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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回路に結合されるプロセッサ回路を含むユーザデバイスを備え、
　前記通信回路は、前記ユーザデバイスをデジタル看板及び管理サービスの少なくとも１
つと結合し、
　前記ユーザデバイスは、前記デジタル看板上における広告コンテンツを含むユーザコン
テンツの表示を管理し、前記ユーザコンテンツは、時間枠の中で、前記デジタル看板上で
表示され、
　前記管理サービスは、前記ユーザデバイスからアップロードされた前記ユーザコンテン
ツを前記デジタル看板に提供し、
　前記デジタル看板は、ユーザに視認可能な固有の識別子を含み、
　前記ユーザデバイスが前記デジタル看板の付近にいる場合、前記ユーザデバイスは前記
固有の識別子を用いて前記デジタル看板に接続し、前記管理サービスを介さず前記ユーザ
コンテンツを前記デジタル看板にアップロードする、装置。
【請求項２】
　前記ユーザデバイスは、前記ユーザコンテンツを、承認のためにさらに提出する、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ユーザデバイスは、前記時間枠をさらに入札し、前記時間枠の価格は、最高入札額
に対応する、請求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　前記ユーザデバイスは、前記デジタル看板を複数のデジタル看板からさらに選択する、
請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ユーザデバイスは、前記時間枠の中で前記ユーザコンテンツの前記表示の順序を調
整すること、及び、前記ユーザコンテンツの少なくとも一部を、前記時間枠の中で表示さ
れる予定の新たなコンテンツと入れ替えることの少なくとも１つによって、前記ユーザコ
ンテンツの表示を管理する、請求項１から４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記ユーザコンテンツは、生中継のイベントに対応し、前記承認は、前記デジタル看板
上で前記ユーザコンテンツが表示されている間に与えられる、請求項２に記載の装置。
【請求項７】
　前記承認は、前記デジタル看板に関連付けられた少なくとも１つの位置特性に基づく、
請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　通信回路に結合されるプロセッサ回路を含むユーザデバイスと、
　ディスプレイ及びメモリ回路を含み、広告コンテンツを含むユーザコンテンツを前記メ
モリ回路に記憶するとともに、前記ユーザコンテンツを時間枠の中で表示するデジタル看
板と、
　前記ユーザデバイスからアップロードされた前記ユーザコンテンツを前記デジタル看板
に提供する管理サービスとを備え、
　前記通信回路は、前記ユーザデバイスを前記デジタル看板及び前記管理サービスの少な
くとも１つと結合し、
　前記ユーザデバイスは、前記デジタル看板上における前記ユーザコンテンツの表示を管
理し、前記ユーザコンテンツは、前記時間枠の中で、前記デジタル看板上で表示され、
　前記デジタル看板は、ユーザに視認可能な固有の識別子を含み、
　前記ユーザデバイスが前記デジタル看板の付近にいる場合、前記ユーザデバイスは、前
記固有の識別子を用いて前記デジタル看板に接続し、前記管理サービスを介さず前記ユー
ザコンテンツを前記デジタル看板にアップロードする、システム。
【請求項９】
　前記ユーザデバイスは、前記ユーザコンテンツを、承認のために前記管理サービスにさ
らに提出する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ユーザデバイスは、前記時間枠をさらに入札し、前記時間枠の価格は、最高入札額
に対応する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ユーザデバイスは、前記デジタル看板を複数のデジタル看板からさらに選択する、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ユーザデバイスは、前記時間枠の中で前記ユーザコンテンツの前記表示の順序を調
整すること、及び、前記メモリ回路に記憶された前記ユーザコンテンツの少なくとも一部
を、前記時間枠の中で表示される予定の新たなコンテンツと入れ替えることの少なくとも
１つによって、前記ユーザコンテンツの表示を管理する、請求項８から１１のいずれか１
項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ユーザコンテンツは、生中継のイベントに対応し、前記承認は、前記デジタル看板
上で前記ユーザコンテンツが表示されている間に与えられる、請求項９に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記承認は、前記デジタル看板に関連付けられた少なくとも１つの位置特性に基づく、
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請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　ユーザデバイスをデジタル看板及び管理サービスの少なくとも１つと結合させる段階と
、
　前記ユーザデバイスを用いて、前記デジタル看板における広告コンテンツを含むユーザ
コンテンツの表示を管理する段階とを含み、
　前記ユーザコンテンツは、前記デジタル看板上で時間枠の中で表示され、
　前記管理サービスは、前記ユーザデバイスからアップロードされた前記ユーザコンテン
ツを前記デジタル看板に提供し、
　前記デジタル看板は、ユーザに視認可能な固有の識別子を含み、
　前記結合させる段階は、前記ユーザデバイスが前記デジタル看板の付近にいる場合、前
記管理サービスを介さず前記ユーザコンテンツを前記デジタル看板にアップロードすべく
、前記ユーザデバイスを、前記固有の識別子を用いて前記デジタル看板に結合させる段階
を含む、
方法。
【請求項１６】
　前記ユーザコンテンツを、承認のために提出する段階をさらに含む、請求項１５に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記時間枠を入札する段階をさらに含み、前記時間枠の価格は、最高入札額に対応する
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記デジタル看板を複数のデジタル看板から選択する段階をさらに含む、請求項１５に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザコンテンツの表示を管理する前記段階は、前記時間枠の中で前記ユーザコン
テンツの前記表示の順序を調整すること、及び、前記ユーザコンテンツの少なくとも一部
を、前記時間枠の中で表示される予定の新たなコンテンツと入れ替えることの少なくとも
１つを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザコンテンツは、生中継のイベントに対応し、前記承認は、前記デジタル看板
上で前記ユーザコンテンツが表示されている間に与えられる、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記承認は、前記デジタル看板に関連付けられた少なくとも１つの位置特性に基づく、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　命令を、個別に又は組み合わせて記憶する１又は複数の記憶媒体を含み、
　前記命令は、１又は複数のプロセッサによって実行された場合に請求項１５から２１の
いずれか１項に記載の方法の各段階を実行させるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、デジタルサイネージに関し、より詳細には、デジタルサイネージ管理システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告掲示板は、レストラン、ショッピングモール及び空港等の、人が待つことのできる
場所に設けられるデジタルサイネージを含む。デジタルサイネージは、典型的には、照明
付きディスプレイを備え、プログラム可能である。
【０００３】
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　デジタルサイネージは、比較的長い期間、例えば、週又は月単位で、広告主からレンタ
ルすることができる。広告主は、典型的には、デジタルサイネージの所有者／管理者と交
渉して、広告コンテンツを提供することができる。所有者／管理者は、そこで、広告コン
テンツの表示を管理することができる。広告主が広告コンテンツの変更又は広告コンテン
ツの表示位置の変更を希望する場合、そこで、広告主は、サイネージの所有者／管理者と
再交渉することができる。このようなプロセスは、時間がかかることがある。
【０００４】
　広告主は、例えば、顧客のフィードバックに応じて、広告コンテンツを迅速かつ効率的
に修正すること、もしくは異なる時間間隔でコンテンツを表示することができないことが
ある。さらに、広告主は、広告主の地理的位置付近にある既知のデジタルサイネージに限
定される場合がある。従って、デジタルサイネージは、従来の掲示板よりも汎用的である
にも関わらず、その利用のスケジューリング及び管理には時間がかかり、非効率的な場合
がある。特許請求の範囲に記載された事項の実施形態の特徴及び利点は、同様の番号が同
様の部分を示す図面を参照しつつ、後述の詳細な説明が進むにつれて明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、本開示の実施形態に係るデジタルサイネージ管理システムのシステムブ
ロック図を示す。
【図２】図２は、本開示の実施形態に係る広告時間枠をユーザがスケジューリング及び／
又は入札するためのフローチャートを示す。
【図３】図３は、本開示の実施形態に係る広告時間枠のスケジューリングに関するデジタ
ルサイネージ管理者のためのフローチャートを示す。
【図４】図４は、本開示の実施形態に係るデジタルサイネージのユーザによるディスプレ
イ管理のためのフローチャートを示す。
【図５】図５は、本開示の実施形態に係るデジタルサイネージにおける広告時間枠のユー
ザによるローカルスケジューリングのためのフローチャートを示す。
【０００６】
　後述の詳細な説明は、例示的な実施形態を参照しつつ進むが、当業者には、その多くの
代替、変形及び変更が明らかとなろう。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　概して、本開示は、広告及び／又は他のユーザコンテンツをデジタルサイネージ上で表
示する時間枠をスケジューリングし、広告及び／又は他のユーザコンテンツの承認を取得
し、スケジューリングされた表示を管理ためのシステム及び方法を説明する。システム及
び方法は、ユーザ（例えば、広告主）に特定されたデジタル看板上での時間枠を選択及び
／又は入札させ、ユーザコンテンツをアップロードさせ、その後コンテンツの表示を管理
及び／又は変更させるように構成される。例えば、表示の変更は、コンテンツの表示の順
序の調整、表示予定のコンテンツの変更及び／又はデジタル看板間での表示予定のコンテ
ンツの調整を含んでもよい。
【０００８】
　「デジタル看板」及び「デジタルサイネージ」は、限定的ではないが、デジタル広告掲
示板、デジタル広告板及び／又はユーザコンテンツを表示するように構成される他のデジ
タル看板を含む。ユーザコンテンツは、限定的ではないが、広告、イベント（例えば、卒
業式、結婚式、祝典及び／又は他のイベント）のキャプチャ画像及び／又は他のユーザコ
ンテンツを含む。ユーザコンテンツは、各セグメントがユーザコンテンツの一部に対応す
る複数の個別のセグメントを含んでもよい。例えば、コンテンツの広告のために、各セグ
メントは、異なる製品及び／又はサービスの広告に対応してもよい。本明細書で用いられ
るように、「時間枠」は、デジタル看板の表示スケジュールにおける時間間隔に対応する
。
【０００９】
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　スケジューリング及び管理は、デジタル看板管理サービス及び／又はデジタル看板と結
合されたユーザコンピューティングデバイスを用いることにより、ユーザによって実行さ
れてもよい。方法及びシステムは、ユーザに、レビュー及び承認のために、ユーザデバイ
スを用いて、デジタル看板管理サービスにコンテンツを提出させるように構成される。ユ
ーザは、その後、ユーザが予約及び／又は購入した時間枠（及び／又はデジタル看板）に
わたって、承認されたコンテンツの表示を管理してもよい。デジタル看板管理サービスは
、様々な地理的位置にある複数のデジタル看板へのアクセスを提供してもよい。
【００１０】
　一実施形態において、ユーザは、デジタル看板を含む位置にいる間に、デジタル看板を
発見してもよい。ユーザは、ユーザコンピューティングデバイスを用いて、発見されたデ
ジタル看板にアクセスしてもよく、ユーザコンテンツの表示をスケジューリングしてもよ
く、ユーザコンテンツをアップロードしてもよい。ユーザは、その後、その位置にいる間
に、アップロードを確認してもよい。本実施形態において、スケジューリング及びアップ
ロードされたユーザコンテンツが、デジタル看板によって、デジタル看板管理サービスに
提供されてもよい。
【００１１】
　従って、ユーザは、多様な地理的位置に位置し得る複数のデジタル看板に、スケジュー
リングのために簡便かつ効率的にアクセスすることができる。そこで、ユーザは、煩雑な
再交渉プロセスを要することなく、スケジューリングされた時間枠の中で、表示されるコ
ンテンツを容易に管理及び／又は変更することができる。デジタルサイネージの所有者／
管理者は、その後、デジタル看板と関連付けられた広告時間枠の利用及び需要が増えるこ
とにより、このようなスケジューリング及びユーザ管理の容易さから、利益を享受するこ
とができる。
【００１２】
　図１は、本開示の実施形態に係るデジタルサイネージ管理システム１００のブロック図
を示す。デジタルサイネージ管理システム１００は、１つ以上のユーザデバイス１０２ａ
、…、１０２ｍ、デジタル看板管理サービス１０４、ネットワーク１０６及び１つ以上の
デジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎを含む。本明細書で説明されるように、システム１
００は、関連付けられたユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍを利用する１又は複数の
ユーザによる、場合により多様な位置にある複数のデジタル看板へのアクセスを提供する
ように構成される。
【００１３】
　ユーザデバイス１０２ａのみが詳細に示されるが、各ユーザデバイス１０２ａ、…、１
０２ｍは、概して、他のユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍの各々と同様である。従
って、ユーザデバイス１０２ａは、ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍのいずれかを
いう。「ユーザデバイス」は、限定的ではないが, 携帯電話、スマートフォン、デスクト
ップコンピュータ、オールインワンコンピュータ、タブレットコンピュータ、ノートコン
ピュータ、超軽量コンピュータ、ウルトラモバイルコンピュータ、ネットブックコンピュ
ータ、サブノートコンピュータ、携帯情報端末、エンタープライズで来たるアシスタント
及びモバイルインターネットデバイスを含む手持ち型、携帯型及び／又は固定型のあらゆ
るコンピューティングデバイスを含む。
【００１４】
　ユーザデバイス１０２ａは、概して、プロセッサ回路１２０、通信回路１２２、メモリ
回路１２４及びディスプレイ１２６を含む。プロセッサ回路１２０は、１又は複数のプロ
セッサを含んでもよく、スケジューリング及び／又はユーザコンテンツ表示の管理に関す
る１又は複数の処理を実行するように構成される。通信回路１２２は、例えば、ネットワ
ーク１０６を介して、ユーザデバイス１０２ａをデジタル看板管理サービス１０４及び／
又は１又は複数のデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎと結合するように構成される。通
信回路１２２は、限定的ではないが、ＮＦＣ、ＲＦＩＤ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、３Ｇ、４Ｇ及び／又は他の通信プロトコルを含む１又は複数の通信プロ
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トコルを用いて、有線及び／又は無線で通信を行うように構成されてもよい。
【００１５】
　表示回路１２６は、本明細書で説明されるように、スケジュール、入札ステータス及び
／又はデジタルサイネージ管理と関連付けられた他のデータを表示するように構成される
。
【００１６】
　メモリ回路１２４は、ユーザデジタル看板モジュール１３０及び／又はユーザコンテン
ツストレージ１３２を含んでもよい。デジタル看板モジュール１３０は、デジタル看板管
理サービス１０４及び／又はデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎへのアクセスを管理す
るとともに、デジタルサイネージ管理と関連付けられたデータを関連付けられたユーザに
表示するように構成される。ユーザデジタル看板モジュール１３０は、関連付けられたユ
ーザに、選択されたデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎについて所望の時間枠を選択及
び／又は入札させるとともに、レビュー及び承認のためにコンテンツをアップロードさせ
、その後、選択された時間枠の中で、承認されたコンテンツの表示の調整を管理させるよ
うに構成される。ユーザコンテンツストレージ１３２は、未承認、承認待ち及び／又は承
認されたユーザコンテンツを含んでもよい。ユーザコンテンツは、１又は複数のデジタル
看板１０８ａ、…、１０８ｎ上で表示されるように構成される。
【００１７】
　デジタル看板管理サービス１０４は、プロセッサ回路１４０、通信回路１４２及びメモ
リ回路１４４を含む。デジタル看板管理サービス１０４は、複数のサーバの中の１又は複
数のサーバに対応してもよく、すなわち、クラウドにあってもよい。プロセッサ回路１４
０は、１又は複数のプロセッサを含んでもよく、通信回路１４２及びメモリ回路１４４と
結合されてもよい。プロセッサ回路１４０は、デジタルサイネージ管理と関連付けられた
デジタル看板管理サービス１０４の処理を実行するように構成される。通信回路１４２は
、デジタル看板管理サービス１０４をユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及びデジタ
ル看板１０８ａ、…、１０８ｎと結合するように構成される。通信回路１４２は、本明細
書で説明されるように、様々な通信プロトコルを用いて、有線及び／又は無線で、ユーザ
デバイス１０２ａ、…、１０２ｍ、ネットワーク１０６及びデジタル看板１０８ａ、…、
１０８ｎと通信を行うように構成されてもよい。
【００１８】
　メモリ回路１４４は、デジタル看板サービスモジュール１５０、暗号化サービス１５２
、ユーザデータベース１５４、デジタル看板データベース１５６、コンテンツデータベー
ス１５８、支払いデータベース１６０及び／又は第三者ベンダデータベース１６２を含ん
でもよい。デジタル看板サービスモジュール１５０は、デジタル看板管理サービス１０４
の処理を管理するように構成される。デジタル看板サービスモジュール１５０は、ユーザ
デバイス１０２ａ、…、１０２ｍと通信を行い、例えば、利用可能及び／又は入札可能な
時間枠を有するデジタル看板のリストを提供するように構成される。リストは、関連付け
られたユーザデバイス、例えば、ユーザデバイス１０２ａを介してのユーザからの要求に
応じて提供されてもよい。
【００１９】
　デジタル看板サービスモジュール１５０は、ユーザのリストをユーザデータベース１５
４に保持するように構成される。ユーザデータベース１５４は、ユーザ識別子、各ユーザ
識別子と関連付けられた利用履歴及び／又は各ユーザ識別子と関連付けられた要求履歴の
リストを含んでもよい。デジタル看板サービスモジュール１５０は、デジタル看板１０８
ａ、…、１０８ｎのリストを、デジタル看板データベース１５６に保持するように構成さ
れる。デジタル看板データベース１５６は、デジタル看板識別子のリスト、時間枠のスケ
ジュール、各時間枠と関連付けられた価格リスト、時間枠が利用可能か、入札可能か、予
約済み及び／又は購入済みか否かのインジケータ、各デジタル看板及び／又は地理的位置
インジケータ、環境のタイプ及びデジタル看板を見る可能性のある人と関連付けられた統
計データ（例えば、人口統計）を含む位置特性と関連付けられた利用履歴を含んでもよい
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【００２０】
　地理的位置インジケータは、限定的ではないが、所在地、商号、ＧＰＳの座標及び／又
はいくつかの他の位置インジケータを含んでもよい。環境のタイプは、限定的ではないが
、公共交通機関、レストラン、ショッピングモール、学校及び／又はデジタル看板が位置
し得る他の環境のタイプを含んでもよい。公共交通機関は、限定的ではないが、空港、鉄
道駅、バス停及び／又は地下鉄駅を含んでもよい。公共交通機関は、１又は複数の移動可
能な公共交通手段を含んでもよく、１又は複数の移動可能な公共交通手段は、限定的では
ないが、鉄道旅客車両、バス及び／又は地下鉄車両を含む。移動可能な公共交通手段と関
連付けられた地理的位置インジケータは、移動可能な公共交通手段のルートに対応する位
置範囲を含んでもよい。
【００２１】
　各デジタル看板と関連付けられた利用履歴は、時間枠が利用不可能又は利用可能な頻度
及び他のユーザによる要求があった時点で時間枠が既に１のユーザによって予約されてい
た頻度等の統計利用データを含んでもよい。このようなデータは、例えば、時間枠の価格
決定のために利用されてもよい。位置インジケータの特性は、時間枠の価格決定のために
利用されてもよい。
【００２２】
　提出されたユーザコンテンツが承認されるか否かは、少なくとも部分的に、位置特性に
基づいて決定されてもよい。例えば、ナイトクラブの付近で表示されるユーザコンテンツ
は、成年視聴者向けにであってもよく、遊び場の付近で表示されるユーザコンテンツは、
子供がユーザコンテンツを見る可能性を反映するように構成されてもよい。従って、成年
視聴者向けのユーザコンテンツは、遊び場を考慮してデジタル看板の承認が得られない場
合があるが、ナイトクラブ付近のデジタル看板であれば承認が得られる場合がある。
【００２３】
　従って、デジタル看板データベース１５６は、デジタル看板の時間枠の現在のスケジュ
ール及び価格に関するデータのみならず、将来の価格設定に利用され得る位置特性データ
をも含むように構成されてもよい。比較的高い需要のあるデジタル看板の時間枠は、例え
ば、入札にかけられてもよい。潜在的ユーザを需要のある時間枠の入札に参加させること
で、市場を有益に介入させ、時間枠価格を確立してもよい。このような入札は、リアルタ
イムに行われてもよい。
【００２４】
　コンテンツデータベース１５８は、ユーザコンテンツを含むように構成され、ユーザコ
ンテンツは、各セグメントがユーザコンテンツの一部に対応する複数のセグメントを含ん
でもよい。
【００２５】
　ユーザコンテンツは、コンテンツを提出したユーザと関連付けられたユーザ識別子と関
連してもよい。ユーザコンテンツは、提出（すなわち、承認待ち）、承認又は拒否として
分類されてもよい。コンテンツデータベース１５８は、承認されたコンテンツと関連付け
られた限定子をさらに含んでもよい。例えば、コンテンツの広告のために、限定子は、広
告のターゲット視聴者の特性（例えば、年齢層）を示すように構成されてもよい。コンテ
ンツデータベース１５８は、デジタル看板識別子及び表示のために現在スケジューリング
されているユーザコンテンツの時間枠識別子をさらに含んでもよい。
【００２６】
　承認されたコンテンツは、例えば、暗号化サービス１５２を用いて、暗号化及び／又は
デジタル署名が行われてもよい。暗号化及び／又はデジタル署名は、承認及び認証された
コンテンツのみが、デジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎにアップロード及び表示される
ことを保証するように構成される。
【００２７】
　デジタル看板サービスモジュール１５０は、支払いデータベース１６０を保持するよう
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に構成される。支払いデータベース１６０は、各デジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎの
支払い記録を含むように構成される。記録は、デジタル看板識別子及びデジタル看板と関
連付けられた各時間枠の支払いデータを含んでもよい。支払いデータは、限定的ではない
が、時間枠が予約済みだが支払い未受領か、又は時間枠が予約済みかつ支払い受領済みか
のインジケータ、入札が行われた時間枠の最終入札価格、入札されない時間枠の価格（す
なわち、固定価格）及び／又は他の支払いデータを含んでもよい。
【００２８】
　第三者ベンダデータベース１６２は、コンテンツの表示を承認するために認証された第
三者ベンダのリストを含むように構成される。例えば、リアルタイムにイベントを表示す
るために、選択されたデジタル看板、例えば、デジタル看板１０８ａのレンタルを希望す
るユーザは、認証された第三者ベンダを利用してもよい。イベントは、限定的ではないが
、卒業式、結婚式、誕生会、いくつかの他の祝典,及び／又はいくつかの他のイベントを
含んでもよい。ユーザは、イベントをキャプチャ（例えば、テープ録画及び／又はデジタ
ルビデオ録画）し、キャプチャ画像をリアルタイムに選択されたデジタル看板１０８ａに
アップロードするために、認証された第三者ベンダを選択してもよい。従って、生中継の
イベントは、第三者ベンダを介してリアルタイムに実行されたコンテンツ承認により、デ
ジタル看板上で表示されてもよい。
【００２９】
　代わりに、又は更に、生中継のイベントからのコンテンツは、承認のために、臨機応変
にキャプチャ及び分析されてもよい。承認されたコンテンツは、コンテンツの分析及び承
認のために構成される遅延時間の後に、表示されてもよい。例えば、遅延時間は、秒単位
であってもよい。従って、「生中継」のイベントは、ほぼリアルタイムに実行されるコン
テンツ承認に伴う遅延時間の後で、デジタル看板上で表示されてもよい。
【００３０】
　従って、ユーザは、選択されたデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎの所望の時間枠が
利用可能か否かを判断するために、関連付けられたユーザデバイス、例えば、ユーザデバ
イス１０２ａを介して、デジタル看板管理サービス１０４にアクセスしてもよい。ユーザ
は、所望の時間枠と関連付けられた価格を要求し、及び／又は、所望の時間枠の入札に参
加してもよい。ユーザは、所望の時間枠を予約し、承認のためにコンテンツをアップロー
ドし、又は、生中継のコンテンツのリアルタイムでの承認のために第三者ベンダを利用し
、及び／又は予約された時間枠の支払いを行ってもよい。デジタル看板管理サービス１０
４は、その後、時間枠の選択、更新及び購入、コンテンツの承認及び表示のためのコンテ
ンツのアップロードと関連付けられたトランザクション記録を保持してもよい。
【００３１】
　デジタルサイネージ管理システム１００は、１又は複数のデジタル看板１０８ａ、…、
１０８ｎ（デジタルサイネージ）を含む。デジタル看板１０８ａのみが詳細に示されるが
、各デジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎは、概して、他のデジタル看板１０８ａ、…、
１０８ｎの各々と同様である。従って、デジタル看板１０８ａは、デジタル看板１０８ａ
、…、１０８ｎのいずれかをいう。
【００３２】
　デジタル看板１０８ａは、概して、プロセッサ回路１７０、通信回路１７２、ディスプ
レイ１７４及びメモリ回路１７６を含む。プロセッサ回路１７０は、デジタルサイネージ
管理システム１００と関連付けられたデジタル看板１０８ａの処理を実行するように構成
される。通信回路は、デジタル看板１０８ａを、デジタル看板管理サービス１０４, ユー
ザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及び／又はネットワーク１０６と結合するように構成
される。通信回路１７２は、本明細書で説明されるように、１又は複数の通信プロトコル
を用いて、デジタル看板管理サービス１０４、ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及
び／又はネットワーク１０６と通信を行うように構成されてもよい。
【００３３】
　表示回路１７４は、ユーザコンテンツを表示するように構成される。例えば、表示回路
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１７４は、承認された広告コンテンツを表示してもよい。他の例において、表示回路１７
４は、本明細書で説明されるように、例えば、第三者ベンダによって承認された生中継の
イベントのコンテンツを表示してもよい。表示回路１７４は、照明及び／又は発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）を含んでもよく、概して、表示されるコンテンツの中でほぼ即時に変更で
きるように、プログラム可能である。
【００３４】
　メモリ回路１７６は、概して、デジタル看板識別子１８０、ローカルデジタル看板管理
モジュール１８２、ローカル表示スケジュール１８４及びローカルコンテンツデータベー
ス１８６を含む。デジタル看板識別子１８０は、デジタル看板を一意に特定するように構
成される。ローカルデジタル看板管理モジュール１８２は、デジタル看板１０８ａの処理
を管理するように構成される。ローカルデジタル看板管理モジュール１８２は、例えば、
ローカル表示スケジュール１８４を取得及び／又は更新するために、デジタル看板管理サ
ービス１０４と通信を行ってもよい。ローカルデジタル看板管理モジュール１８２は、取
得 表示予定のコンテンツを取得するために、デジタル看板管理サービスと通信を行って
もよい。表示予定のコンテンツは、その後、ローカルコンテンツデータベース１８６に記
憶されてもよい。ローカルデジタル看板管理モジュール１８２は、ローカルコンテンツデ
ータベース１８６からのコンテンツを、ローカル表示スケジュール１８４に従って、ディ
スプレイ１７４上で表示するように構成される。
【００３５】
　ローカルデジタル看板管理モジュール１８２は、ローカル表示スケジュール１８４を、
デジタル看板管理サービス１０４によって保持されるデジタル看板データベース１５６に
記憶された関連するスケジュールと同期するように構成される。ローカルデジタル看板管
理モジュール１８２は、ローカルコンテンツデータベース１８６に記憶されたユーザコン
テンツを、デジタル看板管理サービス１０４のコンテンツデータベース１５８に記憶され
たユーザコンテンツと同期するように構成されてもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、デジタル看板１０８は、双方向回路１８７及び視聴者フ
ィードバックデータベース１８８を含んでもよい。双方向回路１８７は、視聴者のフィー
ドバックを要求及び受信するように構成される。例えば、視聴者のフィードバックの要求
は、ディスプレイ１７４に表示されてもよい。複数の応答の選択肢も、表示されてもよく
、応答の選択肢の各々は、視聴者によって選択可能である。双方向回路１８７は、各視聴
者の応答をキャプチャし、視聴者の応答の表現を視聴者フィードバックデータベース１８
８に記憶するように構成される。表現は、デジタル看板管理サービス１０４に伝達されて
もよい。表示されるコンテンツと関連付けられたユーザデバイス、例えば、ユーザデバイ
ス１０２ａは、デジタル看板１０８及び／又はデジタル看板管理サービス１０４から表現
を読み出すように構成されてもよい。実施形態において、双方向回路１８７は、１又は複
数の視聴者の応答の表現が視聴者フィードバックデータベース１８８に記憶されている場
合、ユーザデバイス１０２ａに通知するように構成されてもよい。従って、ユーザは、デ
ジタル看板１０８ａに表示されるコンテンツに対する視聴者からのリアルタイムなフィー
ドバックを受信することができる。ユーザは、その後、フィードバックに基づいて、本開
示に係る方法及びシステムを用いて、コンテンツ及び／又は表示の順序をリアルタイムに
調整してもよい。
【００３７】
　ユーザが１又は複数のデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎと関連付けられた時間枠の
予約及び支払いを行い、表示予定のコンテンツが承認された後で、ユーザがコンテンツ表
示の管理を望む場合がある。例えば、ユーザは、選択された時間枠の中でコンテンツ（例
えば、コンテンツの一部）が表示される順序の調整（すなわち、変更）を望む場合がある
。他の例において、ユーザは、予約された時間枠の中で、異なる及び／又は更新されたコ
ンテンツの表示を望む場合がある。本開示に係る方法及びシステムは、デジタル看板１０
８ａ、…、１０８ｎにおけるコンテンツ表示のユーザ管理を容易にするように構成される
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【００３８】
　実施形態において、ユーザは、ユーザデバイス１０２ａを介して、デジタル看板管理サ
ービス１０４にアクセスしてもよい。ユーザは、その後、関連付けられたコンテンツ及び
／又は関連付けられたコンテンツの一部の表示の順序を調整してもよく、及び／又は、新
たなコンテンツの表示に先立つ承認のために、新たなコンテンツをアップロードしてもよ
い。他の実施形態において、ユーザは、ユーザデバイス１０２ａを介して、選択されたデ
ジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎにアクセスしてもよい。選択されたデジタル看板１０
８ａ、…、１０８ｎは、 oユーザのコンテンツを表示するために、スケジューリングされ
てもよい。ユーザは、その後、関連付けられたコンテンツの一部の表示の順序を調整して
もよい。従って、ユーザは、デジタル看板管理サービス１０４を介して最初のスケジュー
リングを行った後、コンテンツの表示を管理してもよい。
【００３９】
　図２は、本開示の実施形態に係る例示的な処理のフローチャート２００を示す。処理は
、例えば、ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及び／又はデジタル看板管理サービス
１０４によって、実行されてもよい。実施形態において、処理は、デジタル看板１０８ａ
、…、１０８ｎによっても実行されてよい。特に、フローチャート２００は、時間枠のス
ケジューリング及びデジタル看板における表示の承認のためのコンテンツのアップロード
を行うように構成される例示的な処理を示す。
【００４０】
　プログラムフローは、デジタル看板の予約処理を開始する処理２０２から開始してもよ
い。例えば、ユーザは、デジタル看板管理モジュール１０４にアクセスするために、関連
付けられたユーザデバイスを用いることによって、予約処理を開始してもよい。デジタル
看板の地理的位置は、処理２０４において選択されてもよい。地理的位置は、地理的位置
インジケータに基づいて、選択されてもよい。処理２０６は、空いている時間枠の選択及
び／又は選択された時間枠の入札を含んでもよい。例えば、デジタル看板管理サービス１
０４は、利用可能な時間枠及び／又はユーザが選択した地理的位置の受信に応じて入札が
行われている時間枠のリストを提供してもよい。時間枠は、ユーザによって最初に選択さ
れた地理的位置にあるデジタル看板に対応してもよい。ユーザは、その後、空いている時
間枠を選択してもよく、又は、このリストに少なくとも部分的に基づいて、所望の時間枠
を入札してもよい。
【００４１】
　処理２０８は、選択された時間枠についての支払い及び確認を含んでもよい。例えば、
時間枠は、電子的に購入されてもよく、確認は、確認番号の受領書によって示されてもよ
い。表示予定のユーザコンテンツは、承認のために、処理２１０において、デジタル看板
管理サービスに提供されてもよい。例えば、ユーザコンテンツは、ユーザデバイス１０２
ａのユーザコンテンツストレージ１３２からデジタル看板管理サービス１０４へと送られ
てもよい。他の例において、コンテンツの広告のために、広告コンテンツは、広告代理店
から読み出され、デジタル看板管理サービス１０４に提供されてもよい。両方の例におい
て、ユーザコンテンツは、最初にスケジューリングされた表示時間（すなわち、時間枠）
よりも前の期間に、デジタル看板管理サービスに提供されてもよい。期間は、ユーザコン
テンツのレビュー及び承認のために、十分な時間を提供するように構成される。他の例に
おいて、ユーザコンテンツが生中継のイベントに対応する場合、本明細書で説明されるよ
うに、コンテンツは、承認のために臨機応変に提供されてもよく、又は、第三者ベンダに
よってリアルタイムに承認されてもよい。この例において、ユーザコンテンツは、スケジ
ューリングされた表示時間の間に、提供されてもよい。
【００４２】
　コンテンツが承認されるか否かは、処理２１２において判断されてもよい。コンテンツ
が承認される場合、プログラムフローは、処理２１４において終了してもよい。コンテン
ツが承認されない場合、拒否されたコンテンツは、処理２１６において修正されてもよい
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。プログラムフローは、処理２１０に進んでもよく、コンテンツは、承認のために、デジ
タル看板管理サービスに提供されてもよい。
【００４３】
　図３は、本開示の実施形態に係る例示的な処理のフローチャート３００を示す。処理は
、例えば、デジタル看板管理サーバ１０４によって実行されてもよい。実施形態において
、処理は、デジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎによって実行されてもよい。特に、フロ
ーチャート３００は、選択されたデジタル看板におけるユーザコンテンツの表示のスケジ
ューリング及び承認又は拒否のためのユーザコンテンツの分析を行うように構成される例
示的な処理を示す。
【００４４】
　フローチャート３００の処理は、ユーザが処理３０２において、デジタル看板上でユー
ザコンテンツを表示するための時間枠をスケジューリングするように構成されるデジタル
看板の予約処理を開始する場合に、開始される。処理３０４は、ユーザの特定及び／又は
認証を含んでもよい。地理的位置インジケータのリストは、処理３０６において、ユーザ
に提供されてもよい。地理的位置インジケータのリストは、デジタル看板を含む地理的位
置に対応してもよい。地理的位置インジケータのリストは、デジタル看板管理サービス１
０４によって、ユーザデバイス１０２ａに提供されてもよい。いくつかの実施形態におい
て、他の位置特性は、地理的位置インジケータと関連付けられて提供されてもよい。位置
特性は、ユーザに、ユーザのコンテンツを表示するために適切な位置のデジタル看板を選
択させるように構成される。処理３０８は、少なくとも部分的にユーザによる地理的位置
の選択に基づいて、利用可能及び／又は入札可能な時間枠のリストの提供を含む。
【００４５】
　デジタル看板のスケジュールは、処理３１０において、ユーザからの支払いに応じて、
ユーザによって選択されたデジタル看板及び時間枠の各々について、更新されてもよい。
例えば、デジタル看板管理サービス１０４のデジタル看板データベース１５６に記憶され
たデジタル看板のスケジュールは、更新されてもよい。他の例において、ローカルデジタ
ル看板ディスプレイのスケジュール（例えば、ローカル表示スケジュール１８４）は、更
新されてもよい。
【００４６】
　処理３１２は、レビューのためのユーザコンテンツの要求を含んでもよい。受信された
ユーザコンテンツは、処理３１４において、位置特性に基づいて評価されてもよい。ユー
ザコンテンツが承認されるか否かは、処理３１６において判断されてもよい。ユーザコン
テンツが承認される場合、ユーザコンテンツ、スケジュール及び場合によっては関連付け
られたユーザ識別子は、処理３１８において、選択されたデジタル看板に提供されてもよ
い。ユーザコンテンツは、選択されたデジタル看板に提供されるに先立ち、暗号化及び／
又はデジタル署名が行われてもよい。プログラムフローは、処理３２０において、終了し
てもよい。ユーザコンテンツが承認されない場合、ユーザは、処理３２２において通知を
受けてもよい。プログラムフローは、その後、処理３１２に進み、レビューのために、ユ
ーザコンテンツを要求してもよい。
【００４７】
　従って、フローチャート２００及び３００の処理は、ユーザに、関連付けられたユーザ
デバイス用いて、ユーザコンテンツの表示のために、１又は複数のデジタル看板を選択さ
せ、選択されたデジタル看板上で時間枠を予約させ、コンテンツを承認のためにデジタル
看板管理サービスにアップロードさせるように構成される。ユーザは、複数のデジタル看
板から位置特性に応じて、選択してもよい。実施形態において、需要のある時間枠は、入
札が行われてもよい。フローチャート２００及び３００の処理は、ユーザに、このような
入札に参加させるようにさらに構成される。
【００４８】
　図４は、本開示の実施形態に係る例示的な処理のフローチャート４００を示す。処理は
、例えば、ユーザデバイス１０２ａによって、実行されてもよい。特に、フローチャート
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４００は、ユーザコンテンツの表示を管理するように構成される例示的な処理を示し、処
理は、限定的ではないが、ユーザコンテンツ及び／又は時間枠の中でのユーザコンテンツ
の一部の表示の順序の調整、時間枠及び／又はデジタル看板間で表示させるコンテンツの
調整及び／又はユーザコンテンツの更新を含む。
【００４９】
　フローチャート４００の処理は、ユーザが遠隔表示管理を開始することにより、処理４
０２から開始してもよい。例えば、ユーザは、ユーザデバイス、デジタル看板上でアプリ
ケーションを起動することにより、遠隔表示管理を開始してもよく、管理予定のコンテン
ツは、処理４０４において選択されてもよい。処理４０６は、認証の提供を含んでもよい
。例えば、ユーザは、デジタル看板管理サービスから、認証の提供を要求されてもよい。
他の例において、ユーザは、選択されたデジタル看板から、認証の提供を要求されてもよ
い。
【００５０】
　処理４０８は、コンテンツが追加及び／又は変更されるか否かの判断を含んでもよい。
コンテンツが追加及び／又は変更される場合、コンテンツは、処理４１０において、レビ
ューのために、デジタル看板管理サーバに提供されてもよい。調整予定の時間枠は、処理
４１２において選択されてもよい。調整予定の時間枠は、コンテンツに関連してもよい。
各選択された時間枠についての表示の順序及び／又はコンテンツは、処理４１４において
調整されてもよい。変更は、処理４１６において検証されてもよい。プログラムフローは
、処理４１８において終了して（戻って）もよい。
【００５１】
　従って、フローチャート４００の処理は、ユーザに、関連付けられたユーザデバイスを
用いて、１又は複数のデジタル看板上でユーザコンテンツの表示を管理させるように構成
される。ユーザデバイス１０２ａを用いて、ユーザは、管理するデジタル看板を選択して
もよく、表示予定のコンテンツを追加及び／又は変更してもよく、及び／又は、選択され
た時間枠の中で、コンテンツの表示の順序を調整してもよい。このような処理は、デジタ
ル看板上で表示されるように構成されるユーザコンテンツの管理について、比較的効率的
な選択肢をユーザに提供するように構成される。
【００５２】
　図５は、本開示の実施形態に係る例示的な処理のフローチャート５００を示す。処理は
、例えば、ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍによって実行されてもよい。特に、フ
ローチャート５００は、ユーザにコンテンツの表示をスケジューリングするとともに、発
見されたデジタル看板にコンテンツを直接アップロードするように構成される例示的な処
理を示す。ユーザ及びユーザデバイス１０２ａは、この処理の間、デジタル看板の付近に
あってもよい。
【００５３】
　フローチャート５００の処理は、処理５０２において、ユーザがデジタル看板を発見す
ることにより、開始してもよい。例えば、ユーザは、デジタル看板付近の位置に移動して
もよい。デジタル看板は、処理５０４において、特定されてもよい。例えば、デジタル看
板は、バーコード識別子を含んでもよい。他の例において、デジタル看板は、ユーザに視
認可能な固有の識別子を含んでもよい。他の例において、デジタル看板は、例えば、固有
の識別子を含みうるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号を用いて、ローカルユーザデバ
イスと通信を行うように構成されてもよい。
【００５４】
　処理５０６は、特定されたデジタル看板との結合を含んでもよい。例えば、ユーザは、
関連付けられたユーザデバイスを介して、特定されたデジタル看板と接続してもよい。利
用可能な時間枠及び関連付けられた価格は、処理５０８において要求されてもよい。例え
ば、特定されたデジタル看板は、ローカル表示スケジュールに記憶されたデータに基づい
て、利用可能な時間枠を判断するように構成されてもよい。処理５１０において、利用可
能な時間枠が選択されてもよく、及び／又は、入札可能な時間枠について、入札が行われ
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てもよい。入札可能な時間枠は、需要のある時間枠に対応してもよい。
【００５５】
　広告及び／又は他のユーザコンテンツは、処理５１２においてアップロードされてもよ
い。例えば、ユーザコンテンツは、ユーザデバイスからデジタル看板へと伝送されてもよ
い。アップロードされたユーザコンテンツは、処理５１４において検証されてもよい。例
えば、検証は、ユーザがレビューするために、アップロードされたコンテンツをデジタル
看板ディスプレイに表示することを含んでもよい。そこで、ユーザは、アップロードされ
たコンテンツの整合性を保証してもよい。支払いは、処理５１６において提出されてもよ
い。プログラムフローは、その後、デジタル看板との接続を切断することによって、処理
５１８において終了してもよい。
【００５６】
　従って、フローチャート５００の処理は、コンテンツの表示のスケジューリング、コン
テンツのアップロード及び表示の支払い延長のために、ユーザに、ローカルデジタル看板
にアクセスさせるように構成される。このようなユーザは、デジタル看板ディスプレイを
見る可能性がある人のタイプ及び数について、経験的な知識を有する場合がある。さらに
、ローカルアクセスを提供することで、位置特性を知っていることにより、表示のスケジ
ューリング及びデジタル看板へのコンテンツのアップロードが容易となる。
【００５７】
　従って、本開示に係る方法及びシステムは、ユーザによるデジタルサイネージ管理を容
易化（許容）するように構成される。ユーザは、自己の関連付けられたユーザデバイスを
介して、デジタル看板及び／又はデジタル看板管理サービスにアクセスしてもよい。ユー
ザは、その後、自己の関連付けられたユーザデバイスを介して、ユーザによって選択され
たデジタル看板上で、コンテンツを表示するための時間枠を予約、入札及び／又は購入し
てもよい。
【００５８】
　コンテンツは、その後、表示に先立って承認を得るために、アップロードされてもよい
。承認は、コンテンツが、選択されたデジタル看板に適切であることを保証するように構
成される。
【００５９】
　更に又は代わりに、第三者ベンダによるリアルタイムな承認により、又は臨機応変な承
認に伴う遅延時間の後で、生中継のイベントの画像が表示されてもよい。
【００６０】
　ユーザは、その後、アップロードされたコンテンツの表示を管理してもよい。例えば、
時間枠の中での表示の順序は、調整されてもよい。他の例において、表示のために選択さ
れたコンテンツは、調整、例えば、変更されてもよい。アップロードされたコンテンツの
表示の管理は、従って、ユーザにとって、相対的に簡易かつ便利な場合がある。
【００６１】
　図２から５は、一実施形態に係る様々な処理を示すものであり、図２から５に示される
処理の全てが、他の実施形態に必要であるとは限らないことを理解されたい。実際、本開
示の他の実施形態において、図２から５に示される処理及び／又は本明細書に記載された
他の処理は、いずれの図面にも具体的に示されていないがなお本開示に完全に整合する態
様で、組み合わせられるものと本明細書においては考えられる。従って、１の図面に正確
には示されていない特徴及び／又は処理に関する特許請求の範囲は、本開示の範囲及び内
容に含まれるものとみなされる。
【００６２】
　本明細書に記載された処理はいずれも、１又は複数のプロセッサによって実行される場
合に、方法を実行する命令を、個別に又は組み合わせて記憶する１又は複数の記憶媒体を
含むシステムにおいて実行されてもよい。ここで、プロセッサは、例えば、サーバＣＰＵ
、モバイルデバイスＣＰＵ及び／又は他のプログラマブル回路を含んでもよい。また、本
明細書に記載された処理は、物理的に異なる複数の位置にある処理構造等の、複数の物理



(14) JP 6080949 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

的デバイスにわたって分配されてもよいことを意図するものである。記憶媒体は、あらゆ
るタイプの有形の媒体を含んでもよく、媒体は、例えば、フロッピー（登録商標）ディス
ク、光ディスク、コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、書き換え可
能コンパクトディスク（ＣＤ－ＲＷ）及び光磁気ディスクを含むあらゆるタイプのディス
クと、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、動的及び静的ＲＡＭ等のランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）、消去可能プログラム可能型リードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去
可能プログラム可能型リードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、磁気又
は光学的カード等の半導体デバイスと、又は電子的命令の記憶に適したあらゆるタイプの
媒体とである。他の実施形態は、プログラム可能な制御デバイスによって実行されるソフ
トウェアモジュールとして実行されてもよい。記憶媒体は、非一時的な記憶媒体であって
もよい。
【００６３】
　ユーザデバイス１０２は、様々な通信プロトコルを用いて、ネットワーク１０６、デジ
タル看板１０８ａ、…、１０８ｎ及び／又はデジタル看板管理サービス１０４と通信を行
うように構成されてもよい。通信プロトコルは、これに限定されないが、ＮＦＣ、ＲＦＩ
Ｄ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、３Ｇ、４Ｇ及び／又は他の通信プロ
トコル等の無線通信プロトコルを含んでもよい。Ｗｉ－Ｆｉプロトコルは、電気電子技術
者協会（ＩＥＥＥ）によって公開された、名称を"ＩＥＥＥ　８０２．１１－２００７　
Ｓｔａｎｄａｒｄ，　ＩＥＥＥ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ－Ｌｏｃａｌ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｑ
ｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　－Ｐａｒｔ　１１：　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＣ）ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　（
ＰＨＹ）　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ"とする２００７年３月８日公開の８０２．１
１規格及び／又はこの後継規格に適合又は準拠していてもよい。
【００６４】
　ＮＦＣ及び／又はＲＦＩＤ通信信号及び／又はプロトコルは、２００８年公開のＩＳＯ
／ＩＥＣ１４４４３、名称：Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｃａｒｄｓ　－Ｃｏｎｔａ
ｃｔｌｅｓｓ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄｓ　－　Ｐｒｏｘｉｍ
ｉｔｙ　ｃａｒｄｓ、２００６年公開のＩＳＯ／ＩＥＣ１５６９３、名称：Ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ　ｃａｒｄｓ　－Ｃｏｎｔａｃｔｌｅｓｓ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃ
ｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄｓ　－　Ｖｉｃｉｎｉｔｙ　ｃａｒｄｓ、２００８年公開のＩＳ
Ｏ／ＩＥＣ１８０００、名称：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　－　Ｒ
ａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　 ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｉｔｅｍ　
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、及び／又は２００４年公開のＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２、名称：
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　－　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ａｎｄ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　－　Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　－　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、及び／又はこれらの後継規格を含む、国際標準化機
構（ＩＳＯ）及び／又は国際電気標準会議（ＩＥＣ）によって公開された１又は複数のＮ
ＦＣ及び／又はＲＦＩＤ規格に適合又は準拠していてもよい。
【００６５】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）プロトコルは、ＩＥＥＥによって公開された、名称を
"ＩＥＥＥ　８０２．１５．１－２００５　Ｓｔａｎｄａｒｄ，　ＩＥＥＥ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｂｅｔｗｅ
ｅｎ　ｓｙｓｔｅｍｓ－Ｌｏｃａｌ　ａｎｄ　ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　ａｒｅａ　ｎ
ｅｔｗｏｒｋｓ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　－Ｐａｒｔ１５．１：
　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＣ
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）ａｎｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　（ＰＨＹ）　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ
　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　（Ｗ　
Ｐａｎｓ）"とする２００５年公開の８０２．１５．１規格及び／又はこの後継規格に適
合又は準拠していてもよい。
【００６６】
　３Ｇプロトコルは、国際電気通信連合（ＩＴＵ）によって公開された、名称を"ＩＭＴ
－２０００"とする２０００年公開の国際移動通信（ＩＭＴ）規格及び／又はこの後継規
格に適合又は準拠していてもよい。４Ｇプロトコルは、ＩＴＵによって公開された、名称
を"ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ"とする２００８年公開のＩＭＴ規格及び／又はこの後継規
格に適合又は準拠していてもよい。
【００６７】
　例えば、ネットワーク１０６は、パケット交換ネットワークを含んでもよい。
【００６８】
　ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及び／又はデジタル看板１０８ａ、…、１０８
ｎは、選択されたパケット交換ネットワーク通信プロトコルを用いて、デジタル看板管理
サービス１０４と通信可能であってもよい。例示的な通信プロトコルの１つは、Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　 Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ　（ＴＣＰ／ＩＰ）を用いた通信を許可可能なＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）通
信プロトコルを含んでもよい。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）プロトコルは、電気電子技
術者協会（ＩＥＥＥ）によって公開された、名称を「ＩＥＥＥ　８０２．３　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ」とする２００２年３月公開のＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）規格及び／又はこの
後継規格に適合又は準拠していてもよい。代わりに、又は更に、ユーザデバイス１０２ａ
、…、１０２ｍ及び／又はデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎは、Ｘ．２５通信プロト
コルを用いてデジタル看板管理サービス１０４と通信を行うことができる。Ｘ．２５通信
プロトコルは、国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ）によって公表された
規格に適合又は準拠していてもよい。代わりに、又は更に、ユーザデバイス１０２ａ、…
、１０２ｍ及び／又はデジタル看板１０８ａ、…、１０８ｎは、フレームリレー通信プロ
トコルを用いて、デジタル看板管理サービス１０４と通信を行うことができる。フレーム
リレー通信プロトコルは、国際電信電話諮問委員会（ＣＣＩＴＴ）及び／又は米国規格協
会（ＡＮＳＩ）によって公表された規格に適合又は準拠していてもよい。代わりに、又は
更に、ユーザデバイス１０２ａ、…、１０２ｍ及び／又はデジタル看板１０８ａ、…、１
０８ｎは、非同期転送モード（ＡＴＭ）通信プロトコルを用いて、デジタル看板管理サー
ビス１０４と通信を行うことができる。ＡＴＭ通信プロトコルは、ＡＴＭフォーラムによ
って公開された、名称を"ＡＴＭ－ＭＰＬＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎ
ｇ　１．０"とする２００１年８月に公開されたＡＴＭ規格及び／又はこの後継規格に適
合又は準拠していてもよい。無論、異なる及び／又は開発後のコネクション型ネットワー
ク通信プロトコルは、同じく本明細書において考慮されている。
【００６９】
　「回路」は、本明細書のあらゆる実施形態で用いられるように、例えば、単独又はあら
ゆる組み合わせで、ハードウェアに組み込まれた回路、プログラマブル回路、状態機械回
路及び／又はプログラマブル回路によって実行された命令を記憶するファームウェアを含
んでもよい。アプリケーション（"ａｐｐ"）及び／又はモジュールは、本明細書のあらゆ
る実施形態で用いられるように、回路として具現されてもよい。回路は、集積回路チップ
等の集積回路として具現されてもよい。
【００７０】
　従って、本開示は、デジタル看板上で表示されるコンテンツのユーザ管理のための方法
及びシステムを提供する。管理は、デジタル看板管理サービス及び／又はデジタル看板に
結合されたユーザコンピューティングデバイスを用いて、ユーザによって実行されてもよ
い。ユーザは、多様な地理的位置に位置し得る複数のデジタル看板、スケジューリングの
ために、簡便かつ効率的にアクセスすることができる。そこで、ユーザは、煩雑な再交渉
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プロセスを要することなく、スケジューリングされた時間枠の中で、表示されるコンテン
ツを容易に管理及び／又は変更することができる。
【００７１】
　１つの態様によれば、装置が提供される。装置は、ユーザデバイスを備えてもよい。ユ
ーザデバイスは、通信回路に結合されるプロセッサ回路を含んでもよく、通信回路は、ユ
ーザデバイスをデジタル看板及び管理サービスの少なくとも１つと結合するように構成さ
れ、ユーザデバイスは、デジタル看板上においてユーザコンテンツの表示を管理するよう
に構成され、ユーザコンテンツは、時間枠の中でデジタル看板上で表示されるように構成
される。
【００７２】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、承認のために、ユ
ーザコンテンツを提出するようにさらに構成される。
【００７３】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、最高入札額に対応
する価格の時間枠を入札するようにさらに構成される。
【００７４】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、複数のデジタル看
板からデジタル看板を選択するようにさらに構成される。
【００７５】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザコンテンツは、広告コンテンツ
を含む。
【００７６】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、時間枠の中でユー
ザコンテンツの表示の順序を調整すること、及びユーザコンテンツの少なくとも一部を、
時間枠の中で表示されるように構成される新たなコンテンツと入れ替えることの少なくと
も１つを行うことにより、ユーザコンテンツの表示を管理するように構成される。
【００７７】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザコンテンツは、生中継のイベン
トに対応し、承認は、デジタル看板上でユーザコンテンツが表示されている間に提供され
る。
【００７８】
　装置の他の例は、前述のコンポーネントを備え、承認は、デジタル看板に関連付けられ
た少なくとも１つの位置特性に基づく。
【００７９】
　他の態様によれば、システムが提供される。システムは、ユーザデバイス、デジタル看
板及び管理サービスを備えてもよい。ユーザデバイスは、通信回路に結合されるプロセッ
サ回路を含んでもよい。デジタル看板は、ディスプレイ及びメモリ回路を含んでもよく、
デジタル看板は、メモリ回路にユーザコンテンツを記憶し、時間枠の中でユーザコンテン
ツを表示するように構成される。通信回路は、ユーザデバイスをデジタル看板及び管理サ
ービスの少なくとも１つと結合するように構成され、ユーザデバイスは、デジタル看板上
でのユーザコンテンツの表示を管理するように構成され、ユーザコンテンツは、時間枠の
中でデジタル看板上に表示されように構成される。
【００８０】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、承認のために
、ユーザコンテンツを管理サービスに提出するようにさらに構成される。
【００８１】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、最高入札額に
対応する価格の時間枠を入札するようにさらに構成される。
【００８２】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、複数のデジタ
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ル看板からデジタル看板を選択するようにさらに構成される。
【００８３】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザコンテンツは、広告コンテ
ンツを含む。
【００８４】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザデバイスは、時間枠の中で
ユーザコンテンツの表示の順序を調整すること、及びメモリ回路に記憶されたユーザコン
テンツの少なくとも一部を、時間枠の中で表示されるように構成される新たなコンテンツ
と入れ替えることの少なくとも１つを行うことにより、ユーザコンテンツの表示を管理す
るように構成される。
【００８５】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、ユーザコンテンツは、生中継のイ
ベントに対応し、承認は、デジタル看板上でユーザコンテンツが表示されている間に提供
される。
【００８６】
　システムの他の例は、前述のコンポーネントを備え、承認は、デジタル看板に関連付け
られた少なくとも１つの位置特性に基づく。
【００８７】
　他の態様によれば、方法が提供される。方法は、ユーザデバイスをデジタル看板及び管
理サービスの少なくとも１つと結合する段階と、ユーザデバイスを用いて、デジタル看板
上でのユーザコンテンツの表示を管理する段階とを含んでもよく、ユーザコンテンツは、
時間枠の中でデジタル看板上に表示されるように構成される。
【００８８】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、承認のためにユーザコンテンツを提出する段階を
さらに含む。
【００８９】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、最高入札額に対応する価格の時間枠を入札する段
階をさらに含む。
【００９０】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、複数のデジタル看板からデジタル看板を選択する
段階をさらに含む。
【００９１】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、ユーザコンテンツは、広告コンテンツを含む。
【００９２】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、ユーザコンテンツの表示を管理する段階は、時間
枠の中でユーザコンテンツの表示の順序を調整すること、及びユーザコンテンツの少なく
とも一部を、時間枠の中で表示されるように構成される新たなコンテンツと入れ替えるこ
との少なくとも１つを含む。
【００９３】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、ユーザコンテンツは、生中継のイベントに対応し
、承認は、デジタル看板上でユーザコンテンツが表示されている間に提供される。
【００９４】
　方法の他の例は、前述の処理を含み、承認は、デジタル看板に関連付けられた少なくと
も１つの位置特性に基づく。
【００９５】
　他の態様によれば、システムが提供される。システムは、個別に又は組み合わせて命令
を記憶した１又は複数の記憶媒体を含んでもよく、命令は、１又は複数のプロセッサによ
って実行されると、ユーザデバイスをデジタル看板及び管理サービスの少なくとも１つと
結合することと、デジタル看板上でのユーザコンテンツの表示を、ユーザデバイスを用い
て管理することとを含む処理を実行させ、ユーザデバイスは、時間枠の中で、デジタル看
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【００９６】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、承認のためにユーザコンテンツを提出する追加の処理をさらに含む。
【００９７】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、最高入札額に対応する価格の時間枠を入札する追加の処理をさらに含
む。
【００９８】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、複数のデジタル看板からデジタル看板を選択する追加の処理をさらに
含む。
【００９９】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、ユーザコンテンツは、広告コンテンツを含む。
【０１００】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、時間枠の中でユーザコンテンツの表示の順序を調整すること、及びユ
ーザコンテンツの少なくとも一部を、時間枠の中で表示されるように構成される新たなコ
ンテンツと入れ替えることの少なくとも１つをさらに含むユーザコンテンツの表示管理を
さらに含む。
【０１０１】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、生中継のイベントに対応するユーザコンテンツと、デジタル看板上で
ユーザコンテンツが表示されている間に提供される承認とをさらに含む。
【０１０２】
　システムの他の例は、１又は複数のプロセッサによって実行されると前述の処理を実行
させる命令を含み、デジタル看板に関連付けられた少なくとも１つの位置特性に基づく承
認をさらに含む。
【０１０３】
　本明細書で用いられた用語及び表現は、限定ではなく、説明のための用語として用いら
れており、このような用語及び表現を用いるにあたり、示された及び記載された（又はそ
の一部である）特徴のあらゆる均等物を除外する意図を有するものではなく、特許請求の
範囲において様々な変形が可能であることを認識されたい。従って、特許請求の範囲はこ
のような全ての均等物を含むことを意図するものである。
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