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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バックパックのような広告媒体を利用した広告
時に、不正受給が発生することを抑制できる広告媒体を
利用した広告システムおよび方法を提供する。
【解決手段】広告媒体を利用した広告システム１００は
、広告を依頼し、依頼した広告に対する広告費を決済す
る広告主装置１０と、広告を出力する広告媒体と、広告
媒体を使用するユーザが携帯する携帯端末機とを具備す
る広告モジュール２０と、広告主装置１０および広告モ
ジュール２０と通信を行い、広告主装置１０から広告オ
プションと広告費を入力され、広告オプションによる広
告を携帯端末機を介して広告媒体に伝達して出力し、広
告媒体で広告オプションによって広告が行っているかど
うかの有効性を判断し、有効性の判断結果、広告オプシ
ョンによって広告媒体で広告が行われると、ユーザの口
座に広告費を支給する広告代理店装置５０と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
広告を依頼し、依頼した広告に対する広告費を決済する広告主装置と；
広告を出力する広告媒体と、前記広告媒体を使用するユーザが携帯する携帯端末機とを具
備する広告モジュールと；
前記広告主装置および前記広告モジュールと通信を行い、前記広告主装置から広告オプシ
ョンと広告費を入力され、前記広告オプションによる広告を前記携帯端末機を介して前記
広告媒体に伝達して出力し、前記広告媒体で前記広告オプションによって広告が行ってい
るかどうかの有効性を判断し、前記有効性の判断結果、前記広告オプションによって前記
広告媒体で広告が行われると、前記ユーザの口座に広告費を支給する広告代理店装置と；
を含む広告媒体を利用した広告システム。
【請求項２】
広告主装置または広告媒体を携帯したユーザの携帯端末機と通信を行う通信部と；
前記通信部を介して前記広告主装置から広告オプションと広告費を入力され、前記広告オ
プションによる広告を前記携帯端末機を介して前記広告媒体に伝達して出力し、前記広告
媒体で前記広告オプションによって広告が行っているかどうかの有効性を判断し、前記有
効性の判断結果、前記広告オプションによって前記広告媒体で広告が行われると、前記ユ
ーザの口座に広告費を支給する制御部と；
を含む広告媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項３】
前記広告オプションは、広告方式、露出地域、露出時間、露出順位または広告媒体の種類
を含むことを特徴とする請求項１に記載の広告媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項４】
前記制御部は、有効性を判断するとき、前記広告媒体を介して広告が行われる位置、時間
または速度検証を前記広告媒体および前記携帯端末機から受信したＧＰＳ信号の一致可否
によって判断することを特徴とする請求項３に記載の広告媒体を利用した広告代理店装置
。
【請求項５】
前記制御部は、有効性を判断するとき、
前記ＧＰＳ信号を伝達されて、前記広告媒体が前記露出時間の間前記露出地域内に位置し
つつ移動するかを判断したり、
前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間に前記
露出地域内に位置するかを判断したり、
前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間の間前
記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断することを特徴とする請求項３に記載の広告
媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項６】
前記制御部は、
広告実行中の前記広告媒体または前記携帯端末機から獲得した前記ユーザ周辺の人数を反
映して広告費を追加支給することを特徴とする請求項２に記載の広告媒体を利用した広告
代理店装置。
【請求項７】
前記制御部は、
広告実行中の前記広告媒体が大衆媒体を介して露出した情報を受信すると、広告費を追加
支給することを特徴とする請求項３に記載の広告媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項８】
前記広告媒体は、広告を出力する表示部を具備するバックパック、カバン、キャリア、衣
類、自動車、移動ロボット、自転車またはオートバイを含むことを特徴とする請求項２に
記載の広告媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項９】
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前記制御部は、前記広告媒体または前記携帯端末機からＧＰＳ信号を受信し、受信したＧ
ＰＳ信号で前記広告媒体の現在位置または現在時間を確認し、確認した現在位置または現
在時間に合う広告を伝達して前記広告媒体を介して出力させることを特徴とする請求項２
に記載の広告媒体を利用した広告代理店装置。
【請求項１０】
広告代理店装置が広告主装置から広告オプションと広告費を入力される段階と；
前記広告代理店装置が前記広告オプションによる広告を広告媒体を使用するユーザの携帯
端末機を介して前記広告媒体に伝達して出力する段階と；
前記広告代理店装置が前記広告媒体で前記広告オプションによって広告が行っているかど
うかの有効性を判断する段階と；
前記有効性の判断結果、前記広告オプションによって前記広告媒体で広告が行われると、
前記広告代理店装置が前記ユーザの口座に広告費を支給する段階と；
を含む広告媒体を利用した広告方法。
【請求項１１】
前記有効性を判断する段階は、
前記ＧＰＳ信号を伝達されて、前記広告媒体が前記露出時間の間前記露出地域内に位置し
つつ移動するかを判断する段階と；
前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間に前記
露出地域内に位置するかを判断する段階；または
前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間の間前
記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断する段階と；
を含むことを特徴とする請求項１０に記載の広告媒体を利用した広告方法。
【請求項１２】
前記出力する段階は、
前記広告代理店装置が前記携帯端末機からＧＰＳ信号を受信する段階と；
前記広告代理店装置が受信したＧＰＳ信号で前記携帯端末機の現在位置または現在時間を
確認し、現在位置または現在時間に合う広告を前記携帯端末機に伝達して前記広告媒体を
介して出力させる段階と；
を含むことを特徴とする請求項１０に記載の広告媒体を利用した広告方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、広告システムおよび方法に関し、より詳細には、ユーザがバックパックのよう
な広告媒体を利用して広告し、それに応じた広告費を支給される広告媒体を利用した広告
システムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、広告は、バス停留所、大型マート、映画館、ビル等に固定設置された広告看板
を介して行われる。
【０００３】
このような固定式広告看板は、広告看板を肉眼で確認できる位置で広告効果を期待できる
が、人々の視野から外れた場合、広告効果を得ることができないという短所がある。固定
式広告看板は固定されているので、広告看板の近くに人がいる場合にのみ、広告効果を期
待できるという短所がある。
【０００４】
このような問題点を解消するために、移動型広告看板を利用した広告方法も紹介されてい
る。すなわち移動型広告看板は、人や車両に広告看板を設置し、人や車両が移動しつつ広
告する方法である。
【０００５】
例えば、韓国特許公開第２０１４－００２１１７６号公報には、「広告機能を有するバッ
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クパック」について開示している。広告機能を有するバックパックは、ハーネスやリュッ
クサック本体の外側面にディスプレイが設置されて、広告文句やグラフィックを出力する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】韓国特許公開第２０１４－００２１１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
このようなバックパックを利用した広告時に、広告主または広告代理店は、広告媒体のユ
ーザに広告に応じた補償として広告費を支給することができる。
【０００８】
しかしながら、ユーザが正常に広告媒体を介して広告を正常に行っているかを確認しない
場合、不正受給の問題が発生し得る。
【０００９】
したがって、本発明の目的は、バックパックのような広告媒体を利用した広告時に、不正
受給が発生することを抑制できる広告媒体を利用した広告システムおよび方法を提供する
ことにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、広告媒体を利用した広告時に、広告を正常に行っているかを確認で
きる広告媒体を利用した広告システムおよび方法を提供することにある。
【００１１】
本発明のさらに他の目的は、広告媒体を利用した広告時に、広告効率によって広告費を差
別支給する広告媒体を利用した広告システムおよび方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
前記目的を達成するために、本発明は、広告を依頼し、依頼した広告に対する広告費を決
済する広告主装置と；広告を出力する広告媒体と、前記広告媒体を使用するユーザが携帯
する携帯端末機とを具備する広告モジュールと；前記広告主装置および前記広告モジュー
ルと通信を行い、前記広告主装置から広告オプションと広告費を入力され、前記広告オプ
ションによる広告を前記携帯端末機を介して前記広告媒体に伝達して出力し、前記広告媒
体で前記広告オプションによって広告が行っているかどうかの有効性を判断し、前記有効
性の判断結果、前記広告オプションによって前記広告媒体で広告が行われると、前記ユー
ザの口座に広告費を支給する広告代理店装置と；を含む広告媒体を利用した広告システム
を提供する。
【００１３】
本発明は、また、広告主装置または広告媒体を携帯したユーザの携帯端末機と通信を行う
通信部と；前記通信部を介して前記広告主装置から広告オプションと広告費を入力され、
前記広告オプションによる広告を前記携帯端末機を介して前記広告媒体に伝達して出力し
、前記広告媒体で前記広告オプションによって広告が行っているかどうかの有効性を判断
し、前記有効性の判断結果、前記広告オプションによって前記広告媒体で広告が行われる
と、前記ユーザの口座に広告費を支給する制御部と；を含む広告媒体を利用した広告代理
店装置を提供する。
【００１４】
前記広告オプションは、広告方式、露出地域、露出時間、露出順位または広告媒体の種類
を含むことができる。
【００１５】
前記制御部は、有効性を判断するとき、前記広告媒体を介して広告が行われる位置、時間
または速度検証を前記広告媒体および前記携帯端末機から受信したＧＰＳ信号の一致可否
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によって判断することができる。
【００１６】
前記制御部は、有効性を判断するとき、前記ＧＰＳ信号を伝達されて、前記広告媒体が前
記露出時間の間前記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断したり、前記広告媒体から
現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間に前記露出地域内に位置
するかを判断したり、前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体
が前記露出時間の間前記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断することができる。
【００１７】
前記制御部は、広告実行中の前記広告媒体または前記携帯端末機から獲得した前記ユーザ
周辺の人数を反映して広告費を追加支給することができる。
【００１８】
前記制御部は、広告実行中の前記広告媒体が大衆媒体を介して露出した情報を受信すると
、広告費を追加支給することができる。
【００１９】
前記広告媒体は、広告を出力する表示部を具備するバックパック、カバン、キャリア、衣
類、自動車、移動ロボット、自転車またはオートバイを含むことができる。
【００２０】
前記制御部は、前記広告媒体または前記携帯端末機からＧＰＳ信号を受信し、受信したＧ
ＰＳ信号で前記広告媒体の現在位置または現在時間を確認し、確認した現在位置または現
在時間に合う広告を伝達して、前記広告媒体を介して出力させることができる。
【００２１】
また、本発明は、広告代理店装置が広告主装置から広告オプションと広告費を入力される
段階と；前記広告代理店装置が前記広告オプションによる広告を広告媒体を使用するユー
ザの携帯端末機を介して前記広告媒体に伝達して出力する段階と；前記広告代理店装置が
前記広告媒体で前記広告オプションによって広告が行っているかどうかの有効性を判断す
る段階と；前記有効性の判断結果、前記広告オプションによって前記広告媒体で広告が行
われると、前記広告代理店装置が前記ユーザの口座に広告費を支給する段階と；を含む広
告媒体を利用した広告方法を提供する。
【００２２】
前記有効性を判断する段階は、前記ＧＰＳ信号を伝達されて、前記広告媒体が前記露出時
間の間前記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断する段階と；前記広告媒体から現在
位置での撮影映像を受信して、前記広告媒体が前記露出時間に前記露出地域内に位置する
かを判断する段階；または前記広告媒体から現在位置での撮影映像を受信して、前記広告
媒体が前記露出時間の間前記露出地域内に位置しつつ移動するかを判断する段階と；を含
むことができる。
【００２３】
そして、前記出力する段階は、前記広告代理店装置が前記携帯端末機からＧＰＳ信号を受
信する段階と；前記広告代理店装置が受信したＧＰＳ信号で前記携帯端末機の現在位置ま
たは現在時間を確認し、現在位置または現在時間に合う広告を前記携帯端末機に伝達して
、前記広告媒体を介して出力させる段階と；を含むことができる。
【発明の効果】
【００２４】
本発明によれば、広告媒体を利用した広告時に、広告を正常に行っているかに対する有効
性を判断することにより、不正受給が発生することを抑制することができる。この際、有
効性の判断は、広告が露出する位置、時間または速度に基づいて行われるので、広告媒体
を利用した広告が正常に行っているかを判断することができる。
【００２５】
本発明による広告代理店装置は、ユーザの現在位置または現在時間に基づいてユーザに広
告を提供して露出させることにより、広告効率を高めることができるという利点がある。
【００２６】
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広告媒体に設置されたカメラまたはセンサーを介して収集した周辺情報に基づいて広告媒
体周辺の人数を計算し、人数に応じた加重値を適用して、広告効率に応じた広告費をユー
ザに追加支給することができる。
【００２７】
そして、ユーザの携帯端末機にユーザ本人と周辺の他のユーザの位置を地図と共に表示し
、ユーザ同士が相互の位置を確認できるようにすることにより、不正な方法で広告を行う
ユーザを、正常に広告を行うユーザを介して監視することができる。申告がある場合、こ
れを確認する過程を経た後、最終的に不正ユーザにはペナルティを与え、申告者に補償を
与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る広告媒体を利用した広告システムを示すブロッ
ク図である。
【図２】図２は、図１の広告媒体の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、図１の広告媒体の一例を示す図である。
【図４】図４は、図１の携帯端末機の詳細な構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、図１の広告代理店装置の詳細な構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る広告媒体を利用した広告システムを利用した広
告方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
下記の説明では、本発明の実施形態を理解するのに必要な部分だけが説明され、その他の
部分の説明は、本発明の要旨を不明にしないように省略されることを留意しなければなら
ない。
【００３０】
以下で説明される本明細書及び請求範囲に使用された用語や単語は、通常的または辞書的
な意味に限定して解釈されてはならず、発明者は、自分の発明を最も最善の方法で説明す
るための用語の概念として適切に定義できるという原則に基づいて、本発明の技術的思想
に符合する意味と概念として解釈されなければならない。したがって、本明細書に記載さ
れた実施形態と図面に示された構成は、本発明の最も好ましい一実施形態に過ぎず、本発
明の技術的思想をすべて代弁するものではないので、本出願時点においてこれらを代替で
きる多様な均等物と変形例があり得ることを理解しなければならない。
【００３１】
以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態をより詳細に説明する。
【００３２】
図１は、本発明の実施形態に係る広告媒体を利用した広告システムを示すブロック図であ
る。
【００３３】
図１を参照すると、本実施形態に係る広告システム１００は、ユーザが使用する広告媒体
３０を介して広告を出力し、ユーザは、広告に応じた補償として広告費を支給されるシス
テムである。広告システム１００は、広告費をユーザに支給する前に、広告の有効性を検
証して、不正受給が発生することを抑制することができる。
【００３４】
このような本実施形態に係る広告システム１００は、広告主装置１０と、広告モジュール
２０と、広告代理店装置５０とを含む。広告主装置１０は、広告を依頼し、依頼した広告
に対する広告費を決済する。広告モジュール２０は、広告を出力する広告媒体３０と、広
告媒体３０を着用するユーザが携帯する携帯端末機とを具備する。そして、広告代理店装
置５０は、広告主装置１０および広告モジュール２０と通信を行い、広告主装置１０から
広告オプションと広告費を入力され、広告オプションによる広告を携帯端末機４０を介し
て広告媒体３０に伝達して出力し、広告媒体３０で広告オプションによって広告が行って
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いるかどうかの有効性を判断し、有効性の判断結果、広告オプションによって広告媒体３
０で広告が行われると、ユーザの口座に広告費を支給する。
【００３５】
ここで、広告主装置１０は、広告代理店装置５０と通信を行う。広告主装置１０は、広告
代理店装置５０に広告を依頼する。広告を依頼するとき、広告主装置１０は、広告オプシ
ョンを選択し、選択した広告オプションによる広告費を支払う。
【００３６】
広告オプションは、広告方式、露出地域、露出時間、露出順位または広告媒体３０の種類
を含むことができる。広告方式は、タイム独占広告とローリング広告を含むことができる
。露出順位は、複数個の広告が順次に露出する場合において、複数個の広告のうち露出す
る順位を意味する。広告媒体３０としては、ユーザが使用しつつ、広告を外部の人に露出
できる広告媒体を意味する。このような広告媒体３０は、広告を外部に出力する表示部ま
たは広告看板を具備し、例えばカバン、バックパック、キャリア、衣類、自動車、移動ロ
ボット、自転車またはオートバイ等が挙げられる。
【００３７】
このような広告主装置１０は、広告主が使用する通信装置であって、例えば、サーバー、
パソコン、ノートパソコン、タブレットパソコン、スマートフォン等が挙げられる。
【００３８】
広告モジュール２０は、ユーザが広告のために携帯する通信装置であって、広告モジュー
ル２０と携帯端末機４０とを含む。広告モジュール２０は、広告を出力する表示部を具備
する。携帯端末機４０は、広告モジュール２０と近距離通信が可能であり、広告代理店装
置５０と遠距離通信が可能な通信装置であって、例えばスマートフォン、タブレットパソ
コン、ノートパソコン等が挙げられる。近距離通信方式としては、ブルートゥース、ワイ
ファイ、ジグビー等が用いられる。遠距離通信方式としては、移動通信網が用いられる。
【００３９】
携帯端末機４０は、広告代理店装置５０から受信した広告を広告媒体３０に伝達して出力
する。携帯端末機４０は、広告の有効性の検証に必要なＧＰＳ信号、撮影映像等を広告代
理店装置５０に伝送する。
【００４０】
そして、広告代理店装置５０は、広告代理店が使用する通信装置であって、広告主装置１
０および携帯端末機４０と通信を行う。広告代理店装置５０は、広告媒体３０を介した広
告を全般的に制御する。広告代理店装置５０は、広告主装置１０から広告を受任し、受任
した広告を広告モジュール２０に伝達して出力する。広告代理店装置５０は、ユーザに広
告に応じた広告費を支給する。
【００４１】
広告代理店装置５０は、ユーザに広告費を支給する前に、広告の有効性の判断を行って、
広告オプションによる広告が正常に行われたか否かを判断する。広告代理店装置５０は、
有効な場合にのみ、ユーザに広告費を支給することにより、広告を非正常的に行ったユー
ザに広告費が支給されることを抑制することができる。
【００４２】
広告費は、実質貨幣、オンライン貨幣、ポイント、商品券等で支給され得る。ユーザの口
座は、広告費を支給され得る口座であれば十分である。例えばユーザの口座は、実際通帳
口座、オンライン口座、仮想口座、ポイント口座、ユーザのメールアドレス、ユーザの携
帯電話番号等が挙げられる。
【００４３】
このような本実施形態に係る広告媒体３０について図１および図２を参照して説明すると
、次の通りである。ここで、図２は、図１の広告媒体３０の詳細な構成を示すブロック図
である。
【００４４】
図１および図２を参照すると、広告媒体３０は、第１通信部３１、第１のＧＰＳ受信部３
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２、第１保存部３４、第１カメラ部３５、第１表示部３６および第１制御部３７を含む。
【００４５】
第１通信部３１は、携帯端末機４０と近距離通信を行う。第１通信部３１は、第１制御部
３７の制御によって携帯端末機４０から広告を受信する。第１通信部３１は、第１のＧＰ
Ｓ受信部３２に受信した第１のＧＰＳ信号を第１制御部３７の制御によって携帯端末機４
０に伝送する。第１通信部３１は、第１カメラ部３５で獲得した第１撮影映像を第１制御
部３７の制御によって携帯端末機４０に伝送する。
【００４６】
第１のＧＰＳ受信部３２は、ＧＰＳ衛星から第１のＧＰＳ信号を受信する。受信した第１
のＧＰＳ信号は、第１通信部３１を介して携帯端末機４０に伝送する。
【００４７】
第１記憶部３４は、広告媒体３０の動作制御時に必要なプログラムと、該プログラム実行
中に発生する情報を記憶する。第１記憶部３４は、携帯端末機４０から受信した広告を出
力するための広告サービスアプリを記憶することができる。第１記憶部３４は、携帯端末
機４０から受信した広告を臨時記憶することができる。第１記憶部３４は、広告実行中に
第１のＧＰＳ受信部３２から受信した第１のＧＰＳ信号を記憶することができる。第１記
憶部３４は、第１カメラ部３５で撮影した撮影映像を記憶することができる。
【００４８】
第１カメラ部３５は、第１制御部３７の制御によって周辺映像を撮影する。すなわち第１
制御部３７は、第１表示部３６を介して広告が出力されるとき、第１カメラ部３５を介し
て周辺映像を撮影することができる。この際、第１カメラ部３５は、イメージセンサー、
信号処理部および映像処理部を含むことができる。イメージセンサーは、撮影した映像信
号をアナログ信号に変換する。信号処理部は、アナログ信号をデジタル信号に変換する。
そして、映像処理部は、信号処理部を介して入力される映像信号を処理して映像データを
獲得し、獲得された映像データを第１通信部３１を介して携帯端末機４０に伝送したり、
第１表示部３６を介して出力したり、第１記憶部３４に記憶することができる。例えば、
第１カメラ部３５は、可視光線カメラまたは赤外線カメラを含むことができる。
【００４９】
第１表示部３６は、広告媒体３０で実行される各種機能メニューをはじめとして第１記憶
部３４に記憶された情報を表示することができる。第１表示部３６は、広告を出力するこ
とができる。第１表示部３６としては、ＬＣＤ、ＬＥＤ、ＡＭＯＬＥＤまたはタッチスク
リーンが使用され得る。タッチスクリーンは、表示装置および入力装置としての役割を同
時に行う。
【００５０】
そして、第１制御部３７は、広告媒体３０の全般的な制御動作を行うマイクロプロセッサ
ーである。第１制御部３７は、携帯端末機４０から受信した広告映像を第１表示部３６を
介して出力する。例えば、第１制御部３７は、受信した広告映像をストリーミング方式で
第１表示部３６に出力することができる。第１制御部３７は、第１のＧＰＳ受信部３２か
ら受信した第１のＧＰＳ信号を携帯端末機４０に伝送する。第１制御部３７は、第１カメ
ラ部３５で獲得した第１撮影映像を携帯端末機４０に伝送する。
【００５１】
その他広告媒体３０は、第１入力部をさらに含むことができる。第１入力部は、第１表示
部３６の表示モードを選択することができる。表示モードは、広告モードと一般モードを
含む。広告モードが選択される場合、第１表示部３６は、広告のみを出力する。一般モー
ドが選択される場合、第１表示部３６は、通常のディスプレイ用途に使用することができ
る。
【００５２】
このような広告媒体３０は、図３に示されたように、バックパックで具現され得る。ここ
で、図３は、図１の広告媒体３０の一例を示す図である。
【００５３】
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図３を参照すると、広告媒体３０は、バックパックで具現され得る。広告媒体３０は、本
体部３８と、本体部３８を肩に乗せることができる肩ひも３９とを含む。
【００５４】
そして、本体部３８は、前面に第１表示部３６および第１カメラ部３５が露出している。
本体部３８の前面に露出した第１表示部３６を介して広告が出力されることによって、ユ
ーザが広告媒体３０を担いで歩き回る場合、周辺の人々に第１表示部３６を介して出力さ
れる広告が露出することにより、広告効果を期待することができる。
【００５５】
本実施形態に係る携帯端末機４０について図１および図４を参照して説明すると、次の通
りである。ここで、図４は、図１の携帯端末機４０の詳細な構成を示すブロック図である
。
【００５６】
図１および図４を参照すると、携帯端末機４０は、広告実行およびそれに応じた広告費支
給のために広告代理店装置５０と広告媒体３０間の情報交換を仲介する。このような携帯
端末機４０は、第２通信部４１、第２のＧＰＳ受信部４２、第２入力部４３、第２記憶部
４４、第２カメラ部４５、第２表示部４６および第２制御部４７を含む。
【００５７】
第２通信部４１は、広告媒体３０と近距離通信を行い、広告代理店装置５０と遠距離通信
を行う。第２通信部４１は、第２制御部４７の制御によって広告代理店装置５０に広告を
受信して、広告媒体３０に伝達する。第２通信部４１は、第１のＧＰＳ信号または第２の
ＧＰＳ受信部４２に受信した第２のＧＰＳ信号を広告代理店装置５０に伝送する。第２通
信部４１は、第２カメラ部４５で獲得した第２撮影映像を第２制御部４７の制御によって
広告代理店装置５０に伝送することができる。
【００５８】
第２入力部４３は、携帯端末機４０の操作のためのキーを提供し、キー選択に応じた選択
信号を発生して、第２制御部４７に伝達する。ユーザは、第２入力部４３を介して広告代
理店装置５０に広告伝送を要請することができる。ユーザは、第２入力部４３を介して広
告媒体３０に受信した広告を伝達することができる。ユーザは、第２入力部４３を介して
広告代理店装置５０が提供する広告のうち、本人が所望する広告を選択したり、選好広告
を設定することができる。このような第２入力部４３としては、ボタン、キーパッド、タ
ッチパッドのようなポインティング装置、タッチスクリーン等の入力装置が使用され得る
。
【００５９】
第２記憶部４４は、携帯端末機４０の動作制御時に必要なプログラムと、該プログラム実
行中に発生する情報を記憶する。第２記憶部４４は、広告媒体３０を利用した広告サービ
スを実行する広告サービスアプリを記憶する。ここで、広告サービスアプリは、ユーザの
ログイン後に実行され、広告代理店装置５０から受信した広告を広告媒体３０に伝達する
。
【００６０】
第２記憶部４４は、広告代理店装置５０から受信した広告を臨時記憶することができる。
第２記憶部４４は、広告実行中に第２のＧＰＳ受信部４２から受信した第２のＧＰＳ信号
を記憶することができる。第２記憶部４４は、第２カメラ部４５で撮影した撮影映像を記
憶することができる。
【００６１】
第２カメラ部４５は、第２制御部４７の制御によって周辺映像を撮影する。すなわち第２
制御部４７は、広告媒体３０を介して広告が出力されるとき、第２カメラ部４５を介して
周辺映像を撮影することができる。この際、第２カメラ部４５は、イメージセンサー、信
号処理部および映像処理部を含むことができる。イメージセンサーは、撮影した映像信号
をアナログ信号に変換する。信号処理部は、アナログ信号をデジタル信号に変換する。そ
して、映像処理部は、信号処理部を介して入力される映像信号を処理して映像データを獲
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得し、獲得された映像データを第２通信部４１を介して広告代理店装置５０に伝送したり
、第２表示部４６を介して出力したり、第２記憶部４４に記憶することができる。
【００６２】
第２表示部４６は、携帯端末機４０で実行される各種機能メニューをはじめとして第２記
憶部４４に記憶された情報を表示することができる。第２表示部４６としては、ＬＣＤ、
ＬＥＤ、ＡＭＯＬＥＤまたはタッチスクリーンが使用され得る。タッチスクリーンは、表
示装置および入力装置としての役割を同時に行う。
【００６３】
第２表示部４６は、掲示する広告を選択し、広告媒体３０を介して出力される広告に対す
る要約情報を表示することができる。例えば、広告の要約情報は、露出場所、露出時間、
移動速度、アラーム情報を表示することができる。
【００６４】
アラーム情報は、広告実行中に当該広告に設定された広告オプションから外れた項目があ
る場合、ユーザに通知する情報である。アラーム情報は、第２表示部４６にテキスト、ハ
イライト、点滅等で表示することができる。第２制御部４７は、アラーム情報によってア
ラームを出力しなければならない場合、音声または振動でユーザに通知することができる
。
【００６５】
そして、第２制御部４７は、携帯端末機４０の全般的な制御動作を行うマイクロプロセッ
サーである。第２制御部４７は、広告代理店装置５０から受信した広告を広告媒体３０に
伝達する。第２制御部４７は、第１のＧＰＳ受信部３２または第２のＧＰＳ信号を広告代
理店装置５０に伝送する。第２制御部４７は、第１または第２撮影映像を広告代理店装置
５０に伝送する。
【００６６】
第２制御部４７は、広告代理店装置５０が提供する広告のうちユーザーの所望する広告を
選択したり、選好広告を設定することができる。すなわち広告代理店装置５０がユーザの
現在位置に基づいて複数個の広告を携帯端末機４０に提供すると、第２入力部４３を介し
た選択信号によって広告が選択されると、第２制御部４７は、広告代理店装置５０から選
択した広告を受信して、第２表示部４６に出力することができる。選好広告が設定される
と、第２制御部４７は、ユーザの現在位置に基づいて設定された選好広告に該当する広告
を広告代理店装置５０から受信することができる。
【００６７】
第２制御部４７は、広告中に周辺の他のユーザの位置情報を広告代理店装置５０から受信
して表示することができる。例えば、ユーザの現在位置が反映された地図上に周辺の他の
ユーザの位置が共に表示され得る。
【００６８】
ユーザが周辺の他のユーザに近接する場合、ユーザは、他のユーザも広告媒体３０を携帯
しているので、容易に確認が可能である。しかしながら、ユーザが地図上の周辺の他のユ
ーザに近接したが、当該周辺の他のユーザを確認できない場合、ユーザは、確認できない
当該周辺の他のユーザに対して広告代理店装置５０に申告することができる。例えば、地
図上に表示された当該周辺の他のユーザを選択すると、第２制御部４７は、第２表示部４
６に不正ユーザの申告と関連したポップアップ窓を表示する。第２入力部４３を介して不
正ユーザの申告を選択すると、第２制御部４７は、不正ユーザ申告を広告代理店装置５０
に伝送する。
【００６９】
このようにユーザの携帯端末機４０でユーザ本人と周辺の他のユーザの位置を地図と共に
表示し、ユーザ同士が相互の位置を確認できるようにすることにより、不正な方法で広告
を行うユーザを、正常に広告を行うユーザを介して監視または摘発することができる。申
告がある場合、これを確認する過程を経た後、最終的に不正ユーザにはペナルティを与え
、申告者に補償を与えることができる。
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【００７０】
本実施形態に係る広告代理店装置５０について図１および図５を参照して説明すると、次
の通りである。ここで、図５は、図１の広告代理店装置５０の詳細な構成を示すブロック
図である。
【００７１】
図１および図５を参照すると、広告代理店装置５０は、第３通信部５１および第３制御部
５７を含み、第３記憶部５４をさらに含むことができる。
【００７２】
第３通信部５１は、広告主装置１０または携帯端末機４０と通信を行う。第３通信部５１
は、第３制御部５７の制御によって広告主装置１０から広告依頼を受信する。第３通信部
５１は、第３制御部５７の制御によって携帯端末機４０が要請する広告を伝送する。第３
通信部５１は、広告の有効性の判断に必要な情報を携帯端末機４０から受信する。
【００７３】
この際、有効性の判断に必要な情報は、第１のＧＰＳ信号、第２のＧＰＳ信号、第１撮影
映像または第２撮影映像を含むことができる。
【００７４】
第３記憶部５４は、広告代理店装置５０の動作制御時に必要なプログラムと、該プログラ
ム実行中に発生する情報を記憶する。第３記憶部５４は、広告媒体３０を用いた広告を行
い、実行中の広告の有効性を判断し、広告実行による広告費を支給するための実行プログ
ラムを記憶する。第３記憶部５４は、広告主と結んだ広告契約情報、携帯端末機４０に伝
送する広告情報、広告の有効性の判断に使用される情報等を記憶することができる。
【００７５】
ここで、広告契約情報は、広告オプション、広告費等に関する情報を含む。広告の有効性
の判断に使用される情報は、第１のＧＰＳ信号、第２のＧＰＳ信号、第１撮影映像、第２
撮影映像等を含むことができる。
【００７６】
そして、第３制御部５７は、広告代理店装置５０の全般的な制御動作を行うマイクロプロ
セッサーである。第３制御部５７は、広告媒体３０を利用した広告実行を制御する。すな
わち第３制御部５７は、第３通信部５１を介して広告主装置１０から広告オプションと広
告費を入力される。第３制御部５７は、広告オプションによる広告を携帯端末機４０を介
して広告媒体３０に伝達して出力する。第３制御部５７は、広告媒体３０で広告オプショ
ンによって広告が行っているかどうかの有効性を判断する。そして、有効性の判断結果、
広告オプションによって前記広告媒体３０で広告が行われると、第３制御部５７は、ユー
ザの口座に広告費を支給する。
【００７７】
第３制御部５７は、広告媒体３０に広告を提供するとき、広告媒体３０の現在位置または
現在時間に基づいて広告を提供することができる。すなわち第３制御部５７は、広告媒体
３０または携帯端末機４０から第１または第２のＧＰＳ信号を受信し、受信した第１また
は第２のＧＰＳ信号でユーザの現在位置または現在時間を確認し、確認した現在位置また
は現在時間に合う広告を伝達して、広告媒体３０を介して出力させることができる。第３
制御部５７は、ユーザの現在位置または現在時間に基づいてランダムに広告を提供するこ
とができる。または第３制御部５７は、ユーザが選択した広告または設定した選好広告を
提供することができる。
【００７８】
第３制御部５７は、広告の有効性を判断するとき、広告媒体３０を介して広告が行われる
位置、時間または速度検証を第１および第２のＧＰＳ信号の一致可否によって判断するこ
とができる。すなわち第１のＧＰＳ信号から広告媒体３０の第１位置、第１時間および第
１速度に関する情報を獲得する。第２のＧＰＳ信号から携帯端末機４０の第１位置、第１
時間および第１速度に関する情報を獲得する。
【００７９】
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位置検証は、誤差範囲内で第１位置と第２位置が一致するか否かによって検証する。時間
検定は、誤差範囲内で第１時間と第２時間が一致するか否かによって検証する。そして、
速度検証は、誤差範囲内で第１速度と第２速度が一致するか否かによって検証する。
【００８０】
速度検証時に、ユーザが携帯端末機４０を携帯しつつ、徒歩で移動する場合であれば、第
１および第２速度が一致していても、第１および第２速度が通常の人の徒歩速度を超過す
るか否かを共に検証する。
【００８１】
その他、広告の有効性の判断に第１および第２撮影映像が使用され得る。第１および第２
撮影映像から広告オプションによる露出地域にユーザがあるか否かを確認することができ
る。例えば第１および第２撮影映像に広告オプションによる露出地域が把握できる象徴物
に関する映像が含まれているか否かによって広告の有効性を判断することができる。この
際、象徴物は、特定の建物、造形物、電車の駅の表示版等が挙げられる。
【００８２】
例えば、第３制御部５７は、広告の有効性を次のように判断することができる。
【００８３】
第３制御部５７は、第１および第２のＧＰＳ信号を伝達されて、広告媒体３０が露出時間
の間露出地域内に位置しつつ移動するか否かによって判断することができる。
【００８４】
または、第３制御部５７は、広告が出力される現在位置での第１または第２撮影映像を受
信し、第１または第２撮影映像に対する分析を通じて広告媒体３０が露出時間に露出地域
内に位置するか否かによって判断することができる。
【００８５】
または、第３制御部５７は、広告が出力される現在位置での第１または第２撮影映像を受
信し、第１または第２撮影映像に対する分析を通じて広告媒体３０が前記露出時間の間前
記露出地域内に位置しつつ移動するか否かによって判断することができる。
【００８６】
一方、第３制御部５７は、広告媒体３０を介した広告露出が効果的に行われたと判断され
ると、広告費を追加支給することができる。支給される広告費は、基本広告費に加重値を
かけて算出したり、基本広告費に追加広告費を加えて算出することができる。基本広告費
は、広告オプションによって広告媒体３０を介した広告露出が正常に行われる場合に支給
される。加重値は、１を超過する。追加広告費は、基本広告費よりは高くてはならない。
【００８７】
例えば、第３制御部５７は、広告実行中の広告媒体３０または携帯端末機４０から獲得し
た前記ユーザ周辺の人数を反映して、広告費を追加支給することができる。すなわち広告
媒体３０または携帯端末機４０に設置された人の認知に使用できる情報を収集する感知部
で収集した情報が使用され得る。感知部としては、カメラ部、超音波センサーまたは赤外
線センサーが使用され得る。
【００８８】
この際、広告媒体３０周辺の人数に関する情報は、感知部で収集した情報から人の顔を認
識できる顔認識アルゴリズムが使用され得る。
【００８９】
または、第３制御部５７は、広告実行中の広告媒体３０が大衆媒体を介して露出した情報
を受信すると、広告費を追加支給することができる。すなわち広告媒体３０で出力中の広
告が放送媒体や電光掲示板のような大衆媒体に露出し、第３制御部５７が当該情報を受信
して確認した場合、広告費を追加支給することができる。
【００９０】
第３制御部５７は、広告費の入出金に関連したデータ元帳は、ブロックチェーンを介して
管理および運用することができる。
【００９１】
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このような本実施形態に係る広告システム１００を利用した広告方法について図１および
図６を参照して説明すると、次の通りである。ここで、図６は、本発明の実施形態に係る
広告媒体３０を利用した広告システム１００を利用した広告方法を示すフローチャートで
ある。
【００９２】
まず、段階Ｓ１１で、広告主装置１０が広告代理店装置５０に広告を依頼する。この際、
広告依頼時に広告オプションを選択し、選択した広告オプションによる広告費を支給する
。
【００９３】
次に、段階Ｓ１３で、携帯端末機４０は、広告代理店装置５０に広告を要請する。この際
、ユーザは、携帯端末機４０を介して広告媒体３０を利用した広告サービスアプリに接続
してログインする過程を行うことができる。ログインを通じて承認されたユーザは、広告
サービスアプリを介して広告代理店装置５０に広告を要請することができる。ユーザが要
請する広告は、広告サービスアプリに表示される広告の中から選択された広告であるか、
または事前にユーザが設定した選好広告であってもよい。
【００９４】
次に、段階Ｓ１５で、広告代理店装置５０は、携帯端末機４０に広告を伝送する。
【００９５】
次に、段階Ｓ１７で、携帯端末機４０は、受信した広告を広告媒体３０に伝達する。
【００９６】
次に、段階Ｓ１９で、広告媒体３０は、伝達された広告を出力する。
【００９７】
次に、段階Ｓ２１で、広告代理店装置５０は、携帯端末機４０に広告の有効性の検証に必
要な情報を要請する。本実施形態では、有効性の検証に必要な情報がＧＰＳ信号を要請す
る例を開示した。広告代理店装置５０は、広告媒体３０および携帯端末機４０のＧＰＳ信
号を要請する。
【００９８】
次に、段階Ｓ２３で、広告媒体３０は、第１のＧＰＳ信号を携帯端末機４０に伝送する。
【００９９】
次に、段階Ｓ２５で、携帯端末機４０は、第１および第２のＧＰＳ信号を広告代理店装置
５０に伝送する。
【０１００】
次に、段階Ｓ２７で、広告代理店装置５０は、広告の有効性を判断する。この際、広告代
理店装置５０は、第１および第２のＧＰＳ信号を基盤として位置、時間または速度検証を
行う。
【０１０１】
段階Ｓ２７での有効性の判断結果、有効な場合、 段階Ｓ２９で、広告代理店装置５０は
、携帯端末機４０に広告費支給事実を通知する。
【０１０２】
そして、段階Ｓ２７での有効性の判断結果、有効でない場合、 段階Ｓ３１で、広告代理
店装置５０は、携帯端末機４０に有効でない方式で広告が進行されたことを通知する警告
メッセージを伝送する。
【０１０３】
なお、本明細書と図面に開示された実施形態は、理解を助けるために特定例を提示したも
のに過ぎず、本発明の範囲を限定しようとするものではない。ここに開示された実施形態
以外にも、本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能であることは、本発明の属
する技術分野における通常の知識を有する者には自明である。
【符号の説明】
【０１０４】
１０　広告主装置
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２０　広告モジュール
３０　広告媒体
３１　第１通信部
３２　第１のＧＰＳ受信部
３４　第１記憶部
３５　第１カメラ部
３６　第１表示部
３７　第１制御部
３８　本体部
３９　肩ひも
４０　携帯端末機
４１　第２通信部
４２　第２のＧＰＳ受信部
４３　第２入力部
４４　第２記憶部
４５　第２カメラ部
４６　第２表示部
４７　第２制御部
５０　広告代理店装置
５１　第３通信部
５４　第３記憶部
５７　第３制御部
１００　広告システム

【図１】 【図２】
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