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(57)【要約】
　【構成】　電子看板システム１０は、携帯電話網１０
２およびインターネット網１００を介してパケット通信
を行う電子看板１２と携帯電話機１４とを含み、携帯電
話機１４を電子看板１２の外部入力装置として用いる。
電子看板１２は、通信接続を求める認証要求パケットを
携帯電話機１４から受信した場合、その認証要求パケッ
トに携帯電話網１０２を経由した通信であることを示す
認証情報が付与されている場合のみ、その携帯電話機１
４に対して通信接続を許可する。つまり、電子看板１２
は、携帯電話網１０２を経由する正規ルートでアクセス
してきた携帯電話機１４からの通信接続のみを許可する
。これにより、携帯電話機１４のユーザを容易に特定で
きるようになる。
　【効果】　携帯電話機のユーザを容易に特定できるの
で、悪用に対する心理的抑制をユーザに与えることがで
き、ユーザによる電子看板の悪用を防止または低減でき
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話網およびインターネット網を介してパケット通信を行う電子看板と携帯電話機
とを含み、前記携帯電話機を前記電子看板の外部入力装置として用いる電子看板システム
であって、
　前記携帯電話機は、
　　前記電子看板のアクセスコードを取得するアクセスコード取得手段、
　　前記アクセスコードを取得した電子看板に対して通信接続の許可を求める認証要求パ
ケットを送信する認証要求手段、および
　　通信接続が許可された前記電子看板に対して制御を指示する操作パケットを送信する
制御指示手段を備え、
　前記電子看板は、
　　自身のアクセスコードを表示する表示手段、
　　携帯電話機から認証要求パケットを受信したとき、当該認証要求パケットに前記携帯
電話網を経由した通信であることを示す認証情報が付与されているか否かによって、当該
携帯電話機の正当性を判定する判定手段、および
　　前記判定手段によって正当性が確認された携帯電話機との通信接続を許可し、前記判
定手段によって正当性が確認されなかった携帯電話機との通信接続を拒否する通信接続手
段を備える、電子看板システム。
【請求項２】
　前記電子看板および前記携帯電話機は、近距離無線通信手段をさらに備え、
　前記制御指示手段は、前記操作パケットを近距離無線通信によって前記電子看板に送信
する、請求項１記載の電子看板システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は電子看板システムに関し、特にたとえば、携帯電話機を電子看板の外部入力
装置として用いる、電子看板システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子看板システムの一例が特許文献１に開示されている。特許文献１の技術は、
利用者（ユーザ）が携行する携帯電話機などのコンピュータ端末を用いて、電子ポスター
端末（電子看板）をインタラクティブに操作するシステムである。具体的には、特許文献
１のシステムは、携帯電話機とインターネット等を介して接続されるサーバコンピュータ
と、サーバコンピュータから送信されたコンテンツを表示する電子看板とを備える。サー
バコンピュータは、携帯電話機から送信される電子看板の識別情報に基づいて、利用者が
利用したい電子看板を特定し、特定した電子看板で表示できるコンテンツを選択可能なコ
ンテンツメニューを携帯電話機に送信する。そして、利用者が携帯電話機に表示されるコ
ンテンツメニューからコンテンツを選択すると、サーバコンピュータは、そのコンテンツ
情報を携帯電話機から受信し、利用者が選択したコンテンツを表示するためのデータ或い
は表示指示を電子看板に送信する。特許文献１の技術によれば、一般の利用者が携帯電話
機を用いて電子看板を操作できるので、利用者の電子看板への関心を高めることができる
。
【特許文献１】特開２００２－３７２９３９号公報　[Ｇ０９Ｆ　１９／００]
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子看板は、街頭などの公共の場に設置され、不特定多数の人間に見られるものである
ので、電子看板の不適切な使用、たとえば他人を誹謗中傷するような言葉（文字）や画像
を表示するというような使用を防止する必要がある。しかしながら、特許文献１の技術で
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は、携帯電話機から電子看板に対してアクセスがあった場合に、その携帯電話機の利用者
に電子看板の使用を無条件で許可している。つまり、電子看板の不適切な使用を防止する
ための対策が十分とは言えないため、利用者が電子看板を安易に悪用してしまう恐れがあ
る。
【０００４】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、電子看板システムを提供することであ
る。
【０００５】
　この発明の他の目的は、電子看板の不適切な使用を防止できる、電子看板システムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。なお、括弧内の参
照符号および補足説明などは、本発明の理解を助けるために後述する実施の形態との対応
関係を示したものであって、この発明を何ら限定するものではない。
【０００７】
　第１の発明は、携帯電話網およびインターネット網を介してパケット通信を行う電子看
板と携帯電話機とを含み、携帯電話機を電子看板の外部入力装置として用いる電子看板シ
ステムであって、携帯電話機は、電子看板のアクセスコードを取得するアクセスコード取
得手段、アクセスコードを取得した電子看板に対して通信接続の許可を求める認証要求パ
ケットを送信する認証要求手段、および通信接続が許可された電子看板に対して制御を指
示する操作パケットを送信する制御指示手段を備え、電子看板は、自身のアクセスコード
を表示する表示手段、携帯電話機から認証要求パケットを受信したとき、当該認証要求パ
ケットに携帯電話網を経由した通信であることを示す認証情報が付与されているか否かに
よって、当該携帯電話機の正当性を判定する判定手段、および判定手段によって正当性が
確認された携帯電話機との通信接続を許可し、判定手段によって正当性が確認されなかっ
た携帯電話機との通信接続を拒否する通信接続手段を備える、電子看板システムである。
【０００８】
　第１の発明では、電子看板システム（１０）は、電子看板（１２）および携帯電話機（
１４）を含み、これらは互いに、携帯電話網（１０２）およびインターネット網（１００
）を介してパケット通信を行う機能を有する。電子看板は、表示手段（２０，２２，２４
，Ｓ１，Ｓ４１，Ｓ７１）を備え、表示手段は、ＱＲコードや文字列などによって表され
るアクセスコードを表示装置（２０）の画面上などに表示する。携帯電話機は、アクセス
コード取得手段（３４，３６，４２，Ｓ５，Ｓ４５，Ｓ５５，Ｓ７５）、および認証要求
手段（３４，４４，Ｓ７，Ｓ４７，Ｓ５７，Ｓ７７）を備える。アクセスコード取得手段
は、電子看板に表示されるＱＲコードを読み取る等して、所望の電子看板のアクセスコー
ドを取得する。認証要求手段は、たとえば、取得したアクセスコードおよび自身の識別子
（電話番号など）を含む認証要求パケットを生成し、携帯電話網およびインターネット網
を介して、生成した認証要求パケットを電子看板に送信する。また、電子看板は、判定手
段（２２，２４，２６，Ｓ１１，Ｓ５１，Ｓ６１，Ｓ８１）および通信接続手段（２２，
２４，Ｓ１３，Ｓ１５，Ｓ６３，Ｓ６５，Ｓ８３，Ｓ８５）を備える。判定手段は、携帯
電話機から受信した認証要求パケットに、自身のアクセスコードが付与されているか否か
、および携帯電話網を経由した通信であることを示す認証情報が付与されているか否かに
よって、携帯電話機の正当性を判定（確認）する。ここで用いられる認証情報は、たとえ
ば、携帯電話網のゲートウェイサーバ（１０６）のＩＰアドレス、携帯電話機のユーザエ
ージェント情報、および携帯電話事業者が提供する電子証明書である。通信接続手段は、
正当性が確認された携帯電話機、つまり認証情報が付与された認証要求パケットを送信し
てきた携帯電話機との通信接続を許可し、正当性が確認されなかった携帯電話機との通信
接続を拒否する。すなわち、電子看板は、携帯電話網を経由する正規ルートでアクセスし
てきた携帯電話機からの通信接続のみを許可する。これにより、携帯電話機のユーザを容
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易に特定できるシステムとなる。また、携帯電話機は、制御指示手段（３４，３６，４４
，Ｓ２５）を備え、通信接続が許可された電子看板に対して、ユーザのキー入力操作に応
じた操作パケットを送信することによって、電子看板の動作を制御する。
【０００９】
　第１の発明によれば、ユーザを特定できる仕組みとすることによって、悪用に対する心
理的抑制をユーザに与えることができるので、ユーザによる電子看板の悪用を防止または
低減できる。また、仮にユーザが電子看板を悪用した場合には、警告および利用停止処置
を素早く実行できる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明に従属し、電子看板および携帯電話機は、近距離無線通信手
段をさらに備え、制御指示手段は、操作パケットを近距離無線通信によって電子看板に送
信する。
【００１１】
　第２の発明では、電子看板（１２）および携帯電話機（１４）のそれぞれは、ＩｒＤＡ
、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈおよびＷｉ-Ｆｉ等の標準規格に従う近距離無線通信手段（Ｓ８９
，Ｓ９１，Ｓ９３）をさらに備え、制御指示手段（３４，３６）は、ユーザのキー入力操
作に応じた操作パケットを、近距離無線通信によって電子看板に直接送信することによっ
て、電子看板の動作を制御する。このように、近距離無線通信を用いることによって、電
子看板操作時のパケット通信代を節約できる。また、携帯電話網などを介して電子看板に
操作パケットを送信すると、認証に時間がかかって電子看板の操作に少しのタイムロスが
生じてしまうが、近距離無線通信を用いることによって、携帯電話機と電子看板とが素早
く通信できるようになり、携帯電話機によるリアルタイムでの電子看板の操作が可能とな
る。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明によれば、ユーザを特定できる仕組みとすることによって、悪用に対する心理
的抑制をユーザに与えることができるので、ユーザによる電子看板の悪用を防止または低
減できる。また、電子看板の悪用に対して、警告および利用停止処置を素早く実行できる
。
【００１３】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う後述の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の電子看板システムの一実施例を示す図解図である。
【図２】図１の電子看板の構成を示すブロック図である。
【図３】図１の携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図４】電子看板システムの動作の一例であって、携帯電話機がコンソール機能を開始す
るまでの動作を示すシーケンス図である。
【図５】電子看板システムの動作の一例であって、携帯電話機がコンソール機能を開始し
てからの動作の一例を示すシーケンス図である。
【図６】電子看板システムの動作の他の一例であって、携帯電話機がコンソール機能を開
始するまでの動作の一部を示すシーケンス図である。
【図７】電子看板システムの動作のさらに他の一例であって、携帯電話機がコンソール機
能を開始するまでの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を参照して、この発明の一実施例である電子看板システム（以下、単に「システム
」という。）１０は、インターネット網１００および携帯電話網１０２を介してパケット
通信を行う電子看板（デジタルサイネージ）１２と携帯電話機１４とを含み、携帯電話機
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１４を電子看板１２の外部入力装置として利用することによって、電子看板１２の有効利
用を図る。たとえば、電子看板１２に表示されるポインタを携帯電話機１４によって操作
して、広告商品の詳細情報を検索したり、電子看板１２を掲示板として用い、携帯電話機
１４を用いて入力したテキストや撮影した画像などを電子看板１２に表示したりする。ま
た、たとえば、携帯電話機１４をコントローラとして用いて、電子看板１２の画面でコン
ピュータゲームを行い、その成績に応じて携帯電話機１４に電子クーポンを配布したりす
る。この際、使い慣れた自身の携帯電話機１４を用いて電子看板１２を操作できるので、
ユーザは電子看板１２の操作を容易に行うことができる。
【００１６】
　また、詳細は後述するように、システム１０では、予め設定した選別ルールに従い、電
子看板１２側でユーザ（携帯電話機１４）の選別を行うことによって、ユーザによる電子
看板１２の不適切な使用（悪用）を防止する。
【００１７】
　なお、図１には、１つの電子看板１２と１つの携帯電話機１４を示しているが、これに
限定されず、システム１０は、複数の電子看板１２と携帯電話１４とを含む構成であって
もよい。たとえば、複数の携帯電話機１４が１つの電子看板１２を同時に使用できる構成
としてもよい。また、この発明における携帯電話機１４とは、簡易型携帯電話機とも言わ
れるＰＨＳ（Personal Handyphone System）を含む概念であり、携帯電話網１０２はＰＨ
Ｓ網を含むものとする。
【００１８】
　インターネット網１００は、サーバやルータ等（図示せず）を含むネットワークであり
、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）やＨＴＴＰ（Hyp
erText Transfer Protocol）によって結ばれるネットワークである。
【００１９】
　携帯電話網（キャリア通信網）１０２は、基地局１０４およびゲートウェイサーバ１０
６等を含み、インターネット網１００とは異なる通信プロコトルで結ばれるネットワーク
である。携帯電話網１０２は、携帯電話事業者（キャリア）によって独自に構築、管理さ
れており、たとえばＮＴＴドコモ（登録商標）のｉモード（登録商標）サービスが該当す
る。
【００２０】
　基地局１０４は、携帯電話網１０２の通信サービスエリア内に多数設置され、自身のカ
バーする無線セルに存在する携帯電話機１４と無線通信を行う。ゲートウェイサーバ１０
６は、インターネット網１００および携帯電話網１０２間の通信プロコトルを変換する。
また、ゲートウェイサーバ１０６は、電子看板１２にアクセスする携帯電話機１４の身元
保証に相当する認証を行うと共に、携帯電話機１４から携帯電話網１０２を介して受信し
たパケット（携帯パケット）を、インターネット網１００を介して電子看板１２に送信す
るパケット（ＩＰパケット）に変換する際には、自身（ゲートウェイサーバ１０６）に固
有のＩＰアドレスや、パケット送信元の携帯電話機１４のユーザエージェント情報（機種
情報）を付加したＩＰパケットを生成する。このような携帯電話網１０２は、携帯電話事
業者によって提供されている既存の設備であるが、システム１０では、詳細は後述するよ
うに、この携帯電話網１０２において提供される各種サービス等を有効利用して電子看板
１２の悪用を防止する。
【００２１】
　図２は、電子看板１２の構成を示すブロック図である。電子看板１２は、表示および通
信にデジタル技術を活用して映像や情報をユーザに提示する装置であり、表示装置２０お
よび制御装置２２を備える。
【００２２】
　表示装置２０は、街頭、店舗および駅などの公共の場に設置される、液晶ディスプレイ
、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイおよび映像プロジェクタ等である。表示
装置２０は、制御装置２２からの指示に従い、文字情報（テキスト）や映像などのコンテ
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ンツを表示する。また、表示装置２０は、スピーカなどの音声出力装置（図示せず）を備
えるようにしてもよく、文字情報や映像などと連動させて音声情報を提示するようにして
もよい。
【００２３】
　制御装置２２は、電子看板１２の管理者（或いは情報提供者）によって維持管理される
、パーソナルコンピュータ等の汎用のコンピュータである。制御装置２２は、ＣＰＵ２４
、記憶部２６、キーボードやマウス等の操作部２８、モニタ等の表示部３０、および通信
部３２などを備え、表示装置２０と有線または無線で接続されて、表示装置２０の動作（
表示内容）を制御する。記憶部２６は、ＲＯＭ、ＨＤＤおよびＲＡＭ等を含み、ＲＯＭや
ＨＤＤには、ＣＰＵ２４が処理を行うために必要なデータおよびプログラムが適宜記憶さ
れる。ＣＰＵ２４は、ＲＡＭをワークエリアとして用い、ＲＯＭやＨＤＤに記憶されたプ
ログラムを実行することによって、電子看板１２（表示装置２０および制御装置２２）の
各部の動作を制御する。また、通信部３２は、インターネット網１００を介して通信を行
うためのインタフェース装置である。
【００２４】
　記憶部２６（ＲＯＭやＨＤＤ）に記憶されるプログラムとしては、表示装置２０に所定
のコンテンツを表示するための表示プログラム、携帯電話機１４や他のコンピュータとの
間で必要な情報を送受信するための通信プログラム、携帯電話機１４から電子看板１２へ
のアクセスが、携帯電話網１０２を経由する正規ルートによるアクセスか否かを判定する
ための判定プログラム、表示装置２０にユーザ用のアイテム（カーソル、アイコンおよび
アバタ等）を表示するアイテム表示プログラム、および携帯電話機１４から送信される操
作指示情報（キー入力情報）に基づいて、表示装置２０のユーザ用アイテムを動作させた
り、表示装置２０の表示内容を変更したりするための遠隔制御プログラム等がある。
【００２５】
　記憶部２６に記憶されるデータとしては、表示装置２０に表示される文字データや映像
データ（コンテンツデータ）、その表示スケジュール、および自身に設定されたアクセス
コード等の各種データがある。ただし、これらコンテンツデータ等は、予め記憶部２６に
記憶するデータだけでなく、外部コンピュータからインターネット網１００等を経由して
適宜送信されるデータを利用することもできる。また、記憶部２６には、ゲートウェイサ
ーバ１０６に固有のＩＰアドレスや、携帯電話機１４のユーザエージェント情報（機種情
報）等の、上述の判定プログラムに利用されるデータが適宜記憶される。
【００２６】
　図３は、携帯電話機１４の構成を示すブロック図である。携帯電話機１４は、ユーザに
よって携帯（所持）される端末機であり、制御部３４、操作部３６、表示部３８、通話部
４０、撮像部４２および無線通信部４４などを備える。
【００２７】
　制御部３４は、ＣＰＵ４６、ＲＯＭ４８、ＲＡＭ５０およびＥＥＰＲＯＭ５２を備え、
ＲＯＭ４８やＥＥＰＲＯＭ５２には、ＣＰＵ４６が処理を行うために必要なデータおよび
プログラムが適宜記憶される。ＣＰＵ４６は、ＲＡＭ５０をワークエリアとして用い、Ｒ
ＯＭ４８やＥＥＰＲＯＭ５２に記憶されたプログラムを実行することによって、携帯電話
機１４の各部の動作を制御する。
【００２８】
　操作部３６は、キーパネル（ボタン）等の操作子を備え、ユーザの入力操作に応じた操
作信号を制御部３４に供給する。表示部３８は、液晶パネルや液晶駆動回路などを備え、
制御部３４から供給される信号に基づいて画像などを表示する。通話部４０は、音声が入
力されるマイクおよび音声を出力するスピーカ等を備える。撮像部４２は、イメージセン
サおよびカメラ処理回路などを備え、所望の被写体の静止画像或いは動画像を撮像する。
無線通信部４４は、アンテナや無線通信回路などを備え、携帯電話網１０２の基地局１０
４と無線通信を行う。
【００２９】
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　また、制御部３４のＲＯＭ４８やＥＥＰＲＯＭ５２に記憶されるプログラムには、通話
、撮像、ブラウジングおよび電子メールの送受信などの携帯電話機１４の基本的な機能を
実現させるプログラムの他、携帯電話機１４を電子看板１２の外部入力装置（コンソール
、リモコン）として機能させるためのアプリケーションプログラム（コンソールアプリ）
等がある。
【００３０】
　なお、コンソールアプリは、携帯電話機１４購入時からの標準装備アプリとして携帯電
話機１４に予め記憶しておくようにしてもよいし、携帯電話機１４購入後に、ユーザから
の要求に応じて電子看板１２等からダウンロードできるようにしておいてもよい。たとえ
ば、携帯電話機１４の表示部３８に表示される、ユーザが各種アプリケーションを選択し
て利用するためのメインメニュー画面に、たとえば「電子看板」の項目を設けておき、ユ
ーザが「電子看板」の項目を選択したときに、コンソールアプリが起動するようにしてお
くとよい。
【００３１】
　このような構成のシステム１０では、電子看板１２側でユーザ（携帯電話機１４）の選
別を行い、正当性を確認（認証）したユーザにのみ電子看板１２の使用を許可するように
している。すなわち、電子看板１２は、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで電子看
板１２にアクセス（接続要求）してきた携帯電話機１４にのみ、その携帯電話機１４によ
る操作を許可する。この実施例では、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで電子看板
１２にアクセスしてきた携帯電話機１４かどうかを判定する（つまり携帯電話機１４の正
当性を判定する）際には、ゲートウェイサーバ１０６固有のＩＰアドレス、または、携帯
電話機１４のユーザエージェント情報を認証情報として利用する。
【００３２】
　携帯電話機１４が携帯電話網１０２を経由して通信する際には、ゲートウェイサーバ１
０６において、そのゲートウェイサーバ１０６に固有のＩＰアドレスが付与されたＩＰパ
ケットが生成される。つまり、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで電子看板１２に
送信されたＩＰパケットには、ゲートウェイサーバ１０６に固有のＩＰアドレスが付与さ
れているはずであるので、このゲートウェイサーバ１０６に固有のＩＰアドレスの有無に
よって携帯電話機１４の正当性を判定できる。具体的には、携帯電話機１４から電子看板
１２に送信されてきたＩＰパケットに、予め記憶しておいた各携帯電話事業者のゲートウ
ェイサーバ１０６のＩＰアドレスが付与されている場合には、その携帯電話機１４の正当
性を認証してアクセスを許可する。一方、携帯電話機１４から送信されてきたＩＰパケッ
トに、予め記憶しておいた各携帯電話事業者のゲートウェイサーバ１０６のＩＰアドレス
が付与されていない場合には、その携帯電話機１４からのアクセスは拒否する。
【００３３】
　同様に、携帯電話機１４から送信される携帯パケットには、その携帯電話機１４のユー
ザエージェント情報（機種情報）が付与されており、その携帯パケットを受信したゲート
ウェイサーバ１０６では、そのユーザエージェント情報が付与されたＩＰパケットが生成
される。つまり、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで電子看板１２に送信されたＩ
Ｐパケットには、携帯電話機１４のユーザエージェント情報が付与されているはずである
ので、このユーザエージェント情報の有無によって携帯電話機１４の正当性を判定できる
。具体的には、携帯電話機１４から電子看板１２に送信されてきたＩＰパケットに、予め
記憶しておいた各携帯電話事業者の携帯電話機１４のユーザエージェント情報が付与され
ている場合には、その携帯電話機１４の正当性を認証してアクセスを許可し、付与されて
いない場合には、その携帯電話機１４からのアクセスは拒否する。
【００３４】
　なお、上述のゲートウェイサーバ１０６のＩＰアドレスや、携帯電話機１４のユーザエ
ージェント情報を認証情報として利用する場合には、いずれか一方を利用すれば十分であ
るが、これら双方を利用することによって、携帯電話機１４の正当性をより確実に判定す
ることができる。
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【００３５】
　上述のように、システム１０では、電子看板１２は、携帯電話網１０２を経由する正規
ルートでアクセスしてきた携帯電話機１４からのアクセスのみを受け付けるようにしてい
る。これは、携帯電話網１０２を経由するアクセスであれば、携帯電話機１４のユーザを
電子看板１２側で容易に特定できるからである。すなわち、携帯電話事業者が運用する携
帯電話網１０２を利用する為には、携帯電話事業者との加入契約が必要であり、その加入
契約時には、運転免許証などの身分証明書によって本人確認が確実になされて、ユーザ情
報が登録される。したがって、携帯電話網１０２を利用してアクセスしてきた携帯電話機
１４であれば、携帯電話事業者によって付与された電話番号や個体識別番号などに基づい
て、そのユーザを容易に特定できる。このように、ユーザを特定できる仕組みとすること
によって、悪用に対する心理的抑制をユーザに与えることができるので、ユーザによる電
子看板１２の悪用を防止または低減できる。また、仮にユーザが電子看板１２を悪用した
場合には、警告および利用停止処置を素早く実行できる。
【００３６】
　以下には、図４および図５に示すシーケンス図を参照して、システム１０の動作の一例
について説明する。図４は、携帯電話機１４からの認証要求を電子看板１２が受け付け、
認証された携帯電話機１４がコンソール機能を開始するまでの動作（つまり電子看板１２
と携帯電話機１４との紐付け処理）を示し、図５は、携帯電話機１４がコンソール機能を
開始してからの動作（つまり携帯電話機１４による電子看板１２の操作処理）を示す。な
お、電子看板１２における動作は、電子看板１２の制御装置２２のＣＰＵ２４が制御処理
を実行し、携帯電話機１４における動作は、携帯電話機１４のＣＰＵ４６が制御処理を実
行する。
【００３７】
　図４を参照して、電子看板１２は、自身のＩＰアドレスに関する情報を含む初期アクセ
スコードを表示装置２０の画面上に表示する（ステップＳ１）。この初期アクセスコード
は、バーコードやＱＲコード（登録商標）によって表されていてもよいし、文字列によっ
て表されていてもよい。また、初期アクセスコードは、所定のコンテンツ（広告情報など
）と共に常時表示するようにしてもよいし、コンテンツの種類やその表示スケジュールと
対応させる等して、適宜な時間だけ表示するようにしてもよい。つまり、電子看板１２は
、携帯電話機１４からの認証要求（通信接続要求）を常時受け付けるようにしてもよいし
、一定時間だけ受け付けるようにしてもよい。さらに、初期アクセスコードは、表示装置
２０の画面上に画像として表示されるものに限定されず、表示装置２０の枠部などに固定
的に表示されているものでもよい。
【００３８】
　一方、携帯電話機１４は、たとえば表示部３８に表示されるメインメニューの「電子看
板」の項目がユーザによって選択されると、コンソールアプリを起動し、コンソールアプ
リの実行画面を表示部３８に表示する（ステップＳ３）。たとえば、先ず、電子看板１２
の初期アクセスコードを取得する方法を選択するための画面を表示部３８に表示し、ＱＲ
コード等の撮像による取得か、または文字列の手入力による取得かをユーザに選択させる
。そして、ユーザが選択した取得方法を用いて、所望の電子看板１２の初期アクセスコー
ドを認識する（ステップＳ５）。たとえば、ＱＲコードの撮像による取得が選択された場
合には、撮像部４２（カメラ機能）を起動し、ユーザによる操作に応じて撮像したＱＲコ
ードに含まれる情報を読み取ることによって、電子看板１２の初期アクセスコードを認識
する。一方、文字列の手入力による取得が選択された場合には、ユーザによる初期アクセ
スコードの手入力を受け付けることによって、電子看板１２の初期アクセスコードを認識
する。
【００３９】
　電子看板１２の初期アクセスコードを認識すると、携帯電話機１４は、たとえば、電子
看板１２へのアクセスを実行するか中止するかを選択するための画面を表示部３８に表示
し、ユーザにアクセスの実行か中止かを選択させる。このとき、ユーザによってアクセス
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の中止が選択された場合には、電子看板１２へのアクセスを中止する。一方、ユーザによ
ってアクセスの実行が選択された場合には、電子看板１２に通信接続の許可を求めるため
の、初期アクセスコードおよび携帯電話識別子（電話番号や個体識別番号など）を含む認
証要求用携帯パケット（認証要求パケット）を生成し（ステップＳ７）、携帯電話網１０
２を介して、生成した認証要求用携帯パケットをゲートウェイサーバ１０６に送信する。
【００４０】
　携帯電話機１４から送信される認証要求用携帯パケットを受信すると、ゲートウェイサ
ーバ１０６は、初期アクセスコードから抽出したＩＰアドレス宛ての認証情報付きＩＰパ
ケットを生成し（ステップＳ９）、インターネット網１００を介して、生成した認証情報
付きＩＰパケットを所望の電子看板１２に送信する。このＩＰパケットに付与されている
認証情報が、上述したゲートウェイサーバ１０６固有のＩＰアドレスや携帯電話機１４の
ユーザエージェント情報である。
【００４１】
　ゲートウェイサーバ１０６から送信される認証情報付きＩＰパケットを受信すると、電
子看板１２は、受信したＩＰパケットが、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで送信
されてきたＩＰパケットであるか否かを判定するパケット判定を行う（ステップＳ１１）
。すなわち、受信したＩＰパケットに付与されている認証情報と、記憶部２６に予め記憶
しておいた認証情報とのマッチング処理を行うことによって、受信したＩＰパケット、つ
まりその送信元である携帯電話機１４の正当性を判定する。この際には、受信したＩＰパ
ケットに含まれる初期アクセスコードによる認証も行われる。
【００４２】
　ステップＳ１１のパケット判定において携帯電話機１４の正当性を確認できなかった場
合には、電子看板１２は、インターネット網１００および携帯電話網１０２を介して、受
付不可を示すエラー情報を携帯電話機１４に送信する。
【００４３】
　一方、ステップＳ１１のパケット判定において携帯電話機１４の正当性を確認できた場
合には、電子看板１２は、携帯電話機１４の携帯電話識別子などのユーザ情報を記憶部２
６に記憶する等し、携帯電話機１４からの操作を受付可能にするための受付処理を実行す
る（ステップＳ１３）。続いて、電子看板１２は、自身のＩＰアドレスに関する情報を含
む操作アクセスコードと携帯電話識別子とを含む受付確認用ＩＰパケットを生成し（ステ
ップＳ１５）、インターネット網１００を介して、生成した受付確認用ＩＰパケットをゲ
ートウェイサーバ１０６に送信すると共に、カーソル、アイコンおよびアバタ等のユーザ
用アイテムを表示装置２０の画面上に表示する（ステップＳ１７）。なお、複数の携帯電
話機１４からの通信接続要求があり、それらの正当性を確認できた場合には、ユーザ毎に
割り当てられた複数のユーザ用アイテムを表示することもできる。
【００４４】
　電子看板１２から送信される受付確認用ＩＰパケットを受信すると、ゲートウェイサー
バ１０６は、携帯電話識別子から抽出した番号宛ての受付確認用携帯パケットを生成し（
ステップＳ１９）、携帯電話網１０２を介して、生成した受付確認用携帯パケットを携帯
電話機１４に送信する。
【００４５】
　ゲートウェイサーバ１０６から送信される受付確認用携帯パケットを受信すると、携帯
電話機１４は、たとえば電子看板１２による受付け（認証）が完了したことを示す情報を
表示部３８に表示した後、コンソール機能を開始する（ステップＳ２１）。つまり、携帯
電話機１４は、電子看板１２の表示装置２０に表示されたユーザ用アイテム等を操作する
ためのキー入力の受付けが可能な状態になる。
【００４６】
　なお、電子看板１２による受付け（認証）が完了したことを示す情報を表示部３８に表
示する際には、電子看板１２の悪用は禁止されていることや、システム１０（管理者や情
報提供者）がユーザを特定できることを示す警告情報も併せて表示するようにしてもよい
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。また、このような警告情報は、電子看板１２の表示装置２０に表示するようにしてもよ
い。警告情報を表示部３８や表示装置２０に表示することによって、電子看板１２の悪用
に対するユーザの心理的抑制効果をより高めることができ、電子看板１２の悪用をより低
減させることができる。
【００４７】
　続いて、図５を参照して、携帯電話機１４は、コンソール機能を開始すると、ユーザに
よるキー入力操作（操作部３６の操作）を受け付ける（ステップＳ２３）。そして、ユー
ザによってキー入力操作が実行された場合には、操作アクセスコードおよびキー入力情報
を含む操作パケット（操作用携帯パケット）を生成し（ステップＳ２５）、携帯電話網１
０２を介して、生成した操作用携帯パケットをゲートウェイサーバ１０６に送信する。
【００４８】
　携帯電話機１４から送信される操作用携帯パケットを受信すると、ゲートウェイサーバ
１０６は、操作アクセスコードから抽出したＩＰアドレス宛ての、認証情報付き操作用Ｉ
Ｐパケットを生成し（ステップＳ２７）、インターネット網１００を介して、生成した認
証情報付き操作用ＩＰパケットを所望の電子看板１２に送信する。この操作用ＩＰパケッ
トに付与されている認証情報も、上述したゲートウェイサーバ１０６固有のＩＰアドレス
や携帯電話機１４のユーザエージェント情報である。
【００４９】
　ゲートウェイサーバ１０６から送信される認証情報付き操作用ＩＰパケットを受信する
と、電子看板１２は、ステップＳ１１のパケット判定と同様に、受信した操作用ＩＰパケ
ットが、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで送信されてきたＩＰパケットであるか
否かを判定するパケット判定を行う（ステップＳ２９）。そして、ステップＳ２９のパケ
ット判定において携帯電話機１４の正当性を確認できなかった場合には、電子看板１２は
、操作受付不可を示すエラー情報を携帯電話機１４に送信する。一方、ステップＳ２９の
パケット判定において携帯電話機１４の正当性を確認できた場合には、電子看板１２は、
受信した操作用ＩＰパケットに含まれるキー入力情報に基づいて、カーソル入力、アイコ
ン移動およびアバタ動作などのユーザ用アイテムの操作を実行したり（ステップＳ３１）
、表示装置２０の表示内容を変更したりする。
【００５０】
　また、電子看板１２は、携帯電話機１４からの操作を受け付けた場合には、その携帯電
話機１４の携帯電話識別子などと対応付けて、その携帯電話機１４によって行われた操作
の履歴、たとえばどのような情報にアクセスしたか等の履歴を、記憶部２６等に記憶する
（ステップＳ３３）。これは、このような操作履歴を蓄積しておくようにすれば、操作履
歴を参照することによって、その携帯電話機１４のユーザに応じたサービスを提供できる
ようになるからである。
【００５１】
　この実施例によれば、携帯電話網１０２を経由する正規ルートでアクセスしてきた携帯
電話機１４からのアクセスのみを電子看板１２が許可することによって、携帯電話機１４
のユーザを電子看板１２側で特定できるようにしているため、悪用に対する心理的抑制を
ユーザに与えることができる。したがって、ユーザによる電子看板１２の悪用を防止また
は低減できる。また、仮にユーザが電子看板１２を悪用した場合には、警告および利用停
止処置を素早く実行できる。
【００５２】
　なお、上述の実施例では、電子看板１２にアクセスする携帯電話機１４の正当性を確認
する際には、ゲートウェイサーバ１０６固有のＩＰアドレス、または携帯電話機１４のユ
ーザエージェント情報を認証情報として利用するようにしたが、これに限定されない。た
とえば、携帯電話機１４の正当性を確認するために、携帯電話事業者が提供する電子証明
書を利用するようにしてもよい。携帯電話事業者が提供する電子証明書には、ＮＴＴドコ
モのＦｉｒｓｔＰａｓｓサービスやａｕのＳｅｃｕｒｉｔｙ Ｐａｓｓサービス等がある
。このような電子証明書を利用する際には、携帯電話事業者が発行する電子証明書の公開
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鍵を電子看板１２の制御装置２２で予め記憶しておき、携帯電話網１０２およびインター
ネット網１００を介して携帯電話機１４から電子看板１２に送信されてくるＩＰパケット
に添付されている電子証明書を、記憶した公開鍵でデコードすることによって、携帯電話
機１４の正当性を判定するとよい。
【００５３】
　また、システム１０を利用できるユーザを、システム１０の管理者（または電子看板１
４による情報提供者）と予め契約を交わして登録したユーザに限定するようにしてもよい
。この場合には、予め契約したユーザの情報（たとえば電話番号）を電子看板１２の制御
装置２２で予め記憶しておき、携帯電話網１０２およびインターネット網１００を介して
携帯電話機１４から電子看板１２に送信されてくるＩＰパケットに付与される携帯電話識
別子と、予め記憶したユーザの情報とをマッチングすることによって、携帯電話機１４の
正当性を判定するとよい。このようにすれば、システム１０の管理者が独自に契約したユ
ーザに限定できるので、より確実にユーザによる電子看板１２の悪用を防止できる。ただ
し、ユーザとシステム１０の管理者との間で別途契約手続き等を行わなければならないた
め、事務処理や情報管理の負担は増してしまう。
【００５４】
　また、上述の実施例では、電子看板１２と携帯電話機１４との紐付け処理を行う際に、
パケット判定を１度行うだけで携帯電話機１４の認証を行うようにしたが、これに限定さ
れない。たとえば、ユーザの誤ったアクセスや不適切なアクセスを確実に防止するために
、図６に示すシーケンス図のように、２度のパケット判定を経て携帯電話機１４の認証を
行うようにすることもできる。図６は、システム１０の動作の他の一例を示すシーケンス
図であり、携帯電話機がコンソール機能を開始するまでの動作の一部を示している。なお
、図６に示すステップＳ４１～Ｓ５１までの処理は、図４に示すステップＳ１～Ｓ１１ま
での処理と同じであるので説明を省略する。また、その他のステップについても、説明が
重複する場合は簡略化して説明する。
【００５５】
　図６を参照して、ステップＳ５１のパケット判定において携帯電話機１４の正当性を確
認できた場合には、電子看板１２は、ステップＳ４１で表示した初期アクセスコードとは
異なるアクセスコードである、確認アクセスコードを表示装置２０の画面上に表示する（
ステップＳ５３）。一方、携帯電話機１４は、電子看板１２の確認アクセスコードを取得
する方法を選択するための画面を表示部３８に表示し、ユーザが選択した取得方法によっ
て、確認アクセスコードを認識する（ステップＳ５５）。
【００５６】
　携帯電話機１４は、確認アクセスコードを認識すると、ユーザによる指示操作に応じて
、確認アクセスコードおよび携帯電話識別子を含む認証要求用携帯パケットを生成し（ス
テップＳ５７）、携帯電話網１０２を介して、生成した認証要求用携帯パケットをゲート
ウェイサーバ１０６に送信する。
【００５７】
　携帯電話機１４から送信される認証要求用携帯パケットを受信すると、ゲートウェイサ
ーバ１０６は、確認アクセスコードから抽出したＩＰアドレス宛ての認証情報付きＩＰパ
ケットを生成し（ステップＳ５９）、インターネット網１００を介して、生成した認証情
報付きＩＰパケットを電子看板１２に送信する。
【００５８】
　ゲートウェイサーバ１０６から送信される認証情報付きＩＰパケットを受信すると、電
子看板１２は、受信したＩＰパケットが、携帯電話網１０２を経由する正規ルートで送信
されてきたＩＰパケットであるか否かを判定するパケット判定を行う（ステップＳ６１）
。そして、ステップＳ６１のパケット判定において携帯電話機１４の正当性を確認できた
場合には、電子看板１２は、携帯電話機１４の受付処理を実行し（ステップＳ６３）、自
身のＩＰアドレスに関する情報を含む操作アクセスコードと携帯電話識別子とを含む受付
確認用ＩＰパケットを生成する（ステップＳ６５）。以下の動作は省略するが、図４およ



(12) JP 2011-123698 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

び図５に示す実施例と同様である。
【００５９】
　図６に示す実施例のように、電子看板１２が異なる２つのアクセスコードを表示し、２
度のパケット判定を経て携帯電話機１４を認証するようにすれば、ユーザの誤ったアクセ
スや不適切なアクセスを確実に防止できる。
【００６０】
　さらに、上述の実施例では、携帯電話機１４による電子看板１２の操作を、携帯電話網
１０２およびインターネット網１００を介する通信によって行うようにしたが、これに限
定されず、携帯電話機１４による電子看板１２の操作は、ＩＲＤＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）およびＷｉ-Ｆｉ（登録商標）などの近距離無線通信によって行うこともで
きる。この場合には、電子看板１２および携帯電話機１４の双方に、各種標準規格に対応
した近距離無線通信部（図示せず）が設けられる。ただし、近距離無線通信を用いる場合
にも、携帯電話機１４がコンソール機能を開始するまでの通信においては、携帯電話網１
０２およびインターネット網１００を介した通信を行い、これによって携帯電話機１４の
正当性を確認する（つまり携帯電話機１４の身元保証を行う）ことが好ましい。
【００６１】
　図７は、システム１０の動作のさらに他の一例を示すシーケンス図であり、携帯電話機
がコンソール機能を開始するまでの動作を示す。図７では、携帯電話機１４による電子看
板１２の操作に利用される近距離無線通信の一例として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを用いる場
合を示している。なお、図７に示すステップＳ７１～Ｓ８３までの処理は、図４に示すス
テップＳ１～Ｓ１３までの処理と同じであるので説明を省略する。また、その他のステッ
プについても内容が重複する場合には、説明を簡略化する。
【００６２】
　図７を参照して、ステップＳ７１のパケット判定において携帯電話機１４の正当性を確
認でき、ステップＳ７３の受付処理が終了した場合には、電子看板１２は、操作アクセス
コード、携帯電話識別子、電子看板１２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ識別子（ＢＴＩＤ）および
プロファイル情報を含む受付確認用ＩＰパケットを生成し（ステップＳ８５）、インター
ネット網１００を介して、生成した受付確認用ＩＰパケットをゲートウェイサーバ１０６
に送信する。
【００６３】
　電子看板１２から送信される受付確認用ＩＰパケットを受信すると、ゲートウェイサー
バ１０６は、携帯電話識別子から抽出した番号宛ての受付確認用携帯パケットを生成し（
ステップＳ８７）、携帯電話網１０２を介して、生成した受付確認用携帯パケットを携帯
電話機１４に送信する。
【００６４】
　ゲートウェイサーバ１０６から送信される受付確認用携帯パケットを受信すると、携帯
電話機１４は、操作アクセスコード、携帯電話機１４のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ識別子および
プロファイル情報を含む、接続要求用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを生成し（ステップＳ
８９）、近距離無線通信によって、生成した接続要求用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを電
子看板１２に直接送信する。
【００６５】
　携帯電話機１４から送信される接続要求用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを受信すると、
電子看板１２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続処理を行い（ステップＳ９１）、接続確認用Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを生成する（ステップＳ９３）。そして、近距離無線通信によ
って、生成した接続確認用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを携帯電話１４に直接送信すると
共に、カーソル、アイコンおよびアバタ等のユーザ用アイテムを表示装置２０の画面上に
表示する（ステップＳ９５）。
【００６６】
　電子看板１２から送信される接続確認用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを受信すると、携
帯電話機１４は、たとえば電子看板１２との接続が完了したことを示す情報を表示部３８
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は、電子看板１２の表示装置２０に表示されたユーザ用アイテム等を操作するためのキー
入力の受付けが可能な状態になる。
【００６７】
　つまり、図７に示す実施例では、電子看板１２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ識別子は非公開に
しておき、正当性が認証された携帯電話機１４からのアクセスがあった場合にのみ、電子
看板１２は、操作アクセスコードと併せて自身のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ識別子を携帯電話機
１４に送信するようにしている。そして、電子看板１２のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ識別子を得
た携帯電話機１４が、操作アクセスコードを伴って接続要求してきた場合にのみ、電子看
板１２は、その通信接続を許可するようにしている。
【００６８】
　以降の処理の図示は省略するが、携帯電話機１４は、コンソール機能を開始すると、ユ
ーザによるキー入力操作を受け付け、操作アクセスコードおよびキー入力情報を含む操作
用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを生成して、近距離無線通信によって、生成した操作用Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを電子看板１２に直接送信する。電子看板１２は、受信した操
作用Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットに含まれるキー入力情報に基づいて、カーソル入力、ア
イコン移動およびアバタ動作などのユーザ用アイテムの操作を実行したり、表示装置２０
の表示内容を変更したりする。
【００６９】
　このように、携帯電話機１４による電子看板１２の操作を近距離無線通信を用いて行う
場合であっても、携帯電話網１０２およびインターネット網１００を介した通信を行うこ
とによって、携帯電話機１４の正当性を確認でき、携帯電話機１４のユーザを特定できる
ので、ユーザによる電子看板１２の悪用を防止できる。また、電子看板１２のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ識別子を非公開にしておくことによって、電信看板１２が不要なパケットや偽の
接続要求用パケットに晒されることによる通信資源の毀損を防止できる。
【００７０】
　さらに、携帯電話機１４によって電子看板１２の操作するときに近距離無線通信を用い
ることによって、電子看板１２操作時のパケット通信代を節約できる。また、携帯電話網
１０２などを介して電子看板１２に操作パケットを送信すると、認証に時間がかかって電
子看板１２の操作に少しのタイムロスが生じてしまうが、近距離無線通信を用いることに
よって、携帯電話機１４と電子看板１２とが素早く通信できるようになる。つまり、携帯
電話機１４によるリアルタイムでの電子看板１２の操作が可能となる。したがって、電子
看板１２の表示装置２０を利用してコンピュータゲームを行うとき等に有効に利用できる
。
【符号の説明】
【００７１】
　１０　…電子看板システム
　１２　…電子看板
　１４　…携帯電話機
　２０　…電子看板の表示装置
　２２　…電子看板の制御装置
　３４　…携帯電話機の制御部
　３６　…携帯電話機の操作部
　３８　…携帯電話機の表示部
　１００　…インターネット網
　１０２　…携帯電話網
　１０６　…ゲートウェイサーバ
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