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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末と、前記クライアント端末に対して複数のカテゴリに対応する各種情
報をプッシュ配信するサーバとを備える情報配信システムであって、
　前記クライアント端末は、
　　ユーザの性格を診断するための複数の質問と、当該質問に対する回答としての複数の
選択肢を表示する性格診断画面を表示し、
　　前記ユーザにより前記複数の選択肢のいずれかが選択された後、選択された選択肢の
組合せで決定される性格タイプに対応する配信設定を、前記カテゴリ毎の配信要否選択の
設定を組み合わせて構成される初期値として選択し、
　　選択した前記配信設定を前記初期値のまま又は前記ユーザによる変更を加えた上で前
記サーバに送信し、
　前記サーバは、前記クライアント端末から受信した前記配信設定に応じて選択された前
記カテゴリに対応する各種情報をお薦め情報として、当該クライアント端末に対してプッ
シュ配信する
　ことを特徴とする情報配信システム。
【請求項２】
　請求項１記載の情報配信システムにおいて、
　前記クライアント端末は、前記選択された選択肢の組合せで決定される性格タイプに対
応する配信設定を前記初期値として選択した配信設定確認画面を表示し、
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　前記配信設定確認画面では、前記ユーザの操作に応じて前記配信設定の変更が可能であ
る
　ことを特徴とする情報配信システム。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の情報配信システムにおいて、
　前記クライアント端末は、前記選択された選択肢の組合せで決定される性格タイプに対
応した初期値として選択される配信設定である初期値可変設定に加え、前記選択肢の選択
とは関係無しに特定される配信設定である初期値固定設定を前記配信設定として選択する
　ことを特徴とする情報配信システム。
【請求項４】
　複数のカテゴリに対応する各種情報のプッシュ配信をサーバから受けるクライアント端
末であって、
　　ユーザの性格を診断するための複数の質問と、当該質問に対する回答としての複数の
選択肢を表示する性格診断画面を表示し、
　　前記ユーザにより前記複数の選択肢のいずれかが選択された後、選択された選択肢の
組合せで決定される性格タイプに対応する配信設定を、前記カテゴリ毎の配信要否選択の
設定を組み合わせて構成される初期値として選択し、
　　選択した前記配信設定を前記初期値のまま又は前記ユーザによる変更を加えた上で前
記サーバに送信し、
　前記サーバから配信を受けた各種情報をお薦め情報として表示する
　ことを特徴とするクライアント端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント端末と、前記クライアント端末に対して各種情報をプッシュ配
信するサーバとを備える情報配信システム及びクライアント端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サーバからクライアント端末に対してユーザの属性に合った各種情報（コンテンツを含
む。）をプッシュ配信するシステムが存在する（特許文献１、２）。そのようなシステム
では、クライアント端末においてユーザの属性を入力する必要がある。特許文献１では、
ユーザ属性を入力させるため、クライアント２において、ユーザ属性を登録するよう指示
するダイヤログ等が表示され、ユーザにユーザ属性の登録を促す（［００２３］）。
【０００３】
　特許文献２では、利用者（ユーザ）は、予めキーワードテーブルから自分が興味のある
キーワードを選択し、選択したキーワードを利用者情報テーブル１０に、システム管理者
又は利用者により入力部１５を介して登録してもらう（［００２５］）。また、情報取得
コンピュータ３をネットワークを介して情報提供コンピュータ１に接続させ、情報取得コ
ンピュータ３からユーザが利用者情報テーブル１０のキーワードＩＤ２９の領域にキーワ
ードを登録するようにしてもよいとされている（［００２５］）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０６７０６７号公報
【特許文献２】特開平１０－１３４０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自らの嗜好又は要望に応じた情報を希望するユーザを満足させることができる配信サー
ビスを提供するには、ユーザの嗜好又は要望に応じた配信設定項目を多数設ける必要が生
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じる。
【０００６】
　しかしながら、配信設定項目が増加すると、ユーザが各項目の内容を読んで理解する時
間と、各項目について判断して設定操作をする手間が増加してしまう。
【０００７】
　また、各配信設定項目の名称を見ただけでは、その内容が分かり難い場合がある。加え
て、ユーザになじみのない項目については、設定内容を決定することが難しくなる。さら
に、配信設定項目に関するユーザの先入観で設定してしまうことで、大切な配信設定が欠
落したり、適切に設定されなくなるおそれも考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記のような事情を考慮したものであり、配信設定に関するユーザの手間を
省くこと又はユーザにとって有益な配信設定を行うことが可能な情報配信システム及びク
ライアント端末を提供することを目的する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る情報配信システムは、クライアント端末と、前記クライアント端末に対し
て複数のカテゴリに対応する各種情報をプッシュ配信するサーバとを備えるものであって
、前記クライアント端末は、ユーザの性格を診断するための複数の質問と、当該質問に対
する回答としての複数の選択肢を表示する性格診断画面を表示し、前記ユーザにより前記
複数の選択肢のいずれかが選択された後、選択された選択肢の組合せで決定される性格タ
イプに対応する配信設定を、前記カテゴリ毎の配信要否選択の設定を組み合わせて構成さ
れる初期値として選択し、選択した前記配信設定を前記初期値のまま又は前記ユーザによ
る変更を加えた上で前記サーバに送信し、前記サーバは、前記クライアント端末から受信
した前記配信設定に応じて選択された前記カテゴリに対応する各種情報をお薦め情報とし
て、当該クライアント端末に対してプッシュ配信することを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、性格診断に伴うユーザの回答に応じてプッシュ配信のための配信設定
の初期値を選択することが可能となる。このため、配信設定に関するユーザの入力の手間
を省くことが可能となる。これにより、特に、配信設定を初めて入力する場合にユーザの
利便性を向上することが可能となる。
【００１１】
　また、配信設定の中に、内容がわかり難い項目、ユーザが知らない項目又はユーザが誤
解していた項目（例えば、ユーザが不要であると決めつけていたが、実はユーザにとって
興味深い項目）がある場合、ユーザに有益な配信設定を行うことが可能となる。特に、本
発明では性格診断を介することで、配信設定に関する理解をユーザに強いることなく、ユ
ーザに有益な配信を行うことができる可能性が高まる。
【００１２】
　さらに、性格診断の結果は、ユーザの性格を表すものとして用いることが可能である。
このため、性格診断の結果と配信設定を心理学の知見を用いて対応付けることで、ユーザ
にとってさらに有益な又は効果的な配信設定を実現することが可能となる。
【００１３】
　前記クライアント端末は、前記選択された選択肢の組合せで決定される性格タイプに対
応する配信設定を前記初期値として選択した配信設定確認画面を表示し、前記配信設定確
認画面では、前記ユーザの操作に応じて前記配信設定の変更を可能としてもよい。これに
より、性格診断の結果に応じて配信設定を確定する場合と比較して、ユーザの意志を反映
し易くなる。このため、ユーザの意志を尊重した情報配信を行うことが可能となる。
【００１４】
　前記クライアント端末は、前記選択された選択肢の組合せで決定される性格タイプに対
応した初期値として選択される配信設定である初期値可変設定に加え、前記選択肢の選択
とは関係無しに特定される配信設定である初期値固定設定を前記配信設定として選択して
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もよい。
【００１５】
　これにより、性格診断の結果に応じて初期値が可変の配信設定（初期値可変設定）と、
性格診断の結果にかかわらず初期値が固定の配信設定（初期値固定設定）とを使い分ける
ことが可能となる。これに伴い、通常は必要となる配信設定（例えば、災害情報の配信）
について不本意な設定漏れを防止することが可能となる。
【００１６】
　本発明に係るクライアント端末は、複数のカテゴリに対応する各種情報のプッシュ配信
をサーバから受けるものであって、ユーザの性格を診断するための複数の質問と、当該質
問に対する回答としての複数の選択肢を表示する性格診断画面を表示し、前記ユーザによ
り前記複数の選択肢のいずれかが選択された後、選択された選択肢の組合せで決定される
性格タイプに対応する配信設定を、前記カテゴリ毎の配信要否選択の設定を組み合わせて
構成される初期値として選択し、選択した前記配信設定を前記初期値のまま又は前記ユー
ザによる変更を加えた上で前記サーバに送信し、前記サーバから配信を受けた各種情報を
お薦め情報として表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、配信設定に関するユーザの手間を省くこと又はユーザにとって有益な
配信設定を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報配信システムの概略的な構成を示す図である。
【図２】クライアント端末が配信設定プログラムを取得する際のフローチャートである。
【図３】前記クライアント端末において配信設定の初回入力を行うフローチャートである
。
【図４】性格診断開始画面の一例を示す図である。
【図５】性格診断画面の一例を示す図である。
【図６】診断結果表示画面の一例が示されている。
【図７】配信設定確認画面の一例を示す図である。
【図８】前記実施形態において配信されるお薦め情報のカテゴリ、サブカテゴリ及び性格
タイプに応じた初期値の切替えの有無を示す図である。
【図９】性格診断で判別された性格タイプと、配信設定の初期値をオンにするカテゴリと
の関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
Ａ．一実施形態
［１．構成］
（１－１．全体構成）
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報配信システム１０（以下「システム１０」とも
称する。）の概略的な構成を示す図である。システム１０は、複数のクライアント端末１
２（以下「端末１２」ともいう。）と、配信サーバ１４（以下「サーバ１４」ともいう。
）とを備える。本実施形態において、各クライアント端末１２とサーバ１４とは、通信ネ
ットワーク１６を介して通信可能である。
【００２０】
（１－２．クライアント端末１２）
　図１に示すように、クライアント端末１２は、入出力部２０、通信部２２、現在位置検
出部２４、操作部２６、演算部２８、記憶部３０及び表示部３２を有する。入出力部２０
は、クライアント端末１２における信号の入出力を行う。通信部２２は、無線又は有線を
介してサーバ１４と通信を行う。現在位置検出部２４は、端末１２の現在位置を検出する
。操作部２６は、タッチパネル等の入力装置を備え、ユーザの指令を入力する。
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【００２１】
　演算部２８は、クライアント端末１２の各部を制御するものであり、性格診断部４０及
び配信設定制御部４２を備える。後述するように、性格診断部４０及び配信設定制御部４
２は、配信設定プログラムＰｄを起動することにより形成され、表示部３２に表示を行う
。性格診断部４０は、配信設定のためにユーザの性格診断を行う。配信設定制御部４２は
、配信設定の入力又は選択を制御する。ここでの配信設定は、サーバ１４からクライアン
ト端末１２に対する各種情報（以下「お薦め情報Ｉｒｅｃ」という。）のプッシュ配信を
行うためのものである。
【００２２】
　配信設定制御部４２は、初期設定制御部５０及び設定変更制御部５２を有する。初期設
定制御部５０は、配信設定の初期値（初期設定）を制御する。この際、初期値の一部を、
性格診断の結果（性格タイプ）に応じて選択する。設定変更制御部５２は、ユーザの操作
に応じて配信設定を変更する。
【００２３】
　記憶部３０は、演算部２８で用いる制御プログラム等の各種のプログラムやデータを記
憶する。各種のデータの中には、クライアント端末１２のユーザ情報が含まれる。また、
当該ユーザ情報の中には、ユーザ又はクライアント端末１２を特定するためのユーザ識別
情報（ユーザＩＤ）が含まれる。表示部３２は、配信設定に用いる画面等の各種画面を表
示する。操作部２６がタッチパネルである場合、操作部２６と表示部３２とは同一ユニッ
トとして構成することができる。
【００２４】
　クライアント端末１２のハードウェア構成としては、例えば、市販のスマートフォンを
用いることができる。
【００２５】
（１－３．サーバ１４）
　図１に示すように、サーバ１４は、入出力部６０、通信部６２、操作部６４、演算部６
６、記憶部６８及び表示部７０を備える。入出力部６０は、サーバ１４における信号の入
出力を行う。通信部６２は、無線又は有線を介して各クライアント端末１２と通信を行う
。操作部６４は、キーボード等の入力装置を備え、サーバ１４の管理者の指令を入力する
。
【００２６】
　演算部６６は、サーバ１４の各部を制御するものであり、データベース管理部８０（以
下「ＤＢ管理部８０」という。）及び配信制御部８２を備える。ＤＢ管理部８０は、記憶
部６８に含まれるデータベースを管理する。配信制御部８２は、サーバ１４から各クライ
アント端末１２に対する各種情報（お薦め情報Ｉｒｅｃ）のプッシュ配信を制御する。
【００２７】
　記憶部６８は、演算部６６で用いる制御プログラム等の各種のプログラムやデータを記
憶する。記憶部６８は、ユーザデータベース９０（以下「ユーザＤＢ９０」と称する。）
と、コンテンツデータベース９２（以下「コンテンツＤＢ９２」と称する。）と、地図デ
ータベース９４（以下「地図ＤＢ９４」という。）とを有する。
【００２８】
　ユーザＤＢ９０には、各クライアント端末１２のユーザに関する情報（パーソナル・デ
ータ）が含まれる。ユーザに関する情報としては、例えば、氏名、性別、生年月日（年齢
）及びユーザＩＤが含まれる。
【００２９】
　コンテンツＤＢ９２には、お薦め情報Ｉｒｅｃとしてのコンテンツが含まれる。ここで
のコンテンツとしては、例えば、楽曲、各種ニュース、各種記事、イベント情報等が含ま
れる。地図ＤＢ９４は、各種の地図情報（例えば、施設情報）を含む。
【００３０】
［２．各種制御］
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（２－１．概要）
　以下では、配信サーバ１４から特定のクライアント端末１２に対してお薦め情報Ｉｒｅ
ｃのプッシュ配信を行うまでのクライアント端末１２及び配信サーバ１４における各種制
御を説明する。本実施形態では、まずユーザは、クライアント端末１２を用いて配信設定
プログラムＰｄを取得（ダウンロード及びインストール）する。配信設定プログラムＰｄ
は、クライアント端末１２において配信設定を行うためのプログラムである。
【００３１】
　本実施形態の配信設定プログラムＰｄは、パーソナル・アシスト・アプリケーション・
プログラム（以下「ＰＡＡＰ」という。）の一部としてＰＡＡＰに含まれる。ＰＡＡＰは
、クライアント端末１２のユーザそれぞれの属性（パーソナル・データ）に応じた情報を
、お薦め情報Ｉｒｅｃとしてクライアント端末１２にプッシュ配信するためにクライアン
ト端末１２で動作するプログラムである。
【００３２】
　配信設定プログラムＰｄを含むＰＡＡＰを取得した後、ユーザは、クライアント端末１
２を操作して配信設定の入力を行う。配信設定の入力が完了すると、当該配信設定は、サ
ーバ１４に送信される。サーバ１４は、クライアント端末１２から受信した配信設定に応
じて、お薦め情報Ｉｒｅｃをプッシュ配信する。
【００３３】
（２－２．配信設定プログラムＰｄの取得）
　図２は、クライアント端末１２が配信設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）を取得する際の
フローチャートである。ステップＳ１において、クライアント端末１２は、ユーザの操作
に応じて、サーバ１４に対して配信設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）の送信を要求する。
【００３４】
　ステップＳ２において、サーバ１４は、クライアント端末１２からの要求に応じて配信
設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）をクライアント端末１２に送信する。配信設定プログラ
ムＰｄ（ＰＡＡＰ）は、サーバ１４の記憶部６８に記憶されている。ステップＳ３におい
て、クライアント端末１２は、配信設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）を受信する。ステッ
プＳ４において、クライアント端末１２は、ユーザの操作に応じて、配信設定プログラム
Ｐｄ（ＰＡＡＰ）をインストールする。
【００３５】
　なお、配信設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）の入手は、配信サーバ１４からではなく、
例えば、ウェブサイトを介してオンラインショッピングの形式で行うことも可能である。
【００３６】
（２－３．配信設定の入力）
（２－３－１．配信設定の初回入力）
　図３は、クライアント端末１２において配信設定の初回入力を行うフローチャートであ
る。ステップＳ１１において、クライアント端末１２は、ユーザの操作（例えば、アイコ
ンの選択）に応じて配信設定プログラムＰｄ（ＰＡＡＰ）を起動する。ステップＳ１２に
おいて、クライアント端末１２（性格診断部４０）は、性格診断開始画面１００（以下「
画面１００」ともいう。）（図４）を表示部３２に表示させる。
【００３７】
　図４には、性格診断開始画面１００の一例が示されている。図４における破線は、仮想
線を意味する（図５及び図７も同様である。）。図４に示すように、画面１００の中央に
は、「性格占いをやってみましょう／あなたの性格に合ったうれしい情報が出てきやすく
なります／全部で４問です」とのメッセージ１０２が表示される。また、メッセージ１０
２の下側には、ＯＫボタン１０４が表示される。
【００３８】
　ユーザがＯＫボタン１０４を押すと、後に詳述するように、ステップＳ１３において、
クライアント端末１２（性格診断部４０）は、４つの性格診断画面１１０（以下「第１～
第４画面１１０」又は「画面１１０」ともいう。）（図５）を表示部３２に順次表示して
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、ユーザの性格診断を行う。
【００３９】
　この性格診断には、心理学的な性格判断手法を用いることとし、本実施形態において用
いられる性格診断は、ＭＢＴＩ（Myers-Briggs Type Indicator）を用いる。ＭＢＴＩで
は、内向：Ｉと外向：Ｅ、感覚：Ｓと直観：Ｎ、思考：Ｔと感情：Ｆ、判断的態度：Ｊと
知覚的態度：Ｐの４つの指標を用いた１６タイプ（＝２4）に分けて性格タイプを分類す
る。このため、本実施形態では、４つの質問を行うための４つの性格診断画面１１０を用
いる。
【００４０】
　すなわち、第１の性格診断画面１１０では、内向：Ｉ又は外向：Ｅのいずれであるかを
判定する。第２の性格診断画面１１０では、感覚：Ｓと直観：Ｎのいずれであるかを判定
する。第３の性格診断画面１１０では、思考：Ｔと感情：Ｆのいずれであるかを判定する
。第４の性格診断画面１１０では、判断的態度：Ｊと知覚的態度：Ｐのいずれであるかを
判定する。
【００４１】
　図５には、性格診断画面１１０の一例が示されている。図５に示す例は、４つの画面１
１０のうち最初に表示される画面である。クライアント端末１２（性格診断部４０）は、
４つの画面１１０を順次表示しながら、ユーザの性格診断を行う。
【００４２】
　図５に示すように、画面１１０の上側には、１つ目の質問である「Ｑ１　得意なのは」
との質問文１１２が表示される。また、質問文１１２の下側には、これに対する回答とし
ての選択肢群１１４が表示される。選択肢群１１４は、第１選択肢１１６ａ及び第２選択
肢１１６ｂを含む。
【００４３】
　第１選択肢１１６ａは、「すすんで関わる／話す」との説明文１１８ａと、説明文１１
８ａに対応するイラストレーション１２０ａを含む。第２選択肢１１６ｂは、「興味を掘
り下げる／考える／書く」との説明文１１８ｂと、説明文１１８ｂに対応するイラストレ
ーション１２０ｂを含む。
【００４４】
　４つの画面１１０のうち２～４番目の画面は図示していないが、１番目の画面１１０と
同様に、質問文１１２と、第１選択肢１１６ａ及び第２選択肢１１６ｂを含む選択肢群１
１４とを有する。
【００４５】
　具体的には、２番目の性格診断画面１１０の上側は、２つ目の質問である「Ｑ２　多い
行動は」との質問文１１２が表示される。当該質問文１１２の下側には、第１選択肢１１
６ａ及び第２選択肢１１６ｂを含む選択肢群１１４が表示される。
【００４６】
　第１選択肢１１６ａは、「ひとつひとつ観察する／記録する」との説明文１１８ａと、
これに対応するイラストレーション１２０ａを含む。第２選択肢１１６ｂは、「イメージ
する／全体像をみる／先のことに目がいく」との説明文１１８ｂと、これに対応するイラ
ストレーション１２０ｂを含む。
【００４７】
　３番目の性格診断画面１１０の上側は、３つ目の質問である「Ｑ３　判断するときは」
との質問文１１２が表示される。当該質問文１１２の下側には、第１選択肢１１６ａ及び
第２選択肢１１６ｂを含む選択肢群１１４が表示される。
【００４８】
　第１選択肢１１６ａは、「分析を重視する／論理的に／合理的に」との説明文１１８ａ
と、これに対応するイラストレーション１２０ａを含む。第２選択肢１１６ｂは、「個人
を尊重／調和を求める／人の気持ちを大切にする」との説明文１１８ａと、これに対応す
るイラストレーション１２０ｂを含む。
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【００４９】
　４番目の性格診断画面１１０の上側は、４つ目の質問である「Ｑ４　どちらかというと
」との質問文１１２が表示される。当該質問文１１２の下側には、第１選択肢１１６ａ及
び第２選択肢１１６ｂを含む選択肢群１１４が表示される。
【００５０】
　第１選択肢１１６ａは、「規律正しい／整理された状態が好き」との説明文１１８ａと
、これに対応するイラストレーション１２０ａを含む。第２選択肢１１６ｂは、「状況に
応じて柔軟に行動する／変更の余地を残しておく」との説明文１１８ｂと、これに対応す
るイラストレーション１２０ｂを含む。
【００５１】
　ユーザは、各画面１１０において、第１選択肢１１６ａ又は第２選択肢１１６ｂを選択
する。換言すると、クライアント端末１２（性格診断部４０）は、各画面１１０において
、第１選択肢１１６ａ又は第２選択肢１１６ｂの入力を受け付ける。
【００５２】
　図３に戻り、各画面１１０において第１選択肢１１６ａ又は第２選択肢１１６ｂの入力
を順次受け付けた後（Ｓ１３）、ステップＳ１４において、クライアント端末１２（性格
診断部４０）は、診断結果を含む診断結果表示画面１３０（以下「画面１３０」ともいう
。）（図６）を表示する。
【００５３】
　図６には、診断結果表示画面１３０の一例が示されている。図６に示すように、画面１
３０の上側中央には、診断結果としての性格タイプ１３２（ここでは「ＥＮＦＰ」）が表
示されると共に、その下に説明文１３４が記される。加えて、画面１３０の左側には、性
格タイプ１３２（ＥＮＦＰ）に対応するイラストレーション１３６が表示される。さらに
、画面１３０の下側には、ＯＫボタン１３８が表示される。
【００５４】
　ユーザがＯＫボタン１３８を押すと、図３のステップＳ１５において、クライアント端
末１２（初期設定制御部５０）は、配信設定確認画面１４０（以下「確認画面１４０」又
は「画面１４０」ともいう。）（図７）を表示部３２に表示する。
【００５５】
　図７には、配信設定確認画面１４０の一例が示されている。図７に示すように、確認画
面１４０には、画面１４０のタイトルとしての「設定」との文字１４２と、お薦め情報Ｉ
ｒｅｃのカテゴリ１４４ａ～１４４ｃと、お薦め情報Ｉｒｅｃのサブカテゴリとしての設
定項目１４６ａ～１４６ｉと、完了ボタン１４８とが示される。サブカテゴリ（設定項目
１４６ａ～１４６ｉ）は、各カテゴリ１４４ａ～１４４ｃの具体的な内容を示す。
【００５６】
　設定項目１４６ａ～１４６ｉは、それぞれの内容（サブカテゴリの名称）を示すとの文
字１５０ａ～１５０ｉを含む。また、設定項目１４６ａ～１４６ｉは、文字１５０ａ～１
５０ｉの右側に配置されたオンオフボタン１５２（以下「ボタン１５２」ともいう。）を
含む。クライアント端末１２のユーザは、ボタン１５２を操作することにより、各設定の
オンオフをすることができる。
【００５７】
　なお、画面１４０では、カテゴリ１４４ａ～１４４ｃ及び設定項目１４６ａ～１４６ｉ
が表示されているが、画面１４０を上下にスクロールさせることで、その他のカテゴリ及
び設定項目を表示することができる。以下では、カテゴリ１４４ａ～１４４ｃ及び図７に
おいて表示されていないカテゴリを含めてカテゴリ１４４という。また、設定項目１４６
ａ～１４６ｉ及び図７において表示されていない設定項目を含めて設定項目１４６という
。
【００５８】
　図８は、本実施形態において配信されるお薦め情報Ｉｒｅｃのカテゴリ、サブカテゴリ
及び性格タイプに応じた初期値の切替えの有無を示す図である。図８に示すカテゴリ（カ
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テゴリ１４４）毎にサブカテゴリ（設定項目１４６）が設けられ、ユーザの操作によりボ
タン１５２のオンオフを切り替えることができる。図８に示すように、本実施形態のカテ
ゴリとしては、人、生活、政治経済、競争、世界、環境、支援、芸術、科学及び知識を含
むが、カテゴリの内容はこれに限らない。また、図７では、図８のカテゴリ（カテゴリ１
４４）及びサブカテゴリ（設定項目１４６）の一部のみが表示され、残りは、省略されて
いる又は画面１４０を上下にスクロールすることで表示される。
【００５９】
　各設定項目１４６に対応するボタン１５２がオンであると、当該設定項目１４６（カテ
ゴリ）に関するお薦め情報Ｉｒｅｃがサーバ１４からクライアント端末１２にプッシュ配
信される。
【００６０】
　また、図８に示す配信設定確認画面１４０では、サブカテゴリの配信設定（配信の有無
の設定）を行うことはできないが、サブウィンドウを表示すること等により、サブカテゴ
リの配信設定を行ってもよい。
【００６１】
　図８に示すように、本実施形態では、一部の設定項目１４６（すなわち、政治経済、競
争、世界、環境、支援、芸術、科学及び知識）は、性格診断の結果（図３のＳ１３）に応
じてオンオフが切り替えられる。残りの設定項目１４６（すなわち、人及び生活）は、性
格診断の結果にかかわらず、オンオフが設定される。
【００６２】
　図９は、性格診断で判別された性格タイプと、配信設定の初期値をオンにするカテゴリ
との関係を示す図である。図９に示すように、本実施形態では、性格タイプ毎にお薦め情
報Ｉｒｅｃを配信するカテゴリを変化させる。例えば、性格タイプがＩＳＴＪ（内向－感
覚－思考－判断的態度）である場合、カテゴリ「人」、「生活」、「政治経済」、「科学
」、「知識」に対応する設定項目１４６がオンにされる。このうち、カテゴリ「人」、「
生活」は、性格タイプにかかわらず共通して設定項目１４６がオンにされるものである。
一方、カテゴリ「政治経済」、「科学」、「知識」は、性格タイプに応じて設定項目１４
６がオンにされるものである。
【００６３】
　なお、図９に示す関係は、あくまで初期値（初期設定）であり、配信設定確認画面１４
０においてユーザの操作により設定を切り替えることができることに留意されたい。
【００６４】
　図３に戻り、確認画面１４０（図７）において完了ボタン１４８が押されず、各種設定
の選択が完了していない場合（Ｓ１６：ＮＯ）、ステップＳ１６を繰り返す。確認画面１
４０において完了ボタン１４８が押され、各種設定の選択が完了した場合（Ｓ１６：ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１７に進む。ステップＳ１７において、クライアント端末１２は、診断
結果としての性格タイプ（Ｓ１３）、配信設定（配信するお薦め情報Ｉｒｅｃのサブカテ
ゴリ等）（Ｓ１６）及びユーザＩＤをサーバ１４に送信する。
【００６５】
（２－３－２．配信設定の再設定）
　配信設定の再設定（すなわち、２回目以降の配信設定の入力）をする場合、初回入力（
図３）と同様の処理を行うことができる。この場合、配信設定の初回入力時とは異なる質
問（質問文１１２）及び回答の選択肢（第１選択肢１１６ａ及び第２選択肢１１６ｂ）と
してもよい。
【００６６】
（２－４．サーバ１４での登録）
　サーバ１４は、クライアント端末１２から送信された性格タイプ、配信設定及びユーザ
ＩＤ（図３のＳ１７）を受信すると、ユーザＩＤと関連付けて選択内容をユーザＤＢ９０
（図１）に記憶する。既にユーザＤＢ９０に記憶されている情報が存在する場合、サーバ
１４は、情報を更新する。
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【００６７】
（２－５．サーバ１４からクライアント端末１２への配信及びクライアント端末１２での
表示）
　サーバ１４は、登録した配信設定（送信すべきお薦め情報Ｉｒｅｃ等）に応じてクライ
アント端末１２に対してお薦め情報Ｉｒｅｃをプッシュ配信する。上記のように、配信設
定としては、送信すべきお薦め情報Ｉｒｅｃの各種設定が含まれる。従って、サーバ１４
は、当該設定に応じてお薦め情報Ｉｒｅｃをプッシュ配信する。
【００６８】
　クライアント端末１２は、サーバ１４から配信されたお薦め情報Ｉｒｅｃを受信して表
示部３２に表示する。クライアント端末１２においてお薦め情報Ｉｒｅｃを表示するタイ
ミングは、例えば、お薦め情報Ｉｒｅｃの受信直後とすることができる。或いは、表示部
３２の初期画面（メインメニュー画面）に「お薦め情報の表示」とのアイコン（お薦め情
報表示アイコン）を設けておき、当該アイコンが選択された際にお薦め情報Ｉｒｅｃを表
示してもよい。
【００６９】
　或いは、クライアント端末１２からサーバ１４に対して現在位置情報を所定のタイミン
グ（例えば、一定時間間隔）で送信する場合、その後の位置に対応したタイミングでお薦
め情報Ｉｒｅｃを表示することも可能である。例えば、クライアント端末１２の現在位置
の周辺に関する情報である周辺情報（施設情報、イベント情報等）を当該周辺の位置情報
と共にサーバ１４からクライアント端末１２に送信する。その後、クライアント端末１２
が、当該周辺まで所定距離に到達したとき、クライアント端末１２は、当該周辺情報を表
示する。
【００７０】
　或いは、その他の表示タイミング（例えば、サーバ１４で設定し、お薦め情報Ｉｒｅｃ
で指定された任意のタイミング）でお薦め情報Ｉｒｅｃを表示することも可能である。
【００７１】
［３．本実施形態の効果］
　以上のように、本実施形態によれば、性格診断に伴うユーザの回答に応じてプッシュ配
信のための配信設定の初期値（図９）を選択することが可能となる（図３のＳ１５）。こ
のため、配信設定に関するユーザの入力の手間を省くことが可能となる。これにより、特
に、配信設定を初めて入力する場合にユーザの利便性を向上することが可能となる。
【００７２】
　また、配信設定の中に、内容がわかり難い項目、ユーザが知らない項目又はユーザが誤
解していた項目（例えば、ユーザが不要であると決めつけていたが、実はユーザにとって
興味深い項目）がある場合、ユーザに有益な配信設定を行うことが可能となる。特に、本
実施形態では性格診断を介することで、配信設定に関する理解をユーザに強いることなく
、ユーザに有益な配信を行うことができる可能性が高まる。
【００７３】
　さらに、性格診断の結果は、ユーザの性格を表すものとして用いることが可能である。
このため、性格診断の結果と配信設定を心理学の知見を用いて対応付けることで、ユーザ
にとってさらに有益な又は効果的な配信設定を実現することが可能となる。
【００７４】
　本実施形態において、クライアント端末１２は、選択された選択肢（第１選択肢１１６
ａ又は第２選択肢１１６ｂ）に対応する配信設定を初期値として選択した配信設定確認画
面１４０（図７）を表示する（図３のＳ１５）。画面１４０では、ユーザの操作に応じて
配信設定の変更が可能である。これにより、性格診断の結果に応じて配信設定を確定する
場合と比較して、ユーザの意志を反映し易くなる。このため、ユーザの意志を尊重した情
報配信を行うことが可能となる。
【００７５】
　本実施形態において、クライアント端末１２は、選択された選択肢（第１選択肢１１６
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ａ又は第２選択肢１１６ｂ）に対応した初期値として選択される配信設定（初期値可変設
定）としてのカテゴリ「政治経済」、「競争」のサブカテゴリ（図８及び図９）等に加え
、選択肢の選択とは関係無しに特定される配信設定（初期値固定設定）としてのカテゴリ
「人」及び「生活」のサブカテゴリを配信設定として選択する（図７及び図８）。
【００７６】
　これにより、性格診断の結果に応じて初期値が可変の配信設定（初期値可変設定）と、
性格診断の結果にかかわらず初期値が固定の配信設定（初期値固定設定）とを使い分ける
ことが可能となる。これに伴い、通常は必要となる配信設定（例えば、災害情報の配信）
について不本意な設定漏れを防止することが可能となる。
【００７７】
Ｂ．変形例
　なお、本発明は、上記実施形態に限らず、本明細書の記載内容に基づき、種々の構成を
採り得ることはもちろんである。例えば、以下に示す構成を採ることができる。
【００７８】
［１．クライアント端末１２］
　上記実施形態におけるクライアント端末１２は、スマートフォンであった。しかしなが
ら、例えば、サーバ１４がプッシュ配信した各種情報（お薦め情報Ｉｒｅｃ）を受信する
観点からすれば、クライアント端末１２は、その他の構成（例えば、タブレット型コンピ
ュータ、ノート型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）又はデスクトップ型ＰＣ）であっても
よい。
【００７９】
［２．配信設定プログラムＰｄ］
　上記実施形態では、配信設定をするためのソフトウェア（配信設定プログラムＰｄ）は
、サーバ１４からクライアント端末１２にダウンロードして用いた。しかしながら、例え
ば、サーバ１４からクライアント端末１２へのプッシュ配信をするための配信設定をする
観点からすれば、これに限らない。例えば、配信設定プログラムＰｄのダウンロードを伴
わないいわゆるＡＳＰ（Application Service Provider）型で配信設定を行ってもよい。
【００８０】
［３．性格診断画面１１０］
　上記実施形態では、４つの性格診断画面１１０を用いて合計４問の質問を行った。しか
しながら、例えば、性格診断の結果に応じて配信設定を選択する観点からすれば、これに
限らない。例えば、画面１１０の数や質問の数はその他の値としてもよい。
【００８１】
　上記実施形態では、各性格診断画面１１０において１つの質問（質問文１１２）とこれ
に対する回答（選択肢１１６ａ、１１６ｂ）の両方を同時に表示した（図５）。しかしな
がら、例えば、性格診断の結果に応じて配信設定を選択する観点からすれば、これに限ら
ない。例えば、質問（質問文１１２）を表示し、質問を画面１１０から消した後に回答（
選択肢１１６ａ、１１６ｂ）を表示してもよい。或いは、１つの画面１１０において、複
数の質問（質問文１１２）とこれらに対応する回答（選択肢１１６ａ、１１６ｂ）を同時
に表示することも可能である。
【００８２】
　上記実施形態では、画面１１０の各選択肢１１６ａ、１１６ｂにはイラストレーション
１２０ａ、１２０ｂを含めた（図５）。しかしながら、例えば、性格診断の結果に応じて
配信設定を選択する観点からすれば、イラストレーション１２０ａ、１２０ｂを表示しな
くてもよい。
【００８３】
［４．配信設定確認画面１４０］
　上記実施形態では、性格診断の結果に応じてオンオフが切り替わるカテゴリ（政治経済
、競争等）と、性格診断の結果にかかわらずオンに固定されるカテゴリ（人及び生活）の
両方を設けた。しかしながら、例えば、性格診断の結果（性格タイプ）に応じて配信設定
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を選択する観点からすれば、性格診断の結果に応じてオンオフが切り替わるカテゴリのみ
を設けることも可能である。
【００８４】
　上記実施形態では、性格診断の結果に応じて選択される配信設定を、お薦め情報Ｉｒｅ
ｃを配信するカテゴリ（又はそのサブカテゴリ）とした（図８）。しかしながら、例えば
、性格診断の結果（性格タイプ）に応じて配信設定を選択する観点からすれば、これに限
らない。例えば、性格診断の結果に応じて選択される配信設定として、お薦め情報Ｉｒｅ
ｃの配信頻度等を用いることも可能である。
【００８５】
　上記実施形態では、性格診断の結果に対応する配信設定を、配信設定確認画面１４０（
図７）に表示した。しかしながら、例えば、性格診断の結果（性格タイプ）に応じて配信
設定を選択する観点からすれば、画面１４０での確認を経ずに、診断結果に応じて配信設
定をクライアント端末１２又はサーバ１４において選択してもよい。
【００８６】
　上記実施形態では、性格診断が終了すると（図３のＳ１４）、配信設定確認画面１４０
を直ちに表示した（Ｓ１５）。しかしながら、例えば、性格診断の結果に応じて配信設定
を選択する観点からすれば、性格診断と、これに対応する確認画面（画面１４０）の表示
は、時間を置いてから行ってもよい。例えば、性格診断の直後に、氏名、年齢、住所の入
力を行う個人情報入力画面を表示した後、配信設定確認画面１４０を表示してもよい。
【００８７】
　上記実施形態では、図８に示す配信設定を選択可能とした。しかしながら、例えば、性
格診断の結果に応じて配信設定を選択する観点からすれば、選択可能な配信設定は、これ
に限らない。
【００８８】
［５．クライアント端末１２からサーバ１４に送信される情報］
　上記実施形態では、クライアント端末１２からサーバ１４に送信する情報として、診断
結果としての性格タイプ、配信するお薦め情報Ｉｒｅｃのカテゴリ及びユーザＩＤを含ん
だ（図３のＳ１７）。しかしながら、例えば、性格診断の結果に応じて配信設定を選択す
る観点からすれば、性格診断の選択肢１１６ａ、１１６ｂに対応する配信設定が少なくと
も１つ含まれていれば、これに限らない。例えば、性格タイプのみを送信することも可能
である。或いは、配信するお薦め情報Ｉｒｅｃのカテゴリのみを送信することも可能であ
る。
【００８９】
　上記実施形態では、診断結果としての性格タイプに応じた配信設定の特定をクライアン
ト端末１２で行い、クライアント端末１２からサーバ１４に対して配信設定を送信した。
しかしながら、例えば、性格診断の結果に応じて配信設定を選択する観点からすれば、診
断結果としての性格タイプをクライアント端末１２からサーバ１４に送信し、サーバ１４
において配信設定を選択してもよい。すなわち、クライアント端末１２から受信した性格
タイプに応じてサーバ１４が配信設定を選択してもよい。
【００９０】
［６．その他］
　上記実施形態では、性格診断のために、ユーザに対して質問し、その回答を得る手段と
して性格診断画面１１０を用いた（図５）。しかしながら、例えば、性格診断の結果に応
じて配信設定を選択する観点からすれば、画面１１０に加え又はこれに代えて、クライア
ント端末１２から質問及び回答の選択肢を音声で出力し、ユーザの回答を音声で受け付け
ることも可能である。或いは、クライアント端末１２から質問及び回答の選択肢を音声で
出力し、ユーザの回答をクライアント端末１２の操作部２６（タッチパネル）で受け付け
ることもできる。或いは、画面１１０において質問及び回答の選択肢を表示し、ユーザの
回答を音声で受け付けることも可能である。
【００９１】
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　上記実施形態では、サーバ１４からクライアント端末１２に対してお薦め情報Ｉｒｅｃ
をプッシュ配信する情報配信システム１０に本発明を適用した（図１）。しかしながら、
例えば、性格診断の結果に応じて設定を自動入力する観点からすれば、これに限らない。
例えば、サーバ１４からクライアント端末１２に対してお薦め情報Ｉｒｅｃをプル配信す
る情報配信システムに本発明を適用することも可能である。そのようなシステムでは、例
えば、クライアント端末１２からサーバ１４への要求に性格診断の結果を含める。そして
、サーバ１４からクライアント端末１２に対して配信するお薦め情報Ｉｒｅｃの選択を、
性格診断の結果に応じて行う。
【符号の説明】
【００９２】
１０…情報配信システム　　　　　　　１２…クライアント端末
１４…配信サーバ（サーバ）　　　　　１１０…性格診断画面
１１２…質問文　　　　　　　　　　　１１６ａ…第１選択肢
１１６ｂ…第２選択肢
１４０…配信設定確認画面
Ｉｒｅｃ…お薦め情報

【図１】 【図２】
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【図９】
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