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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示されるコンテンツの画面上の位置と対応付けて格納手段に格納された情報を取得す
る第１の取得手段と、
　画面上の選択された位置を取得する第２の取得手段と、
　前記コンテンツと、当該コンテンツの表示中に前記第２の取得手段により取得された位
置に対応付けられた前記情報とを表示する表示手段と、
　所定時間内に選択された複数の位置が前記第２の取得手段により取得された場合におい
て、当該複数の位置に対応付けられた情報が同じときと異なるときとで異なる処理を実行
する制御手段と
　を含む端末装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記所定時間内に選択された複数の位置が前記第２の取得手段により取得された場合に
おいて、当該複数の位置に同じ情報が対応付けられているときには、前記表示手段に当該
情報を表示させる処理を実行し、当該複数の位置に異なる情報が対応付けられているとき
には、エラー処理を実行する
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記格納手段は、
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　前記情報と前記画面上の一部領域を示す画面位置情報とを前記コンテンツに対応付けて
格納し、
　前記制御手段は、
　前記複数の位置が同一の一部領域に含まれる場合と異なる一部領域に含まれる場合とで
異なる処理を実行する
　請求項１又は請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記格納手段は、
　前記コンテンツが前記画面に表示される時間に対応して、前記情報と前記位置を示す位
置情報とを格納し、
　前記表示手段は、
　情報配信装置から時系列に取得された前記コンテンツを逐次前記画面に表示し、前記第
２の取得手段が前記位置を取得した時刻に対応し、かつ、当該位置を含む一部領域である
選択領域に対応する前記情報を前記画面に表示する
　請求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記画面に表示された前記情報に含まれる広告の識別子を出力する出力手段を更に備え
る請求項４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記出力手段は、
　前記選択された位置を含む一部領域である選択領域に対応する時間を、当該時間に応じ
た課金料を算出する課金手段に出力する
　請求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記出力手段は、
　前記選択された位置を含む一部領域である選択領域の面積を、当該面積に応じた課金料
を算出する課金手段に出力する
　請求項５又は６に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記格納手段を更に備える請求項１乃至７のいずれかに記載の端末装置。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の端末装置と、
　前記格納手段を備えるサーバと、
　を含み、
　前記サーバは、前記端末装置から前記位置を取得し、前記位置に対応する前記情報を前
記格納手段から取得して前記端末装置に送信する
　情報提供システム。
【請求項１０】
　表示されるコンテンツの画面上の位置と対応付けて格納手段に格納された情報を取得す
る第１のステップと、
　画面上の選択された位置を取得する第２のステップと、
　前記コンテンツと、当該コンテンツの表示中に取得された位置に対応付けられた前記情
報とを表示する第３のステップと、
　所定時間内に選択された複数の位置が前記第２のステップにおいて取得された場合にお
いて、当該複数の位置に対応付けられた情報が同じときと異なるときとで異なる処理を実
行する第４のステップと
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
　前記コンピュータに、前記画面に表示された前記情報に含まれる広告の識別子を出力す
る第５のステップを更に実行させる
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　請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記格納手段は、
　前記コンテンツが前記画面に表示される時間に対応して、前記情報と前記位置を示す位
置情報とを格納し、
　前記第３のステップは、
　前記コンピュータに、情報配信装置から時系列に取得された前記コンテンツを逐次前記
画面に表示させ、前記位置を取得した時刻に対応し、かつ、前記位置を含む一部領域であ
る選択領域に対応する前記情報を前記画面に表示させる
　請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記格納手段は、
　前記情報と前記画面上の一部領域を示す画面位置情報とを前記コンテンツに対応付けて
格納し、
　前記第５のステップは、
　前記コンピュータに、前記選択された位置を含む一部領域である選択領域に対応する時
間を、当該時間に応じた課金料を算出する課金手段に出力させる
　請求項１１又は１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記格納手段は、
　前記情報と前記画面上の一部領域を示す画面位置情報とを前記コンテンツに対応付けて
格納し、
　前記第５のステップは、
　前記コンピュータに、前記選択された位置を含む一部領域である選択領域の面積を、当
該面積に応じた課金料を算出する課金手段に出力させる
　請求項１１乃至１３のいずれかに記載のプログラム。
【請求項１５】
　表示されるコンテンツの画面上の位置と対応付けて格納手段に格納された情報を取得し
、
　画面上の選択された位置を取得し、
　前記コンテンツと、当該コンテンツの表示中に取得された位置に対応付けられた前記情
報とを表示し、
　所定時間内に選択された複数の位置が取得された場合において、当該複数の位置に対応
付けられた情報が同じときと異なるときとで異なる処理を実行する
　情報提供方法。
【請求項１６】
　前記画面に表示された前記情報に含まれる広告の識別子を出力する
　請求項１５に記載の情報提供方法。
【請求項１７】
　前記情報と前記画面上の一部領域を示す画面位置情報とが前記コンテンツに対応付けて
前記格納手段に格納され、
　情報配信装置から前記コンテンツを時系列に取得して逐次前記画面に表示し、前記位置
を取得した時刻に対応し、かつ、当該位置を含む一部領域である選択領域に対応する前記
情報を、前記コンテンツが前記画面に表示される時間に対応して、前記情報と前記位置を
示す位置情報とを格納する前記格納手段から取得して前記画面に表示する
　請求項１６に記載の情報提供方法。
【請求項１８】
　前記選択領域に対応する時間を、当該時間に応じた課金料を算出する課金手段に出力す
る
　請求項１７に記載の情報提供方法。
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【請求項１９】
　前記選択領域の面積を、当該面積に応じた課金料を算出する課金手段に出力する
　請求項１７又は１８のいずれかに記載の情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、情報提供システム、プログラムおよび情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告は商品やサービスを顧客に周知させるための重要な手段の１つであり、効果の高い
広告を配信することが望まれている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、モバイル広告において、ユーザの嗜好に応じて、受信した複
数の広告から表示する広告データを選択して表示するシステムの一例が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－７６９０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のシステムでは、広告配信装置が広告のみをユーザに配信するため、広告に興味を
もたないユーザには広告効果を充分にあげることができないおそれがある。また、不特定
多数の顧客に広く商品等を認知させるための広告として、いわゆるテレビコマーシャル等
が知られているが、このようなプッシュ型広告のみでは、顧客の嗜好に応じた広告を配信
することができず、広告効果を充分に発揮できないおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明は上記課題を解決すべく、人物に合わせた広告を表示することで、広告
効果を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するため、本発明の一形態は、表示されるコンテンツの画面上の位置
と対応付けて格納手段に格納された情報を取得する第１の取得手段と、画面上の選択され
た位置を取得する第２の取得手段と、前記コンテンツと、当該コンテンツの表示中に前記
第２の取得手段により取得された位置に対応付けられた前記情報とを表示する表示手段と
、所定時間内に選択された複数の位置が前記第２の取得手段により取得された場合におい
て、当該複数の位置に対応付けられた情報が同じときと異なるときとで異なる処理を実行
する制御手段とを含む端末装置を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、この端末装置と、前記格納手段を備えるサーバとを含み、前記サーバ
は、前記端末装置から前記位置を取得し、前記位置に対応する前記情報を前記格納手段か
ら取得して前記端末装置に送信する情報提供システムを提供する。
【０００９】
　また、本発明は、表示されるコンテンツの画面上の位置と対応付けて格納手段に格納さ
れた情報を取得する第１のステップと、画面上の選択された位置を取得する第２のステッ
プと、前記コンテンツと、当該コンテンツの表示中に取得された位置に対応付けられた前
記情報とを表示する第３のステップと、所定時間内に選択された複数の位置が前記第２の
ステップにおいて取得された場合において、当該複数の位置に対応付けられた情報が同じ
ときと異なるときとで異なる処理を実行する第４のステップとをコンピュータに実行させ
るためのプログラムを提供する。
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【００１０】
　また、本発明は、表示されるコンテンツの画面上の位置と対応付けて格納手段に格納さ
れた情報を取得し、画面上の選択された位置を取得し、前記コンテンツと、当該コンテン
ツの表示中に取得された位置に対応付けられた前記情報とを表示し、所定時間内に選択さ
れた複数の位置が取得された場合において、当該複数の位置に対応付けられた情報が同じ
ときと異なるときとで異なる処理を実行する情報提供方法を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、人物に合わせた広告を表示することで広告効果を高めることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１の構成の一例を示す図である。
【図２】実施形態１の情報格納部２１の一例を示す図である。
【図３】関連情報の一例を示す図である。
【図４】ディスプレイ２０１の一例を示す図である。
【図５】表示部２０の一例を示す図である。
【図６】ディスプレイ２０１の一例を示す図である。
【図７】スケジュール表の一例を示す図である。
【図８】実施形態２の情報格納部２１の一例を示す図である。
【図９】実施形態１の動作の一例を示す図である。
【図１０】実施形態２の動作の一例を示す図である。
【図１１】ディスプレイ２０１の一例を示す図である。
【図１２】実施形態３の端末装置２の一例を示す図である。
【図１３】ディスプレイ２０１の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。すべての図面において、
同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１４】
　なお、各実施形態の装置等を構成する各部は、論理回路等のハードウェアで構成される
。また、各部は、制御部、メモリ、メモリにロードされたプログラム、プログラムを格納
するハードディスク等の記憶ユニット、ネットワーク接続用インターフェースなどからな
り、ハードウェアとソフトウェアの任意の組合せによって実現されてもよい。そして特に
断りのない限り、その実現方法、装置は限定されない。
【００１５】
　また、制御部はＣＰＵ（Central Processing Unit）などからなり、オペレーティング
システムを動作させて装置等の全体を制御するとともに、例えばドライブ装置などに装着
された記録媒体からメモリにプログラムやデータを読み出し、これに従って各種の処理を
実行する。
【００１６】
　記録媒体は、例えば光ディスク、フレキシブルディスク、磁気光ディスク、外付けハー
ドディスク、半導体メモリ等であって、コンピュータプログラムをコンピュータが読み取
り可能に記録する。また、コンピュータプログラムは、通信網に接続されている図示しな
い外部コンピュータからダウンロードされても良い。
【００１７】
　情報配信装置１は端末装置２に情報を放送する。通信網は、インターネット、ＬＡＮ（
Local Area Network）、公衆回線網、無線通信網、または、これらの組み合わせ等によっ
て構成されるネットワーク等であっても良い。
【００１８】
　＜実施形態１＞
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　次に、本発明の第１の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１には、第１の実施形態にかかる情報配信システムが示されている。情報配信システ
ムは、情報配信装置１、端末装置２からなり、情報配信装置１は無線ないし有線通信等に
よって各種情報を端末装置２に放送する。端末装置２は複数台あってもかまわない。
【００２０】
　情報配信装置１は、配信部１０、関連情報格納部１１、コンテンツ格納部１２を備える
。
【００２１】
　配信部１０は、例えば放送局が有する放送装置等であり、音声、映像等の情報を電気信
号等によって不特定多数の視聴者に向けて放送する機能を有する。なお、配信部１０は、
不特定多数のみならず、特定少数、あるいは個人向けに情報を送信してもよいし、インタ
ーネットＴＶ（television）のようにインターネット回線を通じて情報を送信してもよい
。また、配信部１０は、関連情報格納部１１から広告を含む関連情報、及び、端末装置２
のディスプレイ２０１上の一部領域を規定する位置の情報（画面位置情報）を取得し、端
末装置２へ送信する。
【００２２】
　コンテンツ格納部１２は、例えば放送局によって管理され、コンテンツデータ（コンテ
ンツ）を格納する。コンテンツは、例えば映像や音声などを含む静止画や動画であって、
所定の形式でコンテンツ格納部１２に格納される。放送局は、例えば、コンテンツ作成会
社、ＴＶ番組作成会社等からコンテンツを取得してコンテンツ格納部１２へ格納してもよ
い。コンテンツは、いわゆるＴＶ番組放送用の番組コンテンツであってもよい。
【００２３】
　関連情報格納部１１は、図２に示すように、コンテンツに対応付けて、関連情報と、端
末装置２のディスプレイ２０１（図４、５で後述）上の一部領域を規定する位置の情報（
画面位置情報）とを対応付けて格納する。以下では、図２に示すコンテンツ対応の画面位
置情報と関連情報（図２のテーブル情報）をまとめてコンテンツ対応情報と呼ぶ。コンテ
ンツ対応情報は、例えば、放送局が、コンテンツ作成会社、ＴＶ番組作成会社、広告代理
店等から取得して関連情報格納部１１へ格納してもよい。
【００２４】
　関連情報は広告データ（広告）を含む情報であり、図３に示すように、例えば、コンテ
ンツもしくはコンテンツの一部領域に関連する内容を示す情報（選択領域関連情報と呼ぶ
。）や広告等（広告の格納域を示すアドレス情報（ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）
等）を含む。）からなる。関連情報は、映像や音声などを含む静止画や動画からなり、所
定の形式で関連情報格納部１１に格納されている。例えば、コンテンツの一部が建造物に
関する画像である場合、選択領域関連情報はその建造物の歴史を解説する情報であり、広
告等はその建造物の所在地への旅行を宣伝する広告であってもよい。また、コンテンツの
一部が骨董品に関する画像である場合、それに対応する選択領域関連情報は、その骨董品
の歴史や価値を解説する情報であり、広告等は、その骨董品等を展示する美術館のチケッ
ト予約サイトへのＵＲＬであってもよい。このように、ＴＶ番組作成会社や広告代理店等
はコンテンツに関する広告を関連情報に含ませておくことができる。
【００２５】
　画面位置情報とは、図２、図４に示すように、端末装置２のディスプレイ２０１上の一
部領域を示す位置情報（例えば、ディスプレイ２０１上で規定された座標）である。図４
には、矩形のディスプレイ２０１の左上端を原点（０、０）とし、右方向にｘ軸、下方向
にｙ軸をとった二次元座標空間の様子が示されている。図４では、ディスプレイ２０１の
右上端の座標を（１００、０）、左下端の座標を（０、１００）、右下端の座標を（１０
０、１００）とした例が示されているが、座標の取り方はこれに限定されない。以下では
、この座標空間を例に画面位置情報について説明する。
【００２６】
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　図２の最上段のレコードを参照すると、コンテンツＡに対して、画面位置情報の“（０
、０）、（５０、５０）”と、関連情報の“関連データ１”とが対応付けられている。こ
こで、画面位置情報の“（０、０）、（５０、５０）”は、図４に示すように、左上端座
標が（０、０）であり、右下端座標が（５０、５０）である矩形の領域１を示している。
これは、コンテンツＡがディスプレイ２０１に表示されている間は、該領域１に対して関
連情報の“関連データ１”が対応付けられていることを意味する。また、図２の２段目の
レコードには、コンテンツＡに対して、画面位置情報“（５０、５０）、（１００、７５
）”と、関連情報の“関連データ２”とが対応付けられている。これは、コンテンツＡが
ディスプレイ２０１に表示されている間は、図４に示すように、左上端座標が（５０、５
０）であり、右下端座標が（１００、７５）である矩形の領域２に対して関連情報の“関
連データ２”が対応付けられていることを意味する。
【００２７】
　なお、位置情報は、ディスプレイ２０１の表示規格等に応じてその縮尺が調整されても
よい。例えば、ディスプレイ２０１の表示規格が６４０×４８０ピクセルであれば、ｘ軸
方向とｙ軸方向との座標間隔が４：３となるように、表示制御部２００等によって位置情
報が調整されてもよい。
【００２８】
　また、ディスプレイ２０１上の一部領域は矩形領域でなくてもよい。例えば、一部領域
は円領域であっても良く、その場合は画面位置情報として中心座標と半径の情報が関連情
報格納部１１に格納されていても良い。
【００２９】
　端末装置２は、表示部２０、情報格納部２１、位置取得部２２、出力部２３を備える。
【００３０】
　表示部２０は、例えばプラズマディスプレイパネル、液晶表示パネル、ＣＲＴ（Cathod
e Ray Tube）等のディスプレイを備え、コンテンツや広告を出力する表示制御機能を有す
る。具体的には、表示部２０は、図５に示すように表示制御部２００とディスプレイ２０
１とから構成される。表示制御部２００は受信したコンテンツや広告をディスプレイ２０
１に表示する。図５に示すようにディスプレイ２０１は、端末装置２の内部に備えられて
もよいし、外部に設置されても良い。ディスプレイ２０１はタッチパネルであってもよい
。
【００３１】
　表示部２０を備える端末装置２は、例えば、家庭等に設置されたＴＶ放送波を受信する
いわゆるＴＶ受像機や、利用者が持ち運び可能な携帯型ＴＶ受像機、ワンセグ放送を受信
可能な携帯端末等であってもよい。
【００３２】
　情報格納部２１には、情報配信装置１から受信した、上述したコンテンツ対応情報が格
納される。すなわち、情報格納部２１の内容は関連情報格納部１１と同様であり、図２に
示すテーブルのように、コンテンツ対応に、画面位置情報と関連情報とが格納される。な
お、情報格納部２１は、情報配信装置１以外の外部装置からコンテンツ対応情報を受信し
て格納しても良いし、端末装置２に予めコンテンツ対応情報が格納された情報格納部２１
が組み込まれていても良い。
【００３３】
　位置取得部２２は、ディスプレイ２０１上の利用者が選択した位置を取得する。例えば
、ディスプレイ２０１がタッチパネルの場合、位置取得部２２は利用者がタッチしたディ
スプレイ２０１上の位置を感知する。また、利用者はマウスやリモートコントローラなど
のポインティングデバイスを使用してディスプレイ２０１上に表示されるポインタを操作
し、該ポインタによって示される位置を位置取得部２２が検出しても良い。このように、
利用者は、ディスプレイ２０１に表示されたコンテンツ中の興味画像等をタッチ操作、ク
リック操作、その他の指示によって選択し、位置取得部２２は該選択位置を取得する。な
お、利用者が所定時間内に複数箇所の位置を選択した場合、位置取得部２２は利用者が選
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択した複数個所の位置を取得してもよい。
【００３４】
　表示制御部２００は、コンテンツをディスプレイ２０１に表示し、コンテンツ表示中に
位置取得部２２から利用者が選択した位置を取得する。次に、表示制御部２００は、情報
報格納部２１に格納されている画面位置情報によって規定される一部領域のうち、位置取
得部２２から取得した位置を含む領域（選択領域と呼ぶ。）に対応する関連情報を情報格
納部２１から取得して、ディスプレイ２０１に表示する。図２、図４を例に、利用者がデ
ィスプレイ２０１上の座標（２５、２５）の位置を選択した場合について具体例を説明す
る。位置取得部２２は座標（２５、２５）を取得する。この場合、選択領域は、該座標を
含む一部領域である“（０、０）（５０、５０）”によって規定される領域１である（図
４参照）。また、選択領域である領域１に対応する関連情報は“関連データ１”である（
図２参照）。したがって、表示制御部２００は、利用者が座標（２５、２５）を選択した
場合、“関連データ１”をディスプレイ２０１に表示する。
【００３５】
　表示制御部２００は、利用者が所定時間内に複数箇所の位置を選択した場合、それらの
位置の全てが予め情報格納部２１に格納された画面位置情報によって規定される同一の一
部領域に含まれる場合には、該一部領域に対応する関連情報を表示してもよい。例えば、
座標（２５、２５）と座標（３０、４０）の位置が選択された場合には、両者とも領域１
に含まれる座標であるから、表示制御部２００は“関連データ１”を表示してもよい。
【００３６】
　一方、表示制御部２００は、利用者が所定時間内に複数箇所の位置を選択した場合、そ
れらの位置が、画面位置情報によって規定される複数の一部領域に含まれる場合には、そ
れら複数の一部領域に対応する関連情報をそれぞれ表示しても良いし、エラー表示をして
も良い。例えば、座標（２５、２５）と座標（６０、７０）の位置が選択された場合には
、これらは各々、領域１と領域２に含まれる座標であるから、表示制御部２００は“関連
データ１”と“関連データ２”をそれぞれ表示しても良いし、一の領域に含まれないこと
を理由にエラー表示をしても良い。
【００３７】
　出力部２３は、表示された関連情報に包含される広告の識別子を出力する。広告の識別
子は、広告を識別する情報であり、広告ごとに付与されたＩＤでも良いし、広告が格納さ
れている格納域を示すＵＲＬ等であっても良い。出力部２３は、広告の識別子を情報配信
装置１に送信しても良いし、他の装置に送信しても良い。例えば、出力部２３は、広告の
識別子を課金サーバに送信しても良い。また、出力部２３は、関連情報が表示されるごと
に広告の識別子を送信しても良いし、表示された広告の識別子を所定のタイミングでまと
めて送信しても良い。また、出力部２３は、広告の識別子を情報配信装置１や広告代理店
等が備える装置に送信しても良い。これにより、放送局や広告代理店は視聴者がどのよう
な広告を閲覧したかを把握し、マーケティング情報として利用することもできる。
【００３８】
　次に、本実施の形態における情報配信システムの動作について図９を用いて説明する。
【００３９】
　情報配信装置１は、端末装置２にコンテンツ対応情報とコンテンツを送信する（ステッ
プＳ１０）。なお、端末装置２は、コンテンツ対応情報を情報配信装置１ではなく、他装
置から受信してもよい。端末装置２は、受信したコンテンツ対応情報を情報格納部２１に
格納する。また、端末装置２は、情報配信装置１からコンテンツを受信し、表示制御部２
００が該コンテンツをディスプレイ２０１に表示する（ステップＳ１１）。なお、端末装
置２は、コンテンツ対応情報とコンテンツとを同時に受信してもよいし、コンテンツに先
立って予めコンテンツ対応情報を受信しても良い。次に、利用者は、興味ある対象画像が
表示された場合等に、ディスプレイ２０１上の該興味対象画像が表示されている位置を選
択すると、位置取得部２２が該位置を取得する（ステップＳ１２）。次に、表示制御部２
００は、位置取得部２２から該位置を取得し、該位置によって定まる選択領域に対応する
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関連情報を、情報格納部２１から取得してディスプレイ２０１に表示する（ステップＳ１
３）。次に、出力部２３は、表示された関連情報に包含される広告の識別子を出力する（
ステップＳ１４）。
【００４０】
　次に、図２乃至図４を用いて、上述のステップのより具体的な例を示す。端末装置２は
、情報配信装置１からコンテンツを受信して、該コンテンツをディスプレイ２０１に表示
する（ステップＳ１１）。
【００４１】
　次に、利用者は、例えば、コンテンツがディスプレイ２０１に表示されているときに、
興味のある画像が表示されている箇所を選択する。ここでは、利用者は、ディスプレイ２
０１上の座標（６０、７０）の位置を選択したと仮定する（図４参照）。
【００４２】
　この場合、位置取得部２２は、座標（６０、７０）を位置情報として取得する（ステッ
プＳ１２）。座標（６０、７０）は、図４の領域２に含まれるため、選択領域は画面位置
情報“（５０、５０）、（１００、７５）”によって規定される領域２となる。該選択領
域に対応する関連情報は図２に示すように“関連データ２”であるから、表示制御部２０
０は“関連データ２”をディスプレイ２０１に表示する（ステップＳ１３）。
【００４３】
　その結果、ディスプレイ２０１には、図３に示すような選択領域関連情報と広告等が並
べて表示される。なお、選択領域関連情報の上に広告やＵＲＬを重ねて表示させても良く
、表示のさせ方は特に制限されない。
【００４４】
　次に、出力部２３は、広告の識別子を、例えば、図示しない課金部（端末装置２の外部
の課金サーバや内部の課金計算部等）に出力する（ステップＳ１４）。すなわち、出力部
２３は、広告の識別子を、外部の課金サーバ等に送信しても良いし、端末装置２が備える
図示しない課金計算部に出力してもよい。これにより、課金サーバや課金計算部等はディ
スプレイ２０１に実際に表示された広告に基づいて課金処理をすることが可能となる。
【００４５】
　また、出力部２３は、選択領域の面積を、該面積に応じた課金料を算出する課金部に出
力してもよい。図４を参照すると、選択領域の面積は、領域１であれば２５００（＝５０
×５０）、領域２であれば１２５０（＝（１００－５０）×（７５－５０））、領域３で
あれば、６２５（＝（１００－７５）×（１００－７５））となる。例えば、面積が大き
い領域の方が利用者の目に触れやすく選択されやすいと考えられるため、課金部は出力部
２３から受信した面積の大きさに比例して課金料を大きく設定しても良い。
【００４６】
　本実施の形態によれば、コンテンツが画面に表示されている間に視聴者が選択した画面
上の位置に対応する広告が表示される。すなわち、本実施の形態によれば、コンテンツ配
信中の視聴者に対して、その視聴者の興味に合った広告を表示することができる。したが
って、本実施の形態によれば、単に広告のみを一方的に配信するだけではなく、コンテン
ツを配信し、該コンテンツないしその一部に興味を持った視聴者に対して、その視聴者に
合う広告を表示することができるため、広告効果を高めることができる。
【００４７】
　また、単に広告のみを表示するだけではなく、視聴者が選択した興味対象画像の説明等
とともに広告を表示することができるため、視聴者に抵抗なく自然に広告を見せることが
でき、広告効果を高めることができる。
【００４８】
　＜実施形態２＞
　次に、本発明の第２の実施形態について図面を参照して説明する。
【００４９】
　本実施の形態では、コンテンツが動画である場合の情報配信システムについて説明する
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。基本点な構成は第１の実施形態と同様であるから、主な相違点について説明する。
【００５０】
　動画コンテンツは、上述したとおり、いわゆるＴＶ番組放送用の番組コンテンツであっ
てもよい。この場合、各コンテンツは、例えば図７に示すように予め定められたＴＶ番組
スケジュール表に従って放送されてもよい。すなわち、コンテンツは、放送局が配信する
ＴＶ放送波によってＴＶ受像機などに受信される放送番組でもよい。ＴＶ番組スケジュー
ル表は、例えば、チャンネルごとにコンテンツが配信される時間を包含しており、例えば
情報配信装置１の図示しない記憶部に予め格納されている。ＴＶスケジュール表に含まれ
るチャンネルとは、各コンテンツを配信する際の周波数帯域などを識別する識別情報であ
る。ＴＶスケジュール表に含まれる時間とは、チャンネルごとに、情報配信装置１から端
末装置２にコンテンツが配信される時間である。
【００５１】
　本実施の形態における情報格納部２１が格納するコンテンツ対応情報は、図８に示すよ
うに、コンテンツごとに、コンテンツがディスプレイ２０１に表示される時間に対応して
、画面位置情報と関連情報とが対応づけられている。コンテンツは動画であり、時々刻々
と画像が変化しうるため、同一コンテンツであっても、時間ごとに画面位置情報と関連情
報とが変化しうる点が第１の実施の形態との相違点である。図８は、コンテンツαが放送
される時間のうち、２０１０年１２月１０日の時間12:15:30－12:16:00における画面位置
情報と関連情報の組み合わせと、次の時間12:16:00－12:17:00における画面位置情報と関
連情報の組み合わせとが示されている。また、図８にはコンテンツαに関するテーブルの
み示されているが、該テーブルは例えばコンテンツごとに情報格納部２１に格納されてい
る。
【００５２】
　情報格納部２１がこのようなテーブルを格納することによって、同一コンテンツが放送
されている場合でも、時間によってディスプレイ２０１上の画面位置情報によって規定さ
れる一部領域の大きさや位置は変化しうる（例えば、図６のように、時間に応じて点線で
囲まれた一部領域の大きさや位置は変化しうる）。
【００５３】
　また、表示部２０は、例えば、コンテンツのヘッダ情報を参照して、あるいは、コンテ
ンツごとにチャンネルが異なる場合にはチャンネル情報を参照して、各コンテンツを識別
することが可能である。
【００５４】
　情報格納部２１は、コンテンツごとではなく、チャンネルごとに時間と画面位置情報と
関連情報とが対応づけられていても良い。
【００５５】
　なお、時間は、例えば、ＴＶ番組の放送時間であるが、番組開始時点を起点としてそこ
からの経過時間を示す相対時間でも良い。
【００５６】
　情報格納部２１が格納するコンテンツ対応情報は、第１の実施形態で説明したように同
内容のコンテンツ対応情報を格納する関連情報格納部１１の情報を端末装置２が情報配信
装置１から受信しても良いし、他の装置から受信しても良い。
【００５７】
　また、表示部２０は、情報配信装置１からコンテンツを時系列に取得して逐次ディスプ
レイ２０１に表示し、コンテンツ表示中に位置取得部２２から、利用者が選択した位置と
、該位置を取得した時刻とを取得して、該位置及び時刻を含む選択領域に対応する関連情
報を、情報格納部２１から取得してディスプレイ２０１に表示する。
【００５８】
　次に、本実施の形態における情報配信システムの動作について図１０を用いて説明する
。
【００５９】
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　情報配信装置１は、端末装置２にコンテンツ対応情報とコンテンツを送信する（ステッ
プＳ２０）。なお、端末装置２は、コンテンツ対応情報を情報配信装置１ではなく、他装
置から受信してもよい。端末装置２は、受信したコンテンツ対応情報を情報格納部２１に
格納する。また、端末装置２は、情報配信装置１からコンテンツを受信し、表示制御部２
００が該コンテンツをディスプレイ２０１に表示する（ステップＳ２１）。端末装置２は
、コンテンツ対応情報とコンテンツとを同時に受信してもよいし、コンテンツに先立って
予めコンテンツ対応情報を受信しても良い。情報配信装置１は、動画であるコンテンツを
時系列で送信し、端末装置２は該コンテンツを受信して逐次ディスプレイ２０１に表示す
る。
【００６０】
　次に、位置取得部２２は、利用者が選択したディスプレイ２０１上の位置を取得する（
ステップＳ２２）。また、位置取得部２２は、さらに、該位置を取得した時刻を取得する
（ステップＳ２３）。この際、位置取得部２２は、例えば端末装置２に内蔵された時計や
外部の電波時計等から時刻を取得してもよい。
【００６１】
　次に、表示制御部２００は、該位置および時刻から定まる関連情報を、情報格納部２１
から取得してディスプレイ２０１に表示する（ステップＳ２４）。具体的には、表示制御
部２００は、図８の情報格納部２１を参照し、位置取得部２２が位置を取得した時刻に対
応し、かつ、位置取得部２２が取得した位置を含む一部領域（選択領域）を決定する。そ
して、表示制御部２００は、情報格納部２１を参照して、選択領域と対応する関連情報を
ディスプレイ２０１に表示する。
【００６２】
　次に、出力部２３は、表示された関連情報に包含される広告の識別子を出力する（ステ
ップＳ２５）。
【００６３】
　次に、上述のステップの具体例を示す。ここでは、情報配信装置１が図７の番組スケジ
ュール表に基づいてコンテンツを配信する場合を例に説明する。また、端末装置２がチャ
ンネル１を選択していると仮定する。この場合、図７に示すように、情報配信装置１は、
２０１０年１２月１０日の12:15:30-12:30：30と12:31:00-13:00：00の時間帯にコンテン
ツαを送信するため、端末装置２はこの時間帯にコンテンツαを時系列に受信して逐次デ
ィスプレイ２０１に表示する（ステップＳ２１）。ここでは、ディスプレイがタッチパネ
ルであると仮定する。
【００６４】
　利用者は、コンテンツαがディスプレイ２０１に表示されている間に、例えば、ディス
プレイ２０１上の興味対象画像が表示されている箇所をタッチする。例えば、ディスプレ
イ２０１上の座標（６０、７０）近傍に、時間12:15:30-12:16:00の間に、コンテンツα
の内容の一部である建造物の画像が表示されると仮定する。この場合、該建造物に興味を
抱いた利用者は、該建造物がディスプレイ２０１に表示されている間（例えば、時刻12:1
5:40）にディスプレイ２０１上の座標（６０、７０）の箇所を選択する。
【００６５】
　次に、位置取得部２２は、位置情報として、利用者が選択した座標（６０、７０）を取
得する（ステップＳ２２）。また、位置取得部２２は、該座標が利用者に選択された時刻
12:15:40を取得する（ステップＳ２３）。
【００６６】
　次に、表示制御部２００は、位置取得部２２から該座標と時刻とを取得し、該座標およ
び時刻から定まる関連情報を情報格納部２１から取得してディスプレイ２０１に表示する
（ステップＳ２４）。この例では、時刻12:15:40は、時間12:15:30-12:16:00の間に含ま
れる。よって、時刻12:15:40に対応し、かつ、座標（６０、７０）を含む一部領域である
選択領域は図４の領域２である。図８を参照すると、該選択領域に対応する関連情報は“
関連データ２”となる。したがって、表示制御部２００は、“関連データ２”をディスプ
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レイ２０１に表示する。“関連データ２”は、図３のように、選択領域関連情報と広告等
（例えば、利用者が選択した建造物に関する情報を解説する選択領域関連情報と、該建造
物の所在地への旅行を宣伝する広告）とからなり、表示制御部２００はこれらをディスプ
レイ２０１上に並べて表示する。
【００６７】
　次に、出力部２３は、該広告の識別子を課金部等に出力する（ステップＳ２５）。出力
部２３は、情報格納部２１に格納された、一部領域に対応する時間を、当該時間に応じた
課金料を算出する課金部に出力してもよい。図８を例にすれば、時間12:15:30-12:16:00
の間は、画面位置情報の“（０、０）、（５０、５０）”と、関連情報の“関連データ１
”とが対応付けられており、時間12:16:00-12:17:00の間は、画面位置情報の“（２５、
２５）、（７５、７５）”と、関連情報の“関連データ１”とが対応付けられている。し
たがって、出力部２３は、“関連データ１”がディスプレイ２０１上の一部領域に対応し
ている時間（開始時刻と終了時刻、あるいは、その間の長さ）である12:15:30-12:17:00
、あるいは、１分３０秒という時間を課金部に出力しても良い。課金部は、該時間に応じ
て課金料を算出しても良い。例えば、長い時間ディスプレイ２０１に割り当てられた一部
領域ほど利用者に選択される可能性が高まるため、課金部は時間が長いほど課金料を高く
算出してもよい。
【００６８】
　また、図１１に示すように、関連情報の“関連データ１”は、12:15:30から12:17:00に
渡って、座標（２５、２５）と座標（５０、５０）で規定される領域（図１１の斜線部の
矩形領域）を占めているため、出力部２３は、時間12:15:30-12:17:00の間に関連情報に
対応する一部領域がディスプレイ２０１上を占めている面積（この場合は、６２５（＝（
５０－２５）×（５０－２５）））を課金部に送信してもよい。これにより、課金部は、
時間と面積に応じて課金料を算出しても良い。
【００６９】
　なお、課金部は情報配信装置１が備えている関連情報格納部１の情報を基に課金料を算
出しても良い。上述のような利用者が選択した位置を基に課金料を算出する場合、課金部
は、実際に利用者によって視聴された広告に対して課金をすることができる。一方、予め
関連情報格納部１に格納された画面位置情報や時間の情報を基に課金する場合、課金部は
、利用者に選択される可能性の大きさに応じて課金をすることが可能である。例えば、関
連情報に割り当てられた一部領域が大きい場合や割り当てられた時間が長い場合には、利
用者の目に触れやすく選択される可能性が高いと考えられるため、課金部は課金料を大き
く設定してもよい。
【００７０】
　本実施の形態によれば、コンテンツが画面に表示されている間に利用者が選択した画面
上の位置に対応する広告が表示される。すなわち、本実施の形態によれば、コンテンツ配
信中の視聴者に対して、その視聴者に合う広告を表示することができる。したがって、本
実施の形態によれば、単に広告のみを一方的に配信するだけではなく、コンテンツを配信
し、該コンテンツないしその一部に興味を持った視聴者に対して、その視聴者の興味に合
った広告等を表示することができるため、広告効果を高めることができる。また、本実施
の形態によれば、動画コンテンツを視聴する視聴者に対しても、広告効果を高めることが
できる。
【００７１】
　また、単に広告のみを表示するだけではなく、視聴者が選択した興味対象画像の説明等
とともに広告を表示することができるため、視聴者に抵抗なく自然に広告を見せることが
でき、広告効果を高めることができる。
【００７２】
　＜実施形態３＞
　次に、本発明の第３の実施形態について図面を参照して説明する。
【００７３】
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　図１２には、本実施の形態にかかる携帯端末２のブロック構成図の一例が示されている
。端末装置２は、表示部２０、位置取得部２２を含む。位置取得部２２は、利用者からデ
ィスプレイ２０１上の位置を取得する。表示部２０は、コンテンツをディスプレイ２０１
に表示し、コンテンツ表示中に位置取得部２２から位置を取得すると、当該位置を含む一
部領域である選択領域に対応する関連情報を、情報格納部２１ないし関連情報格納部１１
から取得してディスプレイ２０１に表示する。
【００７４】
　図１３を用いて、具体例を説明する。図１３には、ディスプレイ２０１に表示されたコ
ンテンツである静止画、あるいは、ある時刻における動画コンテンツが示されている。ま
た、図１３の例では、情報格納部２１に、一部領域として領域１、領域２、領域３が指定
されており、それぞれ、鞄の関連情報、男性用スーツの関連情報、女性用スーツの関連情
報と対応付けられて格納されていると仮定する。ここで、例えば、該コンテンツの視聴者
は、左端の男性が持っている鞄に興味がある場合に鞄が表示されている位置を選択する。
【００７５】
　次に、位置取得部２２は、該選択された位置の情報（例えば、ディスプレイ２０１上で
定義された座標）を取得する。次に、表示部２０は、情報格納部２１から、位置取得部２
２が取得した座標が含まれる一部領域（選択領域）を取得する。この場合、鞄は領域１に
含まれるため、対応する鞄の関連情報がディスプレイ２０１上の全面あるいは一部に表示
される。これにより、鞄に興味を持った視聴者は、鞄の関連情報を見る事ができ、広告代
理店等は鞄の関連情報に鞄の広告を含ませておくことで、該視聴者に鞄の広告を見せるこ
とができる。
【００７６】
　なお、上述した情報配信システムは、端末装置２に情報格納部２１を備えた例を説明し
たが、情報配信システムはそれに限られない。例えば、端末装置２の位置取得部２２は、
利用者からディスプレイ２０１上の位置を取得すると、当該位置を示す情報を情報配信装
置１あるいは他のサーバ等に送信し、情報配信装置１あるいは他のサーバ等が、当該位置
に対応する関連情報を、関連情報格納部１１等から取得して端末装置２に送信しても良い
。このような情報配信システムは、既存のシステムを流用して実現することが可能である
。例えば、上述した端末装置２は、スマートフォン等のタッチパネルを有する携帯端末で
あっても良く、スマートフォン等の既存の端末装置にソフトウェアをダウンロードするな
どの最小の変更を加えるだけで実現可能である。また、端末装置２は、タッチパネル上で
押下された位置の情報を、電子メール等の既存の手段で情報配信装置１あるいは他のサー
バ等へ送信しても良い。また、情報配信装置１あるいは他のサーバ等は、この位置情報を
基に、対応する関連情報ないし広告を特定しても良い。特定された関連情報ないし広告は
、情報配信装置１あるいは他のサーバから、電子メールなどの既存の手段で、端末装置２
に送信されても良い。また、放送は、いわゆるワンセグ放送、又は、mmbi、Media Flo等
の携帯端末向けマルチメディア放送であっても良い。
【００７７】
　本実施の形態によれば、コンテンツが画面に表示されている間に利用者が選択した画面
上の位置に対応する広告が表示される。すなわち、本実施の形態によれば、コンテンツ配
信中の視聴者に対して、その視聴者の興味に合った広告を表示することができる。したが
って、本実施の形態によれば、単に広告のみを一方的に配信するだけではなく、コンテン
ツを配信し、該コンテンツないしその一部に興味を持った視聴者に対して、その視聴者に
合う広告等を表示することができるため、広告効果を高めることができる。
【００７８】
　また、単に広告のみを表示するだけではなく、視聴者が選択した興味対象画像の説明等
とともに広告を表示することができるため、視聴者に抵抗なく自然に広告を見せることが
でき、広告効果を高めることができる。
【００７９】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
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るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解しう
る様々な変更をすることができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　情報配信装置
　１０　　配信部
　１１　　関連情報格納部
　１２　　コンテンツ格納部
　２　　　端末装置
　２０　　表示部
　２１　　情報格納部
　２２　　位置取得部
　２３　　出力部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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