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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮアクセスポイントの通信エリア内に存在し、かつ、所定条件を満たす無線端
末を検出する検出手段と、
　前記検出手段によって検出された前記無線端末の情報と前記無線ＬＡＮアクセスポイン
トに設定された属性情報とを関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記属性情報を指定する広告配信の注文要求を、前記属性情報に関連付けて前記記憶手
段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて受け付ける受付手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて将来の広告配信先として予測
される配信対象ユーザを設定する設定部と、
　前記注文要求に対して前記配信対象ユーザを割り当てる割当手段と、を備え、
　前記受付手段は、
　前記設定部により設定された前記配信対象ユーザのうち、前記割当手段により前記注文
要求に割り当てられていない前記配信対象ユーザに基づいて、新たな注文要求に対する受
け付けを行う
ことを特徴とする広告配信管理装置。
【請求項２】
　前記属性情報には、
　前記無線ＬＡＮアクセスポイント単位に設定される第１の属性情報と、２以上の前記無
線ＬＡＮアクセスポイントのグループ単位で設定される第２の属性情報とが含まれ、
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　前記記憶手段は、
　前記第１の属性情報および前記第２の属性情報を前記無線端末の情報と関連付けて記憶
する
ことを特徴とする請求項１に記載の広告配信管理装置。
【請求項３】
　前記属性情報には、配信単価の情報が設定され、
　前記割当手段は、
　複数の前記属性情報に関連付けられた前記配信対象ユーザを、当該複数の属性情報のう
ち前記配信単価が相対的に高い属性情報を指定する注文要求へ優先して割り当てる
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の広告配信管理装置。
【請求項４】
　前記割当手段は、
　複数の前記属性情報に関連付けられた前記配信対象ユーザを、当該複数の属性情報のう
ち前記注文要求に未割り当ての配信対象ユーザの数が相対的に少ない属性情報を指定する
注文要求へ優先して割り当てる
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の広告配信管理装置。
【請求項５】
　前記記憶手段は、
　前記属性情報と、当該属性情報を指定した広告配信に対する広告効果とを関連付けて記
憶し、
　前記割当手段は、
　複数の前記属性情報に関連付けられた前記配信対象ユーザを、当該複数の属性情報のう
ち前記広告効果が相対的に高い属性情報を指定する注文要求へ優先的に割り当てる
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の広告配信管理装置。
【請求項６】
　前記受付手段は、
　前記広告配信の注文要求で指定される頻度が閾値以上ある２以上の属性情報の組み合わ
せを一つの属性情報として前記注文要求を受け付ける
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の広告配信管理装置。
【請求項７】
　前記検出手段は、
　前記無線端末の電波強度および／または滞在時間が所定閾値以上である場合に、前記所
定条件を満たすと判定する
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の広告配信管理装置。
【請求項８】
　前記検出手段は、
　前記無線端末を検出した時間帯および検出回数が予め定められた条件を満たす場合に、
前記所定条件を満たすと判定する
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の広告配信管理装置。
【請求項９】
　コンピュータが実行する広告配信管理方法であって、
　無線ＬＡＮアクセスポイントの通信エリア内に存在し、かつ、所定条件を満たす無線端
末の情報を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップによって検出された前記無線端末の情報と前記無線ＬＡＮアクセスポ
イントに設定された属性情報とを関連付けて記憶手段に記憶する記憶ステップと、
　前記属性情報を指定する広告配信の注文要求を、前記属性情報に関連付けて前記記憶手
段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて受け付ける受付ステップと、
　前記記憶手段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて将来の広告配信先として予測
される配信対象ユーザを設定する設定ステップと、
　前記注文要求に対して前記配信対象ユーザを割り当てる割当ステップと、を含み、
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　前記受付ステップは、
　前記設定ステップにおいて設定された前記配信対象ユーザのうち、前記割当ステップに
おいて前記注文要求に割り当てられていない前記配信対象ユーザに基づいて、新たな注文
要求に対する受け付けを行う
ことを特徴とする広告配信管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告配信管理装置および広告配信管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットなどのネットワークの飛躍的な普及に伴い、ネットワークを介し
た広告配信が盛んに行われている。かかる広告配信の一つの形態として、広告配信の対象
となるページ（以下、広告配信対象ページと記載する）内の一定スペースに画像や映像な
どを用いて広告を表示するディスプレイ広告が知られている。
【０００３】
　ディスプレイ広告では、広告主によって指定されたユーザ属性（性別、年齢など）を有
するユーザに対して広告配信を行うことによって、効果的な広告配信が行われている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　そして、広告主から広告配信の注文要求に対し、この注文要求で指定されたユーザ属性
や配信数の配信条件を満たす受注在庫がある場合に、受注在庫を割り当てて注文要求の受
け付けを行っている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２０３１１９号公報
【特許文献２】特開２００２－２８８３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献２に記載の発明では、性別、年齢や職業といったデモグラフィ
ック属性をユーザ属性とする受注在庫が設定されており、広告主の要望に対応した広告配
信の受け付けを行うことができない場合があった。
【０００７】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、ユーザの実空間での行動に応じた属性情
報で広告配信の注文要求を受け付けることができる広告配信管理装置および広告配信管理
方法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】
【０００８】
　本願に係る広告配信管理装置は、無線ＬＡＮアクセスポイントの通信エリア内に存在し
、かつ、所定条件を満たす無線端末の情報を検出する検出手段と、前記検出手段によって
検出された前記無線端末の情報と前記無線ＬＡＮアクセスポイントに設定された属性情報
とを関連付けて記憶する記憶手段と、前記属性情報を指定する広告配信の注文要求を、前
記属性情報に関連付けて前記記憶手段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて受け付
ける受付手段と、前記記憶手段に記憶された前記無線端末の情報に基づいて将来の広告配
信先として予測される配信対象ユーザを設定する設定部と、前記注文要求に対して前記配
信対象ユーザを割り当てる割当手段とを備える。前記受付手段は、前記設定部により設定
された前記配信対象ユーザのうち、前記割当手段により前記注文要求に割り当てられてい
ない前記配信対象ユーザに基づいて、新たな注文要求に対する受け付けを行うことを特徴
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とする。
 
【発明の効果】
【０００９】
　実施形態の一態様によれば、ユーザの実行動に基づいた属性情報で広告配信の注文要求
を受け付けることができる広告配信管理装置および広告配信管理方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係る広告配信管理システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、実施形態に係る広告配信管理方法の説明図である。
【図３】図３は、無線ＬＡＮアクセスポイントの構成の一例を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、無線ＬＡＮアクセスポイントと無線端末との間のセッション確立の
シーケンスを示す図（その１）である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、無線ＬＡＮアクセスポイントと無線端末との間のセッション確立の
シーケンスを示す図（その２）である。
【図５】図５は、実施形態に係る広告配信管理装置の構成例を示す図である。
【図６】図６は、広告情報ＤＢに記憶された広告情報テーブルの一例を示す図である。
【図７】図７は、ユーザ情報ＤＢに記憶されたユーザ情報テーブルの一例を示す図である
。
【図８】図８は、過去ログＤＢに記憶されるアクセスログテーブルの一例を示す図である
。
【図９】図９は、空間情報ＤＢに記憶される端末情報テーブルの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、空間情報ＤＢに記憶される空間情報テーブルの一例を示す図である
。
【図１１】図１１は、空間情報テーブルにおけるＡＰ属性および属性設定条件の他の例を
示す図である。
【図１２】図１２は、将来ログＤＢに記憶される将来ログテーブルの一例を示す図である
。
【図１３】図１３は、空間情報ＤＢに記憶される属性情報テーブルの一例を示す図である
。
【図１４】図１４は、無線ＬＡＮアクセスポイントにおける情報処理のフローチャートで
ある。
【図１５】図１５は、広告配信管理装置における情報処理のフローチャートである。
【図１６】図１６は、図１５に示す注文要求受付処理のフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願に係る広告配信管理装置および広告配信管理方法を実施するための形態（
以下、「実施形態」と呼ぶ）について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施
形態により本願に係る広告配信管理装置および広告配信管理方法が限定されるものではな
い。
【００１２】
〔１．広告配信管理システムの構成〕
　まず、実施形態に係る広告配信管理システムの構成について説明する。図１は、実施形
態に係る広告配信管理システムの構成例を示す図であり、かかる広告配信管理システム１
によってユーザの実行動に基づいた属性情報で広告配信の注文要求を受け付けることがで
きる。
【００１３】
　図１に示すように、実施形態に係る広告配信管理システム１は、無線ＬＡＮ（Local　A
rea　Network）アクセスポイント２1～２m（以下、無線ＬＡＮアクセスポイント２と総称
する場合がある）と、情報提供装置３と、広告配信管理装置４とを備える。無線ＬＡＮア
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クセスポイント２、情報提供装置３および広告配信管理装置４は通信ネットワーク７を介
して相互に通信可能に接続される。通信ネットワーク７は、例えば、インターネットなど
のＷＡＮ（Wide　Area　Network）である。
【００１４】
　かかる広告配信管理システム１は、無線ＬＡＮアクセスポイント２で検出した情報に基
づき、無線端末５1～５n（以下、無線端末５と総称する場合がある）のユーザの属性であ
るユーザ属性を設定し、設定したユーザ属性に対する広告主端末６からの広告配信の注文
要求を通信ネットワーク７経由で受け付ける。広告主端末６は、広告配信を希望する広告
主の端末装置である。
【００１５】
　無線端末５は、例えば、無線ＬＡＮ通信機能を搭載した携帯電話機であり、無線ＬＡＮ
アクセスポイント２の通信エリア内では、無線ＬＡＮアクセスポイント２経由で情報提供
装置３や広告配信管理装置４にアクセスが可能である。なお、無線端末５は、携帯電話基
地局などの無線ＷＡＮ基地局（図示せず）を経由して通信ネットワーク７に接続された情
報提供装置３や広告配信管理装置４へのアクセスが可能である。
【００１６】
　無線ＬＡＮアクセスポイント２は、無線ＬＡＮ通信部を備えており、かかる無線ＬＡＮ
通信部によって、無線端末５と相互に無線通信可能である。無線ＬＡＮアクセスポイント
２は、例えば、小売店、飲食店、美容院・理容院、病院、ホテル、映画館、複合レジャー
施設などの商業空間の他、駅、商店街、コンサートやスポーツなどが行われるイベント会
場などを通信エリアとする。
【００１７】
　図１に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント２1は、コンビニエンスストアである
Ａ店舗に設置され、無線ＬＡＮアクセスポイント２2～２mは、Ｂ駅に設置される。また、
その他の無線ＬＡＮアクセスポイント２は、他の場所へ設置されるが、図１に示す例では
省略している。
【００１８】
　情報提供装置３は、無線端末５からアクセスがあった場合、例えば、Ｗｅｂページなど
の広告配信対象ページを無線端末５へ送信する。広告配信対象ページには、広告情報のＵ
ＲＬ（Uniform　Resource　Locator）が含まれており、無線端末５は、かかるＵＲＬに基
づいて、広告配信管理装置４に対して広告情報を要求する。広告配信管理装置４は、無線
端末５から広告情報の要求を受信すると、無線端末５のユーザ（以下、端末ユーザと記載
する場合がある）が有するユーザ属性に対応する広告情報を無線端末５へ送信する。
【００１９】
　広告配信管理装置４は、無線ＬＡＮアクセスポイント２で検出した情報に基づき、無線
端末５のユーザのユーザ属性を設定し、設定したユーザ属性に対する広告主端末６からの
広告配信の注文要求を受け付ける。そして、広告配信管理装置４は、受け付けた注文要求
に対する受注在庫の割り当て処理、注文要求で指定された広告情報の配信を実行する処理
を行うことによって、広告配信の注文の受け付けから配信までの処理を実行する。
【００２０】
〔２．広告配信管理方法〕
　次に、広告配信管理システム１による広告配信管理方法の一例について説明する。図２
は、実施形態に係る広告配信管理方法の説明図である。
【００２１】
　図２に示すように、無線ＬＡＮアクセスポイント２の通信エリア（以下、ＡＰ通信エリ
アと記載する）に存在する無線端末５が無線ＬＡＮアクセスポイント２へ無線信号を送信
する（ステップＳ１）。無線ＬＡＮアクセスポイント２は、無線端末５から送信される無
線信号に基づき、端末情報として、無線端末５の端末ＩＤや電波強度情報を検出する（ス
テップＳ２）。
【００２２】
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　端末ＩＤは、例えば、無線端末５の無線ＬＡＮ通信部のＭＡＣアドレス（Media　Acces
s　Control　address）であり、電波強度情報は、例えば、無線端末５から送信されて無
線ＬＡＮアクセスポイント２で受信される無線信号の電波強度の情報である。無線ＬＡＮ
アクセスポイント２は、無線端末５の端末ＩＤおよび電波強度情報を含む端末情報を検出
情報として広告配信管理装置４へ送信する（ステップＳ３）。
【００２３】
　広告配信管理装置４は、無線ＬＡＮアクセスポイント２から送信される検出情報に基づ
き、無線端末５のユーザのユーザ属性を設定する（ステップＳ４）。かかる処理において
は、広告配信管理装置４は、無線ＬＡＮアクセスポイント２から送信される検出情報に基
づき、ＡＰ通信エリア内に存在し、かつ、所定条件を満たす無線端末５の情報を検出する
。
【００２４】
　そして、広告配信管理装置４は、ＡＰ通信エリア内に存在し、かつ、所定条件を満たす
無線端末５のユーザのユーザ属性としてＡＰ属性を設定する。ＡＰ属性は、無線ＬＡＮア
クセスポイント２単位または２以上の無線ＬＡＮアクセスポイント２のグループ単位で設
定される属性情報である。広告配信管理装置４は、無線端末５の情報（端末ＩＤまたはユ
ーザのユーザＩＤ）とＡＰ属性とを関連付けて内部のＤＢに記憶する。
【００２５】
　例えば、無線端末５1が無線ＬＡＮアクセスポイント２1の通信エリアに存在し、所定条
件を満たす場合、無線端末５1のユーザに対し、ＡＰ属性として、例えば、無線ＬＡＮア
クセスポイント２1の設置場所の業態である「コンビニエンスストア」が設定される。
【００２６】
　また、無線端末５3が無線ＬＡＮアクセスポイント２2の通信エリアに存在し、所定条件
を満たす場合、無線端末５3のユーザに対して、ＡＰ属性として、例えば、無線ＬＡＮア
クセスポイント２2の設置場所である「Ｂ駅」が設定される。
【００２７】
　広告配信管理装置４は、将来の所定期間において広告配信先となる配信対象ユーザのユ
ーザ属性を含む情報を予測し、かかる予測結果を将来ログとして内部の記憶部に設定する
（ステップＳ５）。かかる処理において、広告配信管理装置４は、将来の５日間に情報提
供装置３へアクセスするユーザがどのようなユーザ属性（ＡＰ属性を含む）を有し、どの
くらいアクセスするかを予測し、将来ログとして内部の記憶部に設定する。
【００２８】
　例えば、無線端末５のユーザが情報提供装置３へアクセスする頻度の平均が１日／回で
あり、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」として設定される無線端末５のユーザの数が１
日で「１０００」であるとする。この場合、広告配信管理装置４は、例えば、将来の５日
間にＡＰ属性「コンビニエンスストア」を有する配信対象ユーザが「５０００」であると
予測する。
【００２９】
　その後、広告主端末６からＡＰ属性を指定ユーザ属性とする注文要求Ｏ１が送信される
と（ステップＳ６）、広告配信管理装置４は、注文要求Ｏ１を受け付けるか否かの判定を
行う（ステップＳ７）。注文要求Ｏ１には、広告情報、ユーザ属性、配信数および配信期
間の情報が含まれる。
【００３０】
　例えば、注文要求Ｏ１が、指定するＡＰ属性を「コンビニエンスストア」とし、配信期
間を将来の５日間とし、その配信数を「５０００」とする注文要求である場合、将来の５
日間にＡＰ属性「コンビニエンスストア」を有する配信対象ユーザの数が「５０００」以
上である場合、広告配信管理装置４は、注文要求Ｏ１を受け付ける。
【００３１】
　その後、注文要求Ｏ１で指定された配信期間において、無線端末５から情報提供装置３
へのページ要求が送信されると（ステップＳ８）、例えば、Ｗｅｂページなどの広告配信
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対象ページを無線端末５へ送信する（ステップＳ９）。広告配信対象ページには、広告情
報のＵＲＬが含まれており、無線端末５は、かかるＵＲＬに基づいて、広告配信管理装置
４に対して広告情報を要求する（ステップＳ１０）。
【００３２】
　広告配信管理装置４は、無線端末５から広告情報の要求を受信すると無線端末５のユー
ザが有するユーザ属性に対応する広告情報を無線端末５へ送信する（ステップＳ１１、Ｓ
１２）。例えば、広告情報の要求を送信した無線端末５がＡＰ属性「コンビニエンススト
ア」のユーザ属性を有する場合、広告配信管理装置４は、ＡＰ属性「コンビニエンススト
ア」を指定する注文要求Ｏ１の広告情報を要求元の無線端末５へ送信する。無線端末５は
、広告配信管理装置４から送信される広告情報を表示部に表示する（ステップＳ１３）。
なお、広告情報として、例えば、バナー広告、テキスト広告、動画広告などの２次元コン
テンツや３次元コンテンツなどがある。
【００３３】
　このように、実施形態に係る広告配信管理処理では、無線ＬＡＮアクセスポイント２の
設置場所に応じた情報をユーザ属性として広告配信の注文要求を受け付けることができ、
広告主に対してユーザの実行動に対応する属性をターゲットとして提供できる。これによ
り、通信ネットワーク７上のユーザの行動に応じた属性とは異なる新たな属性をターゲッ
トとして提供でき、広告主に対する広告配信サービスの魅力を向上させることができる。
【００３４】
　以下、広告配信管理システム１を構成する無線ＬＡＮアクセスポイント２および広告配
信管理装置４について、さらに詳細に説明する。
【００３５】
〔３．無線ＬＡＮアクセスポイント２の構成〕
　まず、無線ＬＡＮアクセスポイント２の構成について具体的に説明する。図３は、無線
ＬＡＮアクセスポイント２の構成の一例を示す図である。図３に示すように、無線ＬＡＮ
アクセスポイント２は、無線ＬＡＮ通信部２１と、ＷＡＮ通信部２２と、制御部２３と、
記憶部２４とを有する。
【００３６】
　無線ＬＡＮ通信部２１は、例えば、対象とする空間（例えば、飲食店やイベント会場な
どの空間）がその通信エリアとなるように設置される。かかる無線ＬＡＮ通信部２１は、
無線ＬＡＮ通信を行う通信インタフェースであり、無線ＬＡＮ通信機能を搭載した無線端
末５との間で情報の送受信を行う。なお、無線ＬＡＮとして、例えば、ＩＥＥＥ８０２．
１１によって規定される無線ＬＡＮなどがあるが、かかる規格の無線ＬＡＮに限定される
ものではない。
【００３７】
　ＷＡＮ通信部２２は、通信ネットワーク７に接続され、通信ネットワーク７を介して情
報提供装置３や広告配信管理装置４との間で情報の送受信を行う。かかるＷＡＮ通信部２
２は、通信ネットワーク７との接続を有線または無線で行う。
【００３８】
　制御部２３は、情報中継処理を行う中継部２５と、無線端末５の検出処理を行う検出部
２６を備えており、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、
制御部２３の内部構成は、かかる構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば
他の構成であってもよい。
【００３９】
　中継部２５は、例えば、無線端末５から無線ＬＡＮ通信部２１を介して取得した情報を
ＷＡＮ通信部２２から情報提供装置３や広告配信管理装置４へ送信し、また、情報提供装
置３や広告配信管理装置４からＷＡＮ通信部２２を介して取得した情報を無線ＬＡＮ通信
部２１から無線端末５へ送信する。
【００４０】
　なお、無線ＬＡＮアクセスポイント２から情報提供装置３や広告配信管理装置４への情
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報送信は、例えば、無線ＬＡＮアクセスポイント２に割り当てられる通信ネットワーク７
のアドレスを送信元アドレスとし、情報提供装置３や広告配信管理装置４に割り当てられ
る通信ネットワーク７のアドレスを送信先アドレスとしたパケット通信により行われる。
通信ネットワーク７のアドレスは、例えば、ＷＡＮ通信部２２に割り当てられるアドレス
である。
【００４１】
　検出部２６は、無線端末５から送信される無線パケットを無線ＬＡＮ通信部２１を介し
て取得することで、無線端末５の存在を検出する。図４Ａおよび図４Ｂは、無線ＬＡＮア
クセスポイント２と無線端末５との間のセッション確立のシーケンスを示す図である。
【００４２】
　図４Ａに示す例では、無線端末５から周期的にプローブ要求と呼ばれる無線パケットが
ブロードキャストなどによって送信されており、検出部２６は、かかる無線パケットを無
線ＬＡＮ通信部２１経由で取得することで、無線端末５の存在を検出する。
【００４３】
　プローブ要求にはＢＳＳＩＤ（Basic　Service　Set　Identifier）が含まれており、
検出部２６は、無線ＬＡＮ通信部２１のＢＳＳＩＤと一致する場合に、プローブ応答を無
線端末５へ送信する。プローブ応答を受信した無線端末５は、自動通信の設定がされてい
る場合、通信中状態へ移行する。
【００４４】
　通信中状態への移行は、図４Ａに示すように、アソシエーション要求とアソシエーショ
ン応答によりセッションを確立することによって行われ、その後、無線端末５と無線ＬＡ
Ｎ通信部２１との間で、データフレームやコントロールフレームの送受信が行われて通信
中状態になる。
【００４５】
　なお、無線端末５から切断要求があった場合や、無線端末５と無線ＬＡＮ通信部２１と
の間で無線パケットを送受信できなくなった場合に、通信中状態が解除される。検出部２
６は、通信中状態へ移行した場合、通信中状態が解除されるまで繰り返し無線パケットを
受信しており、無線端末５の存在を検出している状態である。
【００４６】
　また、検出部２６は、周期的に無線パケットが送信されない無線端末５に対して、例え
ば、図４Ｂに示すように、ビーコンと呼ばれる無線パケットを無線ＬＡＮ通信部２１を介
してブロードキャストし、かかるビーコンに対するアソシエーション要求を受信すること
で、無線端末５の存在を検出する。
【００４７】
　アソシエーション要求を受信した検出部２６は、アソシエーション応答を無線端末５へ
送信することによってセッションを確立し、無線端末５と無線ＬＡＮ通信部２１との間を
通信中状態にする。なお、無線端末５から切断要求があった場合や、無線端末５と無線Ｌ
ＡＮ通信部２１との間で無線パケットを送受信できなくなった場合に、通信中状態が解除
される。図４Ａに示す例の場合に、検出部２６は、通信中状態へ移行すると、その後、通
信中状態が解除されるまで繰り返し無線パケットを受信しており、無線端末５の存在を検
出している状態である。
【００４８】
　検出部２６は、例えば無線端末５を検出したと判定すると、検出情報をＷＡＮ通信部２
２を介して情報提供装置３へ送信する。具体的には、検出部２６は、無線端末５から送信
される無線パケットに含まれる端末ＩＤを抽出し、さらに電波強度を検出する。
【００４９】
　端末ＩＤは、例えば、無線端末５の無線ＬＡＮ通信部のＭＡＣアドレスであり、無線パ
ケットに付加されて無線端末５から送信される。電波強度は、無線ＬＡＮアクセスポイン
ト２で受信される無線信号の電波強度である。なお、電波強度は、無線端末５において取
得された電波受信強度（ＲＳＳＩ：Received　Signal　Strength　Indication）であって
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もよい。この場合、電波強度の情報を含む無線信号が無線端末５から無線ＬＡＮアクセス
ポイント２へ送信される。
【００５０】
　検出部２６は、無線端末５の端末ＩＤおよび電波強度の情報に加え、ＡＰ－ＩＤを含む
情報を検出情報として、情報提供装置３へ送信する。ＡＰ－ＩＤとしては、例えば、ＷＡ
Ｎ通信部２２に割り当てられる通信ネットワーク７のネットワークアドレスを用いること
ができる。
【００５１】
　また、検出部２６は、ＡＰ通信エリアでの無線端末５の滞在時間をカウントすることも
でき、この場合、無線端末５の滞在時間を検出情報に含めて情報提供装置３へ送信するこ
ともできる。
【００５２】
〔４．広告配信管理装置４の構成〕
　図５は、実施形態に係る広告配信管理装置４の構成例を示す図である。図５に示すよう
に、広告配信管理装置４は、通信部３０と、記憶部３１と、制御部３２とを有する。さら
に、記憶部３１は、広告情報ＤＢ４１と、過去ログＤＢ４２と、ユーザ情報ＤＢ４３と、
空間情報ＤＢ４４と、将来ログＤＢ４５とを有し、制御部３２は、広告配信部５１と、検
出部５２と、将来ログ予測部５３と、受付部５４と、割当部５５とを有する。
【００５３】
　通信部３０は、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等のインタフェースである。制御
部３２は、通信部３０および通信ネットワーク７を介して、無線ＬＡＮアクセスポイント
２や広告主端末６との間で各種の情報を送受信する。
【００５４】
　広告情報ＤＢ４１、過去ログＤＢ４２、ユーザ情報ＤＢ４３、空間情報ＤＢ４４および
将来ログＤＢ４５は、例えば、ハードディスク、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フ
ラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、光ディスク等の記憶装置である。なお、広告情報
ＤＢ４１、過去ログＤＢ４２、ユーザ情報ＤＢ４３、空間情報ＤＢ４４および将来ログＤ
Ｂ４５を一つのＤＢとしてもよい。
【００５５】
　制御部３２は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）や
ＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路により実現される。また、
制御部３２は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）またはＭＰＵ（Micro　Processing
　Unit）によって内部の記憶装置に記憶されたプログラムがＲＡＭを作業領域として実行
されることで、広告配信部５１、検出部５２、将来ログ予測部５３、受付部５４および割
当部５５として機能する。なお、制御部３２の構成は、かかる構成に限られず、後述する
情報処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。
【００５６】
（広告配信部５１）
　広告配信部５１は、無線端末５から広告情報の配信要求があった場合に、無線端末５の
ユーザが有するユーザ属性に応じた広告情報を広告情報ＤＢ４１の広告情報テーブルから
取得し、取得した広告情報を通信部３０から配信要求元の無線端末５へ送信する。
【００５７】
　図６は、広告情報ＤＢ４１に記憶された広告情報テーブルの一例を示す図である。図６
に示すように、広告情報テーブルは、「広告ＩＤ」毎に、「ユーザ属性」、「配信期間」
、「配信数」および「広告情報」が関連付けられた情報である。
【００５８】
　「広告ＩＤ」は、受付部５４によって注文要求毎に割り当てられる識別情報である。「
ユーザ属性」は、注文要求で指定されたユーザ属性であり、「配信期間」は、注文要求で
指定された広告情報の配信期間であり、「配信数」は、注文要求で指定された広告情報の
配信数である。また、「広告情報」は、注文要求で指定された広告情報である。
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【００５９】
　例えば、広告ＩＤ「Ｏ１」の注文要求では、配信対象のユーザ属性が「コンビニエンス
ストア」であり、広告情報の配信期間が「２０１３年１月１日～１月３１日」であり、広
告情報の配信数が「１００回」であり、広告情報が「バナー広告Ｙａ」であることを示す
。なお、広告情報の配信期間内であっても広告情報の配信数が「１００回」を超えた場合
に、注文要求に対する広告情報の配信処理が終了する。
【００６０】
　広告情報の配信要求を行った無線端末５のユーザがユーザ属性「コンビニエンスストア
」を有する場合、広告配信部５１は、例えば、広告情報ＤＢ４１の広告情報テーブルから
広告ＩＤ「Ｏ１」の広告情報「バナー広告Ｙａ」を取得し、配信要求元の無線端末５へ送
信する。
【００６１】
　無線端末５のユーザが有するユーザ属性は、ユーザ情報ＤＢ４３のユーザ情報テーブル
に基づいて判定される。図７は、ユーザ情報ＤＢ４３に記憶されたユーザ情報テーブルの
一例を示す図である。図７に示すように、ユーザ情報テーブルは、「ユーザＩＤ」毎に、
「端末ＩＤ」および「ユーザ属性」が関連付けられた情報である。「ユーザ属性」には、
「デモグラフィック属性」、「サイコグラフィック属性」および「ＡＰ属性」が含まれる
。
【００６２】
　「ユーザＩＤ」は、無線端末５を利用するユーザを識別するための識別情報である。か
かる「ユーザＩＤ」は、例えば、広告配信管理装置４と無線端末５との間で送受信される
ＨＴＴＰクッキー（HyperText　Transfer　Protocol　Cookie）に設定されるユーザ識別
情報に該当する。
【００６３】
　「端末ＩＤ」は、例えば、無線端末５の無線ＬＡＮ通信部のＭＡＣアドレスであり、無
線端末５のユーザのユーザＩＤに関連付けてユーザ情報テーブルに設定される。
【００６４】
　「デモグラフィック属性」は、人口統計学的なユーザの属性情報を示す。かかる「デモ
グラフィック属性」は、例えば、ユーザの「性別」、「年齢」などの属性区分に分類され
る。図７に示す「性別」には、ユーザが女性である場合には「１」が記憶され、ユーザが
男性である場合には「２」が記憶される。また、「年齢」には、ユーザの年齢が記憶され
る。なお、「デモグラフィック属性」は、図７に示した属性区分の例に限られず、ユーザ
の職業、家族構成、年収、住所、出身地、学歴など様々な属性区分が含まれてもよい。
【００６５】
　「サイコグラフィック属性」は、ユーザの価値観、ライフスタイル、性格、嗜好などを
示す情報である。かかる「サイコグラフィック属性」は、例えば、「車」、「化粧品」、
などの属性区分に分類される。図７に示す例では、属性区分毎に、ユーザの嗜好が相対的
に高い場合に「１」が記憶され、それ以外の場合には「０」が記憶される。また、「サイ
コグラフィック属性」は、図７に示した属性区分の例に限られず、経済、政治、野球、サ
ッカー、その他スポーツ、スイーツ、パソコン、白物家電、家具など様々な属性区分が含
まれてもよい。
【００６６】
　「ＡＰ属性」は、上述したように、無線ＬＡＮアクセスポイント２単位または２以上の
無線ＬＡＮアクセスポイント２のグループ単位で設定される属性情報である。例えば、無
線ＬＡＮアクセスポイント２1の通信エリアに存在し、所定条件を満たす無線端末５のユ
ーザに対して「コンビニエンスストア」の区分に「１」が設定される。また、無線ＬＡＮ
アクセスポイント２2～２mの通信エリアに存在し、所定条件を満たす無線端末５のユーザ
に対して「Ｂ駅」の区分に「１」が設定される。
【００６７】
　なお、無線ＬＡＮアクセスポイント２単位のＡＰ属性が第１の属性情報の一例であり、
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２以上の無線ＬＡＮアクセスポイント２のグループ単位のＡＰ属性が第２の属性情報の一
例である。例えば、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」は、第１の属性情報であり、ＡＰ
属性「Ｂ駅」は、第２の属性情報である。
【００６８】
　広告配信部５１は、例えば、図７に示すユーザＩＤ「Ｕ１」のユーザが有する無線端末
５から広告情報の配信要求が行われた場合、かかる無線端末５のユーザのユーザ属性が「
男性」、「２１才」、「車」、「コンビニエンスストア」などであると判定する。また、
例えば、図７に示すユーザＩＤ「Ｕ２」のユーザが有する無線端末５から広告情報の配信
要求が行われた場合、広告配信部５１は、かかる無線端末５のユーザのユーザ属性が「女
性」、「３６才」、「化粧品」、「Ｂ駅」などであると判定する。
【００６９】
　また、広告配信部５１は、広告情報の配信要求を行った無線端末５のユーザのユーザＩ
Ｄを過去ログＤＢ４２のアクセスログテーブルに設定する。図８は、過去ログＤＢ４２に
記憶されるアクセスログテーブルの一例を示す図である。
【００７０】
　図８に示すように、アクセスログテーブルには、無線端末５のユーザが広告配信管理装
置４に対して広告情報の配信要求を行った日時とユーザＩＤとを関連付けた情報（以下、
過去ログと記載する場合がある）が設定されるテーブルである。広告配信部５１は、無線
端末５から広告情報の配信要求がある毎に、アクセスログテーブルを更新する。
【００７１】
（検出部５２）
　検出部５２は、無線ＬＡＮアクセスポイント２の通信エリア内に存在し、かつ、所定条
件を満たす無線端末５を検出する。かかる検出部５２は、無線ＬＡＮアクセスポイント２
から送信される検出情報に基づいて、所定条件（以下、属性設定条件と記載する）を満た
す無線端末５のユーザにＡＰ属性を関連付ける。
【００７２】
　検出部５２は、無線ＬＡＮアクセスポイント２から検出情報を受信した場合、空間情報
ＤＢ４４の端末情報テーブルに受信した検出情報を設定する。図９は、空間情報ＤＢ４４
に記憶される端末情報テーブルの一例を示す図である。
【００７３】
　図９に示すように、端末情報テーブルは、「空間ＩＤ」毎に、１以上の「ＡＰ－ＩＤ」
が対応付けられ、「ＡＰ－ＩＤ」毎に、「端末ＩＤ」、「チェックイン時刻」、「チェッ
クアウト時刻」、「電波強度」などの情報を対応付けた情報である。
【００７４】
　「空間ＩＤ」は、無線ＬＡＮアクセスポイント２の設置場所の識別情報であり、無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント２単位または２以上の無線ＬＡＮアクセスポイント２のグループ単
位で設定される。
【００７５】
　「ＡＰ－ＩＤ」は、対応する「空間ＩＤ」の空間内に設置された無線ＬＡＮアクセスポ
イント２の識別情報であり、例えば、無線ＬＡＮアクセスポイント２のＷＡＮ通信部２２
に割り当てられる通信ネットワーク７のネットワークアドレスである。図９に示す例では
、空間ＩＤ「Ｒ１」の空間に、ＡＰ－ＩＤ「Ｅ１」の無線ＬＡＮアクセスポイント２1が
設置されていることを示し、空間ＩＤ「Ｒ２」の空間に、ＡＰ－ＩＤ「Ｅ２」～「Ｅｍ」
の無線ＬＡＮアクセスポイント２2～２mが設置されていることを示している。
【００７６】
　「端末ＩＤ」は、対応するＡＰ通信エリア内に存在する無線端末５の端末ＩＤである。
例えば、図９に示す例では、ＡＰ－ＩＤ「Ｒ１」の無線ＬＡＮアクセスポイント２1の通
信エリア内に、端末ＩＤ「Ｔ１」、「Ｔ２」などの無線端末５が存在していることを示し
ている。
【００７７】
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　「電波強度」は、ＡＰ通信エリア内に存在する無線端末５の電波強度の情報である。図
９に示す例では、便宜上、各端末ＩＤに対応して最新の電波強度の情報が示されているが
、無線端末５がＡＰ通信エリアへ進入（以下、チェックインと記載する）したときからの
電波強度の情報やその平均値が端末情報テーブルに設定される。また、図９に示す例では
、電波強度の単位を「ｄＢｍ」で表しているが、その他の単位で設定することもできる。
【００７８】
　検出部５２は、無線ＬＡＮアクセスポイント２から検出情報を受信した場合、検出情報
に含まれる「ＡＰ－ＩＤ」に対応付けて、検出情報に含まれる端末ＩＤおよび電波強度情
報を端末情報テーブルに設定する。
【００７９】
　「チェックイン時刻」は、ＡＰ通信エリアへの無線端末５の進入時刻である。かかる進
入時刻と現時刻とを比較することによってＡＰ通信エリア内での無線端末５の滞在時間を
検出することができる。
【００８０】
　「チェックアウト時刻」は、ＡＰ通信エリアへ進入した無線端末５がその後ＡＰ通信エ
リアから退出した時刻である。図９に示す例では、ＡＰ通信エリアから退出した無線端末
５の情報は含まれていないが、ＡＰ通信エリアに進入した無線端末５がＡＰ通信エリアか
ら退出した場合には、検出部５２によって、その退出時刻がチェックアウト時刻として端
末情報テーブルに設定される。例えば、検出部５２は、ＡＰ通信エリアへ進入した無線端
末５の電波強度情報を受信しなくなって所定時間経過した時刻を、その無線端末５の「チ
ェックアウト時刻」とする。
【００８１】
　なお、「チェックアウト時刻」が設定された「端末ＩＤ」、「チェックイン時刻」、「
チェックアウト時刻」および「電波強度」の組は、検出部５２によって履歴情報として管
理される。
【００８２】
　検出部５２は、端末情報テーブルに設定された無線端末５のうち、電波強度が所定閾値
以上であり、滞在時間が所定値以上である無線端末５に対し、属性設定条件を満たすと判
定し、かかる無線端末５のユーザに対応するユーザ属性を更新する。
【００８３】
　検出部５２は、無線端末５の電波強度および滞在時間が属性設定条件を満たすか否かを
、空間情報ＤＢ４４の空間情報テーブルに基づいて判定する。図１０は、空間情報ＤＢ４
４に記憶される空間情報テーブルの一例を示す図である。
【００８４】
　図１０に示すように、空間情報テーブルは、「空間ＩＤ」毎に、１以上の「ＡＰ－ＩＤ
」、「空間名」、「空間場所」、「ＡＰ属性」、「属性設定条件」などの情報を対応付け
た情報である。
【００８５】
　「属性設定条件」は、ユーザ情報テーブルの「ＡＰ属性」に「１」を設定するための条
件であり、図１０に示す例では、「電波強度閾値」、「滞在時間閾値」、「回数閾値」が
含まれる。
【００８６】
　「電波強度閾値」は、無線端末５の電波強度と比較する閾値であり、検出部５２は、無
線端末５の電波強度が「電波強度閾値」以上である場合に、電波強度の条件を満たすと判
定する。また、「滞在時間閾値」は、無線端末５のＡＰ通信エリア内での滞在時間と比較
する閾値であり、検出部５２は、無線端末５の滞在時間が「滞在時間閾値」以上である場
合に、滞在時間の条件を満たすと判定する。
【００８７】
　また、「回数閾値」は、無線端末５が対応するＡＰ通信エリアに進入して電波強度およ
び滞在時間の条件を満たすことになった回数である。検出部５２は、無線端末５が対応す
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るＡＰ通信エリアに進入して電波強度および滞在時間の条件を満たすことになった回数が
「回数閾値」以上である場合に、無線端末５のユーザのユーザ属性として対応するＡＰ属
性を設定する。
【００８８】
　例えば、空間情報テーブルが図１０に示す状態であり、また、無線端末５のユーザがＡ
店舗に来店した場合の無線端末５の電波強度が「－４０（ｄＢｍ）」以上であるとする。
この場合、端末ＩＤ「Ｔ１」の無線端末５1のユーザがＡ店舗に来店して滞在した時間が
滞在時間閾値（２分）となる来店回数が回数閾値（１０回／月）以上である場合、検出部
５２は、空間情報テーブルにおいて、図７に示すように、無線端末５1に対応するユーザ
ＩＤ「Ｕ１」に対してＡＰ属性「コンビニエンスストア」に「１」を設定する。
【００８９】
　また、図１０に示す空間情報テーブルでは、空間ＩＤ「Ｒ２」に対してＡＰ－ＩＤ「Ｅ
２」～「Ｅｍ」が関連付けられ、ＡＰ－ＩＤ「Ｅ２」～「Ｅｍ」の無線ＬＡＮアクセスポ
イント２の通信エリアが一つの通信エリア（以下、広域通信エリアと記載する）に設定さ
れる。かかる広域通信エリアに進入して電波強度および滞在時間の条件を満たすことにな
った回数が「回数閾値」以上である場合に、検出部５２は、ＡＰ属性「Ｂ駅」を設定する
。
【００９０】
　例えば、空間情報テーブルが図１０に示す状態であり、また、無線端末５のユーザがＢ
駅（例えば、駅ビル）に進入した場合の無線端末５の電波強度が－４５（ｄＢｍ）以上で
あるとする。この場合、端末ＩＤ「Ｔ２」の無線端末５2のユーザがＢ駅に進入して滞在
した時間が滞在時間閾値（５分）となる来店回数が回数閾値（３０回／月）以上である場
合、検出部５２は、空間情報テーブルにおいて、図７に示すように、無線端末５2に対応
するユーザＩＤ「Ｕ２」に対してＡＰ属性「Ｂ駅」に「１」を設定する。
【００９１】
　また、図１０に示す空間情報テーブルでは、空間ＩＤ「Ｒ３」に対してＡＰ－ＩＤ「Ｅ
２」が関連付けられ、広域通信エリア内の一つのＡＰ通信エリアが設定される。かかるＡ
Ｐ通信エリアに進入して電波強度および滞在時間の条件を満たすことになった回数が「回
数閾値」以上である場合に、検出部５２は、ＡＰ属性「本屋」を設定する。
【００９２】
　例えば、空間情報テーブルが図１０に示す状態であり、また、無線端末５のユーザがＣ
店舗に進入した場合の無線端末５の電波強度が－３５（ｄＢｍ）以上であるとする。この
場合、端末ＩＤ「Ｔ３」の無線端末５3のユーザがＣ店舗に進入して滞在した時間が滞在
時間閾値（５分）となる来店回数が回数閾値（５回／月）以上である場合、検出部５２は
、空間情報テーブルにおいて、図７に示すように、無線端末５3に対応するユーザＩＤ「
Ｕ３」に対してＡＰ属性「本屋」に「１」を設定する。
【００９３】
　なお、図１０に示す空間情報テーブルに設定された属性設定条件は一例であり、空間情
報テーブルには種々の属性設定条件を設定することができる。例えば、無線端末５のユー
ザがＡ店舗を通り過ぎる場合の無線端末５の電波強度が－５５～－４５（ｄＢｍ）となり
、ＡＰ通信エリアの通過時間が５～１５秒の範囲である場合に、「コンビニエンスストア
を頻繁に通り過ぎる」というＡＰ属性を設定してもよい。
【００９４】
　また、上述においては、属性設定条件として、「電波強度閾値」、「滞在時間閾値」お
よび「回数閾値」を例に挙げて説明したが、「電波強度閾値」および「回数閾値」の組み
合わせを属性設定条件としてもよく、また、「滞在時間閾値」および「回数閾値」の組み
合わせを属性設定条件としてもよい。
【００９５】
　さらに、時間や地域の情報を属性設定条件としてもよい。図１１は、空間情報テーブル
におけるＡＰ属性および属性設定条件の他の例を示す図である。図１１に示すように「、
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ＡＰ属性」として「ＡＰ種別」、「時間」、「地域」の情報が設定される。また、「属性
設定条件」として、「強度閾値（電波強度閾値）」、「時間閾値（滞在時間閾値）」、「
回数閾値」、「時間閾値」および「地域閾値」が含まれる。
【００９６】
　例えば、図１１に示す例では、「出勤前の時間帯に中央区または千代田区のコンビニエ
ンスストアを頻繁に利用するユーザ」として、ＡＰ種別「コンビニエンスストア」、時間
「朝」、地域「中央区、千代田区」のＡＰ属性が設定される。かかるＡＰ属性は、中央区
または千代田区のコンビニエンスストアのＡＰ通信エリアへ６時～９時の時間帯に進入し
た回数が月１０回以上であり、ＡＰ通信エリアに進入している時の無線端末５の電波強度
が－４０（ｄＢｍ）以上であり、滞在時間が５～１０分であることを属性設定条件とする
。また、図１１に示す例では、「昼」や「夜」についての属性設定条件も設定されている
。
【００９７】
　また、図１１に示す例では、「千代田区の駅を通勤や通学に利用するユーザ」として、
ＡＰ種別「通勤・通学」、時間「朝」、地域「千代田区」のＡＰ属性が設定される。かか
るＡＰ属性は、千代田区にある駅としてＢ駅、Ｄ駅、Ｅ駅のＡＰ通信エリアへ７時～１０
時の時間帯に進入した回数が週５回以上であり、ＡＰ通信エリアに進入している時の無線
端末５の電波強度が－４０（ｄＢｍ）以上であり、滞在時間が２～１０分であることを属
性設定条件とする。
【００９８】
　また、図１１に示す例では、「新宿から六本木のルートを通勤や通学に利用するユーザ
」として、ＡＰ種別「通勤・通学」、時間「朝」、地域「新宿⇒六本木」のＡＰ属性が設
定される。かかるＡＰ属性は、新宿に設定されたＡＰ通信エリアと六本木に設定されたＡ
Ｐ通信エリアのいずれにも７時～１０時の時間帯に進入し、その回数が週５回以上であり
、ＡＰ通信エリアに進入している時の無線端末５の電波強度が－４０（ｄＢｍ）以上であ
り、滞在時間が２～１０分であることを属性設定条件とする。
【００９９】
　このように、ＡＰ属性として、無線ＬＡＮアクセスポイント２に関連する情報（例えば
、コンビニエンスストア、駅、本屋など）のみならず、時間や地域の情報を設定すること
によって、ＡＰ属性を細分化することができる。これにより、広告主に対する細かい要望
に対して適切に対応することができ、広告主側にとっては効果的な広告配信ができ、一方
で、広告配信サービス業者側ではサービスの向上により顧客を増やし収益増加を図ること
ができる。
【０１００】
　なお、図１０や図１１に示す例では、無線ＬＡＮアクセスポイント２に関連する情報と
して、コンビニエンスストア、駅および本屋を一例に挙げて説明したが、上述したように
、小売店、飲食店、美容院・理容院、病院、ホテル、映画館、複合レジャー施設などの商
業空間の他、商店街、コンサートやスポーツなどが行われるイベント会場など、種々の場
所をＡＰ通信エリアや広域通信エリアとすることができる。
【０１０１】
（将来ログ予測部５３）
　将来ログ予測部５３は、過去ログＤＢ４２に記憶されたアクセスログテーブルに基づい
て、将来の広告配信先として予測される複数の配信対象ユーザを判定し、判定した配信対
象ユーザのユーザ情報を将来ログＤＢ４５の将来ログテーブルに設定する。
【０１０２】
　図１２は、将来ログＤＢ４５に記憶される将来ログテーブルの一例を示す図である。図
１２に示すように、将来ログテーブルは、将来の所定期間に広告配信先として予測される
配信対象ユーザに関する情報（以下、将来ログと記載する場合がある）が設定される。図
１２に示す将来ログテーブルは、「配信対象ＩＤ」毎に、「割り当て状態」、「割り当て
対象」、「ユーザ属性」を対応付けた情報である。「ユーザ属性」には、「サイコグラフ
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ィック属性」、「デモグラフィック属性」および「ＡＰ属性」が含まれる。
【０１０３】
　「配信対象ＩＤ」は、将来の広告配信先として予測される配信対象ユーザ毎に割り当て
られる識別情報である。かかる配信対象ユーザは、ユーザ情報ＤＢ４３のユーザ情報テー
ブルに設定されるユーザとは異なる仮想的なユーザである。
【０１０４】
　「割り当て対象」は、配信対象ユーザが割り当てられた注文要求の広告ＩＤである。例
えば、配信対象ＩＤが「Ｆ５」の配信対象ユーザは、注文要求Ｏ３が割り当てられている
。なお、注文要求が割り当てられていない場合には、「０」が設定される。
【０１０５】
　「割り当て状態」は、注文要求に対して割り当てられた配信対象ユーザであるか否かを
示す情報である。注文要求に対して割り当てられた配信対象ユーザである場合には「１」
が記憶され、注文要求に対して割り当てられていない配信対象ユーザである場合には「０
」が記憶される。
【０１０６】
　「サイコグラフィック属性」、「デモグラフィック属性」および「ＡＰ属性」は、ユー
ザ情報ＤＢ４３のユーザ情報テーブルと同様の項目である。なお、ユーザ情報テーブルに
設定されているユーザを配信対象ユーザとして推定し、配信対象ＩＤをユーザＩＤとする
こともできる。この場合、「サイコグラフィック属性」、「デモグラフィック属性」およ
び「ＡＰ属性」の情報は、ユーザＩＤに基づいてユーザ情報テーブルから取得することが
できる。
【０１０７】
　将来ログ予測部５３は、将来の所定期間に広告配信先となる配信対象ユーザの予測を、
１年前の同時期のアクセスログや直前の所定期間のアクセスログなどから行うことができ
る。例えば、将来ログ予測部５３は、直前の過去１ヶ月間に広告情報の配信要求を行った
ユーザを将来の１ヶ月間の配信対象ユーザと推定することができる。
【０１０８】
　また、将来ログ予測部５３は、アクセスログテーブルに設定された過去ログを統計処理
することによって、将来の広告配信先となる配信対象ユーザの傾向を判定し、かかる判定
結果に基づいて、将来ログを予測することもできる。この場合、例えば、天候や気温など
の変動情報を加味して配信対象ユーザの傾向を判定するようにしてもよい。
【０１０９】
　なお、将来ログ予測部５３は、予測した将来ログを将来ログテーブルに設定することが
できるが、外部装置から通信部３０を介して取得された将来ログを将来ログテーブルに設
定することもできる。
【０１１０】
（受付部５４）
　受付部５４は、将来ログテーブルに設定された将来ログに基づいて、広告主端末６から
の注文要求を受け付けるか否かを判定し、注文要求を受け付ける場合に、広告主端末６に
対して注文受付応答を行う。
【０１１１】
　広告主端末６からの注文要求には、上述のように、ユーザ属性および配信数などの指定
情報が含まれている。受付部５４は、注文要求に未割り当ての配信対象ユーザのうち新た
な注文要求で指定されたユーザ属性を有する配信対象ユーザの数をカウントし、カウント
結果が注文要求で指定された配信数以上である場合に、広告主端末６からの新たな注文要
求を受け付ける。なお、「割り当て状態」に「０」が設定された配信対象ユーザが注文要
求に対して未割り当ての配信対象ユーザ（以下、未割り当てユーザと記載する場合がある
）であり、受注在庫に対応する。
【０１１２】
　例えば、図６に示す広告ＩＤ「Ｏ１」の注文要求を受信した場合、受付部５４は、将来
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ログテーブルにおいて「コンビニエンスストア」の属性区分に「１」が設定されている未
割り当てユーザの数をカウントする。受付部５４は、カウント結果が「１００」以上であ
る場合に、広告主端末６からの注文要求を受け付け、「１００」未満である場合に、広告
主端末６からの注文要求を受け付けない。
【０１１３】
　また、例えば、図６に示す広告ＩＤ「Ｏ２」の注文要求を受信した場合、受付部５４は
、将来ログテーブルにおいて「Ｂ駅」の属性区分に「１」が設定されている未割り当てユ
ーザの数をカウントする。受付部５４は、カウント結果が「２００」以上である場合に、
広告主端末６からの注文要求を受け付け、「２００」未満である場合に、広告主端末６か
らの注文要求を受け付けない。
【０１１４】
　なお、受付部５４は、注文要求で指定される頻度が閾値以上ある２以上のユーザ属性の
組み合わせを一つのユーザ属性（以下、結合ユーザ属性と記載する場合がある）としてカ
ウントすることができる。例えば、受付部５４は、「化粧品」および「Ｂ駅」の組み合わ
せが注文要求で指定される頻度が高い場合、「化粧品」および「Ｂ駅」の組み合わせを一
つのユーザ属性としてカウントすることができる。
【０１１５】
　広告情報ＤＢ４１の広告情報テーブルには受付部５４によって受け付けた注文要求の情
報が設定されており、かかる広告情報テーブルに基づき、受付部５４は、注文要求で指定
される頻度が閾値以上ある２以上のユーザ属性の組み合わせを判定できる。
【０１１６】
　例えば、受付部５４は、広告情報テーブルに基づき、過去の注文要求で指定された配信
数の合計を第１の合計値として求め、また、２以上のユーザ属性の組み合わせ毎に過去の
注文要求で指定された配信数の合計を第２の合計値として求める。そして、受付部５４は
、第１の合計値に対する第２の合計値の比が所定閾値以上のユーザ属性の組み合わせを一
つのユーザ属性としてカウントする。
【０１１７】
　「化粧品」および「Ｂ駅」の組み合わせが注文要求で指定される頻度が高く、また、将
来ログテーブルが図１２に示す状態である場合、配信対象ＩＤ「Ｆ６」の配信対象ユーザ
のユーザ属性は、「化粧品」や「Ｂ駅」ではなく「化粧品＆Ｂ駅」となる。
【０１１８】
　なお、注文要求で指定される頻度が閾値以上ある２以上のユーザ属性の組み合わせは、
受付部５４で判定するのではなく、外部装置などから別途ユーザ情報ＤＢ４３に設定する
ようにしてもよい。
【０１１９】
　また、受付部５４は、未割り当てユーザの数が所定値以下となった場合や結合ユーザ属
性を有する未割り当てユーザの数が所定値以下となった場合などにおいて、結合ユーザ属
性を複数のユーザ属性に分割することができる。これによりユーザ属性の総数を増加させ
ることができ、その結果、結合ユーザ属性を指定した注文要求の受け付け可能性が低減す
るものの、他の注文要求の受け付け可能性を増加させることができる。
【０１２０】
（割当部５５）
　割当部５５は、受付部５４で受け付けた新たな広告配信の注文要求に対し、未割り当て
ユーザを割り当てる。割当部５５は、受付部５４と同様に、結合ユーザ属性を一つのユー
ザ属性として取り扱うことができる。
【０１２１】
　配信対象ユーザは、図１２に示すように、有効なＡＰ属性区分が複数である場合がある
。例えば、配信対象ＩＤが「Ｆ６」の配信対象ユーザは、ＡＰ属性として「コンビニエン
スストア」、「Ｂ駅」、「本屋」の３つが設定されている。一方、図６に示す広告ＩＤ「
Ｏ１」～「Ｏ４」の注文要求は、それぞれＡＰ属性「コンビニエンスストア」、「Ｂ駅」
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、「本屋」、「コンビニエンスストア」が指定される。
【０１２２】
　したがって、配信対象ＩＤが「Ｆ６」の配信対象ユーザは、広告ＩＤ「Ｏ１」～「Ｏ４
」の注文要求のいずれにも割り当てることができる。このように複数の注文要求に割り当
てることができる配信対象ユーザがある場合、割当部５５は、設定された割り当て条件に
基づき、配信対象ユーザに割り当てる注文要求を決定する。
【０１２３】
　割り当て条件としては、例えば、第１条件～第３条件の条件があり、これらの条件のい
ずれかまたはこれらの組み合わせによって、配信対象ユーザに割り当てる注文要求を決定
する。
第１条件：配信単価の高い属性を指定する注文要求を優先して割り当て
第２条件：未割り当てユーザの数が少ない属性を指定する注文要求を優先して割り当て
第３条件：広告効果の高い属性を指定する注文要求を優先して割り当て。
【０１２４】
　まず、第１条件による割り当て処理について説明する。割当部５５は、設定された配信
単価の高い属性を指定する注文要求に対して優先して未割り当てユーザを割り当てる。将
来ログＤＢ４５には、属性情報テーブルが記憶されており、割当部５５は、かかる属性情
報テーブルに基づいて、注文要求に対して未割り当てユーザを割り当てる。
【０１２５】
　図１３は、空間情報ＤＢ４４に記憶される属性情報テーブルの一例を示す図である。図
１３に示すように、属性情報テーブルは、「ＡＰ属性」毎に、「配信対象ユーザ情報」、
「配信単価」および「広告効果」を対応付けた情報である。
【０１２６】
　「配信対象ユーザ情報」には、配信対象ユーザの総数、注文要求に割り当て済みの配信
対象ユーザの数、未割り当てユーザの数が設定される。例えば、ＡＰ属性「コンビニエン
スストア」を有する配信対象ユーザの数は、「２０００」であり、そのうち注文要求に割
り当て済みの配信対象ユーザの数は「３５０」であり、未割り当てユーザの数は「１６５
０」である。
【０１２７】
　また、「配信単価」は、注文要求に対する広告配信で広告配信サービス業者へ支払われ
る対価であり、例えば、広告配信１回あたりの対価である。図１３に示す例では、ＡＰ属
性「コンビニエンスストア」、「Ｂ駅」、「本屋」に対応する配信単価は「１０円／回」
、「８円／回」、「１２円／回」である。
【０１２８】
　したがって、配信単価は、ＡＰ属性「本屋」が最も高く、割当部５５は、例えば、配信
対象ＩＤが「Ｆ６」の配信対象ユーザに対してはＡＰ属性「本屋」を指定する広告ＩＤ「
Ｏ３」の注文要求を優先して割り当てる。
【０１２９】
　なお、割当部５５は、配信単価の相対的な比率に基づいて選択した注文要求に配信対象
ユーザを割り当てるようにしてもよい。例えば、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」、「
Ｂ駅」、「本屋」における配信単価の平均値は「１０円／回」であり、ＡＰ属性「コンビ
ニエンスストア」、「Ｂ駅」、「本屋」における配信単価の相対的な比率は「１．０」、
「０．８」、「１．２」である。
【０１３０】
　割当部５５は、かかる比率に応じた確率で注文要求に対して未割り当てユーザを割り当
てることができる。これによっても、設定された配信単価が相対的に高い属性を指定する
注文要求に対して優先して割り当てることができる。
【０１３１】
　このように、注文要求には、広告配信に対する対価の情報が設定されており、割当部５
５は、複数の注文要求に割り当て可能な未割り当てユーザを、配信単価が相対的に高い注
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文要求に対して割り当てる。
【０１３２】
　ユーザ属性の数が多い未割り当てユーザは、割り当てることができる注文要求が多いこ
とから、価値ある受注在庫であり、このように価値ある未割り当てユーザに対しては配信
単価が高い注文要求に割り当てる。これにより、注文要求に対して適切に配信対象ユーザ
を割り当てることができる。
【０１３３】
　次に、第２条件による割り当て処理について説明する。割当部５５は、未割り当てユー
ザの数が少ない属性を指定する注文要求に対して優先して未割り当てユーザを割り当てる
。上述したように、空間情報ＤＢ４４には、図１３に示す属性情報テーブルが記憶されて
おり、割当部５５は、かかる属性情報テーブルに基づいて、注文要求に対して未割り当て
ユーザを割り当てる。
【０１３４】
　図１３に示す属性情報テーブルでは、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」、「Ｂ駅」、
「本屋」に対応する未割り当てユーザの数は、それぞれ「１６５０」、「７０００」、「
６５０」である。したがって、未割り当てユーザの数は、ＡＰ属性「本屋」が最も少なく
、割当部５５は、例えば、配信対象ＩＤが「Ｆ６」の未割り当てユーザに対してはＡＰ属
性「本屋」を指定する広告ＩＤ「Ｏ３」の注文要求を優先して割り当てる。なお、割当部
５５は、未割り当てユーザの数の相対的な比率の逆数に基づいて選択した注文要求に未割
り当てユーザを割り当てるようにしてもよい。
【０１３５】
　このように、注文要求には、割当部５５は、複数の注文要求に割り当てることができる
未割り当てユーザを、未割り当てユーザの数が少ない属性を指定する注文要求に対して割
り当てる。ユーザ属性の数が多い未割り当てユーザは、上述したように、価値ある受注在
庫であり、このような未割り当てユーザに対しては未割り当てユーザの数が少ない属性を
指定する注文要求を割り当てる。これにより、注文要求に対して適切に未割り当てユーザ
を割り当てることができる。
【０１３６】
　次に、第３条件による割り当て処理について説明する。割当部５５は、広告効果が相対
的に高い属性を指定する注文要求に対して優先して未割り当てユーザを割り当てる。上述
したように、空間情報ＤＢ４４には、図１３に示す属性情報テーブルが記憶されており、
割当部５５は、かかる属性情報テーブルに基づいて、注文要求に対して未割り当てユーザ
を割り当てる。
【０１３７】
　図１３に示す「広告効果」は、対応するＡＰ属性を有する無線端末５のユーザに対して
広告情報を配信した場合に、広告情報による広告効果を示す情報である。例えば、広告情
報がバナー広告である場合、ＣＴＲ（クリックスルーレート）である。ＣＴＲは、バナー
広告の配信数に対してバナー広告をクリックした数の割合である。なお、広告効果は、Ｃ
ＴＲに限られるものではなく、例えばコンバージョン率（広告情報に対応する商品を購入
した比率）であってもよい。
【０１３８】
　図１３に示す属性情報テーブルでは、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」、「Ｂ駅」、
「本屋」に対応する広告効果は、それぞれ「０．０１」、「０．００５」、「０．０２」
である。したがって、広告効果は、ＡＰ属性「本屋」が最も高く、割当部５５は、例えば
、配信対象ＩＤが「Ｆ６」の未割り当てユーザに対してはＡＰ属性「本屋」を指定する広
告ＩＤ「Ｏ３」の注文要求を優先して割り当てる。なお、割当部５５は、広告効果の相対
的な比率に基づいて選択した注文要求に未割り当てユーザを割り当てるようにしてもよい
。
【０１３９】
　このように、注文要求には、割当部５５は、複数の注文要求に割り当てることができる
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未割り当てユーザを、広告効果が相対的に高いユーザ属性を指定する注文要求に対して割
り当てる。ユーザ属性の数が多い未割り当てユーザは、上述したように、価値ある受注在
庫であり、このような未割り当てユーザに対しては広告効果が高い注文要求に割り当てる
。これにより、注文要求に対して適切に未割り当てユーザを割り当てることができる。
【０１４０】
　なお、割当部５５は、上述のように、第１条件～第３条件のうち２以上の条件を組み合
わせた割り当て条件に基づき、未割り当てユーザに割り当てる注文要求を決定することが
できる。例えば、割当部５５は、配信単価の相対的な比率、未割り当てユーザの数の相対
的な比率の逆数および広告効果の相対的な比率のうちいずれか２以上の乗算結果に基づく
確率で未割り当てユーザに割り当てる注文要求を決定することができる。
【０１４１】
　また、割当部５５は、例えば、第１条件および第３条件を割り当て条件とし、第１条件
を第３条件に優先させるようにしてもよい。この場合、割当部５５は、配信単価が相対的
に高い属性を指定する注文要求に対して優先して割り当てるようにし、配信単価が同じ場
合には、広告効果が相対的に高い属性を指定する注文要求に対して優先して割り当てるよ
うにする。
【０１４２】
　このように、割当部５５は、第１条件～第３条件のうち２以上を組み合わせた割り当て
条件により、複数のユーザ属性を有する未割り当てユーザに割り当てる注文要求を決定す
ることができる。また、その他の条件を組み合わせたものであってもよい。
【０１４３】
〔５．広告配信管理システム１の処理フロー〕
　次に、実施形態に係る広告配信管理システム１による広告配信管理処理の手順について
説明する。図１４～図１６は、広告配信管理システム１による情報提供処理フローを説明
するための図である。以下においては、図１４を参照して無線ＬＡＮアクセスポイント２
の処理を説明し、図１５および図１６を参照し、広告配信管理装置４の処理を説明する。
【０１４４】
（無線ＬＡＮアクセスポイント２の処理）
　まず、実施形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイント２の情報処理について、図１４を参
照して説明する。図１４は、無線ＬＡＮアクセスポイント２における情報処理のフローチ
ャートである。かかる動作は、無線ＬＡＮアクセスポイント２の制御部２３によって繰り
返し実行される処理である。
【０１４５】
　図１４に示すように、無線ＬＡＮアクセスポイント２の制御部２３は、無線端末５を検
出したか否かを判定する（ステップＳ１０）。かかる処理において、無線端末５を検出し
たと判定すると（ステップＳ１０；Ｙｅｓ）、ＷＡＮ通信部２２を介して検出情報を広告
配信管理装置４へ送信する（ステップＳ１１）。
【０１４６】
　ステップＳ１０の処理において、無線端末５を検出していないと判定した場合（ステッ
プＳ１０；Ｎｏ）、または、ステップＳ１１の処理が終了した場合、制御部２３は、通信
ネットワーク７に接続された装置（以下、ＷＡＮ側装置と記載する）からＷＡＮ通信部２
２を介して情報を受信したか否かを判定する（ステップＳ１２）。ＷＡＮ側装置から情報
を受信したと判定すると（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、制御部２３は、受信した情報をこ
の情報の宛先となる無線端末５へ転送する（ステップＳ１３）。
【０１４７】
　ステップＳ１２において、情報を受信していないと判定した場合（ステップＳ１２；Ｎ
ｏ）、または、ステップＳ１３の処理が終了した場合、制御部２３は、無線端末５からＷ
ＡＮ側装置に対する要求があるか否かを判定する（ステップＳ１４）。無線端末５からＷ
ＡＮ側装置に対する要求があると判定すると（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、制御部２３は
、無線端末５からＷＡＮ側装置に対する要求をＷＡＮ通信部２２を介してＷＡＮ側装置に
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転送する（ステップＳ１５）。
【０１４８】
　ステップＳ１５の処理が終了した場合、または、ステップＳ１４において、無線端末５
からＷＡＮ側装置に対する要求がないと判定された場合（ステップＳ１４；Ｎｏ）、制御
部２３は処理を終了する。制御部２３は、例えば、ステップＳ１０、Ｓ１１の処理、ステ
ップＳ１２、Ｓ１３の処理、および、ステップＳ１４、Ｓ１５の処理をそれぞれマルチタ
スク処理によって実行することができる。
【０１４９】
（広告配信管理装置４の処理）
　次に、広告配信管理装置４の処理について説明する。図１５は、広告配信管理装置４に
おける情報処理のフローチャートである。かかる動作は、広告配信管理装置４の制御部３
２によって繰り返し実行される処理である。
【０１５０】
　図１５に示すように、制御部３２は、通信部３０を介して無線ＬＡＮアクセスポイント
２からの検出情報を受信したか否かを判定する（ステップＳ２１）。検出情報を受信した
場合（ステップＳ２１；Ｙｅｓ）、制御部３２は、受信した検出情報に基づいて端末情報
テーブルを更新する（ステップＳ２２）。
【０１５１】
　次に、制御部３２は、端末情報テーブルに基づき、端末情報テーブルに設定された無線
端末５のうち、属性設定条件を充足する無線端末５があるか否かを判定する（ステップＳ
２３）。属性設定条件を充足する無線端末５がある場合（ステップＳ２３；Ｙｅｓ）、制
御部３２は、ユーザ情報テーブルにおいて、属性設定条件を充足する無線端末５のユーザ
に対応するＡＰ属性を更新する（ステップＳ２４）。
【０１５２】
　ステップＳ２１において、検出情報を受信していない場合（ステップＳ２１；Ｎｏ）、
ステップＳ２３において、属性設定条件を充足する無線端末５がない場合（ステップＳ２
３；Ｎｏ）、または、ステップＳ２４の処理が終了した場合、制御部３２は、通信部３０
を介して無線端末５から広告配信要求を受け付けたか否かを判定する（ステップＳ２５）
。
【０１５３】
　広告配信要求を受け付けた場合（ステップＳ２５；Ｙｅｓ）、制御部３２は、広告配信
要求を行った無線端末５の情報（端末ＩＤまたはユーザＩＤ）に基づいて広告情報テーブ
ルから広告情報を選択し、要求元の無線端末５へ送信する広告配信処理を行う（ステップ
Ｓ２６）。
【０１５４】
　一方、広告配信要求を受け付けていない場合（ステップＳ２５；Ｎｏ）、または、ステ
ップＳ２６の処理が終了した場合、制御部３２は、通信部３０を介して広告主端末６から
広告配信の注文要求を受信したか否かを判定する（ステップＳ２７）。注文要求を受信し
た場合（ステップＳ２７；Ｙｅｓ）、制御部３２は、注文要求受付処理を実行する（ステ
ップＳ２８）。かかる注文要求受付処理は、図１６に示すステップＳ３１～Ｓ３６に示す
処理であり、後で詳述する。
【０１５５】
　ステップＳ２７において、注文要求を受信していない場合（ステップＳ２７；Ｎｏ）、
または、ステップＳ２８の処理が終了した場合、制御部３２は、将来ログ生成タイミング
となったか否かを判定する（ステップＳ２９）。将来ログ生成タイミングとなった場合（
ステップＳ２９；Ｙｅｓ）、制御部３２は、ユーザ情報テーブルおよびアクセスログテー
ブルに基づいて、将来の所定期間の配信先となる配信対象ユーザを推測して将来ログを生
成し、将来ログテーブルに設定する（ステップＳ３０）。
【０１５６】
　ステップＳ３０の処理が終了した場合、または、ステップＳ２９において将来ログ生成
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タイミングとなっていない場合（ステップＳ２９；Ｎｏ）、制御部３２は、処理を終了す
る。
【０１５７】
　次に、図１５に示すステップＳ２８に示す注文要求受付処理について説明する。図１６
は、図１５に示す注文要求受付処理のフローチャートである。
【０１５８】
　図１６に示すように、注文要求受付処理では、制御部３２は、将来ログテーブルに設定
された将来ログに基づいて、広告主端末６からの注文要求を受け付けるか否かを判定する
（ステップＳ３１）。制御部３２は、例えば、将来ログテーブルに設定された未割り当て
ユーザのユーザ属性のうち注文要求で指定されたユーザ属性の数をカウントし、かかるカ
ウント結果が注文要求で指定された配信数以上である場合に注文要求を受け付けると判定
する。
【０１５９】
　広告主端末６からの注文要求を受け付けると判定した場合（ステップＳ３１；Ｙｅｓ）
、制御部３２は、注文要求に含まれる情報を広告情報テーブルに設定して広告情報テーブ
ルを更新する（ステップＳ３２）。なお、注文要求に含まれる情報には、ユーザ属性、配
信期間、配信数および広告情報などが含まれており、これらの情報が広告情報テーブルに
設定される。
【０１６０】
　次に、制御部３２は、配信対象ユーザの割り当て処理を行う（ステップＳ３３）。かか
る割り当て処理は、注文要求で指定されたユーザ属性を有する配信対象ユーザを注文要求
に対して割り当てる処理である。
【０１６１】
　次に、制御部３２は、ステップＳ３３の割り当て処理の結果に基づき、将来ログテーブ
ルの更新を行う（ステップＳ３４）。具体的には、制御部３２は、将来ログテーブルに設
定された配信対象ユーザのうち、注文要求に対して割り当てた配信対象ユーザの「割り当
て状態」を「１」に設定する。なお、注文要求に対して割り当てない配信対象ユーザの「
割り当て状態」は「０」のままである。
【０１６２】
　その後、制御部３２は、通信部３０を介して注文受付応答を広告主端末６へ送信し（ス
テップＳ３５）、注文要求受付処理を終了する。一方、ステップＳ３１において、広告主
端末６からの注文要求を受け付けないと判定した場合（ステップＳ３１；Ｎｏ）、制御部
３２は、通信部３０を介して注文拒否応答を広告主端末６へ送信し（ステップＳ３６）、
注文要求受付処理を終了する。
【０１６３】
〔６．変形例〕
　上述の実施形態では、属性設定条件として、ＡＰ種別、時間および地域の情報を条件と
する例を説明したが、属性設定条件は、かかる例に限定されるものではない。例えば、検
出部５２は、ＡＰ通信エリアで無線ＬＡＮアクセスポイント２を介してサイトサーバへア
クセスしたことを属性設定条件に含むようにしてもよい。また、検出部５２は、温度、湿
度または天気などを属性設定条件に含むようにしてもよい。
【０１６４】
　また、検出部５２は、ＡＰ通信エリアで無線ＬＡＮアクセスポイント２を介してアクセ
スしたページのＵＲＬ情報を無線ＬＡＮアクセスポイント２から取得し、かかるページの
情報をＡＰ種別に関連付けてもよい。例えば、ＡＰ属性「コンビニエンスストア」が設定
される無線ＬＡＮアクセスポイント２を介してアクセスしたページが「コーヒ」のページ
である場合、割当部５５は、ＡＰ種別「コンビニエンスストア」とユーザの嗜好属性「コ
ーヒ」とを関連付けたＡＰ属性とする。これにより、例えば、「コンビニエンスストアに
頻繁に来店するユーザのうちコーヒ好きのユーザ」をＡＰ属性とすることができる。
【０１６５】
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　また、上述の例では、広告主端末６から送信される注文要求で指定されるユーザ属性を
ＡＰ属性としたが、複数のＡＰ属性の組み合わせ、ＡＰ属性とデモグラフィック属性との
組み合わせ、ＡＰ属性とサイコグラフィック属性との組み合わせなどにより注文要求でユ
ーザ属性を指定することができる。
【０１６６】
　また、上述の実施形態では、説明を分かり易くするために、将来の広告配信先を予測す
る対象期間と注文要求の配信期間とを同一のものとして説明した。しかしながら、将来の
広告配信先を予測する対象期間と注文要求の配信期間とは同一でなくてもよく、例えば、
将来の広告配信先を予測する対象期間を１日単位とし、注文要求の配信期間を１日単位で
設定してもよい。また、将来の広告配信先を予測する対象期間の一部が注文要求の配信期
間となる場合であってもよい。
【０１６７】
　また、上述の実施形態においては、広告情報のＵＲＬを広告配信管理装置４のＵＲＬと
したが、広告情報のＵＲＬを情報提供装置３のＵＲＬとすることもできる。この場合、無
線端末５は、広告情報のＵＲＬに基づいて、情報提供装置３に対して広告情報を要求する
。かかる要求を受信した場合、情報提供装置３は、広告配信管理装置４に対して広告情報
の送信要求を行う。広告配信管理装置４は、情報提供装置３からの送信要求に対応する広
告情報を情報提供装置３へ送信する。
【０１６８】
〔７．効果〕
　実施形態にかかる広告配信管理システム１において、検出部５２（検出手段の一例に相
当）が、無線ＬＡＮアクセスポイント２の通信エリア内に存在し、かつ、所定条件を満た
す無線端末５を検出し、受付部５４（取得手段の一例に相当）が、ユーザ属性および配信
数を指定した注文要求を取得し、記憶部３１（記憶手段の一例）が、検出部５２によって
検出された無線端末５の情報と無線ＬＡＮアクセスポイント２に設定されたＡＰ属性の情
報とを関連付けた将来ログテーブルを記憶し、受付部５４（検出手段の一例に相当）が、
ＡＰ属性の情報を指定する広告配信の注文要求を、ＡＰ属性の情報に関連付けてユーザ情
報ＤＢ４３に記憶された無線端末５の情報に基づいて受け付ける。
【０１６９】
　かかる構成により、無線ＬＡＮアクセスポイント２の設置場所に応じた情報をユーザ属
性として広告配信の注文要求を受け付けることができ、広告主に対してユーザの実行動に
対応する属性をターゲットとして広告配信することができる。これにより、従来にはない
新たな属性をターゲットとして提供でき、広告主に対する広告配信サービスの魅力を向上
させることができる。
【０１７０】
　また、ＡＰ属性の情報には、無線ＬＡＮアクセスポイント２単位に設定される第１の属
性情報と、２以上の無線ＬＡＮアクセスポイント２のグループ単位で設定される第２の属
性情報とが含まれ、ユーザ情報ＤＢ４３は、第１の属性情報および第２の属性情報を無線
端末５の情報と関連付けて記憶する。
【０１７１】
　かかる構成により、１つの無線ＬＡＮアクセスポイント２の設置場所に応じたユーザ属
性のみならず、複数の無線ＬＡＮアクセスポイント２が設置された領域に応じたユーザ属
性をも広告配信の対象とすることができる。これにより、広告主の細かい要望に対しても
対応することができ、広告主側にとっては効果的な広告配信ができ、一方で、広告配信サ
ービス業者側ではサービスの向上により顧客を増やし収益増加を図ることができる。
【０１７２】
　また、将来ログ予測部５３（設定部の一例）が、ユーザ情報ＤＢ４３に記憶された無線
端末５の情報に基づいて将来の広告配信先として予測される配信対象ユーザを設定し、割
当部５５（割当手段の一例）が、注文要求に対して将来ログ予測部５３により設定された
配信対象ユーザを割り当て、受付部５４が、将来ログ予測部５３により設定された配信対
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象ユーザのうち、割当部５５により注文要求に割り当てられていない配信対象ユーザに基
づいて、新たな注文要求に対する受け付けを行う。
【０１７３】
　かかる構成により、受け付けた注文要求に対して配信対象ユーザを割り当てて、配信対
象ユーザ（受注在庫）を適切に管理することができる。
【０１７４】
　また、ＡＰ属性には、広告配信に対する対価の情報として配信単価が設定されており、
割当部５５が、複数のＡＰ属性に関連付けられた配信対象ユーザを、これら複数のＡＰ属
性のうち配信単価が相対的に高いＡＰ属性を指定する注文要求へ優先して割り当てる。
【０１７５】
　ユーザ属性の数が多い未割り当てユーザは、割り当てることができる注文要求が多いこ
とから、価値ある受注在庫であり、このように価値ある未割り当てユーザに対しては配信
単価が高いＡＰ属性を指定する注文要求に割り当てることができる。これにより、注文要
求に対して適切に未割り当てユーザを割り当てることができる。
【０１７６】
　また、割当部５５が、複数のＡＰ属性に関連付けられた配信対象ユーザを、これら複数
のＡＰ属性のうち注文要求に未割り当てユーザの数が相対的に少ないＡＰ属性を指定する
注文要求へ優先して割り当てる。
【０１７７】
　ユーザ属性の数が少ない未割り当てユーザは、価値ある受注在庫であり、このような未
割り当てユーザに対しては未割り当てユーザの数が相対的に少ないＡＰ属性を指定する注
文要求に割り当てることができる。これにより、注文要求に対して適切に未割り当てユー
ザを割り当てることができる。
【０１７８】
　また、記憶部３１は、ＡＰ属性と、ＡＰ属性を指定した広告配信に対する広告効果とを
関連付けた属性情報テーブルを記憶し、割当部５５は、複数のＡＰ属性に関連付けられた
配信対象ユーザを、これら複数のＡＰ属性のうち広告効果が相対的に高いＡＰ属性を指定
する注文要求へ優先的に割り当てる。
【０１７９】
　ユーザ属性の数が多い未割り当てユーザは、価値ある受注在庫であり、このような未割
り当てユーザに対しては広告効果が高い注文要求に割り当てることができる。これにより
、注文要求に対して適切に未割り当てユーザを割り当てることができる。
【０１８０】
　また、検出部５２が、広告配信の注文要求で指定される頻度が閾値以上ある２以上のユ
ーザ属性の組み合わせを一つのユーザ属性として注文要求を受け付ける。
【０１８１】
　かかる構成により、注文要求で指定される頻度が閾値以上ある２以上のユーザ属性の組
み合わせでユーザ属性を指定した注文要求を受け付けることができ、これにより、将来の
広告配信の注文に対する受け付け可能性を増加させ、販売機会の損失を抑制できる。
【０１８２】
　また、検出部５２が、無線端末５の電波強度および／または滞在時間が所定閾値以上で
ある場合に、所定条件を満たすと判定する。
【０１８３】
　かかる構成により、無線ＬＡＮアクセスポイント２の設置場所に応じた属性を精度よく
検出することができる。
【０１８４】
　また、検出部５２が、無線端末５を検出した時間帯および検出回数が予め定められた条
件を満たす場合に、所定条件を満たすと判定する。
【０１８５】
　かかる構成により、無線ＬＡＮアクセスポイント２の設置場所に応じた属性を精度よく
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検出することができる。
【０１８６】
〔８．その他〕
　以上、本願の実施形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例示で
あり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、
改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１８７】
　上述した広告配信管理装置４は、それぞれ複数のサーバコンピュータで実現してもよく
、また、機能によっては外部のプラットフォーム等をＡＰＩ（Application　Programming
　Interface）やネットワークコンピューティングなどで呼び出して実現するなど、構成
は柔軟に変更できる。また、情報提供装置３および広告配信管理装置４を一つのサーバコ
ンピュータで実現してもよい。
【符号の説明】
【０１８８】
１　広告配信管理システム
２　無線ＬＡＮアクセスポイント
３　情報提供装置
４　広告配信管理装置
５　無線端末
６　広告主端末
７　通信ネットワーク
２１　無線ＬＡＮ通信部
２２　ＷＡＮ通信部
２３、３２　制御部
２４、３１　記憶部
２５　中継部
２６、５２　検出部
３０　通信部
４１　広告情報ＤＢ
４２　過去ログＤＢ
４３　ユーザ情報ＤＢ
４４　空間情報ＤＢ
４５　将来ログＤＢ



(25) JP 5718386 B2 2015.5.13

【図１】 【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】

【図６】



(26) JP 5718386 B2 2015.5.13

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(27) JP 5718386 B2 2015.5.13

【図１４】 【図１５】

【図１６】



(28) JP 5718386 B2 2015.5.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  佐藤　聖
            東京都港区赤坂九丁目７番１号　ヤフー株式会社内

    審査官  山本　俊介

(56)参考文献  特開２００９－１８８９２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１８０２８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　３０／０２　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｇ０６Ｑ　　３０／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

