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(57)【要約】
【課題】大型のディスプレイに表示される街頭広告に対
して、その街頭広告端末周囲にいる人々の中から、その
街頭広告を視聴する可能性がある人のみを抽出し、その
人に提示するコンテンツを選択する。
【解決手段】本発明は、ＧＰＳ機能付携帯端末を用いて
街頭広告周囲にいる人の移動方向を算出し、移動方向と
街頭広告の表示面の向きの関係を用いて移動中の人が街
頭ディスプレイの街頭広告を見ることができるかどうか
を判定し、見ることができる人（視聴ターゲット）が存
在する場所に設置されている街頭ディスプレイに対して
、当該視聴ターゲットに適合するコンテンツを選択して
配信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配信するコンテンツ及び該コンテンツの配信先を決定するコンテンツ選択装置であって
、
　携帯端末から位置情報とユーザの属性情報を取得し、該位置情報に基づき表示装置に表
示される情報を視聴可能な端末の情報を、視聴可能候補記憶手段に格納する視聴者特性抽
出手段と、
　前記視聴可能性候補記憶手段に格納されている前記ユーザの属性情報に基づいて、コン
テンツ配信先の場所特性情報を生成し、場所特性記憶手段に格納する場所特性情報生成手
段と、
を有することを特徴とするコンテンツ選択装置。
【請求項２】
　前記視聴者特性抽出手段は、
　前記携帯端末の位置計測結果及び計測時刻情報を取得して、現在時刻に最も遠い計測時
刻での計測位置から、現在時刻に最も近い計測時刻での計測位置に向かう方向ベクトルを
算出し、該方向ベクトルの方向を該携帯端末の移動方向とし、該移動方向とコンテンツの
配信先となる表示装置の表示面の方向とのなす角度が所定の閾値以下であれば、該携帯端
末が該配信先となる表示装置を視聴可能と判断して、該携帯端末の属性情報を前記視聴可
能候補記憶手段に格納する視聴可能性計算手段を有する
請求項１記載のコンテンツ選択装置。
【請求項３】
　前記場所情報記憶手段の前記場所特性情報とコンテンツ記憶手段の視聴ターゲット属性
の適合度を計算し、該適合度に基づいて該コンテンツ記憶手段から配信するコンテンツを
選択し、該場所特性情報の配信先の表示装置に配信するコンテンツ選択手段、を更に有す
る
請求項１または２記載のコンテンツ選択装置。
【請求項４】
　配信するコンテンツ及び該コンテンツの配信先を決定するコンテンツ選択方法であって
、
　視聴者特性抽出手段が、携帯端末から位置情報とユーザの属性情報を取得し、該位置情
報に基づき表示装置に表示される情報を視聴可能な端末の情報を、視聴可能候補記憶手段
に格納する視聴者特性抽出ステップと、
　場所特性生成手段が、前記視聴可能性候補記憶手段に格納されている前記ユーザの属性
情報に基づいて、コンテンツ配信先の場所特性情報を生成し、場所特性記憶手段に格納す
る場所特性情報生成ステップと、
を行うことを特徴とするコンテンツ選択方法。
【請求項５】
　前記視聴者特性抽出ステップにおいて、
　前記携帯端末の位置計測結果及び計測時刻情報を取得して、現在時刻に最も遠い計測時
刻での計測位置から、現在時刻に最も近い計測時刻での計測位置に向かう方向ベクトルを
算出し、該方向ベクトルの方向を該携帯端末の移動方向とし、該移動方向とコンテンツの
配信先となる表示装置の表示面の方向とのなす角度が所定の閾値以下であれば、該携帯端
末が該配信先となる表示装置を視聴可能と判断して、該携帯端末の属性情報を前記視聴可
能候補記憶手段に格納する視聴可能性計算ステップを行う
請求項４記載のコンテンツ・選択方法。
【請求項６】
　前記場所情報記憶手段の前記場所特性情報とコンテンツ記憶手段の視聴ターゲット属性
の適合度を計算し、該適合度に基づいて該コンテンツ記憶手段から配信するコンテンツを
選択し、該場所特性情報の配信先の表示装置に配信するコンテンツ選択ステップを更に行
う
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請求項４または５記載のコンテンツ選択方法。
【請求項７】
　請求項１乃至３のいずれか１項記載のコンテンツ選択装置を構成する各手段としてコン
ピュータを機能させるためのコンテンツ選択プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ選択装置及び方法及びプログラムに係り、特に、映像・音声など
のコンテンツを、街頭に設置された表示装置など不特定多数の人の目に触れる場所に配信
する際に、配信先でコンテンツを視聴する可能性がある人々がどのような特徴を持ってい
るか、どの方向に移動している人が多いか、等を場所の特性として考慮することで、より
効果的なコンテンツ提示を行うためのコンテンツ選択装置及び方法及びプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　広告等のコンテンツ配信において、コンテンツ視聴者の特徴に合わせて視聴者が興味を
持ちそうなコンテンツを選択するターゲティングの技術が提案されている。例えば、Ｗｅ
ｂサイト利用者の検索クエリから関係しそうなコンテンツを自動的に選択・表示したり、
また閲覧履歴を分析してどのようなコンテンツが興味を惹くかを推定し、コンテンツを選
択・表示したりする技術である。ところで、このようなターゲティング技術の適用先とし
て、携帯端末を用いた情報提示方法も考案されている（例えば、特許文献1参照）。携帯
端末を用いることで、移動するコンテンツ視聴者にも対応できるようになった。しかし、
これらは1つの表示装置に対して一人の視聴者を想定したものであり、各視聴者毎に情報
を推薦することはできるが、街頭広告のような不特定多数の人が見る表示媒体に表示すべ
きコンテンツを推薦することには向かない。
【０００３】
　このような媒体向けに配信すべきコンテンツを自動的に選択するには、一般的には、そ
の表示装置の周囲にいる人々をコンテンツ配信先としてターゲティングを行うことが考え
られる。しかし、表示装置の周囲にいる人を単純に抽出しただけでは、抽出された人々が
コンテンツを見ることができるかを判別することができない。
【０００４】
　コンテンツを見ることができるかどうかを判定する既存の方法としては、人の顔の向き
に着目し、顔が表示装置の方向を向いていればコンテンツを見ていると判定する方法があ
る（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００５－０５６１２０号公報
【特許文献２】特開２００６－０６５４４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の特許文献２の技術を用いても、大型の街頭広告のように広範
囲に向けて広告を提示する端末の場合、広告を見る可能性があるエリア内に多数の人々が
存在するため、エリア内の人すべての人の顔の向きを判定する処理を行うには、撮影機器
設置コストや処理時間の問題が生じる。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、大型のディスプレイに表示される街頭広告
に対して、その街頭広告端末周囲にいる人々の中から、その街頭広告を視聴する可能性が
ある人のみを抽出することを可能とし、携帯端末装置の登録情報や位置情報を利用して、
ある場所・ある時間帯の視聴者の特性を定義し、コンテンツ選択を補助することが可能な
コンテンツ選択装置及び方法及び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】
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【０００７】
　図１は、本発明の原理構成図である。
【０００８】
　本発明（請求項１）は、配信するコンテンツ及び該コンテンツの配信先を決定するコン
テンツ選択装置であって、
　携帯端末から位置情報とユーザの属性情報を取得し、該位置情報に基づき表示装置に表
示される情報を視聴可能な端末の情報を、視聴可能候補記憶手段１１０に格納する視聴者
特性抽出手段１０１と、
　視聴可能性候補記憶手段１１０に格納されているユーザの属性情報に基づいて、コンテ
ンツ配信先の場所特性情報を生成し、場所特性記憶手段１３０に格納する場所特性情報生
成手段１０２と、を有する。
【０００９】
　また、本発明（請求項２）のコンテンツ選択装置は、視聴者特性抽出手段１０１におい
て、
　携帯端末の位置計測結果及び計測時刻情報を取得して、現在時刻に最も遠い計測時刻で
の計測位置から、現在時刻に最も近い計測時刻での計測位置に向かう方向ベクトルを算出
し、該方向ベクトルの方向を該携帯端末の移動方向とし、該移動方向とコンテンツの配信
先となる表示装置の表示面の方向とのなす角度が所定の閾値以下であれば、該携帯端末が
該配信先となる表示装置を視聴可能と判断して、該携帯端末の属性情報を視聴可能候補記
憶手段１１０に格納する視聴可能性計算手段を有する。
【００１０】
　また、本発明（請求項３）のコンテンツ選択装置は、場所情報記憶手段１３０の場所特
性情報とコンテンツ記憶手段１２０の視聴ターゲット属性の適合度を計算し、該適合度に
基づいて該コンテンツ記憶手段１２０から配信するコンテンツを選択し、該場所特性情報
の配信先の表示装置に配信するコンテンツ選択手段１２１、を更に有する。
【００１１】
　図２は、本発明の原理を説明するための図である。
【００１２】
　本発明（請求項４）は、配信するコンテンツ及び該コンテンツの配信先を決定するコン
テンツ選択方法であって、
　視聴者特性抽出手段が、携帯端末から位置情報とユーザの属性情報を取得し（ステップ
１）、該位置情報に基づき表示装置に表示される情報を視聴可能な端末の情報を、視聴可
能候補記憶手段に格納する（ステップ２）視聴者特性抽出ステップと、
　場所特性生成手段が、視聴可能性候補記憶手段に格納されているユーザの属性情報に基
づいて、コンテンツ配信先の場所特性情報を生成し、場所特性記憶手段に格納する（ステ
ップ３）場所特性情報生成ステップと、を行う。
【００１３】
　また、本発明（請求項５）は、視聴者特性抽出ステップにおいて、
　携帯端末の位置計測結果及び計測時刻情報を取得して、現在時刻に最も遠い計測時刻で
の計測位置から、現在時刻に最も近い計測時刻での計測位置に向かう方向ベクトルを算出
し、該方向ベクトルの方向を該携帯端末の移動方向とし、該移動方向とコンテンツの配信
先となる表示装置の表示面の方向とのなす角度が所定の閾値以下であれば、該携帯端末が
該配信先となる表示装置を視聴可能と判断して、該携帯端末の属性情報を視聴可能候補記
憶手段に格納する視聴可能性計算ステップを行う。
【００１４】
　また、本発明（請求項６）は、場所情報記憶手段の前記場所特性情報とコンテンツ記憶
手段の視聴ターゲット属性の適合度を計算し（ステップ４）、該適合度に基づいて該コン
テンツ記憶手段から配信するコンテンツを選択し（ステップ６）、該場所特性情報の配信
先の表示装置に配信する（ステップ６）コンテンツ選択ステップを更に行う。
【００１５】
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　本発明（請求項７）は、請求項１乃至３のいずれか１項記載のコンテンツ選択装置を構
成する各手段としてコンピュータを機能させるためのコンテンツ選択プログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
　上記のように本発明では、ある場所を通りかかる不特定多数の人の特性を記述し、コン
テンツの選択に利用する。また、場所特性記述のために、携帯端末に登録された情報、そ
の位置情報から推測した移動方向情報を蓄積、分析して利用する。その際に、移動方向情
報よりコンテンツ表示装置の視聴可能性を考慮し、より効果的な場所特性記述・コンテン
ツ選択が可能になる。
【００１７】
　このように本発明によれば、従来のような一人の視聴者へ向けたものではなく、不特定
多数の人をターゲットとしたコンテンツ配信への応用が可能であり、また簡便な手法によ
り表示装置を見ることができる人の特性を取得し、配信先での潜在的な視聴者の特性を記
述することが可能となる。これにより、この配信場所の特性に合わせて配信コンテンツの
決定を支援することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面と共に本発明の実施の形態を説明する。
【００１９】
　図３は、本発明の一実施の形態におけるコンテンツ選択装置の構成を示す。
【００２０】
　同図に示すコンテンツ選択装置１００（以下では、単に「装置」と記す）は、ＧＰＳ機
能付きの携帯端末１０と情報の送受信が可能で、かつ、表示装置（街頭ディスプレイ）２
０と接続されている。街頭ディスプレイ２０は、装置１００においてコンテンツと配信先
の適合度に基づいて生成されたコンテンツのプレイリストとコンテンツを取得してその内
部に蓄積し、コンテンツを表示させる。
【００２１】
　装置１００は、近くに存在する携帯端末１０から情報を取得する場所特性測定部１０１
と、取得した情報を元にその場所の特性を定義する場所特性解析部１０２と、様々な場所
で得られた場所特性を蓄積した場所特性蓄積部１３０と、表示したいコンテンツの候補を
蓄積したコンテンツ蓄積部１２０と、表示コンテンツのプレイリスト生成を補助するため
の、コンテンツと配信先との適合度を定義するコンテンツ選択部１２１、コンテンツを視
聴する対象者の端末ＩＤ及び特性を格納する視聴ターゲット特性記録部１１０とから構成
される。なお、「場所特性」とは、街頭などに置かれた街頭ディスプレイ２０を見る不特
定多数の通行人の特性を定義したその場所における属性情報の統計データであり、例えば
、性別、年代、及び、スポーツ、ファッション、映画のようなトピックのうち最も興味が
あるもの、から構成される。
【００２２】
　場所特性測定部１０１は、送受信部１０３、端末位置取得部１０４、属性取得部１０５
、メモリ１０６、移動方向計算部１０７、視聴可能性計算部１０８、最頻方向計算部１０
９、視聴ターゲット特性記録部１１０から構成される。
【００２３】
　ここで、場所特性蓄積部１３０、コンテンツ蓄積部１２０に蓄積されるデータの内容に
関してその例をあげる。
【００２４】
　図４は、本発明の一実施の形態における場所特性蓄積部に格納されるデータの例である
。
【００２５】
　場所特性蓄積部１３０は、場所特性解析部１０２が、例えば、場所ＩＤ"０００１"での
時間帯"００１"における通行人の典型的特性を定義した結果を格納したものである。この
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ように、場所特性蓄積部１３０には、場所ＩＤ、計測時刻、時間帯情報、その場所、その
時間帯で測定された場所特性等が格納される。ここで、「場所ＩＤ」とは、ある場所に一
意に付与された番号で、それぞれの街頭ディスプレイ２０に対応していてもよいし、ある
エリアと対応していてもよいものである。「時間帯情報」とは、例えば、朝、昼、夜のよ
うな時間帯区分を表すものである。
【００２６】
　場所特性蓄積部１３０は、場所解析部１０２によって定義された新たな場所ＩＤについ
ての典型的特性、既存の場所について最新の典型的特性を格納する。
【００２７】
　コンテンツ蓄積部１２０には、広告コンテンツなどの映像・音声それ自体、そのコンテ
ンツＩＤ、及びそのコンテンツに関する基本情報が格納されている。基本情報として、例
えば、広告コンテンツの場合、広告したい商品についての情報、視聴ターゲットとなる人
々の属性すなわち、性別、年代、興味のあるトピックは何か、についての情報が記憶され
る。この基本情報は、場所特性蓄積部１３０に記憶される情報と性別、年代、興味のある
トピック等、少なくとも一部は重複している。
【００２８】
　また、図３の装置１００の場所特性測定部１０１には、街頭ディスプレイ２０毎にロー
カルに配備する構成と、複数の街頭ディスプレイ２０に対して１つ配備すればよい構成が
ある。配備形態を変更した例を図５に示す。図５は、本発明の一実施の形態における場所
特性測定部の他の構成例を示す。同図の例は、送受信部１０３のみを街頭ディスプレイ毎
に設け、それ以外の機能を、ネットワーク３０を介して接続した例である。
【００２９】
　本発明では、図３、図５のいずれの構成についても適用可能である。
【００３０】
　以下に、場所特性測定部１０１の動作について説明する。
【００３１】
　図６は、本発明の一実施の形態における場所特性測定部の動作のフローチャートである
。
【００３２】
　ステップ１１０）　送受信部１０３は、携帯端末１０から自動的に送信されてくる端末
ＩＤ、端末位置情報、端末位置計測時刻を直接、または、ネットワークを介して受信する
。受信した情報は、端末位置取得部１０４により、図７に示すように、メモリ１０６に記
録される。以下に当該端末位置取得部１０４の処理について説明する。図８は、本発明の
一実施の形態における送受信部・端末位置取得部の動作のフローチャートである。携帯端
末１０から端末ＩＤ、位置情報、位置計測時刻が送られてきた場合は（ステップ１１０１
、Ｙｅｓ）、送受信部１０３はそれらの情報を受信し（ステップ１１０２）、送受信部１
０３が受信した端末ＩＤ、位置情報、位置計測時刻を端末位置取得部１０４に渡す(ステ
ップ１１０３)。端末位置取得部１０４は、渡された端末ＩＤ、位置情報、位置計測時刻
をメモリ１０６に記録する（ステップ１１０４）。
【００３３】
　ステップ１２０）　移動方向計算部１０７は、メモリ１０６に対して位置情報送信要求
を発行することにより、端末ＩＤ、端末位置情報、端末位置計測時刻を取得し、各携帯端
末１０の端末ＩＤ毎に移動方向を計算し、視聴可能性算出部１０８に端末ＩＤと移動方向
の組を渡す。
【００３４】
　ステップ１３０）　視聴可能性算出部１０８は、街頭ディスプレイ方向記録部１１１に
格納されている街頭ディスプレイの方向と移動方向を用いて、端末ＩＤ毎にその携帯端末
を持ち歩いている人が街頭ディスプレイ２０を視聴可能かどうかを判定する。視聴可能性
計算部１０８は、携帯端末ＩＤ毎の視聴可能性判定結果を視聴ターゲット特性記録部１１
０に記録してもよい。以下の説明では、視聴可能性判定結果を記録するものとして説明す
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る。
【００３５】
　ステップ１４０）　場所特性解析部１０２が視聴ターゲット特性記録部１１０に記録さ
れた街頭ディスプレイ２０を視聴可能な端末ＩＤの属性情報の統計処理を行う。
【００３６】
　なお、当該ステップ１４０の処理は、ステップ１３０でディスプレイ視聴可能と判定さ
れた端末ＩＤの数が予め定めた一定数以上に達した時点、または、予め定めた一定期間が
経過し他時点で実行するようにしてもよい。
【００３７】
　統計処理の際、携帯端末１０が、端末ＩＤと共に携帯端末保有者の性別、年齢、興味を
持つ分野を示す情報についても送受信部１０３に送信し、属性取得部１０５によってメモ
リ１０６に蓄積されている場合、視聴ターゲット特性記憶部１１０から街頭ディスプレイ
２０を視聴可能な端末ＩＤを取得し、さらに、街頭ディスプレイ２０を視聴可能な端末Ｉ
Ｄに対応する性別、年齢、興味を持つ分野を示す情報をメモリ１０６から取得して統計処
理を行う方法もある。統計処理の結果は、図４に示す場所特性蓄積部１３０に格納する。
図４に示す場所特性蓄積部１３０のデータは、街頭ディスプレイ２０毎に場所ＩＤを付与
し、この街頭ディスプレイ２０を視聴可能と判定された端末ＩＤが４個の場合の例である
。同図において、「時間帯」とは、１日の時間を予め１個以上の時間帯に分割しておき、
計測時刻がどの時間帯に含まれるのかを示す情報である。「性別」には、例えば男性を"
０"、女性を"１"としてコード化して記録する。「年代」には、年齢を予め１個以上の年
代に分割しておき、端末ＩＤに対応付けられた年齢情報が予め分割された年代の中のどの
年代に含まれるのかを示す情報を記録する。「興味」には、予め興味の分野をいくつか定
めておき、更に、各分野を示すコード番号についても予め定めておき（例：０はスポーツ
、1は音楽、３はファッションに興味があることを示す）、端末ＩＤに基づいて送信され
た興味を持つ分野を示す情報が含まれる分野の番号を記録する。
【００３８】
　場所特性解析部１０２は、統計情報として、例えば、時間帯"００１"で街頭ディスプレ
イ２０を視聴可能な人の中に女性の占める割合が最も高い興味の分野等を算出する。但し
、上記のような属性情報を取得できるのは、携帯端末１０が属性情報を公開している場合
のみである。例えば、朝、場所"００１"では、性別・年代は３０代男性が多く、住宅情報
やスポーツに興味を持っている人が多いが、昼は３０代女性と２０代男性が多く、前者は
暮らしに関する情報に興味を持っており、後者は車やグルメに興味を持っている、などと
いった時間帯毎のそこを通過する人々に多い特性を定義することが可能である。このとき
、ステップ１３０で行った視聴可能性判定より、視聴ターゲット特性記憶部１１０に格納
されている情報のみを、場所特性の算出に用いることができる。このように時間帯及び得
られた属性情報を集計することにより、その時間帯のその場所特性を定義する。集計の方
法としては、単純に同じ属性要素のうち、最多なものを採択したり、あるいは、性別・年
齢層のみで最多なものを特定し、そのような人々が最も興味を持っている属性を典型属性
として定義するなど、要素間の共起を考慮に入れた集計手法をとってもよい。
【００３９】
　ステップ１５０）　場所特性解析部１０２がステップ１４０で定義したある時間帯の場
所特性により、場所特性蓄積部１３０が更新される。
【００４０】
　また、ステップ１３０とステップ１４０との間に、最頻方向計算部１０９がステップ１
３０で得られた移動方向を利用して最も多く携帯端末１０が移動している方向（最頻方向
）を、例えば、予め定めた時間帯毎に算出し、時間帯と最頻方向とを対応付けて視聴ター
ゲット特性記録部１１０に記録する処理を挿入してもよい。これには、予め最頻方向計算
部１０９に登録された移動方向と時間帯の組み合わせから考えられる移動目的の対応を利
用する。例えば、駅に向かう通路という場所において、朝、駅に向かう方向に移動する人
が多い場合、移動目的は通勤・通学である場合が多いと推定できる。それに合わせてビジ
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ネスに関係したコンテンツを優先的にプレイリストに加えることもできる。すなわち、最
頻方向計算部１０９は、移動目的との対応から、コンテンツ蓄積部１２０のコンテンツに
ついても基本情報を参照することで、コンテンツ選択部１２１に対し、移動目的に関連し
たコンテンツの優先度を高めさせることができる。
【００４１】
　ステップ１６０）　コンテンツ選択部１２１は、場所特性蓄積部１３０から参照した場
所特定と、コンテンツ蓄積部１２０から参照したコンテンツの視聴ターゲット属性から、
両者の間の適合度を算出する。最も適合するコンテンツを街頭ディスプレイ２０のプレイ
リストに追加させる処理を行ってもよい。これについて、図９のフローチャートを用いて
その処理の流れを説明する。
【００４２】
　図９は、本発明の一実施の形態におけるコンテンツ選択部の動作のフローチャートであ
る。
【００４３】
　ステップ３１０）　コンテンツ選択部１２１は、ある場所、例えば、場所"００１"の街
頭ディスプレイからプレイリスト生成補助の要求を受け付けると、場所"００１"に対応す
る場所特性を場所特性蓄積部１３０より取得する。
【００４４】
　ステップ３２０）　街頭ディスプレイ２０に表示させる可能性のあるコンテンツの候補
について、そのコンテンツＩＤとそれに対応する視聴ターゲット属性をコンテンツ蓄積部
１２０より取得する。視聴ターゲット属性とは、前述のように、例えばそのコンテンツが
ターゲットとする視聴者の年齢層や性別、どのようなトピックに興味があるかの情報であ
る。
【００４５】
　ステップ３３０）　ステップ３１０で取得した場所特性と視聴ターゲット属性との適合
度が計算され、得点化される。適合度の計算としては、例えば、各候補コンテンツに対し
て、場所特定と、性別、年代、興味のあるトピック３者共の完全一致で１２点、部分一致
で各要素毎に４点を追加といった加算方法や、どれか重要な要素に重み付けして加算する
方法などが考えられる。また、他システムにおいてある要因で既に適合度得点が算出され
ている場合に、その得点に本システムでの得点を加算することで、より多くの要因を考慮
して適合度を定義することもできる。
【００４６】
　ステップ３４０）　適合度得点の高さによりコンテンツに優先順位をつける。例えば、
プレイリストに追加すべきコンテンツとして、より高得点のコンテンツの優先順位を高く
設定してもよい。
【００４７】
　ステップ１７０）　コンテンツ選択部１２１は、コンテンツの適合度を計算するべき街
頭ディスプレイ（配信先候補）の中で適合度未算出の街頭ディスプレイ（配信先候補）が
あるかどうかを判定し、適合度未算出の街頭ディスプレイがある場合には、ステップ１６
０に戻る。適合度未算出の街頭ディスプレイがない場合には、処理を終了する。
【００４８】
　なお、適合度を算出すべき街頭ディスプレイを特定する方法としては、街頭ディスプレ
イ毎に場所ＩＤを付与しておき、適合度を算出すべき街頭ディスプレイに対応する場所Ｉ
Ｄのリストを記憶部（図示せず）に記録しておき、ステップ１６０を開始する時点でコン
テンツ選択部１２１が当該記憶部からこのリストを取得する方法がある。また、適合度未
算出の街頭ディスプレイがあるか否かを判定する方法としては、各街頭ディスプレイに対
して処理済か否かを示すフラグを設け、コンテンツ選択部１２１がリスト取得時点で全フ
ラグを未処理を示す予め定めた値に設定しておき、ステップ１６０の処理を実施した街頭
ディスプレイに対するフラグの値を処理済を示す予め定めた値に設定する方法がある。
【００４９】
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　次に、図６のフローチャートのステップ１２０、ステップ１３０の視聴可能性判定処理
について詳細に説明する。
【００５０】
　図１０は、本発明の一実施の形態における視聴可能性判定処理のフローチャートである
。
【００５１】
　ステップ１２０１）　場所特性測定部１０１の移動方向計部１０７は、予め定めた視聴
可能性判定処理時刻になったかどうかを判定する。また、視聴可能性判定処理時刻を定め
る方法の他に、前回の視聴可能性判定処理時刻を記録部（図示せず）に記録しておき、前
回の判定処理時刻から予め定めた長さの時間が経過したかどうかを判定し、予め定めた時
間が経過した場合にステップ１２０２に移行することとしてもよい。
【００５２】
　ステップ１２０２）　移動方向計算部１０７は、メモリ１０６に記録されている端末Ｉ
Ｄの中に未処理の端末ＩＤがあるかどうかを判定する。全端末ＩＤが処理済の場合、移動
方向計算部１０７は処理を終了する。未処理の端末ＩＤがある場合、ステップ１２０３に
移行する。
【００５３】
　なお、端末ＩＤが未処理か否かを判定する方法としては、例えば、端末ＩＤ毎に処理を
実施したか否かを示すフラグを設けておき、ステップ１２０２開始時に全端末ＩＤに対す
るフラグ値を「予め定めた、未処理を示す値」に設定しておき、端末ＩＤを選択する毎に
選択した端末ＩＤに対するフラグ値を「予め定めた、処理済みであることを示す値」に設
定することで、端末ＩＤ毎のフラグの値が予め定めた未処理を示す値か処理済であること
を示す値かを判定する方法がある。
【００５４】
　ステップ１２０３）　移動方向計算部１０７は、メモリ１０６の未処理の端末ＩＤの中
から１つの端末ＩＤを選択し、ステップ１２０４に移行する。
【００５５】
　ステップ１２０４）　移動方向計算部１０７は、選択された端末ＩＤの位置計測結果、
計測時刻情報をメモリより取得し、ステップ１２０５に移行する。
【００５６】
　ステップ１２０５）　移動方向計算部１０７が、現在時刻に最も遠い計測時刻での計測
位置から、現在時刻に最も近い計測時刻での位置計測位置に向かう方向ベクトルを算出し
、算出された方向ベクトルの方向を選択された端末ＩＤの移動方向とし、移動方向計算部
１０７が視聴可能性計算部１０８に端末ＩＤと移動方向の情報を受け渡してステップ１３
０１に移行する。
【００５７】
　ステップ１３０１）　視聴可能性計算部１０８は、予め定めた街頭ディスプレイ２０の
表示面の方向と、予め定められた閾値の角度を街頭ディスプレイ方向記憶部１１１より読
み出し、選択された端末ＩＤの移動方向と読み出された街頭ディスプレイ２０の表示面の
方向の成す角度を算出し、この成す角度が読み出された閾値の角度以下かどうかを判定す
る（複数の街頭ディスプレイがある場合、街頭ディスプレイ毎に場所ＩＤを付与して場所
ＩＤとディスプレイの表示方向を対応付けて街頭ディスプレイ方向視聴ターゲット特性記
録部１１１に記録しておき、また、端末位置取得部１０４は、送受信部１０３から場所Ｉ
Ｄの情報と共に端末ＩＤ、端末位置情報、端末位置計測時刻を受信してメモリ１０６にこ
れらの情報を対応付けて記録しておき、場所特性測定部１０１が場所ＩＤ毎に図１０に示
す処理を実施することとしてもよい）。閾値以下の場合、ステップ１３０２に移行する。
閾値以下でない場合はステップ１３０３に移行する。
【００５８】
　ステップ１３０２）　視聴可能性計算部１０８は、選択された端末ＩＤは街頭ディスプ
レイを視聴可能とし、ステップ１２０１に戻る。なお、視聴可能性計算部１０８が判定結
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果を視聴ターゲット特性記録部１１０に記録してもよい（この際、端末ＩＤと視聴可能で
あることを示す情報を対応付けて視聴ターゲット特性記録部１１０に記録してもよい）。
【００５９】
　なお、上記の実施の形態における図３、図５に示すコンテンツ選択装置の動作をプログ
ラムとして構築し、コンテンツ選択装置として利用されるコンピュータにインストールし
て、ＣＰＵに実行させることが可能である。
【００６０】
　また、構築されたプログラムをハードディスクや、フレキシブルディスク・ＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の可搬記憶媒体に格納し、コンピュータにインストールする、または、配布すること
が可能である。
【００６１】
　なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲内において
種々変更・応用が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、大型の街頭広告端末に広告等の情報を表示するための技術に適用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の原理構成図である。
【図２】本発明の原理を説明するための図である。
【図３】本発明の一実施の形態におけるコンテンツ選択装置の構成図である。
【図４】本発明の一実施の形態における場所特性蓄積部に格納されたデータの例である。
【図５】本発明の一実施の形態における場所特性測定部の他の構成例である。
【図６】本発明の一実施の形態における場所特性測定部の動作のフローチャートである。
【図７】本発明の一実施の形態における場所特性測定部のメモリに格納されるデータの例
である。
【図８】本発明の一実施の形態における送受信部・端末位置取得部の動作のフローチャー
トである。
【図９】本発明の一実施の形態におけるコンテンツ選択部の動作のフローチャートである
。
【図１０】本発明の一実施の形態における視聴可能性判定処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００６４】
１０　携帯端末
２０　表示装置（街頭ディスプレイ）
１００　コンテンツ選択装置
１０１　視聴者特性抽出手段、場所特性測定部
１０２　場所特性情報生成手段、場所特性解析部
１０３　送受信部
１０４　端末位置取得部
１０５　属性取得部
１０６　メモリ
１０７　移動方向計算部
１０８　視聴可能性計算部
１０９　最頻方向計算部
１１０　視聴可能候補記憶手段、記憶部
１１１　街頭ディスプレイ方向記憶部
１２０　コンテンツ記憶手段、コンテンツ蓄積部
１２１　コンテンツ選択手段、コンテンツ選択部
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１３０　場所特性記憶手段、場所特性蓄積部
２０１　場所特性測定部
２０２　場所特性解析部
２０３　送受信部
２０４　受信内容解析部
２０５　携帯端末用コンテンツ変換部
３０１　場所特性測定部
３０２　コンテンツ改変部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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