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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離での無線通信によって情報を発信する発信装置が発信した発信情報を受信する端
末と、
　前記端末とネットワークを介して接続する情報管理サーバと、を備え、
　前記発信情報は、前記発信装置に固有の情報であり、
　前記端末は、前記発信装置が前記無線通信のために発信する電波を受信可能な範囲に当
該端末が入ったとき、最初に受信する電波によって伝送される前記発信情報を受信し、
　前記情報管理サーバは、
　前記端末から前記発信情報を受け取る受信部と、
　コンテンツの提供元に関する情報であるコンテンツ情報を発信情報に対応付けて記憶す
る記憶部と、
　前記端末から受け取った前記発信情報に対応付けられる前記コンテンツ情報を特定する
情報特定部と、
　前記特定された前記コンテンツ情報を出力する出力部と、を備える
　情報提供システム。
【請求項２】
　前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された前記コンテンツ情報を前記端末に
出力し、
　前記端末は、前記発信装置が前記無線通信のために発信する電波を当該端末が受信可能
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に位置するとき、利用条件が満たされていると判断して、前記コンテンツ情報に基づいて
取得される前記コンテンツを当該端末にて利用可能にする
　請求項１に記載の情報提供システム。
【請求項３】
　前記情報管理サーバの前記記憶部は、前記コンテンツを前記端末にて利用可能にする期
間を規定する期間情報を前記コンテンツ情報に対応付けてさらに記憶し、
　前記情報管理サーバの前記情報特定部は、前記端末から受け取った前記発信情報に対応
付けられる前記コンテンツ情報と、当該コンテンツ情報に対応付けられる前記期間情報と
を特定し、
　前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された前記コンテンツ情報および前記期
間情報を前記端末に出力し、
　前記端末は、前記期間情報によって規定される期間内であるとき、利用条件が満たされ
ていると判断して、前記コンテンツ情報に基づいて取得される前記コンテンツを当該端末
にて利用可能にする
　請求項１または２に記載の情報提供システム。
【請求項４】
　前記端末は、前記コンテンツを当該端末にて利用可能にした後に、再度、前記利用条件
が満たされているか否かを判断し、前記利用条件が満たされていると判断したとき、前記
コンテンツを当該端末にて引き続き利用可能にする
　請求項２または３に記載の情報提供システム。
【請求項５】
　前記情報管理サーバの前記記憶部は、前記コンテンツを前記端末へ提供することを許可
する期間を規定する期間情報を前記コンテンツ情報に対応付けてさらに記憶し、
　前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された前記コンテンツ情報を前記端末に
出力し、
　前記情報管理サーバは、
　前記端末に出力された前記コンテンツ情報に対応付けられる前記期間情報に基づいて、
前記コンテンツの前記端末への提供の可否を判定し、判定結果を前記コンテンツの提供元
に通知するコンテンツ提供判定部をさらに備える
　請求項１に記載の情報提供システム。
【請求項６】
　近距離での無線通信によって情報を発信する発信装置が発信した発信情報を受信する端
末と、
　前記端末とネットワークを介して接続する情報管理サーバと、を用いて行われる情報提
供方法であって、
　前記発信情報は、前記発信装置に固有の情報であり、
　前記端末が、前記発信装置が前記無線通信のために発信する電波を受信可能な範囲に当
該端末が入ったとき、最初に受信する電波によって伝送される前記発信情報を受信するス
テップと、
　前記情報管理サーバが、前記端末から前記発信情報を受け取るステップと、
　前記情報管理サーバが、コンテンツの提供元に関する情報であるコンテンツ情報が発信
情報に対応付けられたデータを用いて、前記端末から受け取った前記発信情報に対応付け
られる前記コンテンツ情報を特定するステップと、
　前記特定された前記コンテンツ情報が出力されるステップと、
　を含む情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の技術は、コンテンツの提供に用いられる情報管理サーバ、情報提供システム、
情報提供方法、および、情報管理プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　スマートポスターやデジタルサイネージ等の広告媒体に取り付けられるＩＣタグには、
例えば、広告媒体に掲載されている商品に関するウェブサイトのＵＲＬ等がタグ情報とし
て記憶されている。そして、ＩＣタグが有するタグ情報は、利用者が所持するスマートフ
ォン等の端末に読み取られ、読み取られたタグ情報に基づいて、端末から上記ウェブサイ
ト等へのアクセスが行われる。これにより、上記ウェブサイト等が提供するコンテンツが
利用者に提供される（例えば特許文献１、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１６２９１８号公報
【特許文献２】特開２００２－２１５０４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述のＩＣタグを用いたコンテンツの提供にて、ＩＣタグを通じて提供され
るコンテンツは、ＩＣタグに記憶されているタグ情報によって決定されるため、ＩＣタグ
を通じて提供されるコンテンツは、ＩＣタグごとに管理されている。その結果、ＩＣタグ
を用いたコンテンツの提供に要する情報の管理が煩雑とならざるを得ない。
【０００５】
　本開示の技術は、コンテンツの提供に際して用いられる情報の管理に要する煩雑さを低
減することのできる情報管理サーバ、情報提供システム、情報提供方法、および、情報管
理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】
【０００６】
　上記課題を解決する情報管理サーバは、近距離での無線通信によって情報を発信する発
信装置が発信した発信情報を受信する端末から、前記発信情報を受け取る受信部と、コン
テンツの提供元に関する情報であるコンテンツ情報を発信情報に対応付けて記憶する記憶
部と、前記端末から受け取った前記発信情報に対応付けられる前記コンテンツ情報を特定
する情報特定部と、前記特定された前記コンテンツ情報を出力する出力部と、を備える。
【０００７】
　上記課題を解決する情報提供システムは、近距離での無線通信によって情報を発信する
発信装置が発信した発信情報を受信する端末と、前記端末とネットワークを介して接続す
る情報管理サーバと、を備え、前記情報管理サーバは、前記端末から前記発信情報を受け
取る受信部と、コンテンツの提供元に関する情報であるコンテンツ情報を発信情報に対応
付けて記憶する記憶部と、前記端末から受け取った前記発信情報に対応付けられる前記コ
ンテンツ情報を特定する情報特定部と、前記特定された前記コンテンツ情報を出力する出
力部と、を備える。
【０００８】
　上記課題を解決する情報提供方法は、近距離での無線通信によって情報を発信する発信
装置が発信した発信情報を受信する端末と、前記端末とネットワークを介して接続する情
報管理サーバと、を用いて行われる情報提供方法であって、前記情報管理サーバが、前記
端末から前記発信情報を受け取るステップと、前記情報管理サーバが、コンテンツの提供
元に関する情報であるコンテンツ情報が発信情報に対応付けられたデータを用いて、前記
端末から受け取った前記発信情報に対応付けられる前記コンテンツ情報を特定するステッ
プと、前記特定された前記コンテンツ情報が出力されるステップと、を含む。
【０００９】
　上記課題を解決する情報管理プログラムは、近距離での無線通信によって情報を発信す
る発信装置が発信した発信情報を受信する端末とネットワークを介して接続する情報管理
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サーバを、前記端末から前記発信情報を受け取る受信部と、コンテンツの提供元に関する
情報であるコンテンツ情報を発信情報に対応付けて記憶する記憶部と、前記端末から受け
取った前記発信情報に対応付けられる前記コンテンツ情報を特定する情報特定部と、前記
特定された前記コンテンツ情報を出力する出力部と、として機能させる。
【００１０】
　上記構成によれば、発信装置が発信する情報によって導かれるコンテンツは、情報管理
サーバにおける発信情報とコンテンツ情報との対応付けによって決定される。したがって
、発信装置を通じて提供されるコンテンツが情報管理サーバにてまとめて管理されるため
、提供されるコンテンツが発信装置等の個別の装置ごとに管理される形態と比較して、コ
ンテンツの提供に際して用いられる情報の管理に要する煩雑さを低減することができる。
【００１１】
　上記情報提供システムにおいて、前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された
前記コンテンツ情報を前記端末に出力し、前記端末は、前記発信装置が前記無線通信のた
めに発信する電波を当該端末が受信可能に位置するとき、利用条件が満たされていると判
断して、前記コンテンツ情報に基づいて取得される前記コンテンツを当該端末にて利用可
能にすることが好ましい。
【００１２】
　上記構成によれば、発信装置からの電波を受信可能な範囲内にある端末にて、コンテン
ツの利用が可能となる。したがって、発信装置が設置されている場所の付近に滞在するユ
ーザに対して、こうした滞在に適したコンテンツを提供することも可能となる。
【００１３】
　上記情報提供システムにおいて、前記情報管理サーバの前記記憶部は、前記コンテンツ
を前記端末にて利用可能にする期間を規定する期間情報を前記コンテンツ情報に対応付け
てさらに記憶し、前記情報管理サーバの前記情報特定部は、前記端末から受け取った前記
発信情報に対応付けられる前記コンテンツ情報と、当該コンテンツ情報に対応付けられる
前記期間情報とを特定し、前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された前記コン
テンツ情報および前記期間情報を前記端末に出力し、前記端末は、前記期間情報によって
規定される期間内であるとき、利用条件が満たされていると判断して、前記コンテンツ情
報に基づいて取得される前記コンテンツを当該端末にて利用可能にすることが好ましい。
【００１４】
　上記構成によれば、期間情報によって規定される期間内にのみ、端末にてコンテンツの
利用が可能となる。したがって、コンテンツを期間限定で提供することが可能となる。
　上記情報提供システムにおいて、前記端末は、前記コンテンツを当該端末にて利用可能
にした後に、再度、前記利用条件が満たされているか否かを判断し、前記利用条件が満た
されていると判断したとき、前記コンテンツを当該端末にて引き続き利用可能にすること
が好ましい。
【００１５】
　上記構成によれば、利用条件が満たされ続けているときに、コンテンツが継続して利用
可能とされるため、利用条件を設けることによる効果が高められる。
　上記情報提供システムにおいて、前記情報管理サーバの前記記憶部は、前記コンテンツ
を前記端末へ提供することを許可する期間を規定する期間情報を前記コンテンツ情報に対
応付けてさらに記憶し、前記情報管理サーバの前記出力部は、前記特定された前記コンテ
ンツ情報を前記端末に出力し、前記情報管理サーバは、前記端末に出力された前記コンテ
ンツ情報に対応付けられる前記期間情報に基づいて、前記コンテンツの前記端末への提供
の可否を判定し、判定結果を前記コンテンツの提供元に通知するコンテンツ提供判定部を
さらに備えることが好ましい。
【００１６】
　上記構成によれば、期間情報によって規定される期間内のみ、端末へのコンテンツの提
供が許可される。したがって、コンテンツを期間限定で提供することが可能となる。
【発明の効果】
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【００１７】
　本開示の技術によれば、コンテンツの提供に際して用いられる情報の管理に要する煩雑
さを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本開示の技術における第１および第２の実施形態の情報提供システムの全体構成
を示すシステム構成図である。
【図２】第１の実施形態における情報管理サーバの装置構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態における発信情報とコンテンツ情報と利用時間情報との対応関係
を示す図である。
【図４】第１の実施形態におけるユーザ端末の装置構成を示すブロック図である。
【図５】第１の実施形態での最初のコンテンツの提供の手順を示すシーケンス図である。
【図６】第１の実施形態における表示継続確認処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図７】第１の実施形態での二回目以降のコンテンツの提供の手順を示すシーケンス図で
ある。
【図８】第２の実施形態における情報管理サーバの装置構成を示すブロック図である。
【図９】第２の実施形態における発信情報とコンテンツ情報と提供時間情報との対応関係
を示す図である。
【図１０】第２の実施形態におけるユーザ端末の装置構成を示すブロック図である。
【図１１】第２の実施形態でのコンテンツの提供の手順を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（第１の実施形態）
　図１～図７を参照して、情報管理サーバ、情報提供システム、情報提供方法、および、
情報管理プログラムの第１の実施形態について説明する。
【００２０】
　［情報提供システムの構成］
　図１を参照して、情報提供システムの全体構成について説明する。
　図１に示されるように、情報提供システムは、発信装置１０と、ユーザ端末２０と、コ
ンテンツ提供サーバ３０と、情報管理サーバ４０とを含む。ユーザ端末２０と、コンテン
ツ提供サーバ３０と、情報管理サーバ４０とは、インターネット等のネットワークＮＷに
接続されて、相互にデータを送信および受信する。
【００２１】
　発信装置１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通信によるプッシュ
型のデータの送信が可能な装置である。発信装置１０は、データの搬送波となる電波を継
続的に発信し、この電波を受信可能な範囲内にあるユーザ端末２０に対して、上記データ
として発信情報Ｉｈを送信する。発信装置１０が送信する発信情報Ｉｈは、当該発信装置
１０に固有の情報であって、発信装置１０ごとに割り当てられて、発信装置１０に記憶さ
れている。第１の実施形態において、発信情報Ｉｈは、情報管理サーバ４０におけるアク
セス先を示すアドレスとしてのＵＲＬ（ユニフォーム・リソース・ロケータ）に具体化さ
れる。
【００２２】
　発信装置１０は、例えば、街頭や駅や商業施設に設置されるスマートポスターやデジタ
ルサイネージ等の広告媒体に設置されている。あるいは、発信装置１０は、広告が付随し
ない状態で、情報提供システムの利用方法や提供されるコンテンツの内容等が示された案
内とともに、街頭や駅や商業施設等の所定の場所に設置されてもよい。またあるいは、発
信装置１０は、書籍やＣＤ等の物品に取り付けられていてもよい。
【００２３】
　なお、発信情報Ｉｈは、複数の発信装置１０の各々に共通する情報であってもよく、例
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えば、同一の商品を掲載する複数の広告媒体では、複数の発信装置１０の各々は、共通す
る１つの発信情報Ｉｈを有していてもよい。
【００２４】
　ユーザ端末２０は、発信装置１０が有する近距離無線通信機能に対応した通信機能、ネ
ットワークＮＷへの接続機能、および、ウェブサイトの閲覧機能を備える端末であり、例
えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）に対応したスマートフォンに具体化される。ユー
ザ端末２０は、発信装置１０が発信する電波を受信可能な位置にユーザ端末２０が位置す
るときに、発信装置１０から発信情報Ｉｈを受信し、受信した発信情報Ｉｈに基づいて情
報管理サーバ４０にアクセスする。そして、ユーザ端末２０は、情報管理サーバ４０から
、コンテンツ情報Ｉｃを受信し、ユーザによるコンテンツの利用を許可する条件である利
用条件が満たされているときに、受信したコンテンツ情報Ｉｃに基づいてコンテンツ提供
サーバ３０にアクセスする。なお、ネットワークＮＷには、こうした複数のユーザ端末２
０が接続される。
【００２５】
　コンテンツ提供サーバ３０は、コンテンツを提供するウェブサイトを構築している。コ
ンテンツ提供サーバ３０が提供するコンテンツには、ウェブサイト上で提供される文字情
報や静止画や動画や音声が含まれる。コンテンツは、例えば、発信装置１０が設置された
場所に集まる人に向けた情報や発信装置１０が備えられた広告媒体の掲載内容に関連する
情報や発信装置１０が備えられた物品に関連する情報に具体化される。コンテンツ提供サ
ーバ３０は、ユーザ端末２０からのアクセスに応じて、コンテンツをユーザ端末２０に送
信する。なお、ネットワークＮＷには、相互に異なるコンテンツを提供する複数のコンテ
ンツ提供サーバ３０がコンテンツの提供元として接続されてもよい。
【００２６】
　情報管理サーバ４０は、ユーザ端末２０からのアクセスに応じて、コンテンツの提供元
を示すコンテンツ情報Ｉｃを特定する。そして、情報管理サーバ４０は、特定されたコン
テンツ情報Ｉｃをユーザ端末２０に送信する。第１の実施形態において、コンテンツ情報
Ｉｃは、コンテンツ提供サーバ３０におけるアクセス先を示すアドレスとしてのＵＲＬに
具体化される。
【００２７】
　［情報管理サーバおよびユーザ端末の構成］
　図２～図４を参照して、情報管理サーバ４０およびユーザ端末２０の構成について説明
する。まず、図２および図３を参照して、情報管理サーバ４０の構成について説明する。
【００２８】
　図２に示されるように、情報管理サーバ４０は、通信部４１と、制御部４２と、記憶部
４３とを備えている。
　通信部４１は、ネットワークＮＷを通じて、情報管理サーバ４０とユーザ端末２０との
接続処理を実行する。また、通信部４１は、受信部および出力部として機能し、情報管理
サーバ４０とユーザ端末２０との間でデータの送信および受信を行う。
【００２９】
　制御部４２は、ＣＰＵを含み、記憶部４３に記憶されたプログラムやデータに基づいて
、通信部４１における通信の制御、記憶部４３における情報の読み出しや書き込み、各種
の演算処理などの情報管理サーバ４０の各部の制御を行う。
【００３０】
　制御部４２は、情報提供システムによる情報提供方法を実現する構成の一部として、情
報特定部４２ａを備えている。情報特定部４２ａは、通信部４１が受信したユーザ端末２
０からのリクエストに応じ、記憶部４３に記憶された対応コンテンツデータ４３ａに基づ
いて、コンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔを特定する。特定されたコンテンツ情報Ｉ
ｃと利用時間情報Ｉｔは、通信部４１からユーザ端末２０に出力される。
【００３１】
　記憶部４３は、制御部４２の処理に必要なプログラムやデータを一時的あるいは永続的
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に記憶する。こうしたデータの一例として、記憶部４３は、上記の対応コンテンツデータ
４３ａを記憶している。対応コンテンツデータ４３ａでは、発信情報Ｉｈとコンテンツ情
報Ｉｃとが対応付けられ、また、コンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとが対応付けら
れている。
【００３２】
　なお、制御部４２において、情報特定部４２ａとしての機能を有する構成は、複数のＣ
ＰＵやメモリ等の各種のハードウェアによって具体化されてもよく、共通する１つのハー
ドウェアに複数の機能を与えるソフトウェアによって具体化されてもよい。こうしたソフ
トウェアは、情報管理プログラムとして、記憶部４３に記憶される。
【００３３】
　図３を参照して、発信装置１０に割り当てられた発信情報Ｉｈと、対応コンテンツデー
タ４３ａを構成するコンテンツ情報Ｉｃおよび利用時間情報Ｉｔとの対応関係について説
明する。
【００３４】
　図３に示されるように、発信装置１０の識別情報が発信装置ＩＤとして設定され、１つ
の発信装置ＩＤには、１つの発信情報Ｉｈが対応付けられている。また、対応コンテンツ
データ４３ａにおいて、１つの発信情報Ｉｈには複数のコンテンツ情報Ｉｃが対応付けら
れ、各コンテンツ情報Ｉｃには利用時間情報Ｉｔが対応付けられている。そして、対応コ
ンテンツデータ４３ａでは、１つの発信情報Ｉｈに対応付けられているコンテンツ情報Ｉ
ｃの各々に対して送信順序が設定されている。
【００３５】
　利用時間情報Ｉｔは、利用時間情報Ｉｔと対応付けられたコンテンツ情報Ｉｃに基づく
コンテンツについて、そのコンテンツをユーザ端末２０にて利用可能な時間を示している
。送信順序は、同一のユーザ端末２０からの同一の発信情報Ｉｈに基づく複数回のリクエ
ストに対して、コンテンツ情報Ｉｃが特定される順番、すなわち、ユーザ端末２０に送信
されるコンテンツ情報Ｉｃの順番を示す。記憶部４３は、１以上の発信情報Ｉｈについて
、こうした対応コンテンツデータ４３ａを記憶している。
【００３６】
　例えば、「００１」の発信装置ＩＤを有する発信装置１０には、発信情報Ｉｈとして「
ｈｔｔｐ：／／△△／ａｂｃ」が記憶されている。すなわち、「００１」という発信装置
ＩＤは、「ｈｔｔｐ：／／△△／ａｂｃ」という発信情報Ｉｈと対応付けられている。こ
こで、発信情報ＩｈとしてのＵＲＬのうち、「△△」は、情報管理サーバ４０のドメイン
名を示す。また、「ａｂｃ」は、情報管理サーバ４０内におけるファイルのパス名を示す
。すなわち、「００１」の発信装置ＩＤには、情報管理サーバ４０の「ａｂｃ」に対応す
るファイルをアクセス先として指定する情報が対応付けられている。
【００３７】
　そして、発信情報Ｉｈにて指定されるアクセス先のファイル、すなわち「ａｂｃ」に対
応するファイルには、「Ａコンテンツ」を提供するコンテンツ提供サーバ３０のＵＲＬで
あるコンテンツ情報Ｉｃと「２０分」を示す利用時間情報Ｉｔとが互いに対応付けられて
記憶されており、上記コンテンツ情報Ｉｃには、送信順序「１」が設定されている。さら
に、「ａｂｃ」に対応するファイルには、送信順序「２」として、「Ｂコンテンツ」を提
供するコンテンツ提供サーバ３０のＵＲＬであるコンテンツ情報Ｉｃと「１０分」を示す
利用時間情報Ｉｔとが互いに対応付けられて記憶され、送信順序「３」として、「Ｃコン
テンツ」を提供するコンテンツ提供サーバ３０のＵＲＬであるコンテンツ情報Ｉｃと「１
５分」を示す利用時間情報Ｉｔとが互いに対応付けられて記憶されている。
【００３８】
　利用時間情報Ｉｔは、例えば、その利用時間情報Ｉｔが対応付けられているコンテンツ
情報Ｉｃに対応するコンテンツが動画である場合には、その動画の長さ以上の時間とされ
、上記コンテンツが電子書籍である場合には、その電子書籍を読むために必要と想定され
る時間以上の時間とされる。
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【００３９】
　１つの発信情報Ｉｈに対応付けられている複数のコンテンツ情報Ｉｃによって導かれる
複数のコンテンツは、例えば、各コンテンツ情報Ｉｃに設定されている送信順序に沿って
連続する動画のように、互いに関連のあるコンテンツであってもよい。あるいは、上記複
数のコンテンツは、互いに関連のないコンテンツであって、例えば、ユーザにとって有用
であると想定される順に、送信順序が設定されていてもよい。
【００４０】
　このように、１つの発信情報Ｉｈには、複数の互いに異なるコンテンツ情報Ｉｃと複数
の利用時間情報Ｉｔとが対応付けられており、１つのコンテンツ情報Ｉｃには１つの利用
時間情報Ｉｔが対応付けられている。
【００４１】
　続いて、図４を参照して、ユーザ端末２０の構成について説明する。
　図４に示されるように、ユーザ端末２０は、通信部２１と、制御部２２と、記憶部２３
と、入出力部２４とを備えている。
【００４２】
　通信部２１は、ネットワーク通信部２１ａと近距離無線通信部２１ｂとを備えている。
ネットワーク通信部２１ａは、ネットワークＮＷを通じて、ユーザ端末２０と情報管理サ
ーバ４０もしくはコンテンツ提供サーバ３０との接続処理を実行し、ユーザ端末２０と情
報管理サーバ４０もしくはコンテンツ提供サーバ３０との間でデータの送信および受信を
行う。近距離無線通信部２１ｂは、近距離無線通信によって、ユーザ端末２０と発信装置
１０との接続処理を実行し、ユーザ端末２０と発信装置１０との間でデータの送信および
受信を行う。
【００４３】
　制御部２２は、ＣＰＵを含み、記憶部２３に記憶されたプログラムやデータに基づいて
、各種の演算処理やユーザ端末２０の各部の制御を行う。制御部２２は、情報提供システ
ムによる情報提供方法を実現する構成の一部として、情報取得部２２ａと条件確認部２２
ｂとを備えている。
【００４４】
　情報取得部２２ａは、発信装置１０から取得した発信情報Ｉｈに基づいて、情報管理サ
ーバ４０にリクエストを送信し、情報管理サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃと利用時間
情報Ｉｔとを取得する。また、情報取得部２２ａは、条件確認部２２ｂによって利用条件
が満たされていることが確認されたときに、情報管理サーバ４０から取得したコンテンツ
情報Ｉｃに基づいて、コンテンツ提供サーバ３０にリクエストを送信し、コンテンツ提供
サーバ３０からコンテンツを取得する。また、情報取得部２２ａは、コンテンツの利用が
継続されているときに、条件確認部２２ｂによる利用条件の確認結果に応じて、入出力部
２４を通じたユーザのコンテンツの利用を制御する。なお、情報取得部２２ａは、上記の
各データの送受信を、通信部２１を介して行う。
【００４５】
　条件確認部２２ｂは、情報管理サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔ
とを受信したときに、発信装置１０からの電波を近距離無線通信部２１ｂが受信している
か否かを確認する。電波の受信が確認されると、条件確認部２２ｂは、利用時間の計測を
開始し、情報取得部２２ａに対して、利用条件が満たされていることを通知する。一方、
電波の受信が確認できない場合、条件確認部２２ｂは、情報取得部２２ａに対して、利用
条件が満たされていないことを通知する。また、条件確認部２２ｂは、コンテンツの利用
が継続されている間、定期的に、発信装置１０からの電波を近距離無線通信部２１ｂが受
信しているか否かの確認と、計測されている利用時間が、情報管理サーバ４０から受信し
た利用時間情報Ｉｔが示す時間の範囲内であるか否かの確認とを行う。電波の受信が確認
され、かつ、計測されている利用時間が利用時間情報Ｉｔの示す時間の範囲内である場合
には、条件確認部２２ｂは、情報取得部２２ａに対して、利用条件が満たされていること
を通知する。一方、電波の受信が確認できない場合、あるいは、計測されている利用時間
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が利用時間情報Ｉｔの示す時間を超えた場合、条件確認部２２ｂは、情報取得部２２ａに
対して、利用条件が満たされていないことを通知する。
【００４６】
　記憶部２３は、制御部２２の処理に必要なプログラムやデータを一時的あるいは永続的
に記憶する。
　入出力部２４は、外部からの情報を制御部２２にデータや信号として入力したり、制御
部２２からのデータや信号を受けて外部へ情報を出力したりする入出力デバイスである。
入出力部２４は、例えば、ディスプレイから構成される表示部や、スピーカーから構成さ
れる音声出力部や、タッチパネルやボタンキーから構成される操作部を含む。入出力部２
４が、制御部２２からのデータや信号を受けて外部へ情報を出力することによって、コン
テンツがユーザに利用される。
【００４７】
　なお、制御部２２において、情報取得部２２ａおよび条件確認部２２ｂとしての機能を
有する構成は、複数のＣＰＵやメモリ等の各種のハードウェアによって具体化されてもよ
く、共通する１つのハードウェアに複数の機能を与えるソフトウェアによって具体化され
てもよい。こうしたソフトウェアは、例えば、アプリケーションソフトウェアとして、ユ
ーザ端末２０にインストールされる。
【００４８】
　［情報提供システムの作用］
　図５～図７を参照して、情報提供システムによるコンテンツの提供の手順について説明
する。なお、以下では、発信装置１０が、例えば駅や空港等の待合室に設置され、待合室
に滞在するユーザが所持するユーザ端末２０にコンテンツが送信される場合のように、発
信装置１０が発信する電波を受信可能な範囲に、ユーザ端末２０が所定の時間留まってい
る例について説明する。
【００４９】
　まず、図５を参照して、ユーザ端末２０が発信情報Ｉｈに基づいて最初にコンテンツの
提供を受ける際の手順について説明する。
　図５に示されるように、発信装置１０は電波を発信し続けており、発信装置１０が発信
する電波を受信可能な範囲にユーザ端末２０が入ると、上記電波を搬送波として、発信装
置１０に記憶されている発信情報Ｉｈが、ユーザ端末２０に送信される（ステップＳ１０
）。発信装置１０から発信情報Ｉｈを受信すると、ユーザ端末２０の情報取得部２２ａは
、発信情報Ｉｈによって特定される情報管理サーバ４０のアクセス先に対するリクエスト
を情報管理サーバ４０に送信する（ステップＳ１１）。すなわち、情報管理サーバ４０は
、アクセス先として指定された態様で、ユーザ端末２０から発信情報Ｉｈを受け取る。
【００５０】
　情報管理サーバ４０の情報特定部４２ａは、ユーザ端末２０からのリクエストに応じ、
記憶部４３に記憶されている対応コンテンツデータ４３ａを参照して、指定されたアクセ
ス先に記憶されるコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとを特定する（ステップＳ１２
）。このとき、情報特定部４２ａは、発信情報Ｉｈに対応付けられている複数のコンテン
ツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔの中から、送信順序が「１」に設定されているコンテンツ
情報Ｉｃ、および、そのコンテンツ情報Ｉｃに対応付けられている利用時間情報Ｉｔを特
定する。そして、情報特定部４２ａは、特定されたコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉ
ｔとをレスポンスとしてユーザ端末２０に送信する。これにより、発信装置１０からユー
ザ端末２０が受信した発信情報Ｉｈに情報管理サーバ４０にて対応付けられているコンテ
ンツ情報Ｉｃおよび利用時間情報Ｉｔが、ユーザ端末２０に送信される（ステップＳ１３
）。
【００５１】
　なお、ユーザ端末２０と情報管理サーバ４０との間で上述の処理が行われている間、発
信装置１０は電波を発信し続けている。
　情報管理サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとを受信すると、ユー
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ザ端末２０の条件確認部２２ｂは、発信装置１０からの電波をユーザ端末２０が受信して
いることを確認する（ステップＳ１４）。電波の受信が確認されると、ユーザ端末２０の
条件確認部２２ｂは、利用時間の計測を開始し（ステップＳ１５）、利用条件が満たされ
ていることを情報取得部２２ａに通知する。利用条件が満たされていることが条件確認部
２２ｂによって確認されると、情報取得部２２ａは、コンテンツ情報Ｉｃによって特定さ
れるコンテンツ提供サーバ３０のアクセス先に対するリクエストをコンテンツ提供サーバ
３０に送信する（ステップＳ１６）。なお、発信装置１０からの電波の受信が確認できな
い場合、すなわち、発信装置１０からの電波を受信可能な範囲からユーザ端末２０が出て
いる場合には、利用条件が満たされていないことが条件確認部２２ｂから情報取得部２２
ａに通知される。この場合、ユーザ端末２０からのコンテンツ提供サーバ３０へのアクセ
スは行われず、ユーザはコンテンツを利用することができない。
【００５２】
　ユーザ端末２０からリクエストを受信すると、コンテンツ提供サーバ３０は、レスポン
スとしてコンテンツをユーザ端末２０に送信する（ステップＳ１７）。コンテンツ提供サ
ーバ３０からコンテンツを受信すると、ユーザ端末２０は、受信したコンテンツをユーザ
端末２０の表示部に表示し、必要に応じて音声を出力することにより、コンテンツを利用
可能とする（ステップＳ１８）。例えば、コンテンツが動画である場合には、動画の再生
が開始される。これにより、ユーザ端末２０が受信した発信情報Ｉｈに情報管理サーバ４
０にて対応付けられているコンテンツ情報Ｉｃに対応するコンテンツが提供され、ユーザ
によるコンテンツの利用が開始される。
【００５３】
　コンテンツの利用が継続されている間、すなわち、コンテンツが表示部に表示されてい
る間、ユーザ端末２０の情報取得部２２ａと条件確認部２２ｂとは、表示継続確認処理を
行う（ステップＳ１９）。
【００５４】
　ここで、ステップＳ１９における表示継続確認処理について、図６を参照して説明する
。
　図６に示されるフローは、コンテンツが表示部に表示されたとき、条件確認部２２ｂに
よって開始される処理であって、コンテンツが表示部に表示されている間、繰り返される
処理である。
【００５５】
　まず、条件確認部２２ｂは、ステップＳ１００の処理にて、発信装置１０からの電波を
ユーザ端末２０が受信しているか否かを判定する。電波の受信が確認できない場合、条件
確認部２２ｂは、電波の受信が確認できないために利用条件が満たされないことを情報取
得部２２ａに通知し、ステップＳ１０４の処理に進む（ステップＳ１００にて否定判定）
。ステップＳ１０４の処理では、情報取得部２２ａは、コンテンツの表示部への表示を中
止して処理を終了する。
【００５６】
　上記ステップＳ１００の処理にて、電波の受信が確認された場合、ステップＳ１０１の
処理に進む（ステップＳ１００にて肯定判定）。条件確認部２２ｂは、ステップＳ１０１
の処理にて、計測されている利用時間が、情報管理サーバ４０から受信した利用時間情報
Ｉｔが示す時間の範囲内であるか否かを判定する。計測されている利用時間が利用時間情
報Ｉｔの示す時間を超えている場合、条件確認部２２ｂは、利用時間が超過しているため
に利用条件が満たされないことを情報取得部２２ａに通知し、ステップＳ１０３の処理に
進む（ステップＳ１０１にて否定判定）。ステップＳ１０３の処理では、情報取得部２２
ａは、コンテンツの表示部への表示を中止し、再び、発信情報Ｉｈに基づいて、情報管理
サーバ４０にリクエストを送信する処理に移行する。
【００５７】
　上記ステップＳ１０１の処理にて、計測されている利用時間が利用時間情報Ｉｔの示す
時間の範囲内である場合、条件確認部２２ｂは、利用条件が満たされていることを情報取
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得部２２ａに通知し、ステップＳ１０２の処理に進む（ステップＳ１０１にて肯定判定）
。ステップＳ１０２の処理では、情報取得部２２ａは、コンテンツの表示部への表示を継
続する。そして、情報取得部２２ａと条件確認部２２ｂとは、ステップＳ１００以降の処
理を繰り返す。
【００５８】
　続いて、図６のフローにてステップＳ１０３の処理に進み、ユーザ端末２０が発信情報
Ｉｈに基づいて再度コンテンツの提供を受ける際の手順について、図７を参照して説明す
る。
【００５９】
　図７に示されるように、コンテンツが表示部に表示されている間は、上述の表示継続確
認処理が行われる（ステップＳ１９）。表示継続確認処理では、上述のように、電波の受
信が確認され、かつ、計測されている利用時間が利用時間情報Ｉｔの範囲内である場合に
は、コンテンツの表示は継続され、ユーザ端末２０にてコンテンツが利用可能とされる。
一方、電波の受信が確認できない場合、あるいは、計測されている利用時間が利用時間情
報Ｉｔを超えた場合、コンテンツの表示は中止される。例えば、コンテンツが動画である
場合には、動画の再生が停止される。コンテンツの表示が中止されることによって、ユー
ザによるコンテンツの利用は中止される。
【００６０】
　このうち、電波の受信が確認され、かつ、計測されている利用時間が利用時間情報Ｉｔ
を超えている場合には、発信装置１０から受信した発信情報Ｉｈに基づいて、ユーザ端末
２０の情報取得部２２ａは、再び情報管理サーバ４０に対してリクエストを送信する（ス
テップＳ２０）。このとき、ユーザ端末２０は、ユーザ端末２０がその時点までにどのコ
ンテンツ情報Ｉｃを受信したかを示す履歴情報を情報管理サーバ４０に送信する。
【００６１】
　情報管理サーバ４０の情報特定部４２ａは、ユーザ端末２０からのリクエストに応じ、
記憶部４３に記憶されている対応コンテンツデータ４３ａを参照して、コンテンツ情報Ｉ
ｃと利用時間情報Ｉｔとを特定する（ステップＳ２１）。このとき、情報特定部４２ａは
、ユーザ端末２０から受信した履歴情報に基づいて、先にユーザ端末２０に送信したコン
テンツ情報Ｉｃの次の順番となる送信順序が設定されているコンテンツ情報Ｉｃ、および
、そのコンテンツ情報Ｉｃに対応付けられている利用時間情報Ｉｔを特定する。そして、
情報特定部４２ａは、特定されたコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとをレスポンス
としてユーザ端末２０に送信する（ステップＳ２２）。
【００６２】
　なお、ユーザ端末２０から情報管理サーバ４０に履歴情報を送信することに代えて、情
報管理サーバ４０にて、ユーザ端末２０に送信されたコンテンツ情報Ｉｃの履歴が記録さ
れてもよい。この場合、情報特定部４２ａは、記録された履歴に基づき、送信順序に従っ
て、ユーザ端末２０に送信するコンテンツ情報Ｉｃを特定する。
【００６３】
　以後、ステップＳ１４～ステップＳ２２の手順が繰り返されることによって、コンテン
ツの提供が行われる。すなわち、発信装置１０が発信する電波を受信可能な範囲にユーザ
端末２０が留まっている間は、所定の利用時間が経過するごとに、互いに異なるコンテン
ツがユーザ端末２０に提供される。ユーザは、ユーザ端末２０が発信装置１０からの電波
を受信し続けている状態において、提供されるコンテンツごとに情報管理サーバ４０にて
設定されている利用時間情報Ｉｔが示す時間の範囲内であれば、そのコンテンツを繰り返
し視聴、閲覧することが可能である。そして、ユーザは、ユーザ端末２０が発信装置１０
からの電波を受信し続けている状態において、提供されたコンテンツに対応する利用時間
情報Ｉｔが示す時間が経過した場合には、新たなコンテンツを取得できる。
【００６４】
　このように、情報管理サーバ４０では、発信情報Ｉｈとコンテンツ情報Ｉｃとが対応付
けられている。そして、情報管理サーバ４０は、ユーザ端末２０から受け取った発信情報
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Ｉｈに合致する発信情報Ｉｈに対応付けられているコンテンツ情報Ｉｃを特定して、ユー
ザ端末２０へコンテンツ情報Ｉｃを送信する。これにより、ユーザ端末２０は、コンテン
ツ情報Ｉｃを利用して、コンテンツの提供を受けることができる。
【００６５】
　すなわち、第１の実施形態では、発信装置１０を通じて提供されるコンテンツは、情報
管理サーバ４０における発信情報Ｉｈとコンテンツ情報Ｉｃとの対応付けによって決定さ
れる。したがって、情報提供システムによって提供されるコンテンツが情報管理サーバ４
０にてまとめて管理されるため、提供されるコンテンツが発信装置１０等の個別の装置ご
とに管理される形態と比較して、情報の管理に要する煩雑さを低減することができる。ま
た、例えば、発信装置１０を通じて提供されるコンテンツを確認する際にも、発信装置１
０の設置場所への移動や設置場所での発信装置１０からの情報の取得を行わずとも、情報
管理サーバ４０が有する対応コンテンツデータ４３ａの確認によってコンテンツの確認が
可能であるため、確認作業に要する労力が軽減される。
【００６６】
　また、発信装置１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通信によって
発信情報Ｉｈをユーザ端末２０にプッシュ配信する。したがって、ユーザによるユーザ端
末２０の操作を要することなく、ユーザ端末２０は発信情報Ｉｈを受信するため、情報提
供システムを利用するにあたってのユーザの利便性が向上される。
【００６７】
　特に、近距離無線通信の通信規格としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）が用いられる
場合、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による通信可能距離は、通常、ＩＣタグを用いた
無線通信に利用されるＮＦＣ（ニア・フィールド・コミュニケーション）による通信可能
距離よりも長く設定される。したがって、ＩＣタグが用いられる場合とは異なり、発信装
置１０の電波を受信可能な範囲にある複数のユーザ端末２０が、同時に発信情報Ｉｈを受
信することができる。それゆえ、コンテンツの提供を効率的に行うことができる。
【００６８】
　また、ユーザ端末２０は、電波の受信が確認され、かつ、計測されている利用時間が利
用時間情報Ｉｔの範囲内である場合に、ユーザ端末２０にてコンテンツを利用可能とする
。そして、ユーザ端末２０は、利用時間情報Ｉｔが示す時間が経過するごとに、情報管理
サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃを取得して、コンテンツ情報Ｉｃに基づいて新たなコ
ンテンツを取得する。こうした構成によれば、発信装置１０が設置されている場所の付近
に滞在するユーザに対して、その滞在時間に応じたコンテンツを提供することができるた
め、有用性の高いコンテンツの提供が可能となる。
【００６９】
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、以下に列挙する効果が得られる。
　（１）発信装置１０を通じて提供されるコンテンツは、発信情報Ｉｈとコンテンツ情報
Ｉｃとの対応付けによって情報管理サーバ４０にてまとめて管理されるため、コンテンツ
の提供に際して用いられる情報の管理に要する煩雑さを低減することができる。また、発
信装置１０は、プッシュ配信にて発信情報Ｉｈをユーザ端末２０に送信するため、ユーザ
の利便性が向上される。
【００７０】
　（２）ユーザ端末２０は、発信装置１０からの電波の受信が確認されたとき、利用条件
が満たされていると判断して、コンテンツ情報Ｉｃに基づいて取得したコンテンツをユー
ザ端末２０にて利用可能にするため、発信装置１０が設置されている場所の付近に滞在す
るユーザに対して、コンテンツを提供することができる。したがって、こうした滞在に適
したコンテンツの提供も可能となるため、有用性の高いコンテンツの提供が可能となる。
【００７１】
　（３）発信情報Ｉｈとコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとが対応付けられて情報
管理サーバ４０に記憶され、情報管理サーバ４０は、ユーザ端末２０から受け取った発信
情報Ｉｈに対応付けられているコンテンツ情報Ｉｃと利用時間情報Ｉｔとを特定してユー
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ザ端末２０に送信する。そして、ユーザ端末２０は、利用時間を計測し、この利用時間が
利用時間情報Ｉｔの範囲内である場合に、利用条件が満たされていると判断して、コンテ
ンツ情報Ｉｃに基づいて取得したコンテンツをユーザ端末２０にて利用可能にする。こう
した構成によれば、ユーザ端末２０におけるコンテンツの利用が、予め利用時間情報Ｉｔ
として設定された期間のみ可能となる。したがって、コンテンツを期間限定で提供するこ
とが可能となる。
【００７２】
　（４）ユーザ端末２０は、コンテンツをユーザ端末２０にて利用可能にした後に、再度
、利用条件が満たされているか否かを判断し、利用条件が満たされていると判断したとき
、コンテンツをユーザ端末２０にて引き続き利用可能にする。こうした構成によれば、利
用条件が満たされ続けているときに、コンテンツが継続して利用可能とされるため、利用
条件を設けることによる上記（２）や（３）の効果が高められる。
【００７３】
　（５）情報管理サーバ４０にて、発信情報Ｉｈに対応付けられた互いに異なる複数のコ
ンテンツ情報Ｉｃの各々に送信順序が設定されている。そして、ユーザ端末２０から同一
の発信情報Ｉｈを受け取る度に、情報管理サーバ４０は、送信順序に従ってコンテンツ情
報Ｉｃを特定し、コンテンツ情報Ｉｃをユーザ端末２０に送信する。こうした構成によれ
ば、同一の発信装置１０を通じて、互いに異なるコンテンツが順にユーザ端末２０に提供
される。したがって、ユーザは、同一の発信装置１０を通じて、複数のコンテンツの提供
を受けることができるため、ユーザの利便性が向上される。
【００７４】
　特に、利用時間情報Ｉｔが示す時間が経過するごとに、ユーザ端末２０が情報管理サー
バ４０からコンテンツ情報Ｉｃを取得するため、ユーザ端末２０にて１つのコンテンツを
利用可能な時間が終了する度に、ユーザは新たなコンテンツの提供を受けることができる
。したがって、ユーザは、複数のコンテンツを、各コンテンツに応じた時間ずつ、順に利
用できるため、ユーザの利便性が高められる。そして、駅や空港等の待合室等、ユーザが
長時間滞在する場所に発信装置１０が設置されれば、発信装置１０を通じて、ユーザの滞
在時間に応じたコンテンツが提供されるため、情報提供システムの有用性が高まる。
【００７５】
　（第２の実施形態）
　図８～図１１を参照して、情報管理サーバ、情報提供システム、情報提供方法、および
、情報管理プログラムの第２の実施形態について説明する。以下では、第１の実施形態と
の相違点を中心に説明し、第１の実施形態と同様の構成については同じ符号を付してその
説明を省略する。
【００７６】
　第２の実施形態では、コンテンツの提供に際して、ユーザ端末２０における利用条件の
確認は行われない。一方、コンテンツ提供サーバ３０は、ユーザ端末２０からのリクエス
トを受けたとき、情報管理サーバ４０に、コンテンツの提供の可否の判定を要求し、判定
結果に基づいて、ユーザ端末２０にコンテンツを送信する。
【００７７】
　［情報管理サーバおよびユーザ端末の構成］
　図８～図１０を参照して、第２の実施形態の情報管理サーバ４０およびユーザ端末２０
の構成について説明する。まず、図８および図９を参照して、情報管理サーバ４０の構成
について説明する。
【００７８】
　図８に示されるように、制御部４２は、情報提供システムによる情報提供方法を実現す
る構成の一部として、情報特定部４２ａに加えて、送信記録部４２ｂと、コンテンツ提供
判定部４２ｃとを備えている。
【００７９】
　情報特定部４２ａは、通信部４１が受信したユーザ端末２０からのリクエストに応じ、
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記憶部４３に記憶された対応コンテンツデータ４３ａに基づいて、コンテンツ情報Ｉｃを
特定する。特定されたコンテンツ情報Ｉｃは、通信部４１からユーザ端末２０に出力され
る。
【００８０】
　送信記録部４２ｂは、通信部４１がリクエストとともにユーザ端末２０から受信したユ
ーザ端末２０の識別情報である端末ＩＤと、ユーザ端末２０に送信されたコンテンツ情報
Ｉｃと、コンテンツ情報Ｉｃをユーザ端末２０に送信した時刻である送信時刻とを対応付
けて、送信記録データ４３ｂとして、記憶部４３に記憶させる。
【００８１】
　コンテンツ提供判定部４２ｃは、コンテンツ提供サーバ３０からの要求を受けて、対応
コンテンツデータ４３ａと送信記録データ４３ｂとに基づいて、コンテンツの提供の可否
を判定する。具体的には、コンテンツ提供判定部４２ｃは、コンテンツ提供サーバ３０か
らコンテンツの提供の可否の判定の要求とともに受信した端末ＩＤに送信記録データ４３
ｂにて対応付けられているコンテンツ情報Ｉｃおよび送信時刻を特定する。そして、コン
テンツ提供判定部４２ｃは、特定した送信時刻から現在時刻までの経過時間が、特定した
コンテンツ情報Ｉｃに対して対応コンテンツデータ４３ａにて設定されている提供時間情
報Ｉｇが示す時間の範囲内であるか否かを判定する。経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す
時間の範囲内である場合、コンテンツ提供判定部４２ｃは、コンテンツの提供の可否を可
と判定して、判定結果を通信部４１を介してコンテンツ提供サーバ３０に通知する。また
、経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す時間を超えている場合、コンテンツ提供判定部４２
ｃは、コンテンツの提供の可否を不可と判定して、判定結果を通信部４１を介してコンテ
ンツ提供サーバ３０に通知する。
【００８２】
　記憶部４３は、対応コンテンツデータ４３ａに加えて、上記の送信記録データ４３ｂを
記憶している。
　なお、制御部４２において、情報特定部４２ａ、送信記録部４２ｂ、および、コンテン
ツ提供判定部４２ｃとしての機能を有する構成は、複数のＣＰＵやメモリ等の各種のハー
ドウェアによって具体化されてもよく、共通する１つのハードウェアに複数の機能を与え
るソフトウェアによって具体化されてもよい。こうしたソフトウェアは、情報管理プログ
ラムとして、記憶部４３に記憶される。
【００８３】
　図９を参照して、発信装置１０に割り当てられた発信情報Ｉｈと、対応コンテンツデー
タ４３ａを構成するコンテンツ情報Ｉｃおよび提供時間情報Ｉｇとの対応関係について説
明する。
【００８４】
　図９に示されるように、対応コンテンツデータ４３ａにおいて、１つの発信情報Ｉｈに
は１つのコンテンツ情報Ｉｃが対応付けられ、コンテンツ情報Ｉｃには提供時間情報Ｉｇ
が対応付けられている。
【００８５】
　提供時間情報Ｉｇは、コンテンツ情報Ｉｃがユーザ端末２０に送信されてからの経過時
間として、コンテンツ提供サーバ３０がコンテンツ情報Ｉｃに対応するコンテンツをユー
ザ端末２０に提供可能な時間を示す。記憶部４３は、１以上の発信情報Ｉｈについて、こ
うした対応コンテンツデータ４３ａを記憶している。
【００８６】
　例えば、「ｈｔｔｐ：／／△△／ａｂｃ」という発信情報Ｉｈにて指定されるアクセス
先のファイル、すなわち「ａｂｃ」に対応するファイルには、「Ｄコンテンツ」を提供す
るコンテンツ提供サーバ３０のＵＲＬであるコンテンツ情報Ｉｃと「２４時間」を示す提
供時間情報Ｉｇとが互いに対応付けられて記憶されている。「Ｄコンテンツ」は、例えば
、「ｈｔｔｐ：／／△△／ａｂｃ」という発信情報Ｉｈを送信する発信装置１０が備えら
れた広告媒体や物品に関連するコンテンツである。そして、「２４時間」という提供時間
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情報Ｉｇは、コンテンツ情報Ｉｃがユーザ端末２０に送信されてから２４時間の間、コン
テンツ提供サーバ３０からユーザ端末２０への「Ｄコンテンツ」の提供が許可されること
を示す。
【００８７】
　互いに異なる発信情報Ｉｈの各々には、互いに異なるコンテンツに対応するコンテンツ
情報Ｉｃが対応付けられている。
　続いて、図１０を参照して、ユーザ端末２０の構成について説明する。
【００８８】
　図１０に示されるように、ユーザ端末２０は第１の実施形態のユーザ端末２０と同様の
構成を有するが、第２の実施形態では、ユーザ端末２０における利用条件の確認は行われ
ないため、条件確認部２２ｂは割愛されている。
【００８９】
　情報取得部２２ａは、発信装置１０から取得した発信情報Ｉｈに基づいて、情報管理サ
ーバ４０にリクエストを送信し、情報管理サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃを取得する
。発信装置１０からの電波を近距離無線通信部２１ｂが受信し続けている場合、情報取得
部２２ａは、近距離無線通信部２１ｂが最初に電波を受信したときのみ、取得した発信情
報Ｉｈに基づいて、情報管理サーバ４０にリクエストを送信する。
【００９０】
　なお、第２の実施形態では、情報取得部２２ａは、利用条件の確認結果に応じたユーザ
端末２０でのコンテンツの利用の制御は行わない。
　［情報提供システムの作用］
　図１１を参照して、情報提供システムによるコンテンツの提供の手順について説明する
。なお、以下では、ユーザ端末２０が発信情報Ｉｈに基づいてコンテンツ情報Ｉｃを取得
した後、所定の時間が経過した後に、コンテンツ情報Ｉｃに基づくコンテンツの要求がユ
ーザ端末２０からコンテンツ提供サーバ３０に対して行われる例について説明する。
【００９１】
　図１１に示されるように、発信装置１０は電波を発信し続けており、発信装置１０が発
信する電波を受信可能な範囲にユーザ端末２０が入ると、上記電波を搬送波として、発信
装置１０に記憶されている発信情報Ｉｈが、ユーザ端末２０に送信される（ステップＳ３
０）。発信装置１０から発信情報Ｉｈを受信すると、ユーザ端末２０の情報取得部２２ａ
は、発信情報Ｉｈによって特定される情報管理サーバ４０のアクセス先に対するリクエス
トを情報管理サーバ４０に送信する（ステップＳ３１）。このとき、情報取得部２２ａは
、リクエストとともに、ユーザ端末２０の端末ＩＤを情報管理サーバ４０に送信する。
【００９２】
　情報管理サーバ４０の情報特定部４２ａは、ユーザ端末２０からのリクエストに応じ、
対応コンテンツデータ４３ａを参照して、指定されたアクセス先に記憶されるコンテンツ
情報Ｉｃを特定する（ステップＳ３２）。そして、情報特定部４２ａは、特定されたコン
テンツ情報Ｉｃをレスポンスとしてユーザ端末２０に送信する。これにより、発信装置１
０からユーザ端末２０が受信した発信情報Ｉｈに情報管理サーバ４０にて対応付けられて
いるコンテンツ情報Ｉｃが、ユーザ端末２０に送信される（ステップＳ３３）。
【００９３】
　ユーザ端末２０にコンテンツ情報Ｉｃを送信すると、情報管理サーバ４０の送信記録部
４２ｂは、ユーザ端末２０から受信した端末ＩＤと、ユーザ端末２０に送信したコンテン
ツ情報Ｉｃと、ユーザ端末２０へのコンテンツ情報Ｉｃの送信時刻とを対応付けて、記憶
部４３に記憶させる（ステップＳ３４）。これにより、送信記録データ４３ｂが構築され
る。
【００９４】
　なお、ユーザ端末２０と情報管理サーバ４０との間で上述の処理が行われている間、発
信装置１０は電波を発信し続けているが、情報取得部２２ａは、発信装置１０から発信情
報Ｉｈを最初に受信したときのみ、発信情報Ｉｈに基づいて、情報管理サーバ４０にリク
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エストを送信する。すなわち、発信装置１０からの電波をユーザ端末２０が受信し続けて
も、ユーザ端末２０が最初に電波を受信したときに取得したデータのみが有効に利用され
る。
【００９５】
　情報管理サーバ４０からコンテンツ情報Ｉｃを受信した後、任意の時刻に、ユーザ端末
２０の情報取得部２２ａは、コンテンツ情報Ｉｃによって特定されるコンテンツ提供サー
バ３０のアクセス先に対するリクエストをコンテンツ提供サーバ３０に送信する（ステッ
プＳ３５）。例えば、ユーザがコンテンツの取得を希望するときに、ユーザによってユー
ザ端末２０が操作されることにより、ユーザ端末２０からコンテンツ提供サーバ３０への
リクエストの送信が行われる。なお、コンテンツ情報Ｉｃは、コンテンツ提供サーバ３０
へのリクエストの送信に用いられるまで、ユーザ端末２０の記憶部２３に記憶される。リ
クエストをコンテンツ提供サーバ３０に送信する際、情報取得部２２ａは、リクエストと
ともに、ユーザ端末２０の端末ＩＤを情報管理サーバ４０に送信する。
【００９６】
　ユーザ端末２０からリクエストを受信すると、コンテンツ提供サーバ３０は、ユーザ端
末２０から受信した端末ＩＤを情報管理サーバ４０に送信して、情報管理サーバ４０に、
コンテンツの提供の可否の判定を要求する（ステップＳ３６）。
【００９７】
　コンテンツ提供サーバ３０から要求を受けると、コンテンツ提供判定部４２ｃは、対応
コンテンツデータ４３ａと送信記録データ４３ｂとに基づいて、コンテンツの提供の可否
を判定する（ステップＳ３７）。すなわち、コンテンツ提供判定部４２ｃは、コンテンツ
提供サーバ３０から受信した端末ＩＤに送信記録データ４３ｂにて対応付けられているコ
ンテンツ情報Ｉｃおよび送信時刻を用いて、当該送信時刻から現在時刻までの経過時間が
、当該コンテンツ情報Ｉｃと対応コンテンツデータ４３ａにて対応付けられている提供時
間情報Ｉｇが示す時間の範囲内であるか否かを判定する。
【００９８】
　経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す時間の範囲内である場合、コンテンツ提供判定部４
２ｃは、コンテンツの提供の可否を可と判定して、判定結果をコンテンツ提供サーバ３０
に送信する（ステップＳ３８）。コンテンツの提供を可とする判定結果を受信すると、コ
ンテンツ提供サーバ３０は、コンテンツをユーザ端末２０に送信する（ステップＳ３９）
。
【００９９】
　コンテンツ提供サーバ３０からコンテンツを受信すると、ユーザ端末２０は、受信した
コンテンツをユーザ端末２０の表示部に表示する（ステップＳ４０）。これにより、ユー
ザ端末２０が受信した発信情報Ｉｈに情報管理サーバ４０にて対応付けられているコンテ
ンツ情報Ｉｃに対応するコンテンツが提供される。
【０１００】
　なお、経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す時間を超えている場合、コンテンツ提供判定
部４２ｃは、コンテンツの提供の可否を不可と判定して、判定結果をコンテンツ提供サー
バ３０に通知する。コンテンツの提供を不可とする判定結果を受信すると、コンテンツ提
供サーバ３０は、ユーザ端末２０へのコンテンツの送信を行わず、例えば、コンテンツを
提供できない旨の通知をユーザ端末２０へ送信する。
【０１０１】
　このように、第２の実施形態の情報管理サーバ４０においても、発信装置１０を通じて
提供されるコンテンツは、情報管理サーバ４０における発信情報Ｉｈとコンテンツ情報Ｉ
ｃとの対応付けによって決定される。したがって、情報提供システムによって提供される
コンテンツが情報管理サーバ４０にてまとめて管理されるため、情報の管理に要する煩雑
さを低減することができる。
【０１０２】
　また、第２の実施形態では、ユーザ端末２０がコンテンツ情報Ｉｃに基づいてコンテン



(17) JP 6323028 B2 2018.5.16

10

20

30

40

50

ツ提供サーバ３０からコンテンツを取得する際に、情報管理サーバ４０が、ユーザ端末２
０に送信したコンテンツ情報Ｉｃに対応付けられる提供時間情報Ｉｇに基づいて、ユーザ
端末２０へのコンテンツの提供の可否を判定する。そして、情報管理サーバ４０から通知
された判定結果に基づいて、コンテンツ提供サーバ３０はユーザ端末２０にコンテンツを
提供する。
【０１０３】
　したがって、ユーザ端末２０がコンテンツ情報Ｉｃを受信してからの経過時間が、提供
時間情報Ｉｇの示す時間の範囲内である場合には、ユーザ端末２０にコンテンツが提供さ
れ、経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す時間を超えている場合には、ユーザ端末２０にコ
ンテンツが提供されない。そのため、特定の期間にのみ実施されるキャンペーンに関する
情報や、配信される期間を制限して付加価値の高められた動画や音楽等、期間限定のコン
テンツの提供が可能となる。したがって、コンテンツの提供態様の自由度が高められる。
【０１０４】
　また、経過時間が提供時間情報Ｉｇの示す時間の範囲内であれば、発信装置１０から離
れた場所であっても、ユーザはコンテンツの提供を受けられるため、ユーザの利便性が向
上する。
【０１０５】
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態の（１）の効果に加え
て、以下の効果が得られる。
　（６）情報管理サーバ４０は、ユーザ端末２０がコンテンツ情報Ｉｃに基づいてコンテ
ンツ提供サーバ３０からコンテンツを取得する際に、情報管理サーバ４０にて上記コンテ
ンツ情報Ｉｃに対応付けられている提供時間情報Ｉｇに基づいて、コンテンツのユーザ端
末２０への提供の可否を判定し、判定結果をコンテンツ提供サーバ３０に通知する。こう
した構成によれば、ユーザ端末２０に対するコンテンツの提供の可否が、予め提供時間情
報Ｉｇとして設定された期間に基づいて判断される。したがって、コンテンツを期間限定
で提供することが可能となる。
【０１０６】
　（第１の実施形態の変形例）
　上記第１の実施形態は、以下のように変更して実施することが可能である。
　・条件確認部２２ｂによる利用条件の確認の手順は、上述の態様に限られない。例えば
、条件確認部２２ｂは、利用時間の計測を開始してから電波の受信の確認を行ってもよい
し、表示継続確認処理にて、利用時間が利用時間情報Ｉｔの示す時間の範囲内であるかを
判定した後に、電波の受信を確認してもよい。要は、条件確認部２２ｂは、利用条件とし
て、発信装置１０からの電波をユーザ端末２０が受信していること、および、利用時間が
利用時間情報Ｉｔの示す時間の範囲内であることが満たされているか否かを確認すればよ
い。そして、情報取得部２２ａは、利用条件が満たされている場合に、コンテンツ情報Ｉ
ｃに基づいて取得されるコンテンツをユーザ端末２０にて利用可能にすればよい。
【０１０７】
　・発信装置１０からの電波をユーザ端末２０が受信していることのみが利用条件とされ
、電波の受信が確認された場合には、利用時間に関わらず、コンテンツがユーザ端末２０
にて利用可能とされてもよい。こうした構成によっても、第１の実施形態の（２）の効果
は得られる。なお、この場合、対応コンテンツデータ４３ａからは利用時間情報Ｉｔが割
愛され、第２の実施形態と同様に、１つの発信情報Ｉｈに対して１つのコンテンツ情報Ｉ
ｃが対応付けられればよい。
【０１０８】
　・利用時間が利用時間情報Ｉｔの示す時間の範囲内であることのみが利用条件とされ、
この条件が満たされている場合には、電波の受信状況に関わらず、コンテンツがユーザ端
末２０にて利用可能とされてもよい。こうした構成によっても、第１の実施形態の（３）
の効果は得られる。
【０１０９】
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　・対応コンテンツデータ４３ａにて、１つの発信情報Ｉｈと１つのコンテンツ情報Ｉｃ
とが対応付けられていてもよい。すなわち、利用時間が利用時間情報Ｉｔの示す時間を超
えた場合でも、新たなコンテンツ情報Ｉｃの取得は行われず、ユーザ端末２０におけるコ
ンテンツの利用が中止されて処理が終了してもよい。
【０１１０】
　・利用時間情報Ｉｔは、コンテンツをユーザ端末２０にて利用可能にする期間を規定す
る期間情報としての情報であればよく、例えば、特定の時刻から特定の時刻までの時間の
範囲によって、コンテンツをユーザ端末２０にて利用可能にする期間を規定してもよい。
この場合、ユーザ端末２０の条件確認部２２ｂは、利用時間の計測に代えて、現在時刻を
取得し、規定された時間の範囲内に現在時刻が含まれるか否かを判定することによって、
利用条件が満たされているか否かを判定する。
【０１１１】
　（第２の実施形態の変形例）
　上記第２の実施形態は、以下のように変更して実施することが可能である。
　・提供時間情報Ｉｇは、コンテンツをユーザ端末２０へ提供することを許可する期間を
規定する期間情報としての情報であればよく、例えば、特定の時刻から特定の時刻までの
時間の範囲によって、コンテンツのユーザ端末２０への提供を許可する期間を規定しても
よい。この場合、情報管理サーバ４０のコンテンツ提供判定部４２ｃは、現在時刻を取得
し、規定された時間の範囲内に現在時刻が含まれるか否かを判定することによって、コン
テンツの提供の可否を判定する。なお、この場合、送信記録部４２ｂは、端末ＩＤとコン
テンツ情報Ｉｃのみを対応付けて記憶させ、送信記録データ４３ｂからは送信時刻が割愛
されてもよい。
【０１１２】
　・コンテンツ提供サーバ３０が、情報管理サーバ４０から対応コンテンツデータ４３ａ
や送信記録データ４３ｂを取得して、コンテンツの提供の可否の判定を行ってもよい。あ
るいは、情報管理サーバ４０が、コンテンツ提供サーバ３０の機能を有して、コンテンツ
の提供の可否の判定を行った後に、判定結果に応じてコンテンツをユーザ端末２０に送信
してもよい。
【０１１３】
　・コンテンツの提供の可否の判定が行われなくてもよい。この場合、ユーザ端末２０が
コンテンツ情報Ｉｃに基づいてコンテンツ提供サーバ３０にコンテンツの要求をしたとき
、コンテンツ提供サーバ３０は、情報管理サーバ４０にコンテンツの提供の可否の判定を
要求することなく、ユーザ端末２０からの要求に応じて、コンテンツをユーザ端末２０に
送信する。こうした構成によっても、第１の実施形態の（１）の効果は得られる。この場
合、情報管理サーバ４０は、送信記録部４２ｂやコンテンツ提供判定部４２ｃや送信記録
データ４３ｂを有していなくてよい。要は、情報管理サーバ４０は、コンテンツ情報Ｉｃ
を発信情報Ｉｈに対応付けて記憶し、ユーザ端末２０から受け取った発信情報Ｉｈに対応
付けられるコンテンツ情報Ｉｃを特定して出力する構成を有していればよい。情報管理サ
ーバ４０が上記構成を有していれば、第１の実施形態のようなユーザ端末２０における利
用条件の確認や第２の実施形態のようなコンテンツの提供の可否の判定が行われることな
くユーザ端末２０にコンテンツが提供される構成であっても、上記（１）の効果は得られ
る。
【０１１４】
　（各実施形態の変形例）
　上記各実施形態は、以下のように変更して実施することが可能である。
　・発信装置１０は、発信装置ＩＤのみを記憶し、情報管理サーバ４０の記憶部４３は、
コンテンツ情報Ｉｃを発信装置ＩＤに対応付けて記憶してもよい。この構成にて、ユーザ
端末２０は発信装置１０から発信装置ＩＤを受信し、この発信装置ＩＤを情報管理サーバ
４０に送信し、情報管理サーバ４０は、受信された発信装置ＩＤに対応付けられているコ
ンテンツ情報Ｉｃを特定する。要するに、発信装置１０が発信する発信情報Ｉｈは、ＵＲ
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Ｌに限らず、当該発信装置１０に固有の情報であって、発信装置１０ごとに割り当てられ
た情報であればよい。そして、情報管理サーバ４０の記憶部４３は、コンテンツ情報Ｉｃ
を発信情報Ｉｈに対応付けて記憶する構成であればよい。例えば、ＵＲＬや発信装置ＩＤ
に代えて、「ＸＸＸＹＺＷ３Ｗ１７」のような特定の文字列が発信装置１０に割り当てら
れ、この文字列が発信情報Ｉｈとして用いられてもよい。
【０１１５】
　・コンテンツ情報Ｉｃは、コンテンツの提供元に関する情報であればよく、多数のコン
テンツの中から推薦されるコンテンツを選定し、当該コンテンツの提供元を示す推薦コン
テンツ情報を動的に作成するサーバである推薦コンテンツ選定サーバのアドレスであって
もよい。例えば、情報管理サーバ４０は、発信情報Ｉｈを取得して情報管理サーバ４０に
アクセスしたユーザ端末２０の端末ＩＤや、アクセス回数や、ユーザ端末２０の位置情報
等の情報を履歴データとして記憶し、発信情報Ｉｈに基づいて特定したコンテンツ情報Ｉ
ｃが、推薦コンテンツ選定サーバのアドレスであるときに、推薦コンテンツ選定サーバに
向けて履歴データを送信する。そして、推薦コンテンツ選定サーバは、履歴データを利用
して推薦されるコンテンツを選定し、選定されたコンテンツを提供するサーバのＵＲＬを
推薦コンテンツ情報としてユーザ端末２０に送信する。ユーザ端末２０は推薦コンテンツ
情報に基づいてコンテンツ提供サーバ３０にアクセスし、コンテンツの提供を受ける。こ
れらの場合、情報管理サーバ４０の制御部４２は出力部として機能し、発信情報Ｉｈに基
づいて特定したコンテンツ情報Ｉｃを通信部４１に出力する。
【０１１６】
　こうした構成によれば、履歴データに応じて、推薦コンテンツ選定サーバによって選定
されたコンテンツが提供される。なお、この場合、上述のように、第１の実施形態のよう
なユーザ端末２０における利用条件の確認や第２の実施形態のようなコンテンツの提供の
可否の判定は行われなくてよい。
【０１１７】
　・情報管理サーバ４０にて、１つの発信情報Ｉｈに複数のコンテンツ情報Ｉｃが対応付
けられ、情報管理サーバ４０は、発信情報Ｉｈに加えて、例えば時刻情報等の発信情報Ｉ
ｈとは異なる付加情報を取得し、付加情報に応じて発信情報Ｉｈに対応付けられる複数の
コンテンツ情報Ｉｃの中から１つのコンテンツ情報Ｉｃを特定してもよい。この場合、対
応コンテンツデータ４３ａでは、１つの発信情報Ｉｈに対応付けられた複数のコンテンツ
情報Ｉｃの各々に付加情報が対応付けられ、情報特定部４２ａは、取得した発信情報Ｉｈ
と付加情報とに基づいて１つのコンテンツ情報Ｉｃを特定する。こうした構成によれば、
１つの発信装置１０を通じて、互いに異なるコンテンツを提供することが可能となる。
【符号の説明】
【０１１８】
　ＮＷ…ネットワーク、１０…発信装置、２０…ユーザ端末、２１…通信部、２１ａ…ネ
ットワーク通信部、２１ｂ…近距離無線通信部、２２…制御部、２２ａ…情報取得部、２
２ｂ…条件確認部、２３…記憶部、３０…コンテンツ提供サーバ、４０…情報管理サーバ
、４１…通信部、４２…制御部、４２ａ…情報特定部、４２ｂ…送信記録部、４２ｃ…コ
ンテンツ提供判定部、４３…記憶部、４３ａ…対応コンテンツデータ、４３ｂ…送信記録
データ。
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