、一連の広告コンテンツを順次提供することが好まし
い。また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、距離情報に応じて広告コンテ
ンツの配信頻度を変更することが好ましい。
【００２７】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、異なる携帯情報端末から複数の
広告配信要求を受信し、それら広告配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報が同一の場合、複
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数の広告コンテンツの中から、各広告配信要求に対応する広告コンテンツをそれぞれ選択
し、距離情報に基づいて、選択した広告コンテンツに優先順位を付与してＰＯＰ端末に提
供することを特徴とすることが好ましい。
【００２８】
　また、上記広告提供システムにおいて、ＰＯＰ端末は、優先順位に従って、広告コンテ
ンツをＰＯＰ端末の表示画面に再生表示することが好ましい。また、上記広告提供システ
ムにおいて、ＰＯＰ端末は、表示画面を複数の領域に分割し、複数の領域において、優先
順位が付与された広告コンテンツの一部又は全部を同時に再生表示することが好ましい。
また、上記広告提供システムにおいて、ＰＯＰ端末は、広告サーバから提供された広告コ
ンテンツをストリーミング形式で順次再生することが好ましい。
【００２９】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告配信要求には、接続要求信号の受信時の時
刻情報が含まれ、広告サーバは、携帯情報端末から少なくとも１回以上送信される広告配
信要求に基づいて、携帯情報端末がＰＯＰ端末を中心とする所定の範囲に存在している時
間を計算することが好ましい。
【００３０】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、所定の範囲に存在している時間
に基づいて、ＰＯＰ端末の設置状態の属性と携帯識別情報に対応付けられた携帯情報端末
を所持する所持者の属性とが対応付けられた所持者の購買行動情報を作成することが好ま
しい。
【００３１】
　また、上記広告提供システムにおいて、購買行動情報には、広告サーバがネットワーク
に接続可能なＰＯＳ端末から取得した所持者が実際に購入した商品の情報が含まれること
が好ましい。また、上記広告提供システムにおいて、購買行動情報には、携帯情報端末か
ら提供された広告コンテンツの使用結果が含まれることが好ましい。
【００３２】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、報酬又は特典の情報に対応する
、テキスト、画像又はコードを含む広告コンテンツを携帯情報端末に配信し、配信された
広告コンテンツに基づいて購買行動情報を取得することが好ましい。
【００３３】
　また、上記広告提供システムにおいて、広告サーバは、携帯識別情報に対応付けられた
、携帯情報端末を所持する所持者の属性に基づいて、ＰＯＰ端末にあらかじめ格納された
複数の広告コンテンツの中から、再生表示させる広告コンテンツを指定することが好まし
い。
【００３４】
　本発明は、広告提供システムにおいて使用される携帯情報端末のプログラムであって、
無線通信機能を有しネットワークに接続可能な携帯情報端末に対し、無線通信機能を有す
るＰＯＰ端末から周期的に又は連続的に送信される無線通信を確立するための接続要求信
号を受信するステップと、接続要求信号に含まれるＰＯＰ端末のＰＯＰ識別情報を抽出す
るステップと、ＰＯＰ識別情報及び自己の携帯識別情報を含む広告配信要求を作成するス
テップと、広告配信要求をネットワークを介して広告サーバに送信するステップと、を携
帯情報端末に実行させる。
【００３５】
　上記プログラムにおいて、さらに、接続要求信号の受信強度に基づいて、ＰＯＰ端末と
自己との距離情報を計算するステップと、を含み、広告配信要求に距離情報を含ませるこ
とが好ましい。上記プログラムにおいて、距離情報を計算するステップは、第１の時刻に
受信した接続要求信号の受信強度と、第２の時刻に受信した接続要求信号の受信強度と、
第１の時刻と第２の時刻の間における携帯情報端末の重力加速度及び角速度の変化とに基
づいて、距離情報を特定することが好ましい。
【００３６】
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　上記プログラムにおいて、広告配信要求は、距離情報が所定の閾値より小さい場合、送
信されることが好ましい。上記プログラムにおいて、さらに、接続要求信号の受信時の時
刻情報を取得するステップを含み、広告配信要求には時刻情報が含まれることが好ましい
。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、携帯情報端末を所持する所持者の属性とＰＯＰ端末の設置状態の属性
とに応じた広告コンテンツを適宜選択し、ピンポイントの広告コンテンツを提供すること
ができる。また、所持者とＰＯＰ端末との相対距離に応じて、適時の広告コンテンツを提
供することができる。その他の効果については、発明を実施するための形態において述べ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の広告提供システムの全体構成を示す概略図
【図２】ＰＯＰ端末管理情報の一例を示す図
【図３】ＰＯＰ広告コンテンツ管理情報の一例を示す図
【図４】所持者管理情報の一例を示す図
【図５】第２広告サーバ連携情報の一例を示す図
【図６】携帯広告コンテンツ管理情報の一例を示す図
【図７】本発明のＰＯＰ端末の構成の一例を示すブロック図
【図８】本発明の携帯情報端末の構成の一例を示すブロック図
【図９】広告提供システムの処理の概要を示すシーケンス図
【図１０】携帯情報端末の広告配信要求作成処理の一例を示すフローチャート
【図１１】携帯情報端末の広告配信要求準備テーブルの一例を示す図
【図１２】携帯情報端末の所持者の移動の様子を説明する図
【図１３】携帯情報端末の距離計算処理の一例を示すフローチャート
【図１４】本発明の第１広告サーバの処理の一例を示すフローチャート
【図１５】本発明の第２広告サーバの処理の一例を示すフローチャート
【図１６】本発明のＰＯＰ端末の再生表示処理の一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　［本発明の概要］
　本発明では、店舗の客、サービスの利用者、商品の購入者等（以下「消費者」という）
が所持する携帯情報端末が、広告場所に設置されたＰＯＰ端末に接近すると、携帯情報端
末は、ＰＯＰ端末が近傍の無線通信機器との間で無線通信を確立するために送信する接続
要求信号を受信し、その接続要求信号に含まれるＰＯＰ端末を一意に特定する「ＰＯＰ識
別情報」を取得する。以下、携帯情報端末を所持する者を「所持者」という。
【００４０】
　そして、携帯情報端末は、取得したＰＯＰ識別信号と、自己の携帯情報端末に付与され
た「携帯識別情報」とを含む広告配信要求を、ネットワークなどを介して広告サーバに送
信する。本発明は、携帯情報端末において、上記手順を実行するためのプログラムを含む
。
【００４１】
　また、携帯情報端末、広告サーバまたはＰＯＰ端末は、携帯情報端末が受信した接続要
求信号の受信強度に基づいて、ＰＯＰ端末と携帯情報端末との間の「距離情報」を計算し
てもよい。この場合、携帯情報端末は、受信強度又は距離情報をさらに含む広告配信要求
を広告サーバに送信する。ＰＯＰ端末において広告コンテンツを消費者に提供する際は、
消費者の正確な位置（絶対座標としての緯度経度）を特定しなくてもよい。ＰＯＰ端末と
それに接近する消費者との概略位置をある程度特定できれば、ＰＯＰ端末からの音声によ
って消費者の注意を引くことができる。すなわち、相対方位及び相対距離が特定できれば
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望ましいが相対距離を特定するだけでよい。よって、簡易な構成により、消費者との位置
関係に応じて、ＰＯＰ端末に適切な広告コンテンツを提供することができる。ここで、消
費者との位置関係に応じてＰＯＰ端末で再生する広告コンテンツの音量を調節してもよい
。
【００４２】
　本発明の広告サーバは、携帯情報端末から送信された広告配信要求に基づいて、広告コ
ンテンツを選択し、選択された広告コンテンツをＰＯＰ端末及び携帯情報端末の少なくと
も一方に配信する。この場合、広告サーバは、ＰＯＰ識別情報、携帯識別情報及び距離情
報のいずれか一つ以上によって、複数の広告コンテンツの中から所望の広告コンテンツを
選択することができる。すなわち、ＰＯＰ端末が設置状態の属性（対象店舗、売場、取扱
商品など）、所持者の属性（年齢、性別、嗜好など）、所持者の存在圏（ＰＯＰ端末と所
持者との相対距離）などの条件を適宜組み合わせて、特定の所持者に最適の広告コンテン
ツを選択することができるので、所持者、広告提供者、店舗事業者らにとって利益のある
広告提供が可能である。
【００４３】
　本発明では、広告サーバは、複数のサーバ（第１広告サーバ及び第２広告サーバ）を相
互に連携させる構成としてもよい。例えば、第１広告サーバに、主にＰＯＰ端末及び／又
は携帯情報端末に広告コンテンツを提供する機能を持たせ、第２広告サーバに、主に所持
者の属性及び個人情報を保持させる構成としてもよいし、第１広告サーバに、主にＰＯＰ
端末及び／又は携帯情報端末に広告コンテンツを提供する機能を持たせ、第２広告サーバ
に、主に所持者の属性及び個人情報を保持させ、さらに携帯情報端末に広告コンテンツを
提供する機能を持たせる構成としてもよい。第２広告サーバは、所持者が個々に加入する
各種サービス（ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）、会員制ＷＥＢサー
ビス、コミュニティサイトなど）の運用サーバを兼用していてもよい。
【００４４】
　本発明において、広告コンテンツの内容及び種類は特に限定されず適宜設定してよい。
例えば、広告コンテンツは、商品の販売促進及び役務の提供のための情報として、動画像
、静止画像（テキスト、各種コード、地図を含む）、音声、これらの組み合わせなどを含
んでよい。また、商業目的に限定されず、行政上のサービスを含むものであってもよい。
以下、説明のため、ＰＯＰ端末に配信するものを「ＰＯＰ広告コンテンツ」といい、携帯
情報端末に配信するものを「携帯広告コンテンツ」という。
【００４５】
　ＰＯＰ広告コンテンツは、例えば、商品の広告宣伝であり、動画像、静止画像、テキス
ト、音声の集合情報であり、ダウンロード形式のデータでも、ストリーミング形式のデー
タでもよい。特に本発明の広告提供システムにおいては、携帯情報端末からの広告配信要
求に応じて広告コンテンツが広告サーバからＰＯＰ端末に提供されること、及び携帯情報
端末の所持者が移動していることから、タイミング良くＰＯＰ端末に広告を表示する必要
がある。このため、ＰＯＰ広告コンテンツは予めＰＯＰ端末に格納させておき、広告サー
バからの指示に従って再生可能な構成としておくことが好ましい。また、広告サーバから
ＰＯＰ端末へＰＯＰ広告コンテンツを供給する場合、ＰＯＰ広告コンテンツの全てを一旦
ＰＯＰ端末の記憶部に記録させた後に再生させるダウンロード形式よりも、広告サーバか
ら提供されたＰＯＰ広告コンテンツをＰＯＰ端末の表示装置において順次再生表示するス
トリーミング形式とすることが好ましい。なお、広告サーバがＰＯＰ端末に広告コンテン
ツを提供するとは、広告サーバからＰＯＰ端末にストリーミング形式又はダウンロード形
式でＰＯＰ広告コンテンツを供給する場合だけではなく、広告サーバからの指示（スケジ
ュール情報）に従って予めＰＯＰ端末の記憶部に格納させてＰＯＰ広告コンテンツを再生
する場合も含まれる。
【００４６】
　携帯広告コンテンツは、商品の広告宣伝に加えて、例えば、消費者に発行される報酬（
ポイント、電子マネー）、特典（割引券、クーポン）を含めてもよいし、賞品又は景品交
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換のスタンプ、ホームページ参照のためのコード、アドレスなどを含めてもよい。なお、
広告サーバが携帯情報端末に広告コンテンツを提供する場合、電子メールによってプッシ
ュで提供してもよいし、携帯情報端末のアプリを通じて提供してもよいし、リーダー／ラ
イター機能を有するＰＯＰ端末からの通信によって提供してもよい。
【００４７】
　また、本発明において、広告場所とは、種々の店舗（商業店舗、飲食店舗）の店頭又は
店内であり、特に、消費者の購買意欲を効果的に高めるために、広告対象の販売商品の近
傍である商品陳列棚、カウンタであることが好ましい。また、これに限定されず、消費者
が多く集う街頭、屋外の店舗、広場、催事場、休憩場所、駅、高速道路のサービスエリア
、その他の公共施設であってもよい。また、各種交通機関の車両又は移動体であってもよ
い。さらに、営利を目的としない行政機関の庁舎などを含んでもよい。
【００４８】
　本発明のＰＯＰ端末は、少なくとも広告コンテンツを再生表示する表示機能と他の無線
通信機器と通信する無線通信機能を有し、無線通信を確立するための接続要求信号を送信
可能に構成される。ＰＯＰ端末は、ネットワークに接続可能なオンライン型の端末である
必要があるが、従来の表示機能しか持たないオフライン型のＰＯＰ表示装置と無線通信が
可能に構成された通信装置とを組み合わせた構成としてもよい。かかる構成については、
出願人による特願２０１１－３６１９１に詳細な説明がある。また、単なる表示装置であ
っても、自立制御可能な情報処理機能及び無線通信機能を組み合わせて、ＰＯＰ端末とし
て使用することもできる。なお、広告コンテンツを再生表示するとは、表示画面等に映像
（動画及び静止画）及び音声を出力するだけでなく、映像及び音声のいずれか一方だけを
出力する場合も含む。
【００４９】
　各ＰＯＰ端末は、ネットワークにおいて、ＰＯＰ識別情報によって特定可能である。Ｐ
ＯＰ識別情報は、例えば、ＰＯＰ端末のＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、製造番号又は製
造番号などに基づいて生成されたハッシュ値であってもよいが、無線ＬＡＮにおける識別
子として利用されるＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＢＳ
ＳＩＤ（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を採用すること
が好ましい。ＰＯＰ識別情報は、ＰＯＰ端末の機器に固有の情報であれば足る。
【００５０】
　本発明の携帯情報端末は、少なくとも、無線通信機能、及びネットワークに接続する機
能を有していればよい。携帯情報端末は、多機能携帯電話（スマートフォン、ｉ－ｐｈｏ
ｎｅ（登録商標））であることが好ましいが、これに限定されない。パーソナルコンピュ
ータ、タブレット端末、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔ）、カーナビ等であってもよい。
【００５１】
　各携帯情報端末は、ネットワークにおいて、携帯識別情報によって特定可能である。携
帯識別情報は、例えば、ＩＭＥＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）番号、携帯電話番号であってもよい。
【００５２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、本発明は、以下の例
に限定されるものではない。
【００５３】
　［広告提供システムの構成］
　図１は、広告提供システムの全体構成を示す概略図である。本発明の実施形態の広告提
供システム１は、ネットワーク１００などを介して、店舗に設置されたＰＯＰ端末２、及
びそのＰＯＰ端末２の近傍に位置する携帯情報端末４の少なくとも一方に、第１広告サー
バ６又は第２広告サーバ７によって広告コンテンツを提供するシステムである。本システ
ムにおける具体的な処理については図９を用いて後述する。
【００５４】
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　現在、一般的に、公衆電話網等を利用したインターネットなどのネットワーク１００、
及び、各店舗（店舗Ａ、・・・）、駅等において無線ＬＡＮ等を利用したローカルエリア
ネットワーク２００が構築されている。本実施形態の広告提供システム１は、ＰＯＰ端末
２、第１広告サーバ６、第２広告サーバ７を備え、これらは、直接、又は、ネットワーク
１００、ローカルエリアネットワーク２００、中継装置１１０などを介して間接的に相互
に接続される。広告提供システム１は、少なくとも第１広告サーバ６を管理するための管
理端末８を設けてもよい。
【００５５】
　ネットワーク１００は、特に限定されるものではなく、例えば、公衆電話網、ＩＳＤＮ
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略。デジ
タル総合サービス網とも呼ばれる。）、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）、ＣＡＴＶ（Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ａｎｔｅｎｎ
ａ　ＴｅｌｅＶｉｓｉｏｎ）網、光ファイバー網、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＣＳ（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）放送、移
動電話網等を利用することができる。
【００５６】
　ローカルエリアネットワーク２００も特に限定されるものではないが、無線ＬＡＮ、特
に、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）を採用するのが好ましい。ほか
に、一部にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＵＷＢ（Ｕｌ
ｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ）を採用してもよい。「Ｗｉ－Ｆｉ」及び「ＷｉＭＡＸ」は
、それぞれ、無線ＬＡＮの標準規格である「ＩＥＥＥ　８０２．１１」及び「ＩＥＥＥ　
８０２．１６」に準拠するものである。
【００５７】
　中継装置１１０は、ネットワーク１００とローカルエリアネットワーク２００との通信
を中継する機器である。ローカルエリアネットワーク２００が無線ＬＡＮによって構成さ
れている場合、中継装置１１０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして機能し、無線Ｌ
ＡＮに対応した各機器を接続可能である。ほかに、中継装置１１０は、ネットワークの形
態に応じて、携帯電話回線網及びＰＨＳ回線網の基地局、モデム機能又はルーティング機
能を有する携帯情報端末、モバイルルータ等を利用することもできる。
【００５８】
　ＰＯＰ端末２は、広告場所に設置され、通常は、記憶部に格納された広告コンテンツ及
び表示スケジュールを使用してその表示画面に再生表示を行う。さらに、ＰＯＰ端末は、
ネットワーク１００ないしローカルエリアネットワーク２００を経由して、第１広告サー
バ６（又は第２広告サーバ７）から送信された広告コンテンツを取得し、かかる広告コン
テンツをその表示画面に出力する。
【００５９】
　本実施形態では、ＰＯＰ端末２は、中継装置１１０と無線ＬＡＮ（特にＷｉ－Ｆｉを利
用する）を用いて接続可能であることが好ましいが、アナログ回線、デジタル回線、光フ
ァイバー回線、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）等の有線回線を経由して中継装置１１０又
はネットワーク１００に接続する構成であってもよい。ＰＯＰ端末２は、少なくとも、広
告提供サービスを利用する携帯情報端末４に対して、接続要求信号を送信可能に構成され
ていれば足る。なお、ＰＯＰ端末２が広告コンテンツを取得するとは、特定の広告コンテ
ンツを内部の記憶部に格納することだけではなく、記憶部に格納しなかったとしても、特
定の広告コンテンツを表示画面において出力可能にすることも含まれる。ＰＯＰ端末２が
第１広告サーバ６から情報量の多い動画の広告コンテンツを取得する場合、その広告コン
テンツのストリームデータをダウンロードしながら再生表示することも含まれる。ＰＯＰ
端末２の構成及び動作の詳細については、図７を用いて後述する。
【００６０】
　広告提供サービスを利用する携帯情報端末４は、所持者４－１によって所持され、所持
者４－１とともに店舗近辺を移動する。携帯情報端末４は、ネットワーク１００に接続可
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能に構成される。また、ローカルエリアネットワーク２００（例えば、無線ＬＡＮ）にも
接続可能であることが好ましいが、ＰＯＰ端末２が送信する接続要求信号を受信可能に構
成されていればよい。携帯情報端末４は、接続要求信号を受信すると、広告配信要求を作
成し、その広告配信要求をネットワーク１００などを経由して第１広告サーバ６に送信す
る。携帯情報端末４の構成及び動作の詳細については、図８を用いて後述する。また、携
帯情報端末４は、携帯広告コンテンツ（例えば、クーポン）を実際に使用した場合に、そ
の使用結果を第１広告サーバ６に通知してもよい。
【００６１】
　また、各店舗に構成されたローカルエリアネットワーク２００において、ＰＯＳ端末１
２０が接続されてもよい。ＰＯＳ端末１２０は、所持者４－１に配信された携帯広告コン
テンツ（例えば、クーポン）が対象商品の購入時に実際に使用された場合、その使用結果
を第１広告サーバ６に通知してもよい。
【００６２】
　第１広告サーバ６は、ネットワーク１００及び中継装置１１０を介して、ＰＯＰ端末２
及び／又は携帯情報端末４に広告コンテンツを配信する広告供給装置である。第１広告サ
ーバ６としては、サーバ、一つ又は複数のパーソナルコンピュータ、若しくはサーバとパ
ーソナルコンピュータを組み合わせて使用することができる。第１広告サーバ６は、ネッ
トワーク１００に接続する機能、及び広告コンテンツを格納する機能、広告配信要求に応
じて対応する広告コンテンツを検索し配信する機能、第２広告サーバ７と連携して各種サ
ービスを実現する機能等を有する。第１広告サーバ６には、データベース６０が構成され
てもよい。データベース６０の詳細については、図２乃至図６を用いて後述する。
【００６３】
　第２広告サーバ７は、第１広告サーバ６と連携して各種サービスを実現する機能を有す
るものであり、第１広告サーバ６の一部の機能を分担させることができる。ただし、第２
広告サーバ７が分担した各機能は、第１広告サーバ６にも持たせてもよい。例えば、第２
広告サーバ７は、携帯情報端末４の所持者４－１の属性及び個人情報等をデータベース７
０を有し、第１広告サーバ６がＰＯＰ端末２及び携帯情報端末４に配信する広告コンテン
ツを選択するために、携帯情報端末４の所持者４－１の属性を第１広告サーバ６に提供す
るように構成してもよい。また、第２広告サーバ７は、携帯広告コンテンツを有し、第１
広告サーバ６から提供された携帯識別情報等に基づいて、携帯情報端末４に携帯広告コン
テンツを提供するように構成してもよい。第２広告サーバは、第１広告サーバとの間で広
告提供サービスを利用する携帯情報端末４の所持者の認証処理を行うことが好ましい。所
持者の属性は、所持者が第２広告サーバ７の各種サービスに加入する際に登録されている
ことが好ましい。第２広告サーバ７の持つデータベース７０の詳細については、図４及び
図６を用いて後述する。
【００６４】
　なお、本実施形態では、説明のため、第１広告サーバ６と第２広告サーバ７とを別々に
図示したが、各サーバは一体の構成であってもよいし、その他の複数の外部サーバ、コン
テンツサーバなどと接続する構成であってもよい。
【００６５】
　管理端末８は、少なくとも広告供給装置としての第１広告サーバ６を管理する端末であ
り、さらに、管理端末８は、第２広告サーバ７を管理してもよい。管理端末８は、広告提
供システムに加入するＰＯＰ端末２のＰＯＰ識別情報（後述するＰＯＰ端末管理情報）を
登録又は更新する機能、第１広告サーバ６に格納されている広告コンテンツ（後述するＰ
ＯＰ広告コンテンツ管理情報）を登録又は更新する機能、第１広告サーバ６及び第２広告
サーバ７に格納されている広告コンテンツを特定のＰＯＰ端末２及び／又は携帯端末４に
配信する機能などを有する。また、管理端末８は、携帯識別情報、後述する所持者管理情
報及び携帯広告コンテンツ管理情報を登録又は更新する機能、オペレータの操作及び各種
情報を入出力する機能、操作メニュー及びファイルの内容等の各種情報を画面表示する機
能、各種情報及びプログラムを記憶する機能等を有する。管理端末８には、例えば、パー
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ソナルコンピュータ等を採用することができる。管理端末８は、一台であってもよいし、
第１広告サーバ６と一体の装置であってもよいが、第１広告サーバ６へのアクセス権限に
応じて、複数台が備えられることが好ましい。
【００６６】
　第１広告サーバ６において、必要な情報はデータベース６０の形態で構成されていても
よく、データベース６０には、例えば、ＰＯＰ端末管理情報６１（図２）、ＰＯＰ広告コ
ンテンツ管理情報６２（図３）、所持者管理情報７１（図４）、携帯広告コンテンツ管理
情報７２（図６）が含まれてもよい。さらに、データベース６０には、第２広告サーバと
の間の連携に必要となる第２広告サーバ連携情報（図５）が含まれていてもよい。
【００６７】
　また、第２広告サーバ７において、必要な情報はデータベース７０の形態で構成されて
いてもよく、データベース７０には、例えば、所持者管理情報７１（図４）、携帯広告コ
ンテンツ管理情報７２（図６）が含まれてもよい。
【００６８】
　図２は、ＰＯＰ端末管理情報６１の一例である。ＰＯＰ端末管理情報６１は、ＰＯＰ識
別情報６１１とＰＯＰ端末２の設置状態の属性６１２とを対応付けた情報である。ＰＯＰ
識別情報６１１は、前述したとおり、ＰＯＰ端末２を一意に識別する識別情報である。設
置状態の属性６１２は、例えば、店舗業種６１３、店舗場所６１４、売場場所６１５、取
扱の対象商品６１６の情報を含む。なお、店舗、売場の場所として、例えば、店舗名、売
場名、住所、緯度経度、電話番号の局番、フロアなどを指定してもよい。また、例えば、
具体的な場所を特定せずに「○○市」「○○区」などのように行政区を広域指定すること
もできる。また、ＰＯＰ端末管理情報６１は、各ＰＯＰ端末２に配信するために選択され
た広告コンテンツ（の識別子）６１４、及び各ＰＯＰ端末２に既に格納されている格納済
みの広告コンテンツ（の識別子）６１５などを含んでもよい。
【００６９】
　図３は、ＰＯＰ広告コンテンツ管理情報６２の一例である。ＰＯＰ広告コンテンツ管理
情報６２は、例えば、ＰＯＰ広告コンテンツを一意に特定するＰＯＰ広告識別情報６２１
、広告種別６２２、対象店舗６２３、対象商品６２４、対象消費者６２５、対象距離６２
６などを含む。広告種別６２２は、ＰＯＰ広告コンテンツの種類を表わす情報であり、例
えば、「宣伝」「販売促進」のような情報が設定される。さらに具体的に、例えば、「グ
ルメ情報」「観光情報」「食料品の特売情報」などが設定されてもよい。対象店舗６２３
は、ＰＯＰ広告コンテンツの提供先の店舗名などである。対象商品６２４は、ＰＯＰ広告
コンテンツが販売促進の目的とする商品名などである。対象消費者６２５は、ＰＯＰ広告
コンテンツの提供先である所持者の属性に対応する情報であり、具体的に「年齢層」「性
別」「職業」「家族構成」「居住地域」などの情報が設定されてもよい。対象距離６２６
は、ＰＯＰ端末２と携帯情報端末４との距離情報に対応するものであり、ＰＯＰ広告コン
テンツを配信するタイミングを示す。その他、ＰＯＰ広告コンテンツのデータ本体６２７
を含んでもよい。また、そのデータ本体は、別に設けられたコンテンツサーバ（図示省略
）に格納される構成であってもよい。
【００７０】
　図４は、所持者管理情報７１の一例である。所持者管理情報７１は、所持者の所持する
携帯情報端末４の携帯識別情報７１１と所持者の属性７１２とを対応付けた情報である。
携帯識別情報７１１は、前述したとおり、所持者４－１の所持する携帯情報端末４を一意
に識別する識別情報である。所持者属性７１２には、例えば、所持者の年齢７１３（年齢
、年齢層、生年月日を含む）、性別７１４、職業又は職種７１５、家族構成７１６、居住
地（住所、最寄駅、行政区、勤務場所、使用路線などを含む）、嗜好７１８（興味のある
分野、好きな食べ物、好きなアーティスト、休暇の過ごし方、好きな観光地などを含む）
が設定される。所持者は、第１広告サーバ又は第２広告サーバが運用する各種サービスに
加入する際、アンケート、プロフィール登録などを介してあらかじめこれらの属性を登録
しておくことが好ましい。所持者管理情報７１を第２広告サーバ７に持たせた場合、第１
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広告サーバ６に対する所持者の事前の許可（第１広告サーバ６に所持者ＩＤ、パスワード
を携帯識別情報と対応付けて第２広告サーバ連携情報６３として記憶しておく）を前提と
して、第１広告サーバ６から第２広告サーバ７に対し、所持者ＩＤ、パスワードを送信し
、第２広告サーバ７において認証して、所持者が事前に許可していることが確認された場
合に、所持者管理情報７１の全部または一部を第１広告サーバ６にも利用可能な構成とす
ることが好ましい。
【００７１】
　図５は、第２広告サーバ連携情報６３の一例である。第２広告サーバ連携情報６３は、
広告配信要求に含まれる携帯識別情報と携帯識別情報から特定される携帯情報端末４の所
持者が加入又は登録した第２広告サーバ６３２との連携を確保するための情報であり、例
えば、携帯識別情報６３１、第２広告サーバ６３２、アカウント（ＩＤ）６３３、パスワ
ード６３４などを含む。携帯識別情報６３１は、前述したとおり、所持者４－１の所持す
る携帯情報端末４を一意に識別する識別情報である。第２広告サーバ６３２には、当該所
持者４－１が加入又は登録した第２広告サーバを特定する情報が格納され、例えば、第２
広告サーバのアドレス等が記憶される。アカウント（ＩＤ）６３３及びパスワード６３４
には、第２広告サーバにおいて加入又は登録した当該所持者４－１のアカウント名（ＩＤ
）及びパスワードが格納される。第２広告サーバ連携情報６３におけるアカウント（ＩＤ
）６３３及びパスワード６３４は、予め所持者が第１広告サーバに登録するか、又は第２
広告サーバに対し、第１広告サーバにアカウント（ＩＤ）６３３及びパスワード６３４の
開示を許諾しておくことが好ましい。
【００７２】
　図６は、携帯広告コンテンツ管理情報７２の一例である。携帯広告コンテンツ管理情報
７２は、例えば、携帯広告コンテンツを一意に特定する携帯広告識別情報７２１、広告種
別７２２、対象店舗７２３、対象商品７２４、対象消費者７２５、対象距離７２６などを
含む。これらは、図３に記載の内容と同様であるので詳細な説明は省略する。
【００７３】
　これらの各データベースの構造は、一例であって、広告提供の業務形態に応じて、種々
の変更が可能であり、所望の情報を追加してもよいし、変更又は変形させてもよい。また
、下記実施形態では、第２広告サーバ７が所持者管理情報７１を保持すると説明するが、
これらの全部又は一部を第１広告サーバ６が保持してもよい。また、第２広告サーバ７が
携帯広告コンテンツ７２を保持すると説明するが、これらの全部又は一部を第１広告サー
バ６が保持してもよい。さらに、各広告コンテンツは、別のコンテンツサーバに格納され
、第１広告サーバ６又は第２広告サーバ７が、必要に応じて、コンテンツサーバから広告
コンテンツを取得する構成であってもよい。
【００７４】
　［ＰＯＰ端末の構成］
　図７は、本発明のシステムにおいて使用されるＰＯＰ端末２の構成の一例を示すブロッ
ク図である。以下、無線通信機能を有する通信装置２０と表示機能のみを有するＰＯＰ端
末本体３０とを組み合わせた構成を例として説明するが、無線通信機能と表示機能とが一
体に構成されたオンライン型のＰＯＰ端末を採用してもよい。オンライン型のＰＯＰ端末
の場合は、後述する通信装置２０及びＰＯＰ端末本体３０における共通する記憶部２２、
３２、主メモリ２３、３３、情報処理部２４、３４は一つの構成に統合され、接続部２５
，３１は不要となる。
【００７５】
　通信装置２０は、無線通信部２１、記憶部２２、主メモリ２３、情報処理部２４、接続
部２５を備える。
【００７６】
　無線通信部２１は、無線信号を送受信する機能を有し、無線通信可能に構成された通信
インターフェースである。無線通信部２１は、Ｗｉ－Ｆｉ通信が可能に構成されることが
好ましいが、ＷｉＭＡＸ通信のほか、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信、ＺｉｇＢｅ
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ｅ通信、ＵＷＢ通信、赤外線通信等が可能に構成されてもよい。さらに、ネットワーク１
００に直接接続できるように、３Ｇ携帯電話回線、ＰＨＳ回線等を使用可能に構成されて
もよいし、有線ＬＡＮを介してネットワーク１００と接続可能に構成されてもよい。
【００７７】
　記憶部２２は、広告コンテンツを格納する機能を有し、その記憶領域に広告コンテンツ
２２１、及びプログラム２２３などを格納する。記憶部２２には、不揮発性の各種半導体
メモリを採用することができ、特にＳＰＩフラッシュメモリを採用するのが好ましいが、
これに限定されない。他の半導体メモリ、ハードディスク等の記憶装置によって構成され
てもよい。記憶部２２には、基本的にはＰＯＰ広告コンテンツが格納されているが、携帯
広告コンテンツを格納させておき、携帯情報端末と無線通信部又はその他の接続手段（リ
ーダー／ライター機能等）で接続させて携帯情報端末に携帯広告コンテンツを提供可能な
構成としてもよい。
【００７８】
　広告コンテンツ２２１は、第１広告サーバ６からダウンロードしたＰＯＰ広告コンテン
ツなどを格納したものである。プログラム２２３は、後述する情報処理部２４での各種処
理を実行するための各種のプログラムである。記憶部２２は、そのほか、通信装置２０が
中継装置１１０に接続して通信を確立するために必要な情報（認証情報、暗号規約等）、
第１広告サーバ６に接続するために必要な情報（認証情報）、当該通信装置２０の動作状
況の履歴を示すログデータを格納してもよい。
【００７９】
　主メモリ２３は、後述する情報処理部２４のプロセッサが直接アクセスすることができ
る揮発性の半導体メモリである。主メモリには、例えば、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎ
ｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を採用してもよ
い。
【００８０】
　情報処理部２４は、各種処理を実行する処理部であり、プロセッサ及びその周辺回路に
よって構成される。具体的には、情報処理部２４は、図示しないプロセッサによって、記
憶部２２に格納されたプログラム２２３を読み出して実行し、ハードウェアとプログラム
とを協働させ、各種処理を実現する。
【００８１】
　接続部２５は、ＰＯＰ端末本体３０と接続するためのインターフェースであり、接続さ
れたＰＯＰ端末本体３０の接続部３１との間でデータを送受信する。接続部２５及び後述
するＰＯＰ端末本体側の接続部３１は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂ
ｕｓ）規格に準拠して構成されるのが好ましいが、これに限定されない。他のインターフ
ェース（例えば、シリアルインターフェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））で構成
されてもよく、ＰＯＰ端末本体４０にＰＯＰ広告コンテンツを充分な転送速度で送信可能
であればよい。
【００８２】
　ＰＯＰ端末本体３０は、接続部３１、記憶部３２、主メモリ３３、情報処理部３４、表
示画面制御部３５、音声制御部３６、表示画面３７、音声出力部３８、操作入力部（図示
省略）及び電源部（図示省略）を備える。
【００８３】
　接続部３１は、接続部２５と同様の構成である。記憶部３２は、広告コンテンツを格納
する機能、及び後述する情報処理部３４での処理に用いる各種情報を格納する機能を有し
、その記憶領域に広告コンテンツ３２１、スケジュールデータ３２２及びプログラム３２
３を格納する。広告コンテンツ３２１及びスケジュールデータ３２２は、通信装置２０を
介して第１広告サーバ６からダウンロードしたものである。記憶部３２には、基本的には
ＰＯＰ広告コンテンツが格納されているが、携帯広告コンテンツを格納させておき、携帯
情報端末と無線通信部又はその他の接続手段（リーダー／ライター機能等）で接続させて
携帯情報端末に携帯広告コンテンツを提供可能な構成としてもよい。プログラム３２３は
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、情報処理部３４での各種処理を実行するためのプログラムである。記憶部３２には、Ｓ
ＰＩ（Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」）フラッシュメモリ
を採用することが好ましいが、これに限定されない。他の半導体メモリ、ハードディスク
等の記憶装置によって構成されてもよい。
【００８４】
　主メモリ３３は、後述する情報処理部３４のプロセッサが直接アクセスすることができ
る揮発性の半導体メモリである。主メモリには、例えば、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を採用することができる。また、主メモリ３
３には、第１広告サーバ６又は通信装置２０からダウンロードしたＰＯＰ広告コンテンツ
を一時的に書き込むためのフレームバッファが設けられてもよい。これによって、ＰＯＰ
端末本体３０は、ダウンロード中のＰＯＰ広告コンテンツをストリーミング再生すること
もできる。
【００８５】
　情報処理部３４は、各種処理を実行する処理部であり、プロセッサ及びその周辺回路に
よって構成される。具体的には、情報処理部３４は、図示しないプロセッサによって、記
憶部３２に格納されたプログラム３２３を主メモリ３３にロードし、ロードされたプログ
ラムを読み出して実行し、ハードウェアとプログラムとを協働させて各種処理を実現する
。
【００８６】
　表示画面制御部３５は、記憶部３２に格納されたスケジュールデータ３２２を読み込ん
で広告コンテンツ３２１の再生順序及び方法を制御し、広告コンテンツ３２１を表示画面
３７に再生表示する。表示画面３７は、表示画面制御部３５により、広告コンテンツを再
生表示する。表示画面３７には、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）を採用することができる。また、これに限定されず、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ
　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、有機ＥＬディスプレイ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、電子ペーパ等を使用してもよい。
【００８７】
　音声制御部３６は、広告コンテンツの音声を音声出力部３８において出力する。これら
は、専用の音声処理回路及びスピーカによって構成される。
【００８８】
　操作入力部（図示省略）は、オペレータの操作を検出して情報処理部３４へ出力する機
能を有する。操作入力部は、例えば、キーボード、マウス等の操作入力装置によって構成
される。電源部（図示省略）は、情報処理部３４からの指示に基づき、当該ＰＯＰ端末本
体３０の各部に電力を供給する。また、電源部（図示省略）は、接続部３１を介して接続
される通信装置２０に対しても電力を供給可能であることが好ましい。電源部（図示省略
）は、専用の電源回路によって構成され、外部から電力の供給を受けてもよいし、内蔵バ
ッテリーを有してもよい。
【００８９】
　また、本実施形態では、ＰＯＰ端末２と携帯情報端末４との通信を確立しなくてもよい
が、他の形態として、ＰＯＰ端末２が読み取り機又は書き込み機の機能（リーダー／ライ
ター機能等）を備え、携帯情報端末４との間で各種情報の授受を可能に構成してもよい。
オンライン型のＰＯＰ端末の場合は、共通する記憶部２２、３２、主メモリ２３、３３、
情報処理部２４、３４は一つの構成に統合され、接続部２５、３１は不要となる。
【００９０】
　［携帯情報端末の構成］
　図８は、本広告提供サービスを利用する携帯情報端末４の概略構成図である。携帯情報
端末４は、無線通信部４１、記憶部４２、主メモリ４３、情報処理部４４、ＧＰＳ通信部
４６、ネットワーク通信部４７、加速度及び角速度検知部４８、カメラ部４９、表示画面
制御部５０、音声制御部５１、表示画面５２、音声出力部５３、音声入力部５４、操作入
力部５５、計時部５６、及び電源部（図示省略）などを備える。なお、同図に示した構成
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は一例であって、携帯情報端末４は、その利用形態によって種々の構成を採用しうる。
【００９１】
　無線通信部４１は、無線通信を可能に構成された通信インターフェースであり、無線Ｌ
ＡＮ、特にＷｉ－Ｆｉに対応していることが好ましい。ただし、ＰＯＰ端末２から送信さ
れる近距離無線通信を利用した接続要求信号を受信可能に構成されていればよい。近距離
無線信号としてＷｉ－Ｆｉが使用される場合、この接続要求信号は、ＰＯＰ端末２のＰＯ
Ｐ識別信号としてＳＳＩＤを含むブロードキャストビーコンフレーム信号である。
【００９２】
　記憶部４２は、不揮発性の半導体メモリによって構成される。記憶部４２は、後述する
情報処理部４４が実行する各種プログラム、及び各種データを格納する。
【００９３】
　主メモリ４３は、後述する情報処理部４４のプロセッサ(図示省略)が直接アクセスする
ことができる揮発性の半導体メモリである。主メモリ４３は、プロセッサによって実行さ
れる各種プログラムを格納する。
【００９４】
　情報処理部４４は、携帯情報端末４の各種処理を実行する。情報処理部４４は、図示し
ないプロセッサによって、記憶部４２に格納された各種プログラムを主メモリ４３にロー
ドし、ロードされた各種プログラムを読み出し、ハードウェアとプログラムとを協働させ
て各種プログラムの処理を実現する。
【００９５】
　ＧＰＳ通信部４６は、ＧＰＳ信号を受信可能に構成された通信インターフェースである
。ネットワーク通信部４７は、中継装置１１０を介して又は直接ネットワーク１００に接
続可能に構成された通信インターフェースであり、３Ｇ携帯電話回線、ＰＨＳ回線等を使
用可能であることが好ましい。
【００９６】
　加速度及び角速度検知部４８は、重力加速度及び角速度の変化によって、携帯情報端末
４の姿勢、運動の方向などを検知するセンサである。加速度及び角速度検知部４８は、Ｘ
、Ｙ、Ｚ軸への加速度及びこれらの各軸回りの角速度を検知可能に構成されることが好ま
しい。
【００９７】
　カメラ部４９は、光学系及び撮像素子を備え、動画像、静止画像を撮影することができ
るほか、各コードを読み取り可能であることが好ましい。
【００９８】
　表示画面制御部５０は、表示画面５２における再生表示を制御する。表示画面５２は、
動画、静止画などの各種コンテンツを再生表示する画面であり、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）のほか、有機ＥＬディスプレイ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ
）、電子ペーパ等を採用することができる。
【００９９】
　音声制御部５１は、携帯広告コンテンツの音声を音声出力部５３において出力し、音声
入力部５４から入力された音声を処理する。これらは、専用の音声処理回路、スピーカ、
マイク、イヤホン、ヘッドホンなどによって構成される。
【０１００】
　操作入力部５５は、ユーザの各種操作が入力される物理的なユーザインターフェース又
はソフトウェアで実現されるＧＵＩであり、例えば、各種押しボタンスイッチ、４方向移
動スイッチなどによって構成される。計時部５６は、内部時計を用いて時刻を計時する。
電源部（図示省略）は、専用の電源回路によって構成され、各部に電力を供給する。
【０１０１】
　[広告提供システムの処理]
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　図９は、広告提供システムの処理の概要を示すシーケンス図である。以下、ＰＯＰ端末
２及び携帯情報端末４が第１広告サーバ６と接続し、第１広告サーバ６と第２広告サーバ
７とが連携して広告コンテンツを選択し、第１広告サーバ６がＰＯＰ広告コンテンツをＰ
ＯＰ端末２に提供し、第２広告サーバ７が携帯広告コンテンツを携帯情報端末４に提供す
る場合について説明する。ただし、これは一例であって、ＰＯＰ端末２及び携帯情報端末
４は、第１広告サーバ６及び第２広告サーバのいずれと接続してもよいし、第１広告サー
バ６が携帯広告コンテンツを携帯情報端末４に提供してもよいし、第２広告サーバ７がＰ
ＯＰ広告コンテンツをＰＯＰ端末２に提供してもよい。また、広告提供システムにおいて
、第１広告サーバ６と第２広告サーバ７とが一体の装置として構成されてもよい。
【０１０２】
　はじめに、ＰＯＰ端末２は、近傍に位置する無線通信機器との間で無線通信を確立する
ために、接続要求信号を周期的に又は連続的に送信する（Ｓ１００１）。当該ＰＯＰ端末
２の近傍に位置する携帯情報端末４は、ＰＯＰ端末２から送信される接続要求信号を受信
すると（Ｓ１００１）、広告配信要求の作成処理を実行し（Ｓ１００２）、作成した広告
配信要求を第１広告サーバ６に送信する（Ｓ１００３）。広告配信要求作成処理の詳細に
ついては、図１０を用いて後述する。
【０１０３】
　次いで、第１広告サーバ６は、広告配信要求を受信すると、広告配信要求に含まれるＰ
ＯＰ識別情報、携帯識別情報、距離情報、時刻情報を抽出する（Ｓ１００４）。また、第
１広告サーバ６は、第２広告サーバ連携情報を参照して、携帯識別情報によって特定され
る携帯情報端末の所持者が加入又は登録した第２広告サーバ７を特定する。そして、第１
広告サーバ６は、特定した第２広告サーバ７に対し、抽出した他の各情報の一部又は必要
に応じて全部を送信する（Ｓ１００５）。この場合、第１広告サーバ６は、例えば、ＰＯ
Ｐ端末管理情報６１を参照して、当該ＰＯＰ識別情報に対応する設置状態の属性を第２広
告サーバ７に送信してもよい。
【０１０４】
　第２広告サーバ７は、第１広告サーバ６から送信されたアカウント（ＩＤ）及びパスワ
ードを用いて、その所持者が、第２広告サーバ７が保有する所持者の属性又は個人情報の
提供を許諾していたか否かを認証し、許諾されていた場合、例えば、所持者管理情報７１
を参照し、通知された携帯識別情報に基づいて、携帯情報端末４の所持者４－１が対象サ
ービスの正当な所持者であるか認証する（Ｓ１００７）。第２広告サーバ７は、所持者４
－１が自己の提供するサービスに加入する際に登録されたアカウント（ＩＤ）、パスワー
ドの情報を有しており、所持者４－１が連携を許可した第１広告サーバ６から携帯識別情
報、アカウント（ＩＤ）、パスワードが通知されると、これらを比較して一致した場合に
、対象サービスの正当な所持者であると認証する。所持者認証が完了すると、第２広告サ
ーバ７は、所持者管理情報７１を参照し、必要な所持者の属性を抽出し、抽出した所持者
の属性を第１広告サーバ６に通知する（Ｓ１００８）。
【０１０５】
　そして、第１広告サーバ６は、ＰＯＰ広告コンテンツの選択処理を実行する（Ｓ１００
９）。ＰＯＰ広告コンテンツが選択されると、第１広告サーバ６は、ＰＯＰ端末２との間
でＰＯＰ広告コンテンツのダウンロード処理を実行する（Ｓ１０１０）。ＰＯＰ広告コン
テンツ選択処理などの詳細については、図１４を用いて後述する。
【０１０６】
　また、ＰＯＰ端末２が、当該選択された広告コンテンツを既に有している場合、第１広
告サーバ６は、当該選択された第１コンテンツを再生表示するようにＰＯＰ端末に指示し
てもよい（Ｓ１０１１）。ＰＯＰ端末２は、ダウンロードされた又は指定されたＰＯＰ広
告コンテンツを自己の表示画面において再生表示する（Ｓ１０１２）。ＰＯＰ端末２は、
ＰＯＰ広告コンテンツを格納した旨を第１広告サーバ６に通知してもよい（Ｓ１０１３）
。ＰＯＰ端末の再生表示処理の詳細については、図１６を用いて後述する。
【０１０７】
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　一方、第２広告サーバ７は、携帯広告コンテンツの選択処理を実行する（Ｓ１０１５）
。携帯広告コンテンツが選択されると、第２広告サーバ７は、携帯情報端末４との間で携
帯広告コンテンツのダウンロード処理を実行する（Ｓ１０１６）。携帯広告コンテンツ選
択処理などの詳細については、図１５を用いて後述する。携帯情報端末４は、ダウンロー
ドされた携帯広告コンテンツを自己の表示画面において再生表示する（Ｓ１０１７）。
【０１０８】
　さらに、第１広告サーバ６は、携帯情報端末４、ＰＯＰ端末２、ＰＯＳ端末などから配
信した広告コンテンツの使用結果を受け取ってもよい（Ｓ１０１８）。さらに、第１広告
サーバ６は、第２広告サーバ７と連携して、通知された広告コンテンツの使用結果、又は
広告配信要求に含まれる位置情報、時刻情報などに基づいて特定される所持者の行動結果
を用いて、購買行動情報を作成してもよい（Ｓ１０２０）。
【０１０９】
　［携帯情報端末の処理］
　図１０は、携帯情報端末４の広告配信要求作成処理の一例を示すフローチャートである
。携帯情報端末４には、広告提供サービスを受けるためのプログラムがあらかじめインス
トールされていることが好ましい。当該プログラムは、所持者４－１の操作によって起動
するように構成されてもよいし、外部からの呼び出し信号に基づく「Ｗａｋｅ　ｏｎ　Ｒ
ｉｎｇ」機能などを利用して、携帯情報端末４が休止状態から復帰したときに起動するよ
うに構成されてもよい。
【０１１０】
　以下、説明のため、携帯情報端末４が各処理を実行すると記載するが、実際は、携帯情
報端末４の情報処理部４４のプロセッサ（図示省略）が主メモリ４３に読み込まれたプロ
グラムを実行することによって各処理を実現するものである。まず、携帯情報端末４は、
無線通信部４１において受信機能がオンである否か判定する（Ｓ２００１）。Ｓ２００１
において、受信機能がオンである場合（Ｙｅｓ）、携帯情報端末４は、ＰＯＰ端末２から
送信される接続要求信号を受信したか否か判定する（Ｓ２００２）。受信機能がオフであ
る場合（Ｎｏ）、携帯情報端末４は、当該受信機能をオンにする（Ｓ２００３）。なお、
携帯情報端末４は、消費電力を少なくするため、通常は無線信号の受信機能をオフとして
いることもある。例えば、本発明の広告提供システムが屋内を中心に提供されている場合
、ＧＰＳ信号を受信可能な屋外環境においては、無線信号の受信機能をオフとし、ＧＰＳ
信号の受信強度が所定の値より低くなった場合、屋外環境から屋内環境に移動したことを
検知し、当該受信機能を自動的にオンとする構成としてもよい。
【０１１１】
　Ｓ２００２において、接続要求信号を受信したと判定された場合（Ｙｅｓ）、携帯情報
端末４は、次のステップを実行し、接続要求信号を受信していないと判定された場合（Ｎ
ｏ）、携帯情報端末４は、待ち受け状態となるか又は受信機能をオフとしてもよい。
【０１１２】
　接続要求信号を受信すると、携帯情報端末４は、その接続要求信号に含まれるＰＯＰ識
別情報を抽出し、そのＰＯＰ識別情報が適正か否か、すなわち、そのＰＯＰ識別情報によ
って特定されるＰＯＰ端末が、本広告提供サービスに対応しているか否か判定する（Ｓ２
００４）。例えば、ＰＯＰ識別情報には、本広告提供サービスを提供するＰＯＰ端末群に
共通に付与された情報（ＳＳＩＤの最初の５桁を共通化する等）が含まれていてもよく、
携帯情報端末４は、本広告提供サービスの加入時に配布された当該共通情報を参照して、
ＰＯＰ識別情報が適正か否か判定してもよい。
【０１１３】
　Ｓ２００４において、ＰＯＰ識別情報が適正であると判定された場合（Ｙｅｓ）、携帯
情報端末４は、広告配信要求準備テーブル（図１１）を作成し、当該接続要求信号に含ま
れるＰＯＰ識別情報、当該接続要求信号を受信した時の時刻情報、受信強度などを当該テ
ーブルのエントリに設定する処理を実行する（Ｓ２００５～Ｓ２０１１）。一方、Ｓ２０
０４において、ＰＯＰ識別情報が適正でないと判定された場合（Ｎｏ）、携帯情報端末４
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は、広告配信要求の作成処理を終了し、待ち受け状態となる。
【０１１４】
　図１１は、広告配信要求準備テーブルの一例である。広告配信要求準備テーブル４００
には、例えば、接続要求信号の受信順序に従って付与される位置番号４０１、接続要求信
号を受信した時の時刻情報４０２（例えば、年月日、曜日、時分秒を含む）、自己の携帯
識別情報４０３（例えば、ＩＭＥＩなど）、ＰＯＰ識別情報４０４（例えば、ＳＳＩＤ、
ＢＳＳＩＤなど）、接続要求信号を受信した時の受信強度４０５（ｄＢ）、受信強度によ
って計算される携帯情報端末４とＰＯＰ端末２との距離情報４０６などが設定される。
【０１１５】
　広告配信要求準備テーブル４００は、複数のＰＯＰ端末２から送信される各接続要求信
号の受信順序に従って設定されてもよいし、ＰＯＰ識別情報毎に別々に作成されてもよい
。
【０１１６】
　再び図１０を参照すると、携帯情報端末４は、広告配信要求準備テーブル４００におけ
る当該エントリに、接続要求信号に含まれるＰＯＰ識別情報と、その受信時刻と、その受
信強度設定する（Ｓ２００５）。次いで、携帯情報端末４は、当該エントリの受信強度４
０５に基づいて距離を計算し、計算した距離を当該エントリの距離情報４０６に設定する
（Ｓ２００７）。なお、距離計算処理において、本実施形態では、ＰＯＰ端末２と携帯情
報端末４（所持者４－１）との概略の距離が特定できれば足るので、例えば、携帯情報端
末４の無線通信部４１の受信性能に応じてあらかじめ設定された受信強度と距離との対応
表に基づいて、概略の距離を判定してもよい。なお、さらに、携帯情報端末４が有する加
速度及び角速度検知部４８の情報を利用して精密な距離を計算することもできる。この距
離計算処理については、図１３を用いて後述する。
【０１１７】
　次いで、携帯情報端末４は、当該エントリの距離情報４０６と所定の閾値とを比較する
（Ｓ２００９）。所定の閾値は、任意に設定してよく、複数の値を設定してもよい（例え
ば、１ｍ、３ｍ、５ｍ、・・・１５ｍ、２０ｍ、・・・）。
【０１１８】
　Ｓ２００９において、当該距離が所定の閾値より小さいと判定された場合（Ｙｅｓ）、
携帯情報端末４は、当該エントリの各情報を含む広告配信要求を生成し（Ｓ２０１０）、
生成された広告配信要求を無線通信部４１又はネットワーク通信部４７に渡す。所持者４
－１は、ＰＯＰ端末２に近づいたり遠ざかったりしながら移動することもあるので、複数
の閾値を設定した場合、一度比較された閾値については、その後比較しなくてもよい。一
方、Ｓ２００９において、当該距離が所定の閾値より小さくないと判定された場合（Ｎｏ
）、携帯情報端末４は、広告配信要求を生成せずに、当該エントリについての処理を終了
し（Ｓ２０１１）、次のエントリについてＳ２００５～Ｓ２０１１の処理を順次繰り返す
。また、当該距離が接続要求信号の最大到達距離に近い場合、すなわち、所持者４－１が
当該ＰＯＰ端末２から遠ざかり、別のエリアに向かって移動している場合、Ｓ２００５～
Ｓ２０１１の処理を終了して、新たな接続要求信号を待ち受けてもよい。
【０１１９】
　上記Ｓ２００７では、受信強度に基づいて、概略の距離を求めたが、ＰＯＰ端末２の設
置状況、電波伝搬環境、携帯情報端末４の受信性能によっては、距離に少なくない誤差及
びバラツキが生じることがあるので、携帯情報端末の移動の軌跡を利用して、より正確な
距離情報を取得してもよい。
【０１２０】
　図１２は、携帯情報端末４を所持する所持者４－１の移動の様子を説明する図である。
図１２において、点Ｏは、接続要求信号を周期的又は連続的に送信するＰＯＰ端末２の位
置である。携帯情報端末４の所持者４－１は、ＰＯＰ端末２に徐々に近づく場合、携帯情
報端末４の位置が移動し、例えば、点Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３、・・・で結ばれる軌跡を示す。
【０１２１】
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　図１３は、携帯情報端末４が実行する距離計算処理の一例である。本処理は、ＰＯＰ端
末２の近傍の所持者の移動の経路上の２点において、各点（例えば、図１２のＮ１、Ｎ２
、Ｎ３、・・・）での受信強度と、加速度及び角速度検知部４８の情報によって特定され
た移動距離（例えば、図１２の距離Ｎ１～Ｎ２、Ｎ２～Ｎ３、・・・）とに基づいて、よ
り正確な距離情報（例えば、図１２の距離Ｏ～Ｎ４、Ｏ～Ｎ５、・・・）を計算するもの
である。
【０１２２】
　まず、携帯情報端末４が初めて接続要求信号を受信した時点（例えば、図１２の点Ｎ１
の位置に対応し、図１１のエントリＮ１に対応する）において、携帯情報端末４は、上記
のとおり、接続要求信号の受信強度４０５に基づいて距離を計算し、計算した距離を当該
エントリの距離情報４０６に設定する（Ｓ２００７）。また、図１３のＳ３００１におい
て、広告配信要求準備テーブル４００（図１１）を参照して、当該エントリのＰＯＰ識別
情報と直近エントリ（Ｎ１）のＰＯＰ識別情報とを比較する（Ｓ３００１）。Ｓ３００１
において、各ＰＯＰ識別情報が異なると判定された場合（Ｎｏ）、すなわち、接続要求信
号が新たなＰＯＰ端末から送信されたものである場合、携帯情報端末４は、当該エントリ
（Ｎ１）に加速度及び角速度の起点レコードを設定し、加速度及び角速度検知部４８によ
る加速度及び角速度の検知を開始し（Ｓ３００５）、次のエントリ（Ｎ２）の処理に移る
。
【０１２３】
　次に、ある所定の期間（一定であっても、変動してもよい）が経過した後の第２の時点
（例えば、図１２の点Ｎ２の位置に対応し、図１１のエントリＮ２に対応する）において
、図１２に示すように、携帯情報端末４が同一のＰＯＰ端末２から送信された接続要求信
号を引き続き受信している場合、Ｓ３００１では、各ＰＯＰ識別情報が同一であると判定
される（Ｙｅｓ）。この場合、携帯情報端末４は、前エントリ（Ｎ１）で設定した加速度
及び角速度の起点レコードからの加速度及び角速度の変化を記録する（Ｓ３００２）。次
いで、携帯情報端末４は、記録された加速度及び角速度の変化に基づいて、移動軌跡（こ
の場合、図１２のＮ１～Ｎ２）を計算する（Ｓ３００３）。次いで、携帯情報端末は、当
該エントリ（Ｎ２）における接続要求信号の受信強度と、前エントリ（Ｎ１）における受
信強度（又は距離情報）と、計算された移動軌跡（この場合、図１２のＮ１～Ｎ２に対応
する）とに基づいて、距離情報（この場合、図１２のＯ～Ｎ２に対応する）を計算し（Ｓ
３００４）、計算された距離情報を当該エントリ（Ｎ２）の距離情報４０６に設定する。
ここで、当該エントリ（Ｎ２）における接続要求信号の受信強度を前エントリ（Ｎ１）と
の受信強度を比較することにより、ＰＯＰ端末２に対して、携帯情報端末４が相対的に遠
ざかったのか（Ｎ２＜Ｎ１）、近づいたのか（Ｎ２＞Ｎ１）、ほぼ変わらない距離である
のか（Ｎ２＝Ｎ１）判別できる。そして、加速度及び角速度をリセットして、加速度及び
角速度の起点レコードを設定する（Ｓ３００５）。
【０１２４】
　同様に、さらに所定の期間が経過した後の第３の時点（例えば、図１２の点Ｎ３の位置
に対応し、図１１のエントリＮ３に対応する）において、図１２に示すように、携帯情報
端末４が同一のＰＯＰ端末２から送信された接続要求信号を引き続き受信している場合、
Ｓ３００１では、各ＰＯＰ識別情報が同一であると判定される（Ｙｅｓ）。この場合、携
帯情報端末４は、前エントリ（Ｎ２）で設定した加速度及び角速度の起点レコードからの
加速度及び角速度の変化を記録する（Ｓ３００２）。次いで、携帯情報端末４は、記録さ
れた加速度及び角速度の変化に基づいて、移動軌跡（この場合、図１２のＮ２～Ｎ３）を
計算する（Ｓ３００３）。次いで、携帯情報端末は、当該エントリ（Ｎ３）における受信
強度と、前エントリ（Ｎ２）における接続要求信号の受信強度（又は距離情報）と、計算
された移動軌跡（この場合、図１２のＮ２～Ｎ３に対応する）とに基づいて、距離情報（
この場合、図１２のＯ～Ｎ３に対応する）を計算し（Ｓ３００４）、計算された距離情報
を当該エントリ（Ｎ３）の距離情報４０６に設定し、加速度及び角速度をリセットして、
加速度及び角速度の起点レコードを設定する（Ｓ３００５）。
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【０１２５】
　なお、ＰＯＰ端末識別情報毎に当該準備テーブル４００が作成される場合は、ＰＯＰ端
末識別情報を判定する処理は省略してよく、ＰＯＰ端末識別情報毎に作成された当該準備
テーブル４００において、それぞれ距離計算処理を実行すればよい。
【０１２６】
　［第１広告サーバの処理］
　図１４は、第１広告サーバ６の処理の概要である。まず、第１広告サーバ６は、携帯情
報端末４から送信された広告配信要求を受信したか否か判定する（Ｓ４００１）。Ｓ４０
０１において、広告配信要求を受信したと判定された場合は、第１広告サーバ６は、当該
広告配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報、携帯識別情報、距離情報、及び時刻情報を抽出
する（Ｓ４００２）。
【０１２７】
　一方、Ｓ４００１において、広告配信要求を受信していないと判定された場合は、第１
広告サーバ６は、待ち受け状態となる。この場合、第１広告サーバ６は、複数回送信され
る広告配信要求に基づいて、携帯情報端末４（所持者４－１）がＰＯＰ端末２を中心とす
る所定の範囲に留まっていた時間を計算してもよい。これによって、携帯識別情報によっ
て特定される所持者がどのような店舗、売場、商品に興味を持っているか判断することも
できる。
【０１２８】
　次いで、第１広告サーバ６は、第２広告サーバ７に、ＰＯＰ識別情報、携帯識別情報、
及び距離情報を通知する（Ｓ４００３）。この場合、第１広告サーバ６は、ＰＯＰ端末管
理情報６１（図２）を参照して、当該ＰＯＰ識別情報に対応する設置状態の属性を第２広
告サーバ７に通知してもよい。
【０１２９】
　第２広告サーバ７によって所持者認証が完了した後、第１広告サーバ６は、携帯識別情
報に基づく所持者の属性を第２広告サーバ７から取得する（Ｓ４００４）。そして、第１
広告サーバ６は、ＰＯＰ端末の設置状態の属性及び所持者の属性に基づいて、ＰＯＰ端末
２に配信するＰＯＰ広告コンテンツを選択する（Ｓ４００５）。具体的には、例えば、Ｐ
ＯＰ端末管理情報６１（図２）及びＰＯＰ広告コンテンツ管理情報６２（図３）を参照し
て、該当するＰＯＰ端末に対応する商品群の中から、消費者の属性に合致するものを選択
する。次いで、第１広告サーバ６は、選択したＰＯＰ広告コンテンツを該当するＰＯＰ端
末２に配信する（Ｓ４００６）。
【０１３０】
　なお、特定のＰＯＰ端末２の近傍に複数の所持者が集まることもあり、同一のＰＯＰ識
別情報を含む広告配信要求が複数の携帯情報端末４から送信されることもある。この場合
、第１広告サーバ６は、各広告配信要求に含まれる距離情報に基づいて、優先順位を付与
し、特定のＰＯＰ端末２に複数の広告コンテンツが配信されないように制御してもよい。
また、優先順位を付与したいくつかの広告コンテンツを配信し、ＰＯＰ端末２が優先順位
に従って再生表示を制御するように構成してもよい。
【０１３１】
　さらに、第１広告サーバ６は、広告配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報に該当するＰＯ
Ｐ端末２だけではなく、同一店舗等の関連する他の複数のＰＯＰ端末２に対して広告コン
テンツを配信してもよい。また、広告配信要求に含まれるＰＯＰ識別情報に該当するＰＯ
Ｐ端末２の近傍に、消費者の属性に合致する商品等が存在しない場合は、消費者の属性に
合致する商品等の売り場への道案内を配信してもよい。
【０１３２】
　また、第１広告サーバ６は、ＰＯＰ端末２からコンテンツ格納通知を受信する（Ｓ４０
０７）。また、第１広告サーバ６は、携帯情報端末４、店舗内に設置されたＰＯＳ端末な
どから、必要に応じて、広告コンテンツの使用結果及び所持者の商品購入情報を取得して
もよい（Ｓ４００８）。さらに、第１広告サーバ６は、第２広告サーバ７と連携して、購
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買行動情報を作成してもよい（Ｓ４００９）。購買行動情報は、マーケティングに資する
目的のために作成される情報であり、所持者、店舗、商品と、所持者の実際の行動及び購
入実績とを含むものである。
【０１３３】
　［第２広告サーバ７の処理］
　図１５は、第２広告サーバ７の処理の概要である。まず、第２広告サーバ７は、第１広
告サーバ６から携帯識別情報を受信したか否か判定する（Ｓ５００１）。Ｓ５００１にお
いて、携帯識別情報を受信したと判定された場合（Ｙｅｓ）は、第２広告サーバ７は、そ
の携帯識別情報及びこれに付随する所持者ＩＤ、パスワードなどに基づいて、所持者の認
証処理を行う（Ｓ５００２）。Ｓ５００１において、携帯識別情報を受信していないと判
定された場合（Ｎｏ）は、第２広告サーバ７は、待ち受け状態となる。次いで、第２広告
サーバ７は、所持者管理情報７１（図４）を参照して、当該携帯識別情報に対応する所持
者の属性を必要な範囲で第１広告サーバ６に通知する（Ｓ５００３）。また、第２広告サ
ーバ７は、ＰＯＰ識別情報、距離情報、その他、ＰＯＰ端末の設置状態の属性などを取得
する（Ｓ５００４）。
【０１３４】
　次いで、第２広告サーバ７は、ＰＯＰ端末の設置状態の属性及び／又は所持者の属性に
基づいて、携帯情報端末４に配信する携帯広告コンテンツを選択する（Ｓ５００６）。具
体的には、例えば、所持者管理情報７１（図４）及び携帯広告コンテンツ管理情報７２（
図６）を参照して、該当する所持者を対象とした携帯広告コンテンツから、所持者の位置
に関係する店舗、商品に対応するものを選択する。
【０１３５】
　次いで、第２広告サーバ７は、選択した第２コンテンツを携帯情報端末４に配信する（
Ｓ５００６）。この場合、第２広告サーバ７は、距離情報に基づいて、一連の広告コンテ
ンツを順次配信してもよい。具体的には、ＰＯＰ端末２に所持者が近づく度（例えば、２
５ｍ、１５ｍ、５ｍ、１ｍ）に、一連の広告コンテンツを携帯情報端末４に配信してもよ
い。一連の広告コンテンツとは、複数の情報を集めると一組となる報酬であるとか、対象
商品について順次割引率が大きくなる特典である。これによって、本広告提供サービスで
は、対象商品を取り扱う売場まで興味のある所持者を誘導することができる。また、距離
情報に応じて、具体的には、所持者がＰＯＰ端末の設置されている売場に近づくほど、広
告コンテンツを配信する頻度を高くしてもよい。
【０１３６】
　さらに、第２広告サーバ７は、第１広告サーバ６と連携して、前述した購買行動情報を
作成してもよい（Ｓ５００７）。
【０１３７】
　［ＰＯＰ端末の再生表示処理］
　図１６は、ＰＯＰ端末における再生表示処理を示すフローチャートである。まず、ＰＯ
Ｐ端末２は、第１広告サーバ６との間でのダウンロード開始に際して、ダウンロードの対
象となっているＰＯＰ広告コンテンツが、自己の記憶部３２に格納されているか否か判定
する（Ｓ６００１）。
【０１３８】
　Ｓ６００１において、当該ＰＯＰ広告コンテンツが記憶部２２、３２に格納されていな
いと判定された場合（Ｙｅｓ）、ＰＯＰ端末２は、ＰＯＰ広告コンテンツを取得する（Ｓ
６００２）。一方、Ｓ６００１において、当該ＰＯＰ広告コンテンツが格納されていると
判定された場合（Ｙｅｓ）、新たに当該ＰＯＰ広告コンテンツを取得する必要はないので
、ＰＯＰ端末２は、実行中の表示スケジュールを変更して、既に格納されている当該ＰＯ
Ｐ広告コンテンツを表示画面３７において再生表示する（Ｓ６００６）。
【０１３９】
　また、ＰＯＰ端末２は、再生表示対象のＰＯＰ広告コンテンツが複数であるか否か判定
する（Ｓ６００４）。Ｓ６００４において、ＰＯＰ広告コンテンツが複数であると判定さ
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れた場合、第１広告サーバ６が距離情報に基づいて付与した再生表示の優先順位を取得し
（Ｓ６００５）、その優先順位に基づいて、ＰＯＰ広告コンテンツを表示画面３７におい
て再生表示する（Ｓ６００６）。具体的には、自己に最も近い携帯情報端末の所持者に向
けた優先順位「１」が付与されたＰＯＰ広告コンテンツを再生表示してもよいし、ＰＯＰ
端末の表示画面３７を複数の画面に分割し、優先順位の高いものから複数の画面で同時に
又は連続して再生表示してもよい。例えば、優先順位「１」「２」「３」「４」が付与さ
れたＰＯＰ広告コンテンツのうち、２分割された表示画面３７に、優先順位「１」及び「
２」のＰＯＰ広告コンテンツを選択し、各領域で再生表示してもよい。このように、本実
施形態のＰＯＰ端末２は、例えば、年齢層、性別が異なる複数の所持者が同時に近づいて
きた場合であっても、各所持者の属性に応じて別々の広告コンテンツを同時に提供するこ
とができる。
【０１４０】
　以上説明したとおり、本発明の広告サーバによれば、携帯情報端末の所持者の属性とＰ
ＯＰ端末の設置状態の属性とに応じた広告コンテンツを選択し、ピンポイントの広告コン
テンツを提供することができる。また、本発明の広告提供システムによれば、簡易な構成
によって所持者の位置情報を得ることができ、所持者とＰＯＰ端末との相対距離に応じた
適時の広告コンテンツを提供することができる。また、所持者の位置情報に従って、適当
な広告コンテンツを連続して順次配信することによって、所持者を所望の店舗売場まで誘
導することができ、広告を直接的な購買行動に結び付けることが期待できる。また、広告
配信要求に含まれる各種情報に基づいて、所持者の購買行動を取得することができる。
【符号の説明】
【０１４１】
１　広告提供システム
２　ＰＯＰ端末
４　携帯情報端末
６　第１広告サーバ
７　第２広告サーバ
８　管理端末
６０　データベース
６１　ＰＯＰ端末管理情報
６２　ＰＯＰ広告コンテンツ管理情報
６３　第２広告サーバ連携情報
７０　データベース
７１　所持者管理情報
７２　携帯広告コンテンツ管理情報
１００　ネットワーク
１１０　中継装置
１２０　ＰＯＳ端末
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