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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス利用者に応じた広告を提示する広告表示システムにおいて、
　サービス利用者の識別情報と広告分野情報とを対応付けて格納しているサービス利用者
属性データベースと；
　所定の広告コンテンツと広告分野情報を対応付けて格納している広告情報データベース
と；
　複数の子画面を備え、上記複数の子画面が常時、複数の広告コンテンツを表示する広告
表示画面と；
　上記広告表示画面の周辺に存在しているサービス利用者を識別するサービス利用者識別
装置と；
　上記識別されたサービス利用者に対応する広告分野情報を上記サービス利用者属性デー
タベースから検索し、さらに上記検索した広告分野情報に対応する広告コンテンツを上記
広告情報データベースから検索する検索手段と；
　上記検索した広告コンテンツを、上記複数の子画面のいずれかに表示させる表示制御手
段と；
　を有することを特徴とする広告表示システム。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記広告表示画面は、上記サービス利用者が周辺に存在していないときも、複数の広告



(2) JP 4521812 B2 2010.8.11

10

20

30

40

50

コンテンツを表示し続ける画面であることを特徴とする広告表示システム。
【請求項３】
　請求項１において、
　上記サービス利用者識別装置は、無線タグを利用した識別装置であることを特徴とする
広告表示システム。
【請求項４】
　請求項１において、
　上記サービス利用者識別装置は、指紋または虹彩を含む生体情報に基づいて、サービス
利用者を識別する装置であることを特徴とする広告表示システム。
【請求項５】
　請求項１において、
　上記サービス利用者属性データベースは、さらに上記複数の子画面のうちの１つの子画
面を特定する情報である広告表示位置情報を上記サービス利用者の識別情報と対応付けて
格納し、
　上記検索手段は、上記識別されたサービス利用者の識別情報に基づいて、上記サービス
利用者属性データベースを検索し、当該サービス利用者のレコードを取得し、当該サービ
ス利用者レコードの広告分野情報に基づいて、上記広告情報データベースを検索し、該当
する広告コンテンツを全て取得し、上記全ての広告コンテンツと取得した上記サービス利
用者レコードの広告表示位置情報とをまとめて、上記表示制御手段に送信し、
　上記表示制御手段は、上記広告表示位置情報によって特定される子画面から出発して順
番に空いている子画面を探していき、空いている子画面に、上記広告コンテンツを表示さ
せることを特徴とする広告表示システム。
【請求項６】
　請求項５において、
　上記表示制御手段が、上記検索手段から上記広告コンテンツと上記広告表示位置情報を
受信したときに、該広告表示位置情報によって特定される子画面に別のサービス利用者の
広告コンテンツが既に表示されている場合、上記複数の子画面のうちサービス利用者の広
告コンテンツが表示されていない子画面であって、上記受信した広告表示位置情報によっ
て特定される子画面との直線距離が最も短い子画面に、上記受信した広告コンテンツを表
示させることを特徴とする広告表示システム。
【請求項７】
　サービス利用者の識別情報と広告分野情報とを対応付けて格納しているサービス利用者
属性データベースと、所定の広告コンテンツと広告分野情報とを対応付けて格納している
広告情報データベースと、常時、複数の広告コンテンツを表示する複数の子画面から構成
された広告表示画面とを備え、サービス利用者に応じた広告コンテンツを上記複数の子画
面のいずれかに表示させる広告表示システムの制御方法であって、
　サービス利用者識別装置が、上記広告表示画面の周辺に存在しているサービス利用者を
識別するサービス利用者識別段階と；
　検索手段が、上記識別されたサービス利用者に対応する広告分野情報を上記サービス利
用者属性データベースから検索し、さらに上記検索した広告分野情報に対応する広告コン
テンツを上記広告情報データベースから検索する検索段階と；
　表示制御手段が、上記検索した広告コンテンツを、上記複数の子画面のいずれかに表示
させる表示制御段階と；
　を有することを特徴とする広告表示システムの制御方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　上記サービス利用者識別装置は、ＲＦＩＤリーダライタであり、
　上記サービス利用者識別段階は、上記ＲＦＩＤリーダライタが、サービス利用者が所持
しているＲＦＩＤタグが自装置の検知範囲内に入ると、ＲＦＩＤタグの内部メモリに格納
されているサービス利用者の識別情報を取得する段階を含むことを特徴とする広告表示シ
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ステムの制御方法。
【請求項９】
　請求項７において、
　上記サービス利用者識別装置は、指紋読取装置であり、
　上記サービス利用者識別段階は、上記指紋読取装置が、自己の指紋を予め登録してある
サービス利用者が自装置の上に指を載置すると、当該サービス利用者の識別情報として、
指紋情報を取得する段階を含むことを特徴とする広告表示システムの制御方法。
【請求項１０】
　請求項７において、
　上記サービス利用者属性データベースは、さらに上記複数の子画面のうちの１つの子画
面を特定する情報である広告表示位置情報を上記サービス利用者の識別情報と対応付けて
格納し、
　上記検索段階は、上記検索手段が、上記識別されたサービス利用者の識別情報をｋｅｙ
にして、上記サービス利用者属性データベースのサービス利用者の識別情報フィールドを
検索し、該当するサービス利用者レコードを取得する段階と；
　上記サービス利用者レコードにおける広告分野情報の要素をｋｅｙにして、上記広告情
報データベースの広告分野情報フィールドを検索し、該当する広告コンテンツを全てサー
ビス利用者用広告コンテンツとして取得する段階と；
　取得した上記サービス利用者レコードの広告表示位置情報と上記サービス利用者用広告
コンテンツとをまとめて、上記表示制御手段に送信する段階と；
　を含むことを特徴とする広告表示システムの制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　上記表示制御段階は、上記表示制御手段が、
　上記検索手段から上記広告表示位置情報と上記サービス利用者用広告コンテンツとを受
信すると、上記複数の子画面のうちで、上記広告表示位置情報が指定する子画面に対応す
るサービス利用者用広告表示中フラグを調べる段階と；
　サービス利用者用広告表示中フラグが「０」であれば、広告表示位置情報が指定する子
画面に、上記サービス利用者用広告コンテンツを、そのまま表示する段階と；
　上記サービス利用者用広告コンテンツを表示させ始めた子画面に対応するサービス利用
者用広告表示中フラグを「１」に変更する段階と；
　サービス利用者用広告コンテンツの表示が終了すると、上記サービス利用者用広告表示
中フラグと上記不特定者用広告表示中フラグとを、「０」に戻す段階と；
　サービス利用者用広告表示中フラグが「１」であれば、上記指定された子画面からの距
離が最も短い子画面から対応するサービス利用者用広告表示中フラグを順番に確認し、サ
ービス利用者用広告表示中フラグが「０」である子画面を見つけるまで、上記指定された
子画面からの距離を広げながら、上記手順を繰り返す段階と；
　サービス利用者用広告表示中フラグが「０」である子画面が見つかれば、この見つかっ
た子画面に、上記サービス利用者用広告コンテンツを表示し、同時に、上記サービス利用
者用広告コンテンツを表示させ始めた子画面に対応するサービス利用者用広告表示中フラ
グを「１」に変更する段階と；
　サービス利用者用広告コンテンツの表示が終了すると、上記サービス利用者用広告表示
中フラグと不特定者用広告表示中フラグとを、「０」に戻す段階と；
　を含むことを特徴とする広告表示システムの制御方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　上記表示制御段階は、上記表示制御手段が、
　上記複数の子画面のそれぞれに対応する不特定者用広告表示中フラグを順番に調べる段
階と；
　不特定者用広告表示中フラグが「１」であれば、次の子画面に対応する不特定者用広告
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表示中フラグを調べ、不特定者用広告表示中フラグが「０」であれば、その子画面に表示
する不特定者用広告コンテンツを取得するために、コンテンツ取得要求を、上記検索手段
に送信する段階と；
　上記検索手段から不特定者用広告コンテンツを受信すると、再度、上記複数の子画面の
それぞれの不特定者用広告表示中フラグを確認する段階と；
　不特定者用広告表示中フラグが「０」であれば、当該子画面に、上記不特定者用広告コ
ンテンツを、そのまま表示する段階と；
　上記不特定者用広告コンテンツを表示し始めた子画面に対応する不特定者用広告表示中
フラグを「１」に変更する段階と；
　一方、不特定者用広告表示中フラグが「１」であれば、他の子画面について、不特定者
用広告表示中フラグを順番に確認する段階と；
　上記複数の子画面のうちで、不特定者用広告表示中フラグが「０」である子画面を発見
すると、この発見された子画面に、上記不特定者用広告コンテンツを表示し、同時に、上
記不特定者用広告コンテンツを表示し始めた子画面に対応する不特定者用広告表示中フラ
グを、「１」に変更する段階と；
　をさらに含むことを特徴とする広告表示システムの制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービス利用者の属性情報に応じて、上記サービス利用者に適した広告を提
示する広告表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク技術の普及と、コンピュータの小型化、高性能化とに伴い、環境に埋め込
まれている多数のセンサが検出した情報を、ネットワークで収集し、コンピュータで解析
することによって、サービス利用者の状況に適したサービスを提供するユビキタスサービ
スが実現し始めている。
【０００３】
　このようなサービスとして、従来、非接触ＩＣカード等を使い、近くに存在しているサ
ービス利用者を識別し、予め蓄積されているサービス利用者の属性情報に基づいて、上記
サービス利用者に適した情報を提供するサービス利用者適応型の広告表示システムが考え
られている。
【０００４】
　たとえば、店舗において、客が所持している非接触ＩＣカードの情報を、ＩＣカードリ
ーダライタが読み取ることによって、その客に適した販売斡旋情報を、音声や映像を使っ
て提供するシステムが提案されている（たとえば、非特許文献１参照）。
【非特許文献１】「ユビキタス時代のショッピング情報提供を実現する情報配信プラット
フォーム共同研究プロジェクト開始」、株式会社博報堂他、２００４年６月２９日付記事
、インターネット（ＵＲＬ：http://www.hakuhodo.co.jp/news/pdf/20040629.pdf）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来のシステムでは、客が所持している非接触ＩＣカードから読み取った
属性情報に基づいて、サービス利用者が望むと思われる情報を、一方的に表示するので、
サービス利用者が他人に知られたくない属性に基づく情報が表示されることがあり、この
場合には、プライバシー上の問題が発生することがあるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、検出したサービス利用者の属性情報に応じて、そのサービス利用者に適した
広告を公衆の前で提示しても、上記サービス利用者のプライバシーを侵害しない広告表示
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システムおよび広告表示システムの制御方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、複数の子画面が常時、ランダムに複数の広告コンテンツを表示しているシス
テムにおいて、サービス利用者の所持する無線タグ、またはサービス利用者自身の生体情
報によって、サービス利用者の接近または利用要求を検知し、識別し、この識別したサー
ビス利用者に適した広告を、上記複数の子画面のうちの少なくとも１つの子画面に表示す
るものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、サービス利用者が欲する広告コンテンツを公衆の前で表示する場合に
、サービス利用者以外は、複数の子画面に表示されている広告コンテンツのうちのどれが
、上記サービス利用者向けであるのかを知ることができないので、上記サービス利用者の
プライバシーを侵害しないという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　発明を実施するための最良の形態は、以下の実施例である。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明の実施例１である広告表示システムＡＤＳ１を示すシステム構成図であ
る。
【００１１】
　広告表示システムＡＤＳ１は、サービス利用者の属性情報に応じて、サービス利用者に
適した広告を提示する広告表示システムであり、広告表示装置ＡＤ１と、インターネット
３０と、サービス管理サーバ４１と、サービス利用者属性データベース５１と、広告情報
データベース６１とを有する。
【００１２】
　ＲＦＩＤタグリーダライタ１１は、広告表示画面の周辺に存在しているサービス利用者
を識別する。サービス利用者識別装置の例である。
【００１３】
　広告表示用ＰＣ２１は、上記識別されたサービス利用者に適した広告コンテンツを、広
告情報データベース６１から検索する検索手段の例である。また、広告表示用ＰＣ２１は
、上記検索した広告コンテンツを、上記複数の子画面のいずれかに表示させる表示制御手
段の例である。
【００１４】
　広告表示装置ＡＤ１は、広告表示用パソコン（以下、「広告表示用ＰＣ」という）２１
と、広告表示画面７１と、ＲＦＩＤタグリーダライタ１１とを有する。
【００１５】
　広告情報データベース６１は、所定の広告コンテンツを格納している。
【００１６】
　広告表示画面７１は、複数の子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐを備え、複数の子画
面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐが常時、ランダムに複数の広告コンテンツを表示する。
また、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐは、それぞれ、独自の位置情報を持っている
。
【００１７】
　サービス利用者Ｕ１１、Ｕ１２は、予め登録されているサービス利用者であり、広告表
示システムＡＤＳ１によるサービスを受けるサービス利用者であり、それぞれ、ＲＦＩＤ
タグＴ１、Ｔ２を携帯している。
【００１８】
　図２は、実施例１において、サービス利用者属性データベース５１に格納されているデ
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ータ例を示す図である。
【００１９】
　サービス利用者属性データベース５１には、少なくとも、サービス利用者ＩＤ、ＲＦＩ
Ｄ番号、広告分野情報、広告表示位置情報が格納され、場合によっては、サービス利用者
ＩＤに関連付けて、各種のサービス利用者プロファイル（住所、氏名、年齢、趣味等）を
格納するようにしてもよい。
【００２０】
　なお、上記「広告表示位置情報」は、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐのうちの１
つの子画面を特定する情報である。
【００２１】
　図３は、実施例１において、広告情報データベース６１に格納されているデータ例を示
す図である。
【００２２】
　広告情報データベース６１には、図３に示すように、少なくとも、広告ＩＤ、広告分野
情報、広告コンテンツが格納され、場合によっては、その他、詳細な広告プロファイルを
格納するようにしてもよい。
【００２３】
　広告表示用ＰＣ２１、広告表示画面７１、ＲＦＩＤタグリーダライタ１１は、一体で広
告表示装置ＡＤ１を構成している。
【００２４】
　広告表示システムＡＤＳ１は、予め登録されているサービス利用者、たとえばサービス
利用者Ｕ１１が、広告表示システムＡＤＳ１の周辺に存在していない場合でも、複数の広
告を、広告表示画面７１のおける子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐに、常に表示して
いる。そして、サービス利用者Ｕ１１が、広告表示画面７１の周辺に存在している場合、
広告表示画面７１を構成している複数の子画面７１ａ～７１ｐのうちの１画面に、サービ
ス利用者Ｕ１１の属性情報に合わせた広告を表示する（表示内容が切り替わる）。
【００２５】
　ただし、サービス利用者Ｕ１１の属性情報に合わせた広告が表示されている画面以外の
画面に表示されている内容も、常に、切り替わっているので、サービス利用者Ｕ１１以外
の人は、どの広告が、サービス利用者Ｕ１１向けの広告画面であるかを知ることができな
い。
【００２６】
　次に、実施例１の動作について説明する。
【００２７】
　先ず、実施例１において、サービス利用者が、広告表示装置ＡＤ１の周辺に存在してな
いとき（通常動作時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作について説明する。
【００２８】
　図４は、実施例１において、サービス利用者が、広告表示装置ＡＤ１の周辺に存在して
ないとき（通常動作時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作を示すフローチャート
である。
【００２９】
　広告表示用ＰＣ２１は、広告表示画面７１を構成する子画面７１ａ、７１ｂ、……、７
１ｐのそれぞれの状態を管理するフラグとして、不特定者用広告表示中フラグと、サービ
ス利用者用広告表示中フラグとを有する。
【００３０】
　上記「不特定者用広告表示中フラグ」は、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐのうち
で、サービス利用者に対応する子画面に、不特定者用広告コンテンツが表示されているか
どうかを識別するフラグであり、不特定者用広告表示中フラグが「１」であれば、そのフ
ラグに対応する子画面には、不特定者用広告コンテンツが表示されていることを示し、不
特定者用広告表示中フラグが「０」であれば、そのフラグに対応する子画面には、不特定
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者用広告コンテンツが表示されていないことを示す。
【００３１】
　また、上記「サービス利用者用広告表示中フラグ」は、子画面７１ａ、７１ｂ、……、
７１ｐのうちで対応する子画面に、サービス利用者用広告コンテンツが表示されているか
どうかを識別するフラグであり、サービス利用者用広告表示中フラグが「１」であれば、
そのフラグに対応する子画面には、サービス利用者用広告コンテンツが表示されているこ
とを示し、サービス利用者用広告表示中フラグが「０」であれば、そのフラグに対応する
子画面には、サービス利用者用広告コンテンツが表示されていないことを示す。
【００３２】
　まず、広告表示用ＰＣ２１は、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐのそれぞれに対応
する不特定者用広告表示中フラグを順番に調べ（Ｓ０）。不特定者用広告表示中フラグが
「１」であれば、次の子画面に対応する不特定者用広告表示中フラグを調べるが、不特定
者用広告表示中フラグが「０」であれば、その位置に表示する不特定者用広告コンテンツ
を取得するために、コンテンツ取得要求を、サービス管理サーバ４１に送信する（Ｓ１）
。
【００３３】
　サービス管理サーバ４１が、上記コンテンツ取得要求を受信すると、サービス管理サー
バ４１は、広告情報データベースの広告ＩＤの最大値以内の乱数を発生させる（Ｓ２）。
サービス管理サーバ４１は、この乱数をｋｅｙにして、広告情報データベース６１の広告
ＩＤを検索し（Ｓ３）、該当する不特定者用広告コンテンツを取得し、広告表示用ＰＣ２
１へ送信する（Ｓ４）。
【００３４】
　広告表示用ＰＣ２１が不特定者用広告コンテンツを受信すると、広告表示用ＰＣ２１は
、再度、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐの不特定者用広告表示中フラグを確認する
（Ｓ５）。このようにするのは、手順Ｓ１～Ｓ４を実行する間に、サービス利用者Ｕ１１
、Ｕ１２が検知される等の理由で、不特定者用広告表示中フラグが「１」に変更されてい
れば、その子画面には、不特定者用広告コンテンツを表示させないようにするためである
。
【００３５】
　不特定者用広告表示中フラグが「０」であれば、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐ
に、上記不特定者用広告コンテンツを、そのまま表示する（Ｓ７）。上記と同時に、不特
定者用広告コンテンツを表示し始めた子画面に対応する不特定者用広告表示中フラグを「
１」に変更する（Ｓ８）。その後、手順Ｓ０に戻り、再度、不特定者用広告表示中フラグ
の確認を続ける。また別途、不特定者用広告コンテンツの表示が終了すると（Ｓ９）、上
記不特定者用広告表示中フラグを「０」に戻す（Ｓ１０）。
【００３６】
　一方、不特定者用広告表示中フラグが「１」であれば、子画面７１ａ、７１ｂ、……、
７１ｐのうちで、当初表示する予定であった子画面には、別の不特定者用広告コンテンツ
が既に表示されているので、他の子画面について、不特定者用広告表示中フラグを順番に
確認し（Ｓ１１）、不特定者用広告表示中フラグが「０」である子画面を見つける（Ｓ１
２）まで、この手順（Ｓ１１、Ｓ１２）を繰り返す。
【００３７】
　子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐのうちで、不特定者用広告表示中フラグが「０」
である子画面を発見すると（Ｓ１１）、この発見された子画面に、不特定者用広告コンテ
ンツを表示する（Ｓ７）。これと同時に、上記発見された子画面に対応する不特定者用広
告表示中フラグを、「１」に変更する（Ｓ８）。その後、手順Ｓ０に戻り、不特定者用広
告表示中フラグを、再度、確認する。また別途、不特定者用広告コンテンツの表示が終了
すると（Ｓ９）、上記不特定者用広告表示中フラグを「０」に戻す（Ｓ１０）。
【００３８】
　次に、実施例１において、広告表示装置ＡＤ１の周辺に、サービス利用者Ｕ１１が存在
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しているとき（サービス利用者検知時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作につい
て説明する。
【００３９】
　図５は、実施例１において、広告表示装置ＡＤ１の周辺に、サービス利用者が存在して
いるとき（サービス利用者検知時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作を示すフロ
ーチャートである。
【００４０】
　ＲＦＩＤリーダライタ１１の検知範囲内に、サービス利用者（たとえば、サービス利用
者Ｕ１１）が所持しているＲＦＩＤタグＴ１が入ると、ＲＦＩＤリーダライタ１１が、Ｒ
ＦＩＤタグＴ１の内部メモリに格納されているＲＦＩＤ番号を取得する（Ｓ２０）。上記
「ＲＦＩＤ番号」は、各ＲＦＩＤタグＴ１、Ｔ２に記録されている固有の番号である。広
告表示用ＰＣ２１は、ＲＦＩＤリーダライタ１１が読み取ったＲＦＩＤ番号を、サービス
管理サーバ４１に送信する（Ｓ２０）。
【００４１】
　ＲＦＩＤ番号を受信したサービス管理サーバ４１は、上記ＲＦＩＤ番号をｋｅｙにして
、サービス利用者属性データベース５１のＲＦＩＤ番号フィールドを検索し（Ｓ２１）、
該当するサービス利用者レコードを取得する（Ｓ２２）。
【００４２】
　次に、サービス管理サーバ４１は、上記サービス利用者レコードにおける広告分野情報
の要素をｋｅｙにして、広告情報データベース６１の広告分野情報フィールドを検索し（
Ｓ２３）、該当するサービス利用者用広告コンテンツを全て取得する。そして、上記サー
ビス利用者レコードに対応する広告表示位置情報と、上記サービス利用者用広告コンテン
ツとをまとめて、広告表示用ＰＣ２１へ送信する（Ｓ２４）。
【００４３】
　広告表示用ＰＣ２１が、広告表示位置情報とサービス利用者用広告コンテンツとを受信
すると、広告表示用ＰＣ２１は、子画面７１ａ、７１ｂ、……、７１ｐのうちで、広告表
示位置情報が指定する子画面に対応するサービス利用者用広告表示中フラグを調べる（Ｓ
２５）。
【００４４】
　サービス利用者用広告表示中フラグが「０」である場合（Ｓ２６）、広告表示位置情報
が指定する子画面に、上記サービス利用者用広告コンテンツを、そのまま表示する（Ｓ２
７）。これと同時に、上記サービス利用者用広告表示中フラグが「０」である子画面に対
応するサービス利用者用広告表示中フラグを「１」に変更する（Ｓ２８）。サービス利用
者用広告コンテンツの表示が終了すると、上記サービス利用者用広告表示中フラグと上記
不特定者用広告表示中フラグとを、「０」に戻す（Ｓ２９）。
【００４５】
　一方、サービス利用者用広告表示中フラグが「１」であれば（Ｓ２６）、広告表示位置
情報が指定する子画面には、別のサービス利用者（たとえばサービス利用者Ｕ１２）のサ
ービス利用者用広告コンテンツが既に表示されているので、上記指定された子画面の周辺
の子画面に対応するサービス利用者用広告表示中フラグを、順番に確認し、サービス利用
者用広告表示中フラグが「０」である子画面を見つけるまで、上記指定された子画面から
の距離を広げながら、この手順を繰り返す（Ｓ３０）。
【００４６】
　サービス利用者用広告表示中フラグが「０」である子画面が見つかれば、この見つかっ
た子画面に、サービス利用者用広告コンテンツを表示する（Ｓ３１）。これと同時に、サ
ービス利用者用広告コンテンツを表示させ始めた子画面に対応するサービス利用者用広告
表示中フラグを「１」に変更する（Ｓ２８）。サービス利用者用広告コンテンツの表示が
終了すると、上記サービス利用者用広告表示中フラグと不特定者用広告表示中フラグとを
、「０」に戻す（Ｓ２９）。
【００４７】
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　実施例１によれば、サービス利用者が広告表示画面７１の周辺に近づいたとき、予め登
録してあるサービス利用者の広告表示位置（子画面）、またはその周辺の子画面に、上記
サービス利用者へ向けた広告コンテンツが表示されるので、サービス利用者は、それほど
苦労せずに、自分に合った情報を取得することができる。また、同時に、他の子画面に表
示されている情報が、各タイミングで切り替わるので、どの子画面に表示されている広告
コンテンツが、そのサービス利用者に向けたものであるかを、他人が知ることができず、
したがって、プライバシーを守ることができる。
【実施例２】
【００４８】
　図６は、本発明の実施例２である広告表示システムＡＤＳ２を示すシステム構成図であ
る。
【００４９】
　広告表示システムＡＤＳ２は、広告表示装置ＡＤ２と、インターネット３０と、サービ
ス管理サーバ４２と、サービス利用者属性データベース５２と、広告情報データベース６
２とを有する。
【００５０】
　広告表示装置ＡＤ２は、広告表示用パソコン（以下、「広告表示用ＰＣ」という）２２
と、広告表示画面７２と、指紋読取装置１２とを有する。
【００５１】
　広告表示画面７２は、広告表示画面７１と同様であり、複数の子画面７２ａ、７２ｂ、
……、７２ｐを有する。なお、子画面７２ａ、７２ｂ、……、７２ｐは、それぞれ、独自
の位置情報を持っている。
【００５２】
　サービス利用者Ｕ２１、Ｕ２２は、予め登録されているサービス利用者であり、広告表
示システムＡＤＳ２によるサービスを受けるサービス利用者であり、それぞれ、指紋ＦＰ
１、ＦＰ２を有する。
【００５３】
　図７は、実施例２において、サービス利用者属性データベース５２に格納されているデ
ータ例を示す図である。
【００５４】
　サービス利用者属性データベース５２には、少なくとも、図７に示すように、指紋ＩＤ
番号、サービス利用者ＩＤ、広告分野情報、広告表示位置情報が格納され、場合によって
は、サービス利用者ＩＤに関連付けて各種のサービス利用者プロファイル（住所、氏名、
年齢、趣味等）を格納するようにしてもよい。
【００５５】
　広告情報データベース６２は、少なくとも図３に示すと同じように、広告ＩＤ、広告分
野情報、広告コンテンツを持ち、場合によっては、その他詳細な広告プロファイルを持っ
てもよい。
【００５６】
　広告表示用ＰＣ２２、広告表示画面７２、指紋読取装置１２は，一体で，広告表示装置
ＡＤ２を構成している。
【００５７】
　サービス利用者（たとえばサービス利用者Ｕ２１）が、広告表示装置ＡＤ２の周辺にい
ないとき（通常動作時）の広告表示システムの動作は、実施例１と同様であるので、その
説明を省略する。
【００５８】
　次に、実施例２において、サービス利用者が広告表示装置ＡＤ２の指紋読取装置１２に
指紋ＦＰ１を読み取らせたとき（サービス利用者検知時）の動作について説明する。
【００５９】
　図８は、実施例２において、サービス利用者が広告表示装置ＡＤ２の指紋読取装置１２
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に指紋ＦＰ１を読み取らせたとき（サービス利用者検知時）の動作を示すフローチャート
である。
【００６０】
　サービス利用者（たとえばサービス利用者Ｕ２１）が、自己の指紋ＦＰ１を予め登録し
てあり、その指を指紋読取装置１２の上に載置すると、指紋読取装置１２は指紋情報を取
得する（Ｓ４０）。
【００６１】
　広告表示用ＰＣ２２は、指紋読取装置１２が読み取った指紋情報をサービス管理サーバ
４２に送信する（Ｓ４０）。
【００６２】
　サービス管理サーバ４２が指紋情報を受信すると、サービス管理サーバ４２は、上記指
紋情報をｋｅｙにして、サービス利用者属性データベース５２の指紋情報フィールドを検
索し（Ｓ４１）、該当するサービス利用者レコードを取得する（Ｓ４２）。
【００６３】
　そして、サービス管理サーバ４２は、上記サービス利用者レコードの広告分野情報の要
素をｋｅｙにして、広告情報データベース６２の広告分野情報フィールドを検索し（Ｓ４
３）、該当するサービス利用者用広告コンテンツを全て取得する。そして、上記サービス
利用者レコードに対応する広告表示位置情報と上記サービス利用者用広告コンテンツとを
まとめて、広告表示用ＰＣ２２へ送信する（Ｓ４４）。
【００６４】
　広告表示用ＰＣ２２が広告表示位置情報とサービス利用者用広告コンテンツとを受信し
てから後の動作は、実施例１における動作と同様であるので、その説明を省略する。
【００６５】
　実施例２によれば、サービス利用者識別として予め登録した指紋を使うことによって、
ＲＦＩＤタグ等を利用した場合に比べて、他のサービス利用者に成済ますことが非常に難
しい。また、サービス利用者が明示的に指紋を読み取らせた場合にのみ、サービス利用者
に向けた広告コンテンツを表示するので、自動的に情報が読み取られること自体に嫌悪感
がある人に対して、システムの利用を促すことができる。
【００６６】
　実施例２において、指紋の代わりに、虹彩等、他の生体情報を使用して、サービス利用
者を識別するようにしてもよい。
【００６７】
　つまり、上記実施例は、サービス利用者の属性情報と広告情報とを処理する処理装置を
有し、上記サービス利用者識別装置が、サービス利用者を識別すると、識別された上記サ
ービス利用者のサービス利用者番号を、上記処理装置に送信し、上記処理装置は、取得し
たサービス利用者番号に基づいて、上記サービス利用者属性データベースを検索し、当該
サービス利用者のレコードを取得し、当該サービス利用者レコードの広告分野情報に基づ
いて、上記広告情報データベースを検索し、該当する広告コンテンツを全て取得し、上記
全ての広告コンテンツとサービス利用者レコードの広告表示位置情報とをまとめて、上記
広告表示装置に送信し、上記広告表示装置は、上記取得した広告表示位置情報に示されて
いる位置を中心とした領域に、上記取得した広告コンテンツを、順番に表示する広告表示
システムの例である。
【００６８】
　また、上記実施例は、上記広告表示装置が、上記子画面の位置を示す広告表示位置情報
を受信し、該当する広告表示位置に、広告コンテンツを表示するときに、同じ位置に別の
サービス利用者の広告コンテンツが既に表示されている場合、上記受信した広告表示位置
情報が示す位置の周辺であって、サービス利用者の広告コンテンツが表示されていない領
域のうちで、上記受信した広告表示位置情報が示す位置との直線距離が最も短い点を中心
とする領域に、上記広告コンテンツを表示する広告表示システムの例である。
【００６９】
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　すなわち、上記各実施例によれば、自由な位置に映像を表示できる広告表示装置を利用
し、サービス利用者と関連のない情報（不特定者用広告コンテンツ）と、サービス利用者
が実際に欲している情報とを、混在して表示するので、サービス利用者がその中のどの情
報を欲しているのかを、他人が認識することができず、したがって、プライバシーを保護
することができる。
【００７０】
　また、サービス利用者の属性情報として、広告表示装置ＡＤ２のどの位置に自分の情報
が表示されるかを示す広告表示位置情報を含め、サービス利用者用広告コンテンツを提示
する際に、所定のサービス利用者に予め登録されている位置に設けられている子画面にで
きるだけ近くに、情報を表示するので、サービス利用者が自分の望む情報を見逃すことを
防止することができる。
【００７１】
　さらに、サービス利用者識別手段として、自動的に情報を読み取るＲＦＩＤタグ、また
は、サービス利用者ＩＤ情報の読み取りを、サービス利用者がコントロールできる指紋等
の生体情報を利用するので、情報が自動的に読み取られること自体に嫌悪感のある人にも
、利用しやすい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施例１である広告表示システムＡＤＳ１を示すシステム構成図である
。
【図２】実施例１において、サービス利用者属性データベース５１に格納されているデー
タ例を示す図である。
【図３】実施例１において、広告情報データベース６１に格納されているデータ例を示す
図である。
【図４】実施例１において、サービス利用者が、広告表示装置ＡＤ１の周辺に存在してな
いとき（通常動作時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作を示すフローチャートで
ある。
【図５】実施例１において、広告表示装置ＡＤ１の周辺に、サービス利用者が存在してい
るとき（サービス利用者検知時）における広告表示システムＡＤＳ１の動作を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明の実施例２である広告表示システムＡＤＳ２を示すシステム構成図である
。
【図７】実施例２において、サービス利用者属性データベース５２に格納されているデー
タ例を示す図である。
【図８】実施例２において、サービス利用者が広告表示装置ＡＤ２の指紋読取装置１２に
指紋を読み取らせたとき（サービス利用者検知時）の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７３】
　ＡＤＳ１、ＡＤＳ２…広告表示システム、
　ＡＤ１、ＡＤ２…広告表示装置、
　１１…ＲＦＩＤタグリーダライタ、
　１２…指紋読取装置、
　２１、２２…広告表示用ＰＣ、
　３０…インターネット、
　４１、４２…サービス管理サーバ、
　５１、５２…サービス利用者属性データベース、
　６１、６２…広告情報データベース、
　７１、７２…広告表示画面、
　７１ａ、７１ｂ、～７１ｐ、７２ａ、７２ｂ、～７２ｐ…子画面。
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