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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理し、コンテンツを
配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェア情報、広告コン
テンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理する広告サーバと、
を備える広告表示システムであって、
　前記端末は、
　前記Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送
信して、アクセスを行うアクセス手段と、
　前記Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードするダウンロード手段と、
　該ダウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する表
示手段と、
　を備え、
　前記Ｗｅｂサーバは、
　前記広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第１の送信手段と、
　前記広告サーバから広告が埋め込まれたコンテンツを受信する第１の受信手段と、
　前記端末からのアクセス要求を受信し、前記広告を埋め込んだコンテンツのダウンロー
ドを許可するダウンロード許可手段と、
　を備え、
　前記広告サーバは、
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　受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテンツを検索する検索手
段と、
　前記Ｗｅｂサーバに該検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信する第２の送信手段
と、
　を備えることを特徴とする広告表示システム。
【請求項２】
　前記端末に接続された外部機器を備え、
　前記端末のアクセス手段が、前記Ｗｅｂサーバに前記外部機器を含むハードウェア情報
が付与された機器ＩＤを送信することを特徴とする請求項１に記載の広告表示システム。
【請求項３】
　利用者が利用し、情報を送受信する端末と、アプリケーション配信事業者が管理し、ア
プリケーションを配信するアプリケーションサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、
ハードウェア情報、広告コンテンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業
者が管理する広告サーバと、を備える広告表示システムであって、
　前記端末は、
　前記アプリケーションサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰア
ドレスを送信して、アクセスを行うアクセス手段と、
　前記アプリケーションサーバからアプリケーションをダウンロードするダウンロード手
段と、
　該ダウンロードしたアプリケーションに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示
する表示手段と、
　を備え、
　前記アプリケーションサーバは、
　前記広告サーバにアプリケーションと受信した機器ＩＤとを送信する第１の送信手段と
、
　前記広告サーバから広告が埋め込まれたアプリケーションを受信する第１の受信手段と
、
　前記端末からのアクセス要求を受信し、前記広告を埋め込んだアプリケーションのダウ
ンロードを許可するダウンロード許可手段と、
　を備え、
　前記広告サーバは、
　受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテンツを検索する検索手
段と、
　前記アプリケーションサーバに該検索した広告を埋め込んだアプリケーションを送信す
る第２の送信手段と、
　を備えることを特徴とする広告表示システム。
【請求項４】
　前記端末が、加速度センサを備え、
　該加速度センサの出力信号に応じて、前記広告の表示形態を変化させる表示制御部を備
えたことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の広告表示システム。
【請求項５】
　前記端末が、角度センサを備え、
　該角度センサの出力信号に応じて、前記広告の表示角度を変化させる表示制御部を備え
たことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の広告表示システム。
【請求項６】
　前記端末が、システム管理者のＷｅｂサイトに機器情報とユーザＩＤ、パスワードを送
信し、前記システム管理者のＷｅｂサイト上で機器ＩＤを生成して、前記端末に対して、
機器ＩＤを発行するとともに、個人情報と機器ＩＤとを前記個人情報サーバに登録するこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の広告表示システム。
【請求項７】
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　前記端末が、システム管理者のＷｅｂサイトから専用のアプリケーションをダウンロー
ドし、該専用のアプリケーションにより前記個人情報サーバにユーザ情報とユーザＩＤ、
パスワード、機器情報を送信し、前記個人情報サーバが受信した機器情報から機器ＩＤを
生成し、受信した個人情報とともに登録を行うとともに、前記専用アプリケーションに対
して機器ＩＤを発行することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の広告
表示システム。
【請求項８】
　利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理し、コンテンツを
配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェア情報、広告コン
テンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理する広告サーバと、
を備える広告表示システムにおける広告表示方法であって、
　前記端末が、前記Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰ
アドレスを送信して、アクセスを行う第１のステップと、
　前記Ｗｅｂサーバが、前記広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第
２のステップと、
　前記広告サーバが、受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテン
ツを検索する第３のステップと、
　前記広告サーバが、前記Ｗｅｂサーバに該検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信
する第４のステップと、
　前記端末が、前記Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし、該ダウンロードした
コンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する第５のステップと、
　を備えることを特徴とする広告表示方法。
【請求項９】
　利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理し、コンテンツを
配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェア情報、広告コン
テンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理する広告サーバと、
を備える広告表示システムにおける広告表示方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムであって、
　前記端末が、前記Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰ
アドレスを送信して、アクセスを行う第１のステップと、
　前記Ｗｅｂサーバが、前記広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第
２のステップと、
　前記広告サーバが、受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテン
ツを検索する第３のステップと、
　前記広告サーバが、前記Ｗｅｂサーバに該検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信
する第４のステップと、
　前記端末が、前記Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし、該ダウンロードした
コンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する第５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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末ごとに最適な広告を表示する広告表示システム、広告表示方法およびプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のネット家電に対する広告表示システムは、公衆回線網（ＰＳＴＮ、ＩＳＤＮ、各
無線通信網等）およびインターネットを含むネットワークによって各家庭の家電機器と広
告管理サーバが接続され、広告管理サーバに登録されたユーザの所有する家電機器に対し
広告情報を配信して表示出力させるサービスを提供する。また、広告管理サーバに接続さ
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れたデータベースには、配信すべき広告情報、ユーザ情報、ユーザの保有する家電機器情
報を登録し、家電機器情報は、「冷蔵庫」や「電子レンジ」等の製品分類ごとにユーザ情
報とひも付けされて登録されるとともに、家電機器ごとに形式、シリアル番号、その特徴
情報（冷蔵庫であれば、大型タイプ、小型タイプ等）が登録され、前記登録された情報を
検索して広告情報を要求した家電機器に対して、家電機器の形式やユーザ情報を考慮して
、送信する広告情報を選択して配信を行っている。
【０００３】
　ところが、従来の広告表示システムでは、家電機器の形式やユーザ情報に基づき最適で
かつ有用であろう広告情報を配信させることはできるが、広告主が伝えたいタイミングで
効果的に広告情報をユーザに印象づけることは難しい。例えば○○スーパーで１０月１日
１７―１８時に特売情報を流し効果的にユーザに広告内容を伝えたい場合、前記特売が行
われる時間帯の直前から指定時間まで広告情報の提供を行いたいが、報知時刻情報、報知
時間情報や各家電を同時に同じ広告を報知させる情報等がサーバ装置より送信されないの
で、ユーザに対し広告内容を適切なタイミングでかつ効果的に伝えることができないとい
う問題があった。また、家電機器に指定の時刻に同報送信する方法が可能であるが、同じ
情報を個々に送信するようになり通信回線上のトラフィックに負担をかけるという問題が
あった。そのため、通信回線上の負荷を上げることなく、広告情報の内容を適切なタイミ
ングでかつユーザに効果的に伝達し、広告表示の価値および広告発信者とユーザへのサー
ビス性を高めることを目的とした広告表示システムが開示されている（例えば、特許文献
１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２４０９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の従来技術では、視聴者の属性、広告主の属性、コンテンツの属性を考慮していな
いため、最適なユーザに最適な広告を配信することができない。また、端末の機能を活か
したインタラクティブなエンターテインメント性のある広告を配信することができない。
【０００６】
　一方、携帯端末内のブラウザでＷＥＢページにアクセスした際、その機種情報（プロフ
ァイル）を調べて、その機種のデバイスに合わせた形でＷＥＢページを最適化する手法が
存在する。このようにすることで、ユーザがアクセスした端末のハードウェアに最適化さ
れた広告をダウンロードでき、よりユーザにとって魅力的な広告を提示できることで、購
買行動を誘引できるというメリットがある。
【０００７】
　しかしながら、上記手法は端末を供給する事業者が同一であって、インターネット側に
その端末ごとのハードウェア情報を提供する手法が確立されていることが条件となってお
り、異なる事業者の提供する端末や、ＵＳＢ等で接続デバイスを拡張した場合は、それら
にあわせて最適な広告を提供することができず、上記メリットに一定の制限をかけている
ことになる。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、事業者のことなる端末同
士が、ハードウェア構成がまったく異なるデバイスから同一ＷＥＢページにアクセスした
場合であっても、それらに最適化された広告が表示でき、さらに、ハードウェア構成に応
じたインタラクティブな広告を表示する広告表示システム、広告表示方法およびプログラ
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】
【０００９】
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　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の事項を提案している。なお、理解を容
易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定され
るものではない。
【００１０】
　（１）本発明は、利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理
し、コンテンツを配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェ
ア情報、広告コンテンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理す
る広告サーバと、を備える広告表示システムであって、前記端末は、前記Ｗｅｂサーバに
自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行
うアクセス手段（例えば、図２のアクセス部１２０に相当）と、前記Ｗｅｂサーバからコ
ンテンツをダウンロードするダウンロード手段（例えば、図２のダウンロード部１３０に
相当）と、該ダウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表
示する表示手段（例えば、図２の表示部１４０に相当）と、を備え、前記Ｗｅｂサーバは
、前記広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第１の送信手段（例えば
、図５の送信部２２０に相当）と、前記広告サーバから広告が埋め込まれたコンテンツを
受信する第１の受信手段（例えば、図５のコンテンツ受信部２３０に相当）と、前記端末
からのアクセス要求を受信し、前記広告を埋め込んだコンテンツのダウンロードを許可す
るダウンロード許可手段（例えば、図５のダウンロード許可部２４０に相当）と、を備え
、前記広告サーバは、受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテン
ツを検索する検索手段（例えば、図６の広告検索部３１０に相当）と、前記Ｗｅｂサーバ
に該検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信する第２の送信手段（例えば、図６のコ
ンテンツ送信部３３０に相当）と、を備えることを特徴とする広告表示システムを提案し
ている。
【００１１】
　この発明によれば、端末のアクセス手段は、Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が
付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う。ダウンロード手段は、
Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードする。表示手段は、ダウンロードしたコンテ
ンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する。Ｗｅｂサーバの第１の送信手
段は、広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する。第１の受信手段は、広
告サーバから広告が埋め込まれたコンテンツを受信する。ダウンロード許可手段は、端末
からのアクセス要求を受信し、広告を埋め込んだコンテンツのダウンロードを許可する。
広告サーバの検索手段は、受信した機器ＩＤに基づいて個人情報サーバから広告コンテン
ツを検索する。第２の送信手段は、Ｗｅｂサーバに該検索した広告を埋め込んだコンテン
ツを送信する。したがって、Ｗｅｂページに広告を埋め込むことにより、端末のハードウ
ェア構成に応じた最適な広告をインタラクティブに表示することができる。
【００１２】
　（２）本発明は、（１）の広告表示システムについて、前記端末に接続された外部機器
を備え、前記端末のアクセス手段（例えば、図１１のアクセス部１２１に相当）が、前記
Ｗｅｂサーバに前記外部機器を含むハードウェア情報が付与された機器ＩＤを送信するこ
とを特徴とする広告表示システムを提案している。
【００１３】
　この発明によれば、端末に接続された外部機器を備え、端末のアクセス手段が、Ｗｅｂ
サーバに外部機器を含むハードウェア情報が付与された機器ＩＤを送信する。したがって
、端末に外部機器が接続された場合には、機器ＩＤが再構築され、機器ＩＤに応じて最適
化された広告をインタラクティブに表示することができる。
【００１４】
　（３）本発明は、利用者が利用し、情報を送受信する端末と、アプリケーション配信事
業者が管理し、アプリケーションを配信するアプリケーションサーバと、端末ＩＤと端末
のプロフィール、ハードウェア情報、広告コンテンツとを対応付けて格納する個人情報サ
ーバと、広告事業者が管理する広告サーバと、を備える広告表示システムであって、前記
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端末は、前記アプリケーションサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤと
ＩＰアドレスを送信して、アクセスを行うアクセス手段（例えば、図１３のアクセス部１
２２に相当）と、前記アプリケーションサーバからアプリケーションをダウンロードする
ダウンロード手段（例えば、図１３のダウンロード部１３１に相当）と、該ダウンロード
したアプリケーションに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する表示手段（例
えば、図１３の表示部１４１に相当）と、を備え、前記アプリケーションサーバは、前記
広告サーバにアプリケーションと受信した機器ＩＤとを送信する第１の送信手段と、前記
広告サーバから広告が埋め込まれたアプリケーションを受信する第１の受信手段と、前記
端末からのアクセス要求を受信し、前記広告を埋め込んだアプリケーションのダウンロー
ドを許可するダウンロード許可手段と、を備え、前記広告サーバは、受信した機器ＩＤに
基づいて前記個人情報サーバから広告コンテンツを検索する検索手段（例えば、図１４の
広告検索部３１１に相当）と、前記アプリケーションサーバに該検索した広告を埋め込ん
だアプリケーションを送信する第２の送信手段（例えば、図１４のアプリケーション送信
部３４０に相当）と、を備えることを特徴とする広告表示システムを提案している。
【００１５】
　この発明によれば、端末のアクセス手段は、アプリケーションサーバに自己のハードウ
ェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う。ダウンロー
ド手段は、アプリケーションサーバからアプリケーションをダウンロードする。表示手段
は、ダウンロードしたアプリケーションに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示
する。アプリケーションサーバの第１の送信手段は、広告サーバにアプリケーションと受
信した機器ＩＤとを送信する。第１の受信手段は、広告サーバから広告が埋め込まれたア
プリケーションを受信する。ダウンロード許可手段は、端末からのアクセス要求を受信し
、広告を埋め込んだアプリケーションのダウンロードを許可する。広告サーバの検索手段
は、受信した機器ＩＤに基づいて個人情報サーバから広告コンテンツを検索する。第２の
送信手段は、アプリケーションサーバに検索した広告を埋め込んだアプリケーションを送
信する。したがって、アプリケーションに広告を埋め込むことにより、端末のハードウェ
ア構成に応じた最適な広告をインタラクティブに表示することができる。
【００１６】
　（４）本発明は、（１）から（３）の広告表示システムについて、前記端末が、加速度
センサ（例えば、図２の加速度センサ１６０に相当）を備え、該加速度センサの出力信号
に応じて、前記広告の表示形態を変化させる表示制御部を備えたことを特徴とする広告表
示システムを提案している。
【００１７】
　この発明によれば、端末が、加速度センサを備え、表示制御部が加速度センサの出力信
号に応じて、広告の表示形態を変化させる。したがって、加速度センサの出力により最適
な広告をインタラクティブに表示することができる。
【００１８】
　（５）本発明は、（１）から（３）の広告表示システムについて、前記端末が、角度セ
ンサ（例えば、図２の角度センサ１７０に相当）を備え、該角度センサの出力信号に応じ
て、前記広告の表示角度を変化させる表示制御部を備えたことを特徴とする広告表示シス
テムを提案している。
【００１９】
　この発明によれば、端末が、角度センサを備え、表示制御部が角度センサの出力信号に
応じて、広告の表示角度を変化させる。したがって、角度センサの出力により最適な広告
をインタラクティブに表示することができる。
【００２０】
　（６）本発明は、（１）から（３）の広告表示システムについて、前記端末が、システ
ム管理者のＷｅｂサイトに機器情報とユーザＩＤ、パスワードを送信し、前記システム管
理者のＷｅｂサイト上で機器ＩＤを生成して、前記端末に対して、機器ＩＤを発行すると
ともに、個人情報と機器ＩＤとを前記個人情報サーバに登録することを特徴とする広告表
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示システムを提案している。
【００２１】
　この発明によれば、端末が、システム管理者のＷｅｂサイトに機器情報とユーザＩＤ、
パスワードを送信し、システム管理者のＷｅｂサイト上で機器ＩＤを生成して、端末に対
して、機器ＩＤを発行するとともに、個人情報と機器ＩＤとを個人情報サーバに登録する
。したがって、簡便なやりとりにより、端末は、機器ＩＤを取得することができる。
【００２２】
　（７）本発明は、（１）から（３）の広告表示システムについて、前記端末が、システ
ム管理者のＷｅｂサイトから専用のアプリケーションをダウンロードし、該専用のアプリ
ケーションにより前記個人情報サーバにユーザ情報とユーザＩＤ、パスワード、機器情報
を送信し、前記個人情報サーバが受信した機器情報から機器ＩＤを生成し、受信した個人
情報とともに登録を行うとともに、前記専用アプリケーションに対して機器ＩＤを発行す
ることを特徴とする広告表示システムを提案している。
【００２３】
　この発明によれば、端末が、システム管理者のＷｅｂサイトから専用のアプリケーショ
ンをダウンロードし、専用のアプリケーションにより個人情報サーバにユーザ情報とユー
ザＩＤ、パスワード、機器情報を送信し、個人情報サーバが受信した機器情報から機器Ｉ
Ｄを生成し、受信した個人情報とともに登録を行うとともに、専用アプリケーションに対
して機器ＩＤを発行する。したがって、専用アプリケーションを用いることにより、簡便
なやりとりにより、端末は、機器ＩＤを取得することができる。
【００２４】
　（８）本発明は、利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理
し、コンテンツを配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェ
ア情報、広告コンテンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理す
る広告サーバと、を備える広告表示システムにおける広告表示方法であって、前記端末が
、前記Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送
信して、アクセスを行う第１のステップ（例えば、図９のステップＳ２０１に相当）と、
前記Ｗｅｂサーバが、前記広告サーバにコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第２
のステップ（例えば、図９のステップＳ２０２に相当）と、前記広告サーバが、受信した
機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバから広告コンテンツを検索する第３のステップ（
例えば、図９のステップＳ２０３に相当）と、前記広告サーバが、前記Ｗｅｂサーバに該
検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信する第４のステップ（例えば、図９のステッ
プＳ２０４に相当）と、前記端末が、前記Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし
、該ダウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する第
５のステップ（例えば、図９のステップＳ２０５に相当）と、を備えることを特徴とする
広告表示方法を提案している。
【００２５】
　この発明によれば、端末が、Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器
ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行い、Ｗｅｂサーバが、広告サーバにコンテ
ンツと受信した機器ＩＤとを送信する。広告サーバは、受信した機器ＩＤに基づいて個人
情報サーバから広告コンテンツを検索し、Ｗｅｂサーバに検索した広告を埋め込んだコン
テンツを送信する。そして、端末が、Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし、ダ
ウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する。したが
って、Ｗｅｂページに広告を埋め込むことにより、端末のハードウェア構成に応じた最適
な広告をインタラクティブに表示することができる。
【００２６】
　（９）本発明は、利用者が利用し、情報を送受信する端末と、Ｗｅｂ配信事業者が管理
し、コンテンツを配信するＷｅｂサーバと、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェ
ア情報、広告コンテンツとを対応付けて格納する個人情報サーバと、広告事業者が管理す
る広告サーバと、を備える広告表示システムにおける広告表示方法をコンピュータに実行
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させるためのプログラムであって、前記端末が、前記Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア
情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う第１のステップ（
例えば、図９のステップＳ２０１に相当）と、前記Ｗｅｂサーバが、前記広告サーバにコ
ンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する第２のステップ（例えば、図９のステップＳ２
０２に相当）と、前記広告サーバが、受信した機器ＩＤに基づいて前記個人情報サーバか
ら広告コンテンツを検索する第３のステップ（例えば、図９のステップＳ２０３に相当）
と、前記広告サーバが、前記Ｗｅｂサーバに該検索した広告を埋め込んだコンテンツを送
信する第４のステップ（例えば、図９のステップＳ２０４に相当）と、前記端末が、前記
Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし、該ダウンロードしたコンテンツに埋め込
まれた広告を機器の機能に対応して表示する第５のステップ（例えば、図９のステップＳ
２０５に相当）と、をコンピュータに実行させるためのプログラムを提案している。
【００２７】
　この発明によれば、端末が、Ｗｅｂサーバに自己のハードウェア情報が付与された機器
ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行い、Ｗｅｂサーバが、広告サーバにコンテ
ンツと受信した機器ＩＤとを送信する。広告サーバは、受信した機器ＩＤに基づいて個人
情報サーバから広告コンテンツを検索し、Ｗｅｂサーバに検索した広告を埋め込んだコン
テンツを送信する。そして、端末が、Ｗｅｂサーバからコンテンツをダウンロードし、ダ
ウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する。したが
って、Ｗｅｂページに広告を埋め込むことにより、端末のハードウェア構成に応じた最適
な広告をインタラクティブに表示することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、事業者のことなる端末同士が、ハードウェア構成がまったく異なるデ
バイスから同一ＷＥＢページにアクセスした場合であっても、それらに最適化された広告
が表示でき、例えば、携帯端末でアクセスしたときは、加速度センサで動作する広告を（
さらに例えばイアホンがつながっている場合は音ありの広告等）を配信し、テレビからア
クセスした場合は、手元のリモコンに広告を表示するといったことが可能となるため、ユ
ーザにとって魅力的な広告になることにより、もって購買行動を誘引することができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るシステム構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る端末の構成図である。
【図３】本発明の機器ＩＤを取得するためのシステム構成図である。
【図４】本発明の機器ＩＤを取得するためのシステム構成図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るＷｅｂサーバの構成図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る広告サーバの構成図である。
【図７】本発明の個人情報サーバ内に格納されるデータ例である。
【図８】本発明の広告サーバにおける広告選択処理についてフローである。
【図９】本発明の第１の実施形態に係るシステムの処理フローである。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るシステム構成図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係る端末の構成図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係るシステム構成図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る端末の構成図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る広告サーバの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、図面を用いて、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、本実施形態に
おける構成要素は適宜、既存の構成要素等との置き換えが可能であり、また、他の既存の
構成要素との組み合わせを含むさまざまなバリエーションが可能である。したがって、本
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実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するものではな
い。
【００３１】
＜第１の実施形態＞
　図１から図９を用いて、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００３２】
＜広告表示システムの構成＞
　本実施形態に係る広告表示システムは、図１に示すように、携帯端末１００と、Ｗｅｂ
サーバ２００と、広告サーバ３００と、個人情報サーバ４００とから構成されている。
【００３３】
　なお、本実施形態においては、携帯端末１００は携帯電話機とするが、携帯端末１００
は通信機能を有していれば良く、例えば、ＰＨＳ、ＰＤＡ、ＰＣ、ゲーム機等であっても
良い。
【００３４】
　また、コンテンツは、ウェブページ、ウェブサイト、映画、テレビジョン番組、ビデオ
プログラム、写真、絵画および図表等の映像データ、ゲームおよびソフトフェア等であっ
ても良い。一方、コンテンツに関する情報とは、コンテンツの格納先を示すＵＲＬやＩＰ
アドレス等である。
【００３５】
　携帯端末１００は、情報を送受信する端末であり、図２に示すように、機器ＩＤ取得部
１１０と、アクセス部１２０と、ダウンロード部１３０と、表示部１４０と、表示制御部
１５０と、加速度センサ１６０と、角度センサ１７０とから構成されている。
【００３６】
　機器ＩＤ取得部１１０は、例えば、図３に示すように、システム管理者のＷｅｂサイト
に機器情報とユーザＩＤ、パスワードを送信し、システム管理者のＷｅｂサイト上で生成
された機器ＩＤを取得する。または、図４に示すように、システム管理者のＷｅｂサイト
から専用のアプリケーションをダウンロードし、専用のアプリケーションにより個人情報
サーバ４００にユーザ情報とユーザＩＤ、パスワード、機器情報を送信し、個人情報サー
バ４００が受信した機器情報から機器ＩＤを生成し、専用アプリケーションに対して発行
した機器ＩＤを取得する。
【００３７】
　アクセス部１２０は、Ｗｅｂサーバ２００に携帯端末１００のハードウェア情報が付与
された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う。ダウンロード部１３０は、
Ｗｅｂサーバ２００からコンテンツをダウンロードする。表示部１４０は、ダウンロード
したコンテンツに埋め込まれた広告を機器の機能に対応して表示する。
【００３８】
　表示制御部１５０は、加速度センサあるいは角度センサの出力信号に応じて、広告の表
示形態を変化させる。加速度センサ１６０は、加速度を計測するセンサである。角度セン
サ１７０は、傾き角度を計測するセンサである。
【００３９】
　Ｗｅｂサーバ２００は、ホームページを配信するサーバであり、図５に示すように、機
器ＩＤ受信部２１０と、送信部２２０と、コンテンツ受信部２３０と、ダウンロード許可
部２４０とから構成されている。
【００４０】
　機器ＩＤ受信部２１０は、携帯端末１００から携帯端末１００のハードウェア情報が付
与された機器ＩＤとＩＰアドレスを受信する。送信部２２０は、広告サーバ３００にコン
テンツと受信した機器ＩＤとを送信する。
【００４１】
　コンテンツ受信部２３０は、広告サーバ３００から広告が埋め込まれたコンテンツを受
信する。ダウンロード許可部２４０は、携帯端末１００からのアクセス要求を受信し、広
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告を埋め込んだコンテンツのダウンロードを許可する。
【００４２】
　広告サーバ３００は、広告事業者が管理するサーバであり、広告検索部３１０と、広告
埋込部３２０と、コンテンツ送信部３３０とから構成されている。
【００４３】
　広告検索部３１０は、受信した機器ＩＤに基づいて個人情報サーバ４００から広告コン
テンツを検索する。広告埋込部３２０は、Ｗｅｂサーバ２００から受信したコンテンツに
広告検索部３１０が検索した広告を埋め込む。コンテンツ送信部３３０は、Ｗｅｂサーバ
２００に検索した広告を埋め込んだコンテンツを送信する。
【００４４】
　ここで、広告サーバ３００における広告選択処理の一例を図８を用いて説明する。まず
、埋め込み対象のコンテンツの分析を行う（ステップＳ１０１）。ここでは、例えば、形
態素解析を行い、単語レベルでの切り出しを行い、対象コンテンツと類似度の高いコンテ
ンツを選択する。次に、ユーザのプロファイルとのマッチングを行い、最適な広告を選択
する（ステップＳ１０２）。そして、ユーザが保持する機器の情報を取得し（ステップＳ
１０３）、保持する機器を対象とした広告を選択する（ステップＳ１０４）。最後に、こ
れらのうち、最初に選択した広告と類似度の高い広告を選択する（ステップＳ１０５）。
【００４５】
　個人情報サーバ４００は、端末ＩＤと端末のプロフィール、ハードウェア情報、広告コ
ンテンツとを対応付けて格納するサーバである。個人情報サーバ４００には、図７（Ａ）
に示すように、ユーザ情報（図中、ユーザＡ、ユーザＢ、ユーザＣ）と機器ＩＤ、ユーザ
ＩＤ、許可リスト、プロフィール等が関連づけられて格納されている。また、機器ＩＤは
、図７（Ｂ）に示すように、機器識別子と固有識別子とから構成されている。
【００４６】
＜広告表示システムの処理＞
　図９を用いて、本実施形態に係る広告表示システムの処理について説明する。
　携帯端末１００が、Ｗｅｂサーバ２００に自己のハードウェア情報が付与された機器Ｉ
ＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う（ステップＳ２０１）。Ｗｅｂサーバ２０
０は、広告サーバ３００にコンテンツと受信した機器ＩＤとを送信する（ステップＳ２０
２）。
【００４７】
　広告サーバ３００は、受信した機器ＩＤに基づいて個人情報サーバから広告コンテンツ
を検索し（ステップＳ２０３）、Ｗｅｂサーバ２００に検索した広告を埋め込んだコンテ
ンツを送信する（ステップＳ２０４）。そして、携帯端末１００が、Ｗｅｂサーバ２００
からコンテンツをダウンロードし、ダウンロードしたコンテンツに埋め込まれた広告を機
器の機能に対応して表示する（ステップＳ２０５）。
【００４８】
　なお、広告の埋め込みについては、これを予め実行しておくことで表示速度を高速化す
ることができる。
【００４９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、Ｗｅｂページに広告を埋め込むことにより
、端末のハードウェア構成に応じた最適な広告をインタラクティブに表示することができ
る。
【００５０】
＜第２の実施形態＞
　図１０、図１１を用いて、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、本実施形
態における広告表示システムは、例えば、携帯端末１００に外部スクリーン等の外部デバ
イスを追加した場合に、その状態に最適化されたＩＤを再構築するものである。
【００５１】
＜広告表示システムの構成＞
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　本実施形態に係る広告表示システムは、図１０に示すように、携帯端末１０１と、Ｗｅ
ｂサーバ２００と、広告サーバ３００と、個人情報サーバ４００と、外部機器５００と、
ＩＤ発行サーバ６００とから構成されている。なお、第１の実施形態と同一の符号を付す
構成要素については、同一の機能を有することから、その詳細な説明は省略する。
【００５２】
　携帯端末１０１は、情報を送受信する端末であり、図１１に示すように、機器ＩＤ取得
部１１０と、アクセス部１２１と、ダウンロード部１３０と、表示部１４０と、表示制御
部１５０と、加速度センサ１６０と、角度センサ１７０とから構成されている。なお、第
１の実施形態と同一の符号を付す構成要素については、同一の機能を有することから、そ
の詳細な説明は省略する。
【００５３】
　携帯端末１０１のアクセス部１２１が、Ｗｅｂサーバ２００に外部機器５００を含むハ
ードウェア情報が付与された機器ＩＤを送信する。
【００５４】
　具体的は、システムがファイル等の何らかの形態でユーザ空間に公開されており、それ
らを監視するアプリケーションがあることを条件に、携帯端末１０１内の監視アプリケー
ションがデバイス構成の変化を検知すると、その検知情報をＩＤ発行サーバ６００に送信
する。検知情報を受信したＩＤ発行サーバ６００は、新たなＩＤを携帯端末１０１に付与
するとともに、個人情報サーバ４００に対してもその新たなＩＤを通知する。
【００５５】
　また、別の方法としては、携帯端末１０１内の監視アプリケーションがデバイス構成の
変化を検知すると、その検知情報をＩＤ発行サーバ６００に送信すると、ＩＤ発行サーバ
６００が更新したアルゴリズムを携帯端末１０１に送信し、受信したアルゴリズムに基づ
いて、新たなＩＤを発行して、携帯端末１０１に付与するとともに、携帯端末１０１が新
たなＩＤを個人情報サーバ４００に通知するようにしてもよい。
【００５６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、携帯端末に外部スクリーン等の外部デバイ
スを追加した場合に、その状態に最適化されたＩＤを再構築するため、ハードウェア構成
に応じた最適な広告をインタラクティブに表示することができる。
【００５７】
＜第３の実施形態＞
　図１２から図１４を用いて、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、本実施
形態における広告表示システムは、アプリケーションサーバを備え、アプリケーションサ
ーバが配信するアプリケーションに適切な広告を埋め込み、表示するものである。
【００５８】
＜広告表示システムの構成＞
　本実施形態に係る広告表示システムは、図１２に示すように、携帯端末１０２と、アプ
リケーションサーバ７００と、広告サーバ３０１と、個人情報サーバ４００とから構成さ
れている。なお、第１の実施形態と同一の符号を付す構成要素については、同一の機能を
有することから、その詳細な説明は省略する。
【００５９】
　携帯端末１０２は、情報を送受信する端末であり、図１３に示すように、機器ＩＤ取得
部１１０と、アクセス部１２２と、ダウンロード部１３１と、表示部１４１と、表示制御
部１５０と、加速度センサ１６０と、角度センサ１７０とから構成されている。なお、第
１の実施形態と同一の符号を付す構成要素については、同一の機能を有することから、そ
の詳細な説明は省略する。
【００６０】
　携帯端末１０２のアクセス部１２２は、アプリケーションサーバ７００に自己のハード
ウェア情報が付与された機器ＩＤとＩＰアドレスを送信して、アクセスを行う。ダウンロ
ード部１３１は、アプリケーションサーバ７００からアプリケーションをダウンロードす
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る。表示部１４１は、ダウンロードしたアプリケーションに埋め込まれた広告を機器の機
能に対応して表示する。
【００６１】
　アプリケーションサーバ７００は、広告サーバ３０１にアプリケーションと受信した機
器ＩＤとを送信し、広告サーバ３０１から広告が埋め込まれたアプリケーションを受信す
る。また、携帯端末１０２からのアクセス要求を受信し、広告を埋め込んだアプリケーシ
ョンのダウンロードを許可する。
【００６２】
　広告サーバ３０１は、広告事業者が管理するサーバであり、広告検索部３１１と、広告
埋込部３２１と、アプリケーション送信部３４０とから構成されている。なお、第１の実
施形態と同一の符号を付す構成要素については、同一の機能を有することから、その詳細
な説明は省略する。
【００６３】
　広告サーバ３０１の広告検索部３１１は、受信した機器ＩＤに基づいて個人情報サーバ
４００から広告コンテンツを検索する。また、アプリケーション送信部３４０は、アプリ
ケーションサーバ７００に検索した広告を埋め込んだアプリケーションを送信する。
【００６４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、アプリケーションサーバを備え、アプリケ
ーションサーバが配信するアプリケーションに適切な広告を埋め込むことにより、ハード
ウェア構成に応じた最適な広告を表示することができる。
【００６５】
　なお、広告表示システムの処理をコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し、この
記録媒体に記録されたプログラムを広告表示システムを構成する各機器に読み込ませ、実
行することによって本発明の広告表示システムを実現することができる。ここでいうコン
ピュータシステムとは、ＯＳや周辺装置等のハードウェアを含む。
【００６６】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）システ
ムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むもの
とする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータ
システムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュー
タシステムに伝送されても良い。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インタ
ーネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を
伝送する機能を有する媒体のことをいう。
【００６７】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【００６８】
　以上、この発明の実施形態につき、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００６９】
　１００；携帯端末
　１０１；携帯端末
　１０２；携帯端末
　１１０；機器ＩＤ取得部
　１２０；アクセス部
　１２１；アクセス部
　１２２；アクセス部
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　１３０；ダウンロード部
　１３１；ダウンロード部
　１４０；表示部
　１４１；表示部
　１５０；表示制御部
　１６０；加速度センサ
　１７０；角度センサ
　２００；Ｗｅｂサーバ 
　２１０；機器ＩＤ受信部
　２２０；送信部
　２３０；コンテンツ受信部
　２４０；ダウンロード許可部
　３００；広告サーバ
　３０１；広告サーバ
　３１０；広告検索部
　３１１；広告検索部
　３２０；広告埋込部
　３２１；広告埋込部
　３３０；コンテンツ送信部
　３４０；アプリケーション送信部
　４００；個人情報サーバ
　５００；外部機器
　６００；ＩＤ発行サーバ
　７００；アプリケーションサーバ
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