
JP 2015-153007 A 2015.8.24

10

(57)【要約】
【課題】放送番組の視聴履歴からユーザ個人の嗜好を的
確に捉えつつ、インターネット閲覧時にユーザに適した
広告を配信する。
【解決手段】広告配信システム１００は、ユーザが視聴
した放送番組を特定する番組特定部２１と、特定した放
送番組をユーザの視聴履歴として記憶する視聴履歴記憶
部３１と、ユーザが閲覧したＷｅｂ情報をユーザの閲覧
履歴として記憶する閲覧履歴記憶部３２と、Ｗｅｂ情報
の閲覧時に広告配信サーバ４０に対して視聴履歴及び閲
覧履歴を送信する履歴送信部２３と、を備えるユーザ端
末１０と、閲覧対象のＷｅｂ情報と共に提供する広告情
報として、視聴履歴及び閲覧履歴に基づく広告情報を抽
出する広告抽出部５３と、抽出した広告情報をユーザ端
末１０に配信する広告配信部５４と、を備える広告配信
サーバ４０と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末、及び当該ユーザ端末と通信可能に接続される広告配信サーバを含む広告配
信システムであって、
　前記ユーザ端末は、
　　ユーザが視聴した放送番組を特定する番組特定部と、
　　特定した放送番組を前記ユーザの視聴履歴として記憶する視聴履歴記憶部と、
　　ユーザが閲覧したＷｅｂ情報を前記ユーザの閲覧履歴として記憶する閲覧履歴記憶部
と、
　　Ｗｅｂ情報の閲覧時に前記広告配信サーバに対して前記視聴履歴及び前記閲覧履歴を
送信する履歴送信部と、
　を備え、
　前記広告配信サーバは、
　　閲覧対象のＷｅｂ情報と共に提供する広告情報として、前記視聴履歴及び前記閲覧履
歴に基づく広告情報を抽出する広告抽出部と、
　　抽出した前記広告情報を前記ユーザ端末に配信する広告配信部と、
　を備える広告配信システム。
【請求項２】
　前記広告配信サーバは、前記視聴履歴及び前記閲覧履歴に基づいて前記ユーザの特性を
分析する特性分析部を更に備え、
　前記広告抽出部は、分析した前記ユーザの特性に基づいて、抽出する広告情報の割合を
変更する、
　請求項１に記載の広告配信システム。
【請求項３】
　前記広告抽出部は、前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴された
放送番組が含まれるか否かに応じて、抽出する広告情報の割合を変更する、
　請求項１又は２に記載の広告配信システム。
【請求項４】
　前記広告抽出部は、
　　前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴された放送番組が含まれ
る場合、前記閲覧履歴よりも前記視聴履歴を重みづけて、前記広告情報を抽出し、
　　前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴された放送番組が含まれ
ない場合、前記視聴履歴よりも前記閲覧履歴を重みづけて、前記広告情報を抽出する、
　請求項１から３のいずれかにに記載の広告配信システム。
【請求項５】
　前記広告抽出部は、
　　前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時に視聴中の放送番組が含まれる場合、当該視聴
中の放送番組に基づいて前記広告情報を抽出する、
　請求項１から４のいずれかに記載の広告配信システム。
【請求項６】
　前記広告抽出部は、ユーザが視聴した前記放送番組の放送日時と視聴日時との関係性に
基づいて、前記視聴履歴に対して所定の重みづけを行い前記広告情報を抽出する、
　請求項１から５のいずれかに記載の広告配信システム。
【請求項７】
　前記履歴送信部は、Ｗｅｂ情報の閲覧時に、前記視聴履歴及び前記閲覧履歴に加え前記
ユーザの属性情報も併せて前記広告配信サーバに対して送信し、
　前記広告抽出部は、前記視聴履歴、前記閲覧履歴及び前記属性情報に基づいて、前記広
告情報を抽出する、
　請求項１から６のいずれかに記載の広告配信システム。
【請求項８】
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　広告配信サーバがユーザ端末に対して広告を配信する広告配信方法であって、
　前記ユーザ端末が実行する、
　　ユーザが視聴した放送番組を特定するステップと、
　　特定した放送番組を前記ユーザの視聴履歴として記憶するステップと、
　　ユーザが閲覧したＷｅｂ情報を前記ユーザの閲覧履歴として記憶するステップと、
　　Ｗｅｂ情報の閲覧時に前記広告配信サーバに対して前記視聴履歴及び前記閲覧履歴を
送信するステップと、
　前記広告配信サーバが実行する、
　　閲覧対象のＷｅｂ情報と共に提供する広告情報として、前記視聴履歴及び前記閲覧履
歴に基づく広告情報を抽出するステップと、
　　抽出した前記広告情報を前記ユーザ端末に配信するステップと、
　を含む広告配信方法。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告を配信する広告配信システム及び広告配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットの普及に伴い、ネットワークを利用してユーザに商品の広告を配信する
インターネット広告といった仕組みが広く知られている。インターネット広告は、雑誌上
の広告やテレビＣＭ等に比べ、ターゲティング性に優れており、広告の対象となるユーザ
の嗜好に合った広告を配信することができる。
【０００３】
　嗜好に合った広告を配信することは広告効果に直結することから、インターネット広告
の分野では、ターゲティング性を向上させるための様々な工夫が行われている。例えば、
閲覧したＷｅｂページ、クリックした広告、入力した検索キーワード等のユーザの行動に
基づいて、嗜好を特定することが一般的に行われている。
【０００４】
　また、近年では、インターネットと放送番組とを融合させる試みも行われており、例え
ば、特許文献１には、インターネット上での購買履歴等に加え放送番組の視聴履歴に基づ
きユーザの嗜好を特定し、放送番組を視聴中のユーザに対して広告を配信する配信システ
ムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－０５０５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１の配信システムでは、放送番組の視聴履歴も考慮してユーザの嗜
好を特定できるものの、広告は、テレビ受信機で放送番組を視聴中に配信されるものであ
り、インターネット閲覧時に配信するものではなかった。そのため、特許文献１の配信シ
ステムでは、インターネット閲覧時に放送番組の視聴履歴を考慮して広告を配信すること
はできなかった。
【０００７】
　また、テレビ受信機は、複数のユーザが利用する場合があるため、特許文献１の配信シ
ステムのようにテレビ受信機で視聴履歴を管理する方法では、放送番組を実際に視聴した
ユーザ個人の嗜好を的確に取得することができない。そのため、特許文献１の配信システ
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ムでは、インターネットの閲覧履歴から特定したユーザ個人の嗜好が、放送番組の視聴履
歴により歪められてしまい、却ってターゲティング性を損ねてしまうおそれがあった。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、放送番組の視聴履歴からユー
ザ個人の嗜好を的確に捉えつつ、インターネット閲覧時にユーザに適した広告を配信する
広告配信システム及び広告配信方法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】
【０００９】
　本発明の第１の態様においては、ユーザ端末、及び当該ユーザ端末と通信可能に接続さ
れる広告配信サーバを含む広告配信システムを提供する。この広告配信システムにおいて
、前記ユーザ端末は、ユーザが視聴した放送番組を特定する番組特定部と、特定した放送
番組を前記ユーザの視聴履歴として記憶する視聴履歴記憶部と、ユーザが閲覧したＷｅｂ
情報を前記ユーザの閲覧履歴として記憶する閲覧履歴記憶部と、Ｗｅｂ情報の閲覧時に前
記広告配信サーバに対して前記視聴履歴及び前記閲覧履歴を送信する履歴送信部と、を備
え、前記広告配信サーバは、閲覧対象のＷｅｂ情報と共に提供する広告情報として、前記
視聴履歴及び前記閲覧履歴に基づく広告情報を抽出する広告抽出部と、抽出した前記広告
情報を前記ユーザ端末に配信する広告配信部と、を備える。
【００１０】
　また、前記広告配信サーバは、前記視聴履歴及び前記閲覧履歴に基づいて前記ユーザの
特性を分析する特性分析部を更に備え、前記広告抽出部は、分析した前記ユーザの特性に
基づいて、抽出する広告情報の割合を変更することとしてもよい。
【００１１】
　また、前記広告抽出部は、前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴
された放送番組が含まれるか否かに応じて、抽出する広告情報の割合を変更することとし
てもよい。
【００１２】
　また、前記広告抽出部は、前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴
された放送番組が含まれる場合、前記閲覧履歴よりも前記視聴履歴を重みづけて前記広告
情報を抽出し、前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴された放送番
組が含まれない場合、前記視聴履歴よりも前記閲覧履歴を重みづけて前記広告情報を抽出
することとしてもよい。
【００１３】
　また、前記広告抽出部は、前記視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時に視聴中の放送番組が
含まれる場合、当該視聴中の放送番組に基づいて前記広告情報を抽出することとしてもよ
い。
【００１４】
　また、前記広告抽出部は、ユーザが視聴した前記放送番組の放送日時と視聴日時との関
係性に基づいて、前記視聴履歴に対して所定の重みづけを行い前記広告情報を抽出するこ
ととしてもよい。
【００１５】
　また、前記履歴送信部は、Ｗｅｂ情報の閲覧時に、前記視聴履歴及び前記閲覧履歴に加
え前記ユーザの属性情報も併せて前記広告配信サーバに対して送信し、前記広告抽出部は
、前記視聴履歴、前記閲覧履歴及び前記属性情報に基づいて、前記広告情報を抽出するこ
ととしてもよい。
【００１６】
　本発明の第２の態様においては、広告配信サーバがユーザ端末に対して広告を配信する
広告配信方法を提供する。この広告配信方法は、前記ユーザ端末が実行する、ユーザが視
聴した放送番組を特定するステップと、特定した放送番組を前記ユーザの視聴履歴として
記憶するステップと、ユーザが閲覧したＷｅｂ情報を前記ユーザの閲覧履歴として記憶す
るステップと、Ｗｅｂ情報の閲覧時に前記広告配信サーバに対して前記視聴履歴及び前記
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閲覧履歴を送信するステップと、前記広告配信サーバが実行する、閲覧対象のＷｅｂ情報
と共に提供する広告情報として、前記視聴履歴及び前記閲覧履歴に基づく広告情報を抽出
するステップと、抽出した前記広告情報を前記ユーザ端末に配信するステップと、を含む
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、インターネット閲覧時にユーザ個人の嗜好に合った広告を配信するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】広告配信システムのシステム構成を示す図である。
【図２】一実施形態に係るユーザ端末及び広告配信サーバの機能構成を示す図である。
【図３】ユーザ端末の視聴履歴記憶部に記憶される視聴履歴の一例を示す図である。
【図４】放送番組の属性を算出する動作の流れを示す図である。
【図５Ａ】ユーザ端末に配信される広告情報の一例を示す図である。
【図５Ｂ】ユーザ端末に配信される広告情報の一例を示す図である。
【図５Ｃ】ユーザ端末に配信される広告情報の一例を示す図である。
【図６】ユーザ端末に配信される広告情報の一例を示す図である。
【図７】広告配信システムの処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態の広告配信システムの概要を示す図である。
【図９】別実施形態に係るユーザ端末及び広告配信サーバの機能構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１実施形態＞
　初めに、図１～図７を参照して、本発明の広告配信システムの第１実施形態について説
明する。
【００２０】
［広告配信システム１００の構成］
　図１は、広告配信システム１００のシステム構成を示す図である。広告配信システム１
００は、ユーザ端末１０と、広告配信サーバ４０と、コンテンツ配信サーバ７０と、を含
んで構成される。
【００２１】
　ユーザ端末１０は、使用するユーザとの関係性が強い端末装置である。なお、使用する
ユーザとの関係性が強いとは、主として使用するユーザが限定されることをいい、例えば
、携帯電話のように所有者以外のユーザが使用することが少ない端末装置が、ユーザ端末
１０に相当する。
　ユーザ端末１０は、無線通信回線Ｗ、基地局８０及びネットワークＮを介して、広告配
信サーバ４０及びコンテンツ配信サーバ７０と通信可能に接続されている。ネットワーク
Ｎは、例えばインターネットであり、ユーザ端末１０は、広告配信サーバ４０から各種広
告を取得すると共に、コンテンツ配信サーバ７０から各種コンテンツを取得し、これら広
告及びコンテンツをＷｅｂ情報（Ｗｅｂページ）として表示する。
【００２２】
　広告配信サーバ４０は、ユーザ端末１０からの要求に応じてユーザ端末１０に対して各
種広告を配信する。このとき、広告配信サーバ４０は、ユーザ端末１０のユーザの嗜好に
合った広告を、ユーザ端末１０に対して配信する。
　コンテンツ配信サーバ７０は、ユーザ端末１０からの要求に応じてユーザ端末１０に対
してＷｅｂ情報を構成するコンテンツを配信する。
【００２３】
　広告配信サーバ４０及びコンテンツ配信サーバ７０は、例えばコンピュータにより構成
されており、ハードディスク等の記憶媒体に格納されたプログラムをＣＰＵが実行するこ
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とにより動作する。なお、広告配信サーバ４０及びコンテンツ配信サーバ７０は、夫々独
立したコンピュータであってもよく、また、同一のコンピュータであってもよい。
【００２４】
　続いて、ユーザ端末１０及び広告配信サーバ４０の構成の詳細について説明する。図２
は、ユーザ端末１０及び広告配信サーバ４０の機能構成を示すブロック図である。
【００２５】
［ユーザ端末１０の構成］
　図２に示すように、ユーザ端末１０は、制御部２０と、記憶部３０とを含んで構成され
る。制御部２０は、例えばＣＰＵであり、記憶部３０に記憶された各種プログラムに従い
、番組特定部２１、閲覧履歴特定部２２及び履歴送信部２３として機能する。
　記憶部３０は、例えば、ハードディスク等の記憶媒体であり、視聴履歴記憶部３１と、
閲覧履歴記憶部３２と、を含んで構成される。
【００２６】
　番組特定部２１は、ユーザ端末１０のユーザが視聴した放送番組を特定する。番組特定
部２１は、ユーザがユーザ端末１０を用いて視聴した放送番組（ワンセグ等）を特定する
こととしてもよく、また、ユーザがテレビ受信機（不図示）を用いて視聴した放送番組を
特定することとしてもよい。
　ここで、ユーザ端末１０は、使用するユーザとの関係性が強い端末装置であるため、ユ
ーザ端末１０で特定した放送番組は、ユーザ端末１０のユーザが実際に視聴した放送番組
である。
【００２７】
　なお、テレビ受信機を用いて視聴した放送番組をユーザ端末１０で特定する方法は任意
であり、例えば、ユーザ端末１０をテレビ受信機のリモコンとして用いた場合のリモコン
操作に基づいて特定することとしてもよく、また、ユーザから視聴した放送番組の入力を
受け付けることで特定することとしてもよい。
　また、近年知られている自動コンテンツ認識（ＡＣＲ：Automatic Content Recognitio
n）技術を用いて、例えば、放送番組の映像（画像）や音声を取得し画像認識や音声認識
を行うことで、ユーザが視聴した放送番組を特定することとしてもよい。
【００２８】
　番組特定部２１は、ユーザ端末１０のユーザが視聴した放送番組を特定すると、特定し
た放送番組を視聴履歴として記憶部３０の視聴履歴記憶部３１に記憶する。
　図３は、視聴履歴記憶部３１に記憶される視聴履歴の一例を示す図である。図３に示す
ように、視聴履歴記憶部３１は、ユーザが視聴した放送番組（チャンネル、番組名、出演
者、ロケ地等）を、当該番組を視聴した視聴日時と対応付けて記憶する。
【００２９】
　閲覧履歴特定部２２は、ユーザ端末１０を用いてユーザが閲覧したＷｅｂ情報を閲覧履
歴として特定し、記憶部３０の閲覧履歴記憶部３２に記憶する。なお、閲覧履歴としては
、ユーザが閲覧したＷｅｂ情報（Ｗｅｂページ）だけでなく、ユーザがクリックした広告
の種類や、ユーザが入力した検索キーワード等を含めることとしてもよいし、Cookie情報
でもよい。
　閲覧履歴の特定の方法は、既に公知の技術であるため詳細な説明は省略する。
【００３０】
　履歴送信部２３は、ユーザ端末１０におけるＷｅｂ情報の閲覧時に広告配信サーバ４０
に対して視聴履歴及び閲覧履歴を送信する。履歴送信部２３が送信する視聴履歴及び閲覧
履歴は、例えば、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内の視聴履歴及び閲覧履歴であっても
よく、また、最新のものから所定数の視聴履歴及び閲覧履歴であってもよく、また、記憶
されている全ての視聴履歴及び閲覧履歴であってもよい。
【００３１】
［広告配信サーバ４０の構成］
　続いて、広告配信サーバ４０は、制御部５０と、記憶部６０とを含んで構成される。制
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御部５０は、例えばＣＰＵであり、記憶部６０に記憶された各種プログラムに従い、番組
属性算出部５１、特性分析部５２、広告抽出部５３及び広告配信部５４として機能する。
　記憶部６０は、例えば、ハードディスク等の記憶媒体であり、番組属性記憶部６１と、
広告情報記憶部６２と、を含んで構成される。
【００３２】
　特性分析部５２は、視聴履歴及び閲覧履歴に基づいてユーザの特性、即ち、ユーザが好
む放送番組の傾向やＷｅｂ情報の傾向を分析する。ここで、Ｗｅｂ情報の閲覧履歴に基づ
いてユーザの特性を分析する方法は、既に確立された技術であるのに対して、放送番組の
視聴履歴に基づいてユーザの特性を分析する方法は、未だ確立された技術ではない。この
点、本実施形態では、特性分析部５２は、番組属性算出部５１が算出した番組属性を参照
して、視聴履歴に応じたユーザの特性を分析する。
【００３３】
　番組属性算出部５１は、放送番組が持つ属性を放送番組毎に算出する。具体的には、番
組属性算出部５１は、図４（Ａ）に示すように、放送番組の番組表を周期的に巡回する。
そして、番組属性算出部５１は、番組表に含まれる放送番組の紹介文を解析し、その解析
結果から放送番組の属性（特徴）を算出する。図４（Ｂ）に示す例では、午前７時に放送
される放送番組「○×ニュース」の属性として「ニュース、キャスターＡ・・・」等が算
出されている。なお、放送番組の属性の算出は、番組表の紹介分の特徴語だけでなく、ネ
ットワークを介して得られる放送番組に関する情報（例えば、放送番組に関するブログ、
つぶやき等の内容や、当該ブログやつぶやき等を投稿したユーザの属性情報）を利用する
ものでもよい。
【００３４】
　番組属性算出部５１は、放送番組の属性を算出すると、算出した放送番組の属性を記憶
部６０の番組属性記憶部６１に記憶する。
　番組属性記憶部６１は、放送番組毎に放送番組を特定するための情報と放送番組の属性
とを記憶する。なお、放送番組を特定するための情報とは、ユーザ端末１０から送信され
た視聴履歴から放送番組を一意に特定する情報であり、本実施形態では、放送番組の番組
名、放送番組の放送日時、チャンネル等である。
【００３５】
　特性分析部５２は、番組属性記憶部６１を参照して、ユーザ端末１０から送信された視
聴履歴に対応する放送番組の属性を取得し、取得した属性から放送番組の視聴傾向を特定
し、この放送番組の視聴傾向とＷｅｂ情報の閲覧傾向とから、ユーザの特性を分析する。
【００３６】
　広告抽出部５３は、閲覧対象のＷｅｂ情報と共に提供する広告情報として、視聴履歴及
び閲覧履歴に基づく広告情報、即ち分析したユーザの特性に基づく広告情報を抽出する。
なお、広告情報記憶部６２は、ユーザの特性毎に広告情報を記憶しており、広告抽出部５
３は、広告情報記憶部６２を参照して、ユーザの特性に対応する広告情報を抽出する。
【００３７】
　ここで、広告抽出部５３は、分析したユーザの特性に基づいて、ユーザの特性に対応す
る広告情報の割合を一般の広告情報の割合に対して変更することとしてもよい。例えば、
一部の分野に強い興味を持つユーザに対しては、ユーザの特性に対応する広告情報の割合
を高くする一方で、多様な分野に広く興味を持つユーザに対しては、ユーザの特性に対応
する広告情報の割合を低くすることとしてもよい。
　また、広告抽出部５３は、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴された放送番組が
含まれるか否かに応じて、ユーザの特性に対応する広告情報の割合を一般の広告情報の割
合に対して変更することとしてもよい。このような構成によれば、例えば、放送番組を視
聴した直後にＷｅｂ情報を閲覧するユーザに対しては、ユーザの特性に対応する広告情報
の割合を高くすることができる。
【００３８】
　広告配信部５４は、広告抽出部５３が抽出した広告情報をユーザ端末１０に対して配信
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する。
【００３９】
　ユーザ端末１０は、広告配信サーバ４０から配信された広告情報をコンテンツ配信サー
バ７０から配信されたコンテンツと共にユーザ端末１０の表示部（不図示）に表示する。
【００４０】
［広告情報の配信例］
　続いて、広告配信サーバ４０により配信される広告情報の一例について説明する。
　図５Ａに示すように、広告配信サーバ４０は、ユーザ端末１０から送信された放送番組
の視聴履歴、及びＷｅｂ情報の閲覧履歴から、ユーザ端末１０を用いるユーザの特性（嗜
好）を特定し、この特性に合う広告情報をユーザ端末１０に対して配信する。図５Ａでは
、放送番組の視聴履歴から「俳優Ｃ、スポーツ、卓球」等にユーザが興味を持っているこ
とを特定し、Ｗｅｂ情報の閲覧履歴から「ゲーム、コンピュータ」等にユーザが興味を持
っていることを特定している。
【００４１】
　広告配信サーバ４０は、放送番組の視聴履歴及びＷｅｂ情報の閲覧履歴から特定したユ
ーザの特性に合う広告情報を抽出し、ユーザ端末１０に対して配信する。
　なお、視聴履歴及び閲覧履歴からユーザの特性を特定する具体的な方法は任意であり、
両履歴が重複する部分を重視して、ユーザの特性を特定することとしてもよい。また、視
聴履歴に対して、閲覧履歴とは異なる重みづけをして、ユーザの特性を特定することとし
てもよい。
【００４２】
　ここで、放送番組は、放送事業者が決めたスケジュールに従い放送されるため、Ｗｅｂ
情報に比べてユーザの嗜好を反映しにくい一方で、放送番組を視聴するタイミングがユー
ザ間で一致するため、現在の流行を捉えるのに優れている。
　そこで、広告配信サーバ４０は、広告情報を配信するタイミング、言い換えると、Ｗｅ
ｂ情報の閲覧タイミングに基づいて、視聴履歴に対する重みづけと閲覧履歴に対する重み
づけとを調整することとしてもよい。具体的には、広告配信サーバ４０は、Ｗｅｂ情報の
閲覧タイミングと、放送番組の視聴タイミングとの関係に基づいて、重みづけを調整する
。
【００４３】
　より具体的には、図５Ｂに示すように、視聴履歴の中に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定
時間内に視聴された放送番組が含まれている場合、特性分析部５２は、Ｗｅｂ情報の閲覧
履歴よりも放送番組の視聴履歴を重みづけてユーザの特性を分析し、広告抽出部５３は、
このユーザの特性に基づいて（即ち閲覧履歴よりも視聴履歴を重みづけて）広告情報を抽
出する。
　ユーザにとってみれば放送番組を視聴中又は視聴した後に放送番組に関する情報をＷｅ
ｂ上で調べることがある。そのため、放送番組を視聴中又は視聴した後にＷｅｂ情報を閲
覧するユーザは、視聴した放送番組に興味を持っている可能性が高い。そこで、放送番組
の視聴中又は視聴後の所定時間内は、放送番組の視聴履歴を重みづけることで、ユーザの
現在の興味を的確に捉えた広告情報を配信できて好適である。
【００４４】
　なお、特性分析部５２は、視聴履歴のうちＷｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴さ
れた放送番組の視聴履歴のみを重みづけてユーザの特性を分析することとしてもよい。図
５Ｂに示す例では、放送番組１は、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴されている
ものの、放送番組２は、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴されていないため、特
性分析部５２は、放送番組１のみを重みづけてユーザの特性を分析する。
【００４５】
　一方、図５Ｃに示すように、視聴履歴の中に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視
聴された放送番組が含まれていない場合、特性分析部５２は、放送番組の視聴履歴よりも
Ｗｅｂ情報の閲覧履歴を重みづけてユーザの特性を分析し、広告抽出部５３は、このユー
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ザの特性に基づいて（即ち視聴履歴よりも閲覧履歴を重みづけて）広告情報を抽出する。
【００４６】
　なお、このような重みづけの調整は、抽出する広告情報の割合を変更することであって
もよい。例えば、広告抽出部５３は、視聴履歴の中に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間
内に視聴された放送番組が含まれている場合、ユーザの放送番組の視聴傾向に応じた広告
情報の割合を高くする一方で、ユーザのＷｅｂ情報の閲覧傾向に応じた広告情報の割合を
低くする。これに対して、視聴履歴の中に、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内に視聴さ
れた放送番組が含まれていない場合、広告抽出部５３は、ユーザのＷｅｂ情報の閲覧傾向
に応じた広告情報の割合を高くする一方で、ユーザの放送番組の視聴傾向に応じた広告情
報の割合を低くする。
　また、広告抽出部５３は、重みづけの程度を、Ｗｅｂ情報の閲覧タイミングと、放送番
組の視聴タイミングとの関係に基づいて調整することとしてもよい。例えば、広告抽出部
５３は、Ｗｅｂ情報の閲覧タイミングが放送番組の視聴タイミングと近いほど放送番組の
視聴履歴に対する重みづけを大きくし、放送番組の視聴タイミングから遠いほど放送番組
の視聴履歴に対する重みづけを小さくする。
【００４７】
　また、近年では、ユーザによっては、テレビ受信機で放送番組を視聴しながらユーザ端
末１０でＷｅｂ情報を閲覧することがある。
　例えば、図６（Ａ）に示す例では、ユーザは、テレビ受信機でサッカー中継を視聴しな
がら、ユーザ端末１０を用いてＷｅｂ情報を閲覧している。
【００４８】
　このように放送番組を視聴中にＷｅｂ情報を閲覧する場合、広告配信サーバ４０は、視
聴中の放送番組に応じた広告情報をユーザ端末１０に配信することとしてもよい。具体的
には、特性分析部５２は、視聴履歴に、Ｗｅｂ情報の閲覧時に視聴中の放送番組が含まれ
る場合、この視聴中の放送番組に基づいてユーザの特性を分析する。
　その結果、図６（Ｂ）に示すように、閲覧するＷｅｂ情報には、視聴中のサッカー中継
に応じた広告「日本代表公式グッズ」「サッカー道具特集」が含まれることになる。
【００４９】
　なお、視聴中の放送番組に基づくとは、当該放送番組に対して大きな重みづけをするこ
とであってもよく、また、当該放送番組のみ（即ち、他の放送番組の視聴履歴やＷｅｂ情
報の閲覧履歴を用いることなく）ユーザの特性を分析することであってもよい。
【００５０】
　また、放送番組の視聴履歴については、視聴した放送番組が録画したものであるか否か
により異なる重みづけを行うこととしてもよい。視聴した放送番組が録画したものである
か否かの判定は、例えば、ユーザが視聴した放送番組の放送日時を番組表から取得し、そ
の取得結果と視聴履歴に含まれる視聴日時とが一致するか否かにより行うことができる。
一致する場合は録画ではなく放送された放送番組であり、一致しない場合は録画された放
送番組である。
　そこで、特性分析部５２は、ユーザが視聴した放送番組の放送日時と視聴日時との関係
性に基づいて、視聴履歴に対して所定の重みづけを行いユーザの特性を分析する。なお、
録画された放送番組は、ユーザの嗜好が反映されやすいというメリットがあるものの、リ
アルタイム性に欠けるというデメリットもあるため、録画された放送番組と録画でない放
送番組とのいずれを重視するかは任意である。
【００５１】
［広告配信システム１００の処理］
　続いて、図７を参照して、本実施形態の広告配信システム１００の処理について説明す
る。
　初めに、ユーザ端末１０の番組特定部２１は、ユーザが放送番組を視聴中であるか否か
を監視する（ステップＳ１）。具体的には、ユーザ端末１０は、記憶部３０に記憶された
監視用のアプリケーションプログラムに従い、放送番組を視聴中であるか否かを監視する
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。一例として、ユーザ端末１０は、放送番組を視聴中のテレビ受信機から発信される非可
聴音を監視することで、視聴中であるか否かを監視することとしてもよく、また、リモコ
ンアプリケーション等を用いてユーザ端末１０をテレビ受信機とペアリングしておき、テ
レビ受信機から所定の信号を受信することで、視聴中であるか否かを監視することとして
もよい。
【００５２】
　ユーザが放送番組を視聴している場合、ユーザ端末１０の番組特定部２１は、視聴して
いる放送番組を特定し、特定した放送番組及び視聴日時を含む視聴履歴を記憶部３０の視
聴履歴記憶部３１に記憶する（ステップＳ２）。一例として、ユーザ端末１０は、ユーザ
端末１０をテレビ受信機のリモコンとして用いた場合のリモコン操作や、自動コンテンツ
認識（ＡＣＲ）技術を用いて、視聴中の放送番組を特定する。
【００５３】
　続いて、ユーザ端末１０は、Ｗｅｂ情報の閲覧時であるか否かを判定する（ステップＳ
３）。例えば、ユーザ端末１０から広告配信サーバ４０に対して所定の要求が送信された
場合に、ユーザ端末１０は、Ｗｅｂ情報の閲覧時であると判定する。その結果、Ｗｅｂ情
報の閲覧時である場合、ユーザ端末１０の履歴送信部２３は、放送番組の視聴履歴及びＷ
ｅｂ情報の閲覧履歴を含む履歴情報を広告配信サーバ４０に対して送信する（ステップＳ
４）。
【００５４】
　一方、広告配信サーバ４０では、ユーザ端末１０から履歴情報が送信される前に予め放
送番組毎に放送番組が持つ属性を特定しておく（ステップＳ１１）。即ち、広告配信サー
バ４０の番組属性算出部５１は、放送番組の番組表を周期的に巡回し、番組表に含まれる
紹介文の中の特徴語を抽出し、放送番組の属性として算出する。なお、放送番組の属性の
算出は、番組表の紹介分の特徴語だけでなく、ネットワークを介して得られる放送番組に
関する情報（例えば、放送番組に関するブログ、つぶやき等の内容や、当該ブログやつぶ
やき等を投稿したユーザの属性情報）を利用するものでもよい。
【００５５】
　その後、ユーザ端末１０から履歴情報を受信すると、広告配信サーバ４０の特性分析部
５２は、受信した履歴情報（視聴履歴及び閲覧履歴）に基づいて、ユーザの特性を分析す
る（ステップＳ１２）。このとき、広告配信サーバ４０の特性分析部５２は、視聴履歴及
び閲覧履歴に対して適宜所定の重みづけを行い、ユーザの特性を分析する。
【００５６】
　続いて、広告配信サーバ４０の広告抽出部５３が、ユーザの特性に対応する広告情報が
所定の割合になるように記憶部６０の広告情報記憶部６２から広告情報を抽出すると（ス
テップＳ１３）、広告配信サーバ４０の広告配信部５４が、抽出した広告情報をユーザ端
末１０に対して配信する（ステップＳ１４）。
【００５７】
　広告配信サーバ４０から広告情報を受信すると、ユーザ端末１０では、受信した広告情
報を、コンテンツ配信サーバ７０から受信したコンテンツと共に表示する（ステップＳ５
）。続いて、ユーザ端末１０の閲覧履歴特定部２２は、ユーザ端末１０を用いてユーザが
閲覧したＷｅｂ情報の閲覧履歴を記憶部３０の閲覧履歴記憶部３２に記憶し（ステップＳ
６）、処理を終了する。
【００５８】
［第１実施形態の広告配信システム１００の効果］
　以上、本発明の広告配信システム１００の第１実施形態について説明した。続いて、広
告配信システム１００における効果について説明する。
【００５９】
　広告配信システム１００では、ユーザ端末１０のユーザがＷｅｂ情報を閲覧する際に、
広告配信サーバ４０は、ユーザの特性に合った広告を配信する。このとき、広告配信サー
バ４０は、Ｗｅｂ情報の閲覧履歴だけでなく、放送番組の視聴履歴も加味してユーザの特
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性を分析するため、従来に比べてよりユーザに適した広告を配信することができる。特に
、使用するユーザとの関係性が強い携帯電話のようなユーザ端末１０を用いて、放送番組
の視聴履歴を取得することとしているため、ユーザ個人の視聴傾向を的確に捉えることが
でき、ターゲティング性を損ねることがない。
　そのため、本発明の広告配信システム１００によれば、放送番組の視聴履歴からユーザ
個人の嗜好を的確に捉えつつ、Ｗｅｂ情報の閲覧時にユーザに適した広告情報を配信する
ことができる。
【００６０】
　また、広告配信システム１００では、ユーザが興味を持つ範囲や、放送番組の視聴タイ
ミングとＷｅｂ情報の閲覧タイミングとの関係から、ユーザの特性に合った広告と一般の
広告との割合を適宜変更する。これにより、一部の分野に強い興味を持つユーザに対して
ユーザの特性に特化した広告を配信できると共に、放送番組の視聴直後のユーザに対して
は放送番組に対応する広告をより多く配信することができる。
【００６１】
　また、広告配信システム１００では、放送番組の視聴タイミングとＷｅｂ情報の閲覧タ
イミングとの関係から、視聴履歴及び閲覧履歴に対して所定の重みづけをした上でユーザ
の特性を特定する。具体的には、広告配信システム１００は、Ｗｅｂ情報の閲覧時より所
定時間前にユーザが放送番組を視聴していた場合には、閲覧履歴に比べて視聴履歴を重み
づけるため、現在の流行をリアルタイムに捉えた広告情報を配信することができる。一方
で、広告配信システム１００は、Ｗｅｂ情報の閲覧時から所定時間内にユーザが放送番組
を視聴していない場合には、ユーザの嗜好を反映しやすい閲覧履歴を視聴履歴よりも重み
づけるため、ユーザにより適した広告情報を配信することができる。
【００６２】
　また、広告配信システム１００では、ユーザが放送番組を視聴中にＷｅｂ情報を閲覧す
る場合、視聴中の放送番組に基づく広告情報の配信も可能とするため、視聴中の放送番組
と閲覧中のＷｅｂ情報とを連動させることができ、広告効果が向上することが期待できる
。
【００６３】
　また、広告配信システム１００では、ユーザが視聴した放送番組が録画したものである
か否かにより視聴履歴に対して異なる重みづけを行いユーザの特性を分析する。これによ
り、ユーザの嗜好やリアルタイム性を考慮した広告情報を配信することができる。
【００６４】
＜第２実施形態＞
　続いて、本発明の広告配信システム１００の第２実施形態について説明する。
　第１実施形態の広告配信システム１００では、放送番組の視聴履歴及びＷｅｂ情報の閲
覧履歴に基づいて広告情報を抽出することとしている。この点、図８に示すように、第２
実施形態の広告配信システム１００では、放送番組の視聴履歴及びＷｅｂ情報の閲覧履歴
に加え、ユーザの属性情報に基づいて広告情報を抽出する。
【００６５】
　以下、図９を参照して、第２実施形態の広告配信システム１００について説明する。な
お、以下では、第１実施形態と同一の構成については詳細な説明を省略する。
　第２実施形態のユーザ端末１０の履歴送信部２３は、Ｗｅｂ情報の閲覧時に、放送番組
の視聴履歴及びＷｅｂ情報の閲覧履歴に加え、ユーザ端末１０のユーザの属性を示す属性
情報も併せて広告配信サーバ４０に送信する。ここで、属性情報はユーザの性別、年齢、
趣味等を含む任意の情報であり、履歴送信部２３は、例えば、ユーザを識別する識別情報
（ユーザＩＤ）を送信することで、このような属性情報を広告配信サーバ４０に送信する
。
【００６６】
　即ち、広告配信システム１００の記憶部６０は、ユーザ属性記憶部６３を備える。この
ユーザ属性記憶部６３は、ユーザを識別する識別情報に対応付けて、当該ユーザの性別、
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年齢、趣味等の属性情報を記憶する。
　広告配信システム１００の特性分析部５２は、ユーザ端末１０から送信された識別情報
に対応する属性情報をユーザ属性記憶部６３から抽出し、ユーザ端末１０から送信された
視聴履歴及び閲覧履歴と抽出した属性情報とに基づいて、ユーザの特性を分析する。
【００６７】
　そのため、ユーザ端末１０の履歴送信部２３がユーザの属性情報を広告配信サーバ４０
に対して送信するとは、属性情報（性別、年齢、趣味等）自体を送信することに加え、属
性情報を特定するための識別情報（ユーザＩＤ）を送信することも含む。
【００６８】
　特性分析部５２が視聴履歴、閲覧履歴及び属性情報に基づいてユーザの特性を分析する
と、広告抽出部５３は、ユーザの特性に応じた広告情報を広告情報記憶部６２から抽出し
、広告配信部５４は、抽出した広告情報をユーザ端末１０に対して配信する。
【００６９】
［第２実施形態の広告配信システム１００の効果］
　以上のような第２実施形態の広告配信システム１００によれば、放送番組の視聴履歴及
びＷｅｂ情報の閲覧履歴だけでなく、ユーザの属性情報に応じた広告情報を配信すること
ができるため、Ｗｅｂ情報の閲覧時にユーザにより適した広告情報を配信することができ
る。
【００７０】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。特に、装置の分散・統合の具体的な実施形態は
以上に図示するものに限られず、その全部又は一部について、種々の付加等に応じて、又
は、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することが
できる。
【符号の説明】
【００７１】
　１０・・・ユーザ端末、２１・・・番組特定部、２２・・・閲覧履歴特定部、２３・・
・履歴送信部、３１・・・視聴履歴記憶部、３２・・・閲覧履歴記憶部、４０・・・広告
配信サーバ、５１・・・番組属性算出部、５２・・・特性分析部、５３・・・広告抽出部
、５４・・・広告配信部、６１・・・番組属性記憶部、６２・・・広告情報記憶部、１０
０・・・広告配信システム
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