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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の広告データを編集し、配信用の編集広告データを生成する編集手段と、上記編集
手段で編集された編集広告データとともにサービスデータとしてクーポンを配信する配信
手段を備える配信サーバと、
　上記配信サーバ から配信される編集広告データとクーポンを分離して、編集広告デー
タについて第１の表示装置による表示形態に対応させるフォーマット変換を行い、フォー
マット変換済みの広告データを上記第１の表示装置による表示スケジュールに合わせて上
記第１の表示装置に供給するとともにサービスデータを第２の表示装置に供給し、上記第
２の表示装置に備えられ、メモリに記憶したメモリ識別データを読み取り、また、配信さ
れたサービスデータを上記メモリに書き込む読出／ 書込装置に上記クーポンを供給する
インサートサーバと、
　上記クーポンを供給した上記第２の表示装置に備えられた読出／ 書込装置により情報
の読出／ 書込が行われたメモリに記憶されている購入履歴情報を管理・分析する履歴管
理・分析装置と
　を備え、
　上記インサートサーバは、上記編集広告データにより、ナショナル広告を上記第１の表
示装置に表示させ、上記ナショナル広告に対するローカル関連広告を上記第２の表示装置
に表示させるとともに、上記第２の表示装置にサービスデータとしてクーポンを上記メモ
リに書き込める旨を表示させる電子広告システム。
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【請求項２】
　上記配信サーバは、上記第２の表示装置に備えられた読出／ 書込装置によりメモリか
ら読み出された履歴情報に基づいて、上記履歴管理・分析装置による上記購入履歴情報の
分析結果に応じた広告内容の編集広告データを配信して、リアルタイムに上記第１の表示
装置と第２の表示装置の表示内容を管理する請求項１記載の電子広告システム。
【請求項３】
　上記購入履歴情報は店舗情報を含む請求項２記載の電子広告システム。
【請求項４】
　上記配信サーバ から配信される編集広告データは、異なる広告主の広告データを含む
請求項１記載の電子広告システム。
【請求項５】
　上記第２の表示装置により表示する広告データは、異なる広告主の広告データを含む請
求項１記載の電子広告システム。
【請求項６】
　上記履歴管理・分析装置は、上記クーポンを供給した上記第２の表示装置に備えられた
読出／ 書込装置により情報の読出／ 書込が行われたメモリに記憶されている購入履歴情
報を上記メモリに記憶したメモリ識別データに関連付けて管理・分析する請求項１記載の
電子広告システム。
【請求項７】
　複数の広告データを編集し、配信用の編集広告データを生成する編集手段と、上記編集
手段で編集された編集広告データとともにサービスデータとしてクーポンを配信する配信
手段を備える配信サーバから配信される編集広告データとクーポンをインサートサーバに
より分離して、編集広告データについて第１の表示装置による表示形態に対応させるフォ
ーマット変換を行い、フォーマット変換済みの広告データを上記第１の表示装置による表
示スケジュールに合わせて上記第１の表示装置に供給するとともにサービスデータを第２
の表示装置に供給し、上記第２の表示装置に備えられ、メモリに記憶したメモリ識別デー
タを読み取り、また、配信されたサービスデータを上記メモリに書き込む読出／ 書込装
置に上記クーポンを供給し、上記編集広告データにより、ナショナル広告を上記第１の表
示装置に表示させ、上記ナショナル広告に対するローカル関連広告を上記第２の表示装置
に表示させるとともに、上記第２の表示装置にサービスデータとしてクーポンを上記メモ
リに書き込める旨を表示させ、
　上記クーポンを供給した上記第２の表示装置に備えられた読出／ 書込装置により情報
の読出／ 書込が行われたメモリに記憶されている購入履歴情報を履歴管理・分析装置に
より管理・分析することを特徴とする電子広告方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｉ Ｃ カード等のメモリを用いて所有者の使用履歴情報等を収集する機能を
備える電子広告システム及び電子広告方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、人が多く集まる駅、広場、ロビー等には、宣伝広告用の表示装置が設置される
ことが多い。この表示装置では、広告代理店等が作成した広告データが動画又は静止画で
表示される。この表示装置に表示される広告は、視聴者に対して一方的に流すものであり
、仮に、視聴者が広告された一の商品の詳細を知りたいと思っても、即座に知ることはで
きない。また、広告主としても、所定場所に設置された表示装置を用いて行った広告の効
果確認をすることもできない。特に、広告主は、表示装置が設置された所定場所と広告効
果とを関連づけることはできない。
【０００３】
　従来より、インターネットや公衆回線網などのネットワークを介して情報提供を行う情
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報提供サービスの分野において、ユーザがパーソナルコンピュータなどユーザ端末から情
報提供者（コンテンツ・プロバイダ）のサーバにアクセスして所望の情報をダウンロード
するプル型情報配信方法や、ユーザによるアクセスを待たずに上記サーバ側から主体的に
複数のユーザ端末に対し情報を提供するプッシュ型情報配信方法が知られている。
【０００４】
　消費者等の利用者が携帯するメモリを内蔵したＩＣカード、または携帯端末を用いて当
該利用者の商品等の購入履歴等を知ることができる情報処理システムが提案されている。
この情報処理システムにおいて、価値データとして金額データを格納するメモリを内蔵し
たＩＣカード、または携帯端末は、ユーザが店舗で商品を購入するとき、リーダ／ライタ
によって、購入した商品の価格分だけ金銭データを減額すると共にメモリに購入履歴デー
タを記録する更新処理が行われる(例えば、特許文献１参照)。
【０００５】
　また、広告提供店舗の端末装置でクーポンを発行し、このクーポンをＩＣカードに記録
し、更に、店舗で使用したクーポン利用情報を管理装置に記録し、この利用情報に応じて
広告報酬を算定する電子広告システムが提案されている(例えば、特許文献２参照)。
【０００６】
　しかしながら、これまで広告コンテンツは、例えば図２０に示すように、複数の店舗を
有するスーパ向けの広告データを配信するサーバを備えるＡ社システム、複数の駅ホーム
に広告データを配信するサーバを備えるＢ社システム、複数のショッピングモールに広告
データを配信するサーバを備えるＣ社システム等のように、サーバ毎に個別に管理されて
いたので、規模を獲得することができず広告出稿を獲得するのが困難であった。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１６０１０５号公報
【特許文献２】特開２００２－２９８０２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、配信サーバ
により広告データを一元管理して、広告データとともにクーポン等の他のサービスデータ
を各種表示装置に配信することができる電子広告システム及び電子広告方法を提供するこ
とにある。
【０００９】
　本発明の更に他の目的、本発明によって得られる具体的な利点は、以下に説明される実
施の形態の説明から一層明らかにされる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る電子広告システムは、複数の広告データを編集し、配信用の編集広告デー
タを生成する編集手段と、上記編集手段で編集された編集広告データとともにサービスデ
ータとしてクーポンを配信する配信手段を備える配信サーバと、上記配信サーバ から配
信される編集広告データとクーポンを分離して、編集広告データについて第１の表示装置
による表示形態に対応させるフォーマット変換を行い、フォーマット変換済みの広告デー
タを上記第１の表示装置による表示スケジュールに合わせて上記第１の表示装置に供給す
るとともにサービスデータを第２の表示装置に供給し、上記第２の表示装置に備えられ、
メモリに記憶したメモリ識別データを読み取り、また、配信されたサービスデータを上記
メモリに書き込む読出／ 書込装置に上記クーポンを供給するインサートサーバと、上記
クーポンを供給した上記第２の表示装置に備えられた読出／ 書込装置により情報の読出
／ 書込が行われたメモリに記憶されている購入履歴情報を管理・分析する履歴管理・分
析装置とを備え、上記インサートサーバは、上記編集広告データにより、ナショナル広告
を上記第１の表示装置に表示させ、上記ナショナル広告に対するローカル関連広告を上記
第２の表示装置に表示させるとともに、上記第２の表示装置にサービスデータとしてクー
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ポンを上記メモリに書き込める旨を表示させることを特徴とする。
　また、本発明に係る電子広告方法は、複数の広告データを編集し、配信用の編集広告デ
ータを生成する編集手段と、上記編集手段で編集された編集広告データとともにサービス
データとしてクーポンを配信する配信手段を備える配信サーバから配信される編集広告デ
ータとクーポンをインサートサーバにより分離して、編集広告データについて第１の表示
装置による表示形態に対応させるフォーマット変換を行い、フォーマット変換済みの広告
データを上記第１の表示装置による表示スケジュールに合わせて上記第１の表示装置に供
給するとともにサービスデータを第２の表示装置に供給し、上記第２の表示装置に備えら
れ、メモリに記憶したメモリ識別データを読み取り、また、配信されたサービスデータを
上記メモリに書き込む読出／ 書込装置に上記クーポンを供給し、上記編集広告データに
より、ナショナル広告を上記第１の表示装置に表示させ、上記ナショナル広告に対するロ
ーカル関連広告を上記第２の表示装置に表示させるとともに、上記第２の表示装置にサー
ビスデータとしてクーポンを上記メモリに書き込める旨を表示させ、上記クーポンを供給
した上記第２の表示装置に備えられた読出／ 書込装置により情報の読出／ 書込が行われ
たメモリに記憶されている購入履歴情報を履歴管理・分析装置により管理・分析すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、配信サーバ から配信される編集広告データとクーポンを分離して、
編集広告データについて第１の表示装置による表示形態に対応させるフォーマット変換を
行い、フォーマット変換済みの広告データを上記第１の表示装置による表示スケジュール
に合わせて上記第１の表示装置に供給する供給するとともにサービスデータを第２の表示
装置に供給し、上記第２の表示装置に備えられ、メモリに記憶したメモリ識別データを読
み取り、また、配信されたサービスデータを上記メモリに書き込む読出／ 書込装置に上
記クーポンを供給するインサートサーバを備え、上記インサートサーバにより、配信サー
バにより広告データを一元管理して、広告データとともにクーポン等の他のサービスデー
タを各種表示装置に配信し、上記編集広告データにより、ナショナル広告を上記第１の表
示装置に表示させ、上記ナショナル広告に対するローカル関連広告を上記第２の表示装置
に表示させるとともに、上記第２の表示装置にサービスデータとしてクーポンを上記メモ
リに書き込める旨を表示させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本発明は
以下の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に変更可能
であることは言うまでもない。
【００１３】
　本発明は、例えば図１に示すような構成の電子広告システム１００に適用される。
【００１４】
　この電子広告システム１００は、広告主Ａ、広告主Ｂ、広告主Ｃ・・・が管理する広告
入力装置１０ａ～１０ｄ、システム運営者Ｓが管理するマルチアクセス配信サーバ２０、
クライアントａ、クライアントｂ、クライアントｃ、クライアントｄ・・・が管理する端
末装置３０Ａ～３０Ｄなどから、マルチアクセス配信サーバ２０により広告データを一元
管理するようになっている。
【００１５】
　この電子広告システム１００において、端末装置３０Ａはクライアントａが管理する例
えばホテルに設置された装置、端末装置３０Ｂはクライアントｂが管理する例えばショッ
ピングモールに設置された装置、端末装置３０Ｃはクライアントｃが管理する例えば駅に
設置された装置、端末装置３０Ｄはクライアントｄが管理する例えばショッピングモール
に設置された装置である。
【００１６】
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　クライアントが管理する端末装置３０は、例えば図２に示すように、マルチアクセス配
信サーバ２０から広告データを受信するセットトップボックス３０１と、このセットトッ
プボックス３０１に接続された表示装置３０２からなり、上記セットトップボックス３０
１が受信した広告データに基づいて広告を表示装置３０２に表示する。
【００１７】
　この電子広告システム１００において、広告主Ａ、広告主Ｂ、広告主Ｃ・・は、広告入
力装置１０ａ～１０ｄを介して広告データを配信サーバ２０に送る際に、広告データが配
信されるべきクライアントの種別、地域、時間、期間などの広告提供条件情報を広告デー
タとともに配信サーバ２０に送る。
【００１８】
　そして、クライアント側の表示装置３０２に接続されたセットトップボックス３０１は
、ユーザ側の表示装置３０２に表示したい広告の条件情報（例えば飲料、低価格）を配信
サーバ２０側に送り、要求した条件情報に適合した広告データ（例えばＡ社製飲料の広告
データ）のみを配信サーバ２０から自動取得して端末装置３０で表示する。
【００１９】
　すなわち、配信サーバ２０は、広告主側の広告提供条件情報とクライアント側の表示し
たい広告の条件情報とのマッチング処理を行い、それぞれの要求に適合した広告データを
選択的に配信する。
【００２０】
　このように、利用者側から広告を自動的に取得して配信するプル型配信システムとする
ことによって、利用者は出したい広告を集める手間が省け。広告主には単独システムでは
実現できない大規模広告システムを提供することができる。
【００２１】
　このように、利用者側から広告を自動的に取得して配信するプル型配信システムとする
ことによって、利用者は出したい広告を集める手間が省け。広告主には単独システムでは
実現できない大規模広告システムを提供することができる。
【００２２】
　また、この電子広告システム１００において、クライアント側のセットトップボックス
３０１には、複数の表示装置が接続されており、各表示装置が互いに独立に或いは同期し
た広告表示を行うようになっている。
【００２３】
　例えば、クライアントｂが管理するショッピングモールにおける端末装置３０Ｂでは、
図３に示すように、大画面の大型ディスプレイ３１２の前に非接触ＩＣカード４０のリー
ド・ライタ３０４を内蔵した小型画面のサブディスプレイ３２２が設置されており、大型
ディスプレイ３１２とサブディスプレイ３２２で同期した広告表示を行うようになってい
る。
【００２４】
　具体的には、例えば、大型ディスプレイ３１２では、ナショナル広告として例えば映画
広告を表示し、サブディスプレイ３２２では、大型ディスプレイ３１２によりナショナル
広告に対するローカル関連広告として例えば近隣の映画館での上映情報を表示するととも
に、サービス情報としてその映画の割引クーポンをＩＣカード４０に書き込める旨の表示
を行う。
【００２５】
　そして、非接触ＩＣカード４０のユーザは上記大型ディスプレイ３１２に表示された動
画・静止画の広告内容に合った詳細情報やクーポン情報をサブディスプレイ３２２で確認
できると同時に非接触ＩＣカード４０でタッチすることにより情報やクーポン等の取得、
キャンペーン等への応募ができる。
【００２６】
　また、逆に、上記サブディスプレイ３２２で検索した内容に関する広告を上記大型ディ
スプレイ３１２の大画面上に表示することもできる。
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【００２７】
　また、図４に示すように、非接触ＩＣカード４０の内容をリード・ライタ３０４で読ん
だり、サブディスプレイ３２２の画面操作によって上記大型ディスプレイ３１２の大画面
に表示される広告内容を変更するようなワントゥワン広告モデルを実現することができる
。
【００２８】
　例えば、上記大型ディスプレイ３１２とサブディスプレイ３２２が接続されているセッ
トトップボックス３０１Ｂは、予め配信サーバ２０から複数のパターンの広告データが配
信されており、例えば取得した所有クーポンデータ、乗降車情報等の定期情報、開示を許
諾された個人情報などを記憶している非接触ＩＣカード４０からリード・ライタ３０４で
読み込んだ情報と、当該セットトップボックス内の情報とのマッチングをとることにより
、どのパターンの広告データを表示するかを選択して大型ディスプレイ３１２に送出する
。
【００２９】
　これにより、例えば、リード・ライタ３０４で読み込んだ情報、例えば年齢情報に基づ
いて、利用者が老人であれば文字情報を大きく表示し、また、利用履歴情報により利用者
がリピータであれば、更に詳細な広告データを表示し、性別情報により利用者が男性であ
れば、男性用広告を表示するなど、利用者に最適な広告表示を行うことができる。
【００３０】
　ここで、大型ディスプレイ３１２とサブディスプレイ３２２は、例えばＬＡＮで結ぶこ
とで情報の紐付けを行い同期表示を行う。あるいは、図５に示すように、配信サーバ２０
側でリアルタイムに大型ディスプレイ３１２とサブディスプレイ３２２を管理することに
より同期表示を行うようにすることもできる。
【００３１】
　なお、上記非接触ＩＣカード４０のリード・ライタ３０４を内蔵した小型画面のサブデ
ィスプレイ３２２は、この電子広告システム１００における専用の表示装置として提供さ
れる。
【００３２】
　また、例えばクライアントｄが管理する端末装置３０Ｄは、図６に示すように、既存の
配信サーバ４００からセットトップボックス４１０を介して広告データが供給される他の
電子広告システムに対応した非接触ＩＣカードの読出／書込機能のないディスプレイ３１
０、非接触ＩＣカード４０のリード・ライタ３４０及びインサートサーバ３３０からなる
。　インサートサーバ３３０は、上記配信サーバ２０から配信される編集広告データと他
のサービスデータを分離し、編集広告データについて上記ディスプレイ３１０による表示
形態に対応させるフォーマット変換を行い、フォーマット変換済みの広告データを上記デ
ィスプレイ３１０による表示スケジュールに合わせて上記ディスプレイ３１０に供給する
とともに、他のサービスデータを上記リード・ライタ３４０に供給する。
【００３３】
　また、例えばクライアントｄが管理する端末装置３０Ｄは、図６に示すように、既存の
配信サーバ４００からセットップボックス４１０を介して広告データが供給される、他の
電子広告システムに対応した非接ＩＣカードの読出／書き込み機能のないディスプレイ３
１０、サブディスプレイ３２２、及びインサートサーバ３３０からなる場合も存在する。
インサートサーバ３３０は、上記配信サーバ２０から配信される編集広告データと他のサ
ービスデータを分離し、編集広告データについて上記ディスプレイ３１０による表示形態
に対応させるフォーマット変換を行い、フォーマット変換済みの広告データを上記ディス
プレイ３１０による表示スケジュールに合わせて上記ディスプレイ３１０に供給するとと
もに、他のサービスデータを上記サブディスプレイ３２２に供給する。
【００３４】
　このように、この電子広告システム１００では、配信サーバ２０から配信される編集広
告データと他のサービスデータを分離して、編集広告データをディスプレイ３１０に供給
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するするとともに、他のサービスデータを非接触ＩＣカード４０のリード・ライタ３４０
に供給するインサートサーバ３３０を備えることにより、上記配信サーバ２０により広告
データを一元管理して、広告データとともにクーポン等の他のサービスデータを各種表示
装置に配信することがきできる。
【００３５】
　次に、この電子広告システム１００における非接触ＩＣカード４０の利用者の行動履歴
情報等の分析管理処理について、図７～図１９を参照して、クライアントａが管理する端
末装置３０ＡとしてホテルＨに設置されている表示端末装置３２ａ～３２ｃ及びホテルＨ
の周辺に設置されている店舗端末装置５１により行動履歴情報等を取得する例を説明する
。
【００３６】
　ここで、広告主Ａは、例えば大手広告代理店であり、特定企業及び／又は特定商品の第
１の広告データＡＤ１を第１の広告入力装置１０ａで生成する。広告主Ａは、広告データ
を配信するための条件として、表示時間（例えば１５秒、３０秒）、時間帯、ループ回数
、表示期間等を第１の広告入力装置１０ａに入力する。
【００３７】
　広告主Ｂは、所定地域内の広告主であり、例えばホテルＨの周辺５００ｍ内のチケット
販売業者である。広告主Ｂは、第２の広告入力装置１０ｂで特定の映画の広告データ、ク
ーポンデータ等でなる第２の広告データＡＤ２を生成する。
【００３８】
　広告主Ｃは、例えば所定地域内における飲食店であり、例えばホテルＨの周辺５００ｍ
内の飲食店である。広告主Ｃは、第３の広告入力装置１０ｃで特定店舗の広告データ、ク
ーポンデータ等でなる第３の広告データＡＤ３を生成する。
【００３９】
　第１乃至第３の広告入力装置１０ａ～１０ｃは、例えば通常のコンピュータと同様な構
成を有しており、ハードディスク、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Acces
s Memory）、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等の表示装置、キーボード、マウス等の入力装置、光ディ
スク等の外部記憶装置の入出力インタフェース（以下単にＩ／Ｆと言う。）、インターネ
ット等のネットワークを介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。第１乃至第３
の広告入力装置１０ａ～１０ｃは、インストールされた編集ソフトウェア等で動画又は静
止画データ、音声データ、文字データ等で構成された第１乃至第３の広告データＡＤ１～
ＡＤ３を生成する。なお、広告主の数や広告入力装置の数は、これに限定されるものでは
ない。
【００４０】
　また、この電子広告システム１００におけるマルチアクセス配信サーバ２０は、例えば
図７に示すように、広告主Ａ、広告主Ｂ、広告主Ｃの第１乃至第３の広告入力装置１０ａ
～１０ｃから供給された第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３を編集する編集装置２
１、編集した編集広告データを配信する配信装置２２、ＩＣカード４０の履歴を管理する
履歴管理装置２３、ＩＣカード４０の履歴を管理する履歴分析装置２４などを備えている
。
【００４１】
　編集装置２１は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハードディスク、Ｒ
ＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウス等の入力装置
、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネットワークを介し
て通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。
【００４２】
　編集装置２１は、通信Ｉ／Ｆ又は入出力Ｉ／Ｆを介して第１乃至第３の広告入力装置１
０ａ～１０ｃから供給される第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３が入力され、イン
ストールされた編集ソフトウェア等の機能を実行することによって、入力された第１乃至
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第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３を編集し、動画、静止画データ、音声データ、文字デー
タ等で構成された編集広告データＥＤを生成する。ここで生成される編集広告データＥＤ
は、図８に示すように、第１の広告入力装置１０ａで生成された第１の広告データＡＤ１
、第２の広告入力装置１０ｂで生成された第２の広告データＡＤ２、第３の広告入力装置
１０ｃで生成された第３の広告データＡＤ３を含む。そして、編集広告データＥＤは、例
えば、第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３が表示画面上に３つに分割して表示され
たり、一又は複数の広告データを他の広告データを重畳して表示するように編集されてい
る。また、各広告データＡＤ１～ＡＤ３は、階層構造を有しており、一の広告データが選
択されると、更に詳細な下層の広告データが表示されるようになっている。
【００４３】
　なお、編集広告データＥＤは、システム運営者Ｓが編集装置２１を用いて付した場所識
別データＰＩＤ、ここではホテルＨの場所を特定する場所識別データＰＩＤが含まれてい
る。更に、編集広告データＥＤは、更に、後述するホテル入力装置３１より供給された広
告場所、ここではホテルＨの提供する関連データＲＤが含まれている。
【００４４】
　編集装置２１は、以上のような編集広告データＥＤを生成すると、有線又は無線のネッ
トワークを介して又は光ディスク等の可搬性記録媒体を介して配信装置２２に供給する。
【００４５】
　配信装置２２は、例えば通常のサーバ装置と同様の構成を有し、ハードディスク、ＲＯ
Ｍ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等の
ネットワークを介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。配信装置２２は、指定
された日時等の所定条件に従って、編集装置２１で生成された編集広告データＥＤをホテ
ルＨにインターネット等のネットワークを介して配信する。ここで、配信装置２２は、ハ
ードディスクに構築されたデータベースによって、後述する編集広告データＥＤの配信先
となる表示端末装置３２ａ～３２ｃに割り振られている場所識別データＰＩＤを、表示端
末装置３２ａ～３２ｃの例えばネットワーク上のアドレスデータに関連づけて管理してい
る。配信装置２２は、編集広告データＥＤに含まれる場所識別データＰＩＤと同じ場所識
別データＰＩＤが割り当てられている表示端末装置３２ａ～３２ｃに対して編集広告デー
タＥＤを配信する。
【００４６】
　履歴管理装置２３は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハードディスク
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウス等の入力
装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネットワークを
介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。
【００４７】
　この履歴管理装置２３は、クライアントａ、クライアントｂ、クライアントｃ、クライ
アントｄ・・・が管理する端末装置３０Ａ～３０Ｄに備えられている表示端末装置のリー
ダ／ライタがＩＣカードにアクセスしたときの履歴情報をネットワークを介して受信し、
これらのデータをハードディスク等に構築されたデータベースで相互に関連づけて管理す
る。
【００４８】
　履歴分析装置２４は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハードディスク
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウス等の入力
装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネットワークを
介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。履歴分析装置２４は、クライアントａ
、クライアントｂ、クライアントｃ、クライアントｄ・・・が管理する端末装置３０Ａ～
３０Ｄに備えられている表示端末装置で取得したメモリ識別データＭＩＤと一致するＩＣ
カード管理装置６１で管理されているメモリ識別データＭＩＤに関連づけられている履歴
データを抽出する。
【００４９】
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　また、この電子広告システム１００において、端末装置３０Ａはクライアントａが管理
する例えばホテルに設置された装置、端末装置３０Ｂはクライアントｂが管理する例えば
ショッピングモールに設置された装置、端末装置３０Ｃはクライアントｃが管理する例え
ば駅に設置された装置、端末装置３０Ｄはクライアントｄが管理する例えばショッピング
モールに設置された装置である。
【００５０】
　クライアントａが管理する端末装置３０Ａは、編集広告データＥＤに含ませるホテル関
連データＲＤ等を生成し、システム運営者Ｓが管理する編集装置２１に供給するホテル入
力装置３１と、ホテルＨのロビーと言った公共スペースや各客室に設置される表示端末装
置３２ａ～３２ｃとを備える。
【００５１】
　ホテル入力装置３１は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハードディス
ク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウス等の入
力装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネットワーク
を介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。ホテルＨは、宿泊者等の利用者に対
して提供するホテル関連データＲＤとして、天気情報、周辺施設情報、交通機関運行情報
、客室備品情報、試供品の宣伝情報等をホテル入力装置３１で生成し、ネットワーク又は
可搬性記録媒体を介して、システム運営者Ｓが管理する編集装置２１に供給する。このホ
テル関連データＲＤも、図８に示すように、編集装置２１の編集工程において、上述した
編集広告データＥＤに含まれることになる。
【００５２】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、図９に示すように、８～１２インチ程度のタッチパネ
ル等で構成された表示操作部３３と、十字キー、複数の押しボタン等でなる操作部３４と
、利用者が所有するＩＣカード４０の読出や書込を行う第１のリーダ／ライタ３５と、配
信装置２２と通信をするための通信Ｉ／Ｆ３６と、制御プログラム等が格納されたＲＯＭ
３７ａと、プログラム等がロードされるＲＡＭ３７ｂと、制御プログラムに基づいて演算
する制御部３８とを備えている。この表示端末装置３２ａ～３２ｃは、設置された場所を
識別する場所識別データＰＩＤが割り振られており、ＲＯＭ３７ａ等の記憶手段に格納さ
れている。この表示端末装置３２ａ～３２ｃに割り振られる場所識別データＰＩＤは、ホ
テルＨ内の個々の表示端末装置３２ａ～３２ｃに割り振られる識別データではなく、ホテ
ルＨ内の例えば全ての表示端末装置３２ａ～３２ｃに共通の識別データであり、表示端末
装置３２ａ～３２ｃの設置場所であり広告場所を特定するための識別データである。なお
、場所識別データＰＩＤには、更に、各客室、ロビー等ホテルＨ内の具体的設置場所の識
別データを枝番等を用いて付加するようにしても良い。これにより、例えば、所定の客室
に宿泊する利用者に合わせたホテル関連データＲＤをその客室に設置された表示端末装置
３２ａ～３２ｃに配信することができる。
【００５３】
　第１のリーダ／ライタ３５は、例えばＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification Sys
tem）でＩＣカード４０と通信を行うものであり、そのアンテナコイルが表示操作部３３
上に設けられている。この第１のリーダ／ライタ３５のアンテナコイルは、表示操作部３
３上に設けるには、表示画面を見る際の妨げとならないように、光透過性を有するように
例えば透明に形成されている。なお、表示操作部３３は、表示機能のみの表示部であって
も良い。また、第１のリーダ／ライタ３５は、表示操作部３３の近傍や筐体の裏面等に設
けても良く、更に、表示端末装置３２，３２ａ～３２ｃと有線又は無線で接続された機器
であっても良い。
【００５４】
　このような表示端末装置３２ａ～３２ｃの表示操作部３３には、配信された編集広告デ
ータＥＤが表示され、表示操作部３３又は操作部３４を操作することによって、表示され
ている複数の広告データの中から一の広告データを選択し、下層の詳細な広告データを表
示操作部３３に表示することができる。また、この表示端末装置３２ａ～３２ｃでは、編
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集広告データの各広告データに含まれるクーポンデータＣＤのダウンロードや各広告デー
タＡＤ１～ＡＤ３で宣伝される商品の購入を第１のリーダ／ライタ３５のアンテナコイル
にＩＣカード４０を近接させることによって行うことができる。編集広告データＥＤでは
、アンテナコイルが表示操作部３３上に設けられているとき、クーポンデータＣＤをダウ
ンロードする画面や商品を購入する画面において、アンテナコイルが設けられた部分に、
「ＩＣカードをかざして下さい。」といった表示を行うようになっている。また、表示端
末装置３２ａ～３２ｃは、ＩＣカード４０が利用されたとき、そのアクセスログデータを
生成しハードディスク、半導体メモリ等に保存する。例えば、表示端末装置３２ａ～３２
ｃは、編集広告データＥＤ中のアクセスしたページのアドレスデータや日時データ、ＩＣ
カード４０のアクセスのあった日時等のログデータを保存する。すなわち、この表示端末
装置３２ａ～３２ｃが設置される場所、すなわちホテルＨがＩＣカード４０が使用された
り宣伝広告が行われる第１の場所である。
【００５５】
　なお、ホテルＨに設置される表示端末装置３２ａ～３２ｃの数は、これに限定されるも
のではない。
【００５６】
　ここで、クライアントｂが管理する端末装置３０Ａにおいても、例えばホテルＨのロビ
ーに設けられる表示端末装置３２ａとして、大画面の大型ディスプレイと非接触ＩＣカー
ドのリード・ライタを内蔵した小型画面のサブディスプレイを併設し、上述のクライアン
トｂが管理するショッピングモールにおける端末装置３０Ｂと同様に大型ディスプレイと
サブディスプレイで同期した広告表示を行うようにすることもできる。
【００５７】
　また、利用者が所有するＩＣカード４０は、このＲＦＩＤに従って、リーダ／ライタ側
のアンテナコイルとＩＣカード４０側のアンテナコイルとが誘導結合によって磁気的に結
合し、ＩＣカードとリーダライタとの間で非接触データ通信を行う。このＩＣカード４０
は、内部にメモリ素子を有しており、メモリ素子内には、メモリ素子の識別データに関連
づけて価値データである金額データ等が格納されている。
【００５８】
　ここで、ＩＣカード４０には、例えば第１のＩＣカード４０ａと第２のＩＣカード４０
ｂの二つの型がある。第１のＩＣカード４０ａは、図１０（Ａ）に示すように、メモリ素
子に、電子マネー領域４１を有し、この電子マネー領域４１に、メモリ素子を識別するメ
モリ識別データＭＩＤ、貨幣価値データとなる金額データＶＤ及び第１の履歴データＨＤ
１が格納される。第１の履歴データＨＤ１には、入金や出金で金額が変動したときの日時
データ、リーダ／ライタの識別データ、リーダ／ライタが設置されている店舗等の識別デ
ータ、購入した商品の識別データ、リーダ／ライタにアクセスしたときの日時データ等が
含まれている。そして、メモリ識別データＭＩＤには、金額データＶＤや第１の履歴デー
タＨＤ１が関連づけられている。
【００５９】
　また、第２のＩＣカード４０ｂは、第１のＩＣカード４０ａに、更なる機能を付加した
ものであり、ここでは、例えばホテルＨの会員カードとして用いられるカードである。こ
の第２のＩＣカード４０ａは、図１０（Ｂ）に示すように、メモリ素子に、上述の電子マ
ネー領域４１に加え、会員データ領域４２とクーポン領域４３とを有している。会員デー
タ領域４２には、会員識別データＭＤと第２の履歴データＨＤ２とが格納されている。会
員識別データＭＤは、例えば、会員番号、顧客ランク、氏名、電話番号、住所、電子メー
ルアドレス等を含んでいる。また、第２の履歴データＨＤ２は、ホテルＨを何時、チェー
ン店であるときどこのホテルを利用したか、表示端末装置３２ａ～３２ｃを利用した際の
ログ等の利用履歴等のデータを含んでいる。また、クーポン領域４３には、表示端末装置
３２ａ～３２ｃからダウンロードしたクーポンデータＣＤ等が格納される。そして、メモ
リ識別データＭＩＤには、会員識別データＭＤ、第２の履歴データＨＤ２、クーポンデー
タＣＤが関連づけられている。
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【００６０】
　なお、以下、第１のＩＣカード４０ａと第２のＩＣカード４０ｂとをまとめて単にＩＣ
カード４０とも言う。また、ＩＣカード４０の種類に関し、上述の第１及び第２のＩＣカ
ード４０ａ，４０ｂの他に、更に別の機能が付加されたＩＣカードが存在しても良い。更
に、利用者が携帯する携帯機器であれば、ＩＣカード４０に代わって、ＩＣカード４０の
機能を実現する各種部品が内蔵された携帯型電話、電子手帳等の携帯型情報処理端末装置
であっても良い。
【００６１】
　上述した表示端末装置３２ａ～３２ｃの第１のリーダ／ライタ３５は、第１のＩＣカー
ド４０ａと通信を行うとき、少なくとも電子マネー領域４１よりメモリ識別データＭＩＤ
を読み出す。すなわち、第１のリーダ／ライタ３５は、利用者が表示端末装置３２ａ～３
２ｃを用いて編集広告データＥＤの閲覧をしたとき、第１のＩＣカード４０ａの電子マネ
ー領域４１よりメモリ識別データＭＩＤを読み出す。また、第１のリーダ／ライタ３５は
、利用者が表示端末装置３２ａ～３２ｃを用いて編集広告データＥＤの閲覧をし、広告対
象の商品を購入したとき、第１のＩＣカード４０ａの電子マネー領域４１よりメモリ識別
データＭＩＤを読み出すと共に、商品の代金分金額データＶＤを減算し、第１の履歴デー
タＨＤ１を更新する。また、ホテルＨが管理する装置であるから、この表示端末装置３２
ａ～３２ｃに設けられた第１のリーダ／ライタ３５は、第２のＩＣカード４０ｂと通信を
行うとき、第１のＩＣカード４０ａのときと同様な第２のＩＣカード４０ｂの電子マネー
領域４１の読出や書込に加え、会員データ領域４２にアクセスし、会員識別データＭＤを
読み出すと共に、第２の履歴データＨＤ２を更新する。更に、第１のリーダ／ライタ３５
は、利用者が表示端末装置３２ａ～３２ｃを用いて編集広告データＥＤの閲覧をし、クー
ポンデータＣＤのダウンロードを行ったとき、クーポン領域４３にクーポンデータＣＤを
書き込む。
【００６２】
　なお、図７に示すように、ＩＣカード４０の取扱店Ａは、店舗端末装置５１を管理して
いる。このＩＣカード４０の取扱店Ａは、例えば、上述した広告主Ｂ又は広告主Ｃにもな
るものであり、例えばホテルＨの周辺５００ｍ内の第１の広告データＡＤ２や第２の広告
データＡＤ３の広告対象となった商品を実際に取り扱っている店舗である。ＩＣカード４
０の取扱店Ａが管理する店舗端末装置５１は、例えばＰＯＳ端末（Point Of Sale termin
al）に、ＩＣカード４０の第２のリーダ／ライタ５２が有線又は無線で接続された装置で
あり、また、表示端末装置３２ａ～３２ｃが設置された場所とは異なる第２の場所に設置
される装置である。この第２のリーダ／ライタ５２は、ＩＣカード４０とＲＦＩＤに従っ
て通信を行う。なお、この第２のリーダ／ライタ５２のアンテナコイルは、上述の第１の
リーダ／ライタ３５のアンテナコイルと異なり表示部に設けられるものではないから、必
ずしも光透過性である必要は無い。この第２のリーダ／ライタ５２では、第１のＩＣカー
ド４０ａと通信を行うとき、すなわち商品購入時の決済を行うとき、第１のＩＣカード４
０ａの電子マネー領域４１よりメモリ識別データＭＩＤを読み出すと共に、商品の代金分
金額データＶＤを減算し、第１の履歴データＨＤ１を更新する。また、第２のリーダ／ラ
イタ５２は、第２のＩＣカード４０ｂと商品購入時の決済のための通信を行うとき、第１
のＩＣカード４０ａの電子マネー領域４１よりメモリ識別データＭＩＤを読み出すと共に
、商品の代金分金額データＶＤを減算し、第１の履歴データＨＤ１を更新する。第２のリ
ーダ／ライタ５２は、第２のＩＣカード４０ｂのクーポン領域４３に対応するクーポンデ
ータＣＤがあるときには、その内容を代金に反映し、クーポン領域４３のクーポンデータ
ＣＤを消去する。
【００６３】
　なお、所定期間後、ＩＣカードの管理会社Ｍによって、ＩＣカード４０のメモリ識別デ
ータＭＩＤは、ＩＣカード管理装置６１からシステム運営者Ｓが管理する履歴管理装置２
３に送信され、ＩＣカードの管理会社Ｍからシステム運営者Ｓへの報告が行われる。そし
て、システム運営者Ｓの履歴管理装置２３は、所定の広告主、例えば広告主Ｂが発行した
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クーポン割引率を適用すべきＩＣカード４０のメモリ識別データＭＩＤと照合し、同広告
主Ｂが発行したクーポンをホテルＨにおいてＩＣカード４０の保有者が、ホテルＨ内の表
示端末装置３２ａ～３２ｃ内の第１のリーダ／ライタ３５を利用して取得したこと証明し
、その結果を、ＩＣカードの管理会社ＭのＩＣカード管理装置６１へ送信し、システム運
営者ＳからＩＣカードの管理会社Ｍへの報告を行う。ＩＣカードの管理会社ＭのＩＣカー
ド管理装置６１は、ＩＣカード４０の保有者が利用した金額に応じたクーポン割引率を適
用し、同クーポンを適用したことを示す使用データをシステム運営者Ｓの履歴管理装置２
３に送信し、履歴管理装置２３は、ＩＣカード４０のメモリ識別データＭＩＤに関連され
た未利用クーポン情報を、利用済み状態へと更新する。
【００６４】
　なお、この際、第２のリーダ／ライタ５２は、第２のＩＣカード４０ｂの会員データ領
域４２には、ホテルＨとは経済的や組織的に無関係であるためアクセスできない。一方で
、第１のリーダ／ライタ３５と第２のリーダ／ライタ５２が経済的や組織的に同一の事業
体に属し第１のＩＣカード４０ａへのアクセス権限を有する場合する場合には、第１のＩ
Ｃカード４０ａの保有者に関する第１の履歴データＨＤ１等にアクセスすることができる
。
【００６５】
　また、図７に示すように、ホテルＨ内に設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃの第１
のリーダ／ライタ３５及び／又はＩＣカード４０の取扱店Ａに設置された店舗端末装置５
１の第２のリーダ／ライタ５２によって商品が購入されたとき、表示端末装置３２ａ～３
２ｃや店舗端末装置５１は、ＩＣカード４０の管理会社Ｍ等が管理するＩＣカード管理装
置６１にアクセスする。このＩＣカード管理装置６１は、例えば通常のコンピュータと同
様の構成を有し、ハードディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装
置、キーボード、マウス等の入力装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、イ
ンターネット等のネットワークを介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。この
ＩＣカード管理装置６１は、第１及び第２のＩＣカード４０ａ，４０ｂの電子マネー領域
４１を管理する装置である。ＩＣカード管理装置６１は、表示端末装置３２ａ～３２ｃの
通信Ｉ／Ｆ３６又は店舗端末装置５１からネットワークを介して送信されたメモリ識別デ
ータＭＩＤ等を管理する。システム運営者Ｓが運営する履歴管理装置２３は、第１の履歴
データＨＤ１等の受信認証をし、ハードディスク等に構築されたデータベースで、暗号化
されたセキュアな通信ネットワーク、又は可搬性記録媒体を介してＩＣカードの管理会社
Ｍが管理するＩＣカード管理装置６１から受信したメモリ識別データＭＩＤと第１の履歴
データＨＤ１を相互に関連づけて管理する。また、履歴管理装置２３は、利用者がクーポ
ン領域４３を有していない第１のＩＣカード４０ａを用いてクーポンデータＣＤの取得を
行ったとき、第１のＩＣカード４０にクーポンデータＣＤを保存することができないこと
から、クーポンデータＣＤをメモリ識別データＭＩＤに関連づけて管理する。
【００６６】
　そして、この電子広告システム１００において、履歴管理装置２３には、図１１に示す
ように、ホテルＨに設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃの第１のリーダ／ライタ３５
で取得したメモリ識別データＭＩＤ、第１の履歴データＨＤ１、会員識別データＭＤ及び
第２の履歴データＨＤ２とＩＣカード管理装置６１で管理している商品の購入履歴に関す
る履歴データとして、メモリ識別データＭＩＤ及び第１の履歴データＨＤ１が蓄積される
ことになる。そして、この蓄積されたデータは、ネットワークや可搬性記録媒体を介して
履歴分析装置２４に供給される。
【００６７】
　履歴分析装置２４は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハードディスク
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウス等の入力
装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネットワークを
介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。履歴分析装置２４は、ホテルＨに設置
された表示端末装置３２ａ～３２ｃで取得したメモリ識別データＭＩＤと一致するＩＣカ
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ード管理装置６１で管理されているメモリ識別データＭＩＤに関連づけられている第１の
履歴データＨＤ１を抽出する。
【００６８】
　これを図１２（Ａ）乃至図１２（Ｃ）を用いて説明する。図１２（Ａ）は、ホテルＨに
設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃの第１のリーダ／ライタ３５からのメモリ識別デ
ータＭＩＤ、第１の履歴データＨＤ１、会員識別データＭＤ及び第２の履歴データＨＤ２
を示し、図１２（Ｂ）は、ＩＣカード管理装置６１が管理しているメモリ識別データＭＩ
Ｄ及び第１の履歴データＨＤ１を示す。図１２（Ａ）の第１のリーダ／ライタ３５からの
メモリ識別データＭＩＤ「０００３」及び「０００９」が図１２（Ｂ）のＩＣカード管理
装置６１からのメモリ識別データＭＩＤと一致している。そこで、履歴分析装置２４は、
図１２（Ｃ）に示すように、一致するメモリ識別データＭＩＤ「０００３」の第１の履歴
データＨＤ１（「ＢＢＢ」、「ＦＦＦ」）、会員識別データＭＤ（「Ｈ０００２」）及び
第２の履歴データＨＤ２（「ＹＹＹ」）を抽出し、分析データＤを生成する。また、一致
するメモリ識別データＭＩＤ「０００９」の第１の履歴データＨＤ１（「ＤＤＤ」、「Ｈ
ＨＨ」）、会員識別データＭＤ（「Ｈ０００４」）及び第２の履歴データＨＤ２（「ＸＹ
Ｚ」）を抽出し分析データＤを加工・生成する。この分析データＤは、例えば、ＣＳＶ（
Comma Separated Value）形式やＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）形式で生成され
る。
【００６９】
　以上のように履歴分析装置２４で生成された分析データＤは、図７に示すように、ホテ
ルＨが管理するホテル管理装置３９にネットワークを介して又は可搬性記録媒体で供給さ
れる。このホテル管理装置３９は、例えば通常のコンピュータと同様の構成を有し、ハー
ドディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、ＬＣＤ、ＣＲＴ等の表示装置、キーボード、マウ
ス等の入力装置、光ディスク等の外部記憶装置の入出力Ｉ／Ｆ、インターネット等のネッ
トワークを介して通信するための通信Ｉ／Ｆ等を備えている。履歴分析装置２４から供給
されたホテル管理装置３９では、分析データＤを閲覧し、更に分析することによって、ホ
テルＨの利用者の行動パターンを分析することができる。
【００７０】
　例えば、図１２（Ｃ）に示す分析データＤによれば、ホテルＨは、メモリ識別データＭ
ＩＤ「０００３」に関連付いている会員識別データＭＤ「Ｈ０００２」によって、利用者
の氏名、年齢、住所等の個人情報を得ることができ、更に、第２の履歴データＨＤ２「Ｙ
ＹＹ」によって、編集広告データＥＤの中でどの広告に興味を持ったかを知ることができ
、更に、第１の履歴データＨＤ１「ＢＢＢ」、「ＦＦＦ」によって、ホテルＨからどれく
らい離れた店舗を訪れ又商品を購入したかを知ることができ、これによって、例えば、ホ
テルＨの生成する関連データＲＤの内容や編集広告データＥＤに含まれる第２の広告デー
タＡＤ２や第３の広告データＡＤ３の内容を決めることができる。すなわち、ホテルＨと
しては、ホテルＨの利用者、更に具体的には場所識別データＰＩＤで特定される表示端末
装置３２ａ～３２ｃを利用した利用者の行動パターンを分析データＤによって知ることが
できる。
【００７１】
　なお、以上の例では、広告主Ｂ及び広告主Ｃは、ホテルＨの周辺５００ｍのものであっ
たが、利用者の想定される行動範囲がこれより広い場合には、広告主Ｂや広告主Ｃを更に
広い範囲から選ぶことができる。
【００７２】
　次に、このような構成の電子広告システム１の処理手順について説明する。先ず、編集
広告データＥＤが生成されて、表示端末装置３２ａ～３２ｃに配信されるまでの一連の手
順を説明する。
【００７３】
　先ず、第１乃至第３の広告入力装置１０ａ～１０ｃでは、広告主Ａ～Ｃの操作に応じて
所定の第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３が生成される。具体的に、広告主Ａは、
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ここでは大手広告代理店であり、ここではホテルＨの周辺５００ｍといった所定地域に関
係の無い第１の広告データＡＤ１を第１の広告入力装置１０ａで生成する。例えば、第１
の広告入力装置１０ａは、広告主Ａの操作に応じて例えば所定のビールメーカの広告デー
タを生成する。具体的に、第１の広告入力装置１０ａは、動画ファイル、静止画ファイル
等の第１の広告データＡＤ１を直接構成するＨＴＭＬ形式等のデータの他に、表示端末装
置３２ａ～３２ｃで流す表示時間（例えば１５秒、３０秒）、時間帯、ループ回数、表示
期間等の配信条件データを広告主Ａの操作に応じて生成する。
【００７４】
　また、広告主Ｂ及び広告主Ｃは、ホテルＨの周辺５００ｍといった所定地域内の店舗主
等であり、店舗が取り扱う商品やクーポンデータＣＤを第２及び第３の広告入力装置１０
ｂ，１０ｃで生成する。具体的に、第２及び第３の広告入力装置１０ｂ，１０ｃは、店名
、動画ファイル、静止画ファイル、店名、住所、電話番号、クーポンデータの割引率等の
第２及び第３の広告データＡＤ２，ＡＤ３を構成するＨＴＭＬ、ＣＨＴＭＬ（Compact HT
ML）形式等のデータを広告主Ａや広告主Ｃの操作に応じて生成する。そして、第１乃至第
３の広告入力装置１０ａ～１０ｃは、図７に示すように、ネットワークを介して又は可搬
性記録媒体を用いてシステム運営者Ｓの編集装置２１に供給する。
【００７５】
　また、ホテルＨが管理するホテル入力装置３１では、ホテルＨの担当者の操作に応じて
宿泊者等の利用者に対して提供する天気情報、周辺施設情報、交通機関運行情報、客室備
品情報、試供品の宣伝情報等ホテル関連データＲＤが生成される。そして、ホテル入力装
置３１は、図７に示すように、ネットワークを介して又は可搬性記録媒体を用いてシステ
ム運営者Ｓの編集装置２１に供給する。
【００７６】
　そして、システム運営者Ｓが管理する編集装置２１は、図１３に示すように、ステップ
Ｓ１において、第１乃至第３の広告入力装置１０ａ～１０ｃからの第１乃至第３の広告デ
ータＡＤ１～ＡＤ３及びホテル入力装置３１からのホテル関連データＲＤが入力されると
、ステップＳ２において、第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３及びホテル関連デー
タＲＤを編集して編集広告データＥＤを生成する。ここで生成される編集広告データＥＤ
は、例えば、第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３が表示画面上に３つに分割して表
示されたり、一又は複数の広告データを他の広告データを重畳して表示するように編集さ
れているデータである。また、各広告データＡＤ１～ＡＤ３は、階層構造を有しており、
一の広告データが選択されると、更に詳細な下層の広告データが表示されるようになって
いる。
【００７７】
　ステップＳ３において、編集装置２１は、ホテルＨの表示端末装置３２ａ～３２ｃに割
り振られている場所識別データＰＩＤを編集広告データＥＤに付与する。そして、編集装
置２１は、ステップＳ４において、場所識別データＰＩＤが付与された編集広告データＥ
Ｄを配信装置２２にネットワーク又は可搬性記録媒体を介して供給する。
【００７８】
　ステップＳ５で場所識別データＰＩＤが付与された編集広告データＥＤが入力された配
信装置２２は、ステップＳ６において、各編集広告データＥＤの配信条件、例えば配信時
間になったかを判断する。そして、配信装置２２は、配信条件に合致したとき、ステップ
Ｓ７において、データベースにアクセスし、入力された編集広告データＥＤに付された場
所識別データＰＩＤと一致する表示端末装置３２ａ～３２ｃのアドレスデータに対してネ
ットワークを介して配信する。
【００７９】
　ホテルＨに設置されている表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ステップＳ８において、配
信装置２２から送信された編集広告データＥＤを順次再生し、表示操作部３３に表示する
。ステップＳ９において、表示端末装置３２ａ～３２ｂは、配信装置２２から送信された
次の又は新たな編集広告データＥＤを受信したかを判断し、次の又は新たな編集広告デー
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タＥＤを受信したとき、ステップＳ１０において、順次、次の又は新たな編集広告データ
ＥＤを再生する。
【００８０】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃでは、例えば図１４に示すように、表示操作部３３上に第
１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３が表示画面上に３つに分割して表示される。例え
ば、図１４の例では、第１の広告データＡＤ１が最も大きく上段に表示され、その下段に
、第２の広告データＡＤ２が次に大きく表示され、最下段に、第３の広告データＡＤ３が
表示される。なお、表示操作部３３に表示される第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ
３の表示面積や位置は、図１４の例に限定されるものではなく、最も強調したい広告デー
タを表示画面上で目立つように最も大きく又は中央に表示するようにしても良く、また、
一又は複数の広告データを他の広告データと重畳して表示するようにしても良い。かくし
て、ホテルＨ内に設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃでは、図１４に示すような編集
広告データＥＤが表示操作部３３に表示され、ホテルＨの客室やロビーにいるホテルＨの
利用者に対して編集広告データＥＤを見せることができる。この編集広告データＥＤには
、ホテルＨの近隣の第２の広告主Ｂや第２の広告主Ｃの広告データＡＤ２，ＡＤ２が含ま
れているので、ホテルＨとして、宿泊者等の利用者に対して近隣の店舗情報を提供するこ
とができる。
【００８１】
　なお、以上の例では、配信装置２２から直接的に表示端末装置３２ａ～３２ｃに編集広
告データＥＤを配信する場合を説明したが、ホテル内に、場所識別データＰＩＤが割り振
られたホテルサーバを設置し、このホテルサーバに対して配信装置２２から編集広告デー
タＥＤが配信されるようにし、編集広告データＥＤを受信したホテルサーバが更に、ホテ
ルＨ内に設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃに配信するようにしても良い。更に、宿
泊客に応じたきめ細かな情報提供を行うために、ホテルサーバにおいて、各客室毎の店舗
や商品の情報を編集広告データＥＤに付加し、各客室の表示端末装置３２ａ～３２ｃに配
信するようにしても良い。
【００８２】
　次に、表示端末装置３２ａ～３２ｃが利用者によって操作されたときの処理手順につい
て図１５を参照して説明する。
【００８３】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ステップＳ１１において、図１４に示す表示画面の第
１の広告データＡＤ１、第２の広告データＡＤ２、第３の広告データＡＤ３の何れの広告
データが選択されたかを判断し、次いで、ステップＳ１２において、選択された第１の広
告データＡＤ１、第２の広告データＡＤ２、第３の広告データＡＤ３の何れかを表示操作
部３３に表示する。ここで、第１乃至第３の広告データＡＤ１～ＡＤ３は、上述のように
階層構造を有していることから、利用者が表示された画面を更に下層に進む選択操作を行
うと、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、操作に応じて順次下層の広告データを表示する。
表示端末装置３２ａ～３２ｃは、その都度、ハードディスク等に表示した広告データのア
ドレスデータや日時データ等のログデータを記録する。
【００８４】
　ここで、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、例えば第２の広告データＡＤ２の下層の広告
データに進み、ＩＣカード４０を必要とする画面が表示される。ここで、ＩＣカード４０
を必要とする画面には、図１６に示すように、その一部にＩＣカード４０をかざすカード
領域３３ａが表示される。このカード領域３３ａは、表示操作部３３の表面のＩＣカード
４０と通信を行うアンテナコイル３３ｂが設けられた領域に一致させるように表示される
。そして、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ステップＳ１３において、第１のリーダ／ラ
イタ３５でＩＣカード４０と誘導結合によって磁気的に結合したかを判断することによっ
て、ＩＣカード４０がかざされたかどうかを判断する。
【００８５】
　なお、アンテナコイル３３ｂとカード領域３３ａとの位置が不一致のときにも、表示端
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末装置３２ａ～３２ｃは、第１のリーダ／ライタ３５で、カード領域３３ａのアンテナコ
イル３３ｂとＩＣカード４０とが誘導結合によって磁気的に結合したかによって、ＩＣカ
ード４０がかざされたかどうかを判断する。
【００８６】
　ステップＳ１４において、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、第１のリーダ／ライタ３５
で通信の行うＩＣカード４０が第１のＩＣカード４０ａかどうか、すなわちＩＣカード４
０の種類を判断する。図１７に示すように、第１のＩＣカード４０ａには、会員データ領
域４２が無いからである。ここで、例えば、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ＩＣカード
４０の種類を示す識別データを第１のリーダ／ライタ３５で読み出すことによってＩＣカ
ード４０の種類を判別する。
【００８７】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、通信を行うＩＣカードが第１のＩＣカード４０ａであ
るとき、第１のリーダ／ライタ３５で、電子マネー領域４１のメモリ識別データＭＩＤを
読み出し取得する。また、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、通信を行うＩＣカードが第２
のＩＣカード４０ｂであるとき、ステップＳ１６において、第１のリーダ／ライタ３５で
、電子マネー領域４１のメモリ識別データＭＩＤ及び会員データ領域４２の会員識別デー
タＭＤを読み出し取得する。
【００８８】
　ステップＳ１７において、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ネットワークを介して、履
歴管理装置２３に、ＩＣカード４０の履歴データを送信する。具体的に、表示端末装置３
２ａ～３２ｃは、第１のＩＣカード４０ａのとき、電子マネー領域４１のメモリ識別デー
タＭＩＤを履歴管理装置２３に送信する。このとき、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ロ
グとして記録している表示した広告データのアドレスデータ等をメモリ識別データＭＩＤ
に関連づけて履歴管理装置２３に送信するようにしても良い。これにより、匿名ではある
がメモリ識別データＭＩＤに関連づけられた分析データＤを生成することができる。また
、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、第２のＩＣカード４０ｂのとき、電子マネー領域４１
のメモリ識別データＭＩＤ及び会員データ領域４２の会員識別データＭＤ、更に、第２の
履歴データＨＤ２としてログとして記録している表示した広告データのアドレスデータ等
を履歴管理装置２３に送信する。かくして、履歴管理装置２３には、表示端末装置３２ａ
～３２ｃでの利用者のアクセスの履歴が蓄積されることになる。
【００８９】
　次に、表示端末装置３２ａ～３２ｃで利用者がクーポンデータＣＤを取得するまでの一
連の手順について図１７を参照して説明する。
【００９０】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、利用者の操作に応じて、第２の広告データＡＤ２又は
第３の広告データＡＤ３の下層ページでクーポンデータＣＤの取得画面を表示する。ここ
で表示端末装置３２ａ～３２ｃの表示操作部３３に表示されるクーポンデータＣＤの取得
画面は、図１６に示したＩＣカード４０と通信を行う画面と同様で、表示操作部３３の表
面のＩＣカード４０と通信を行うアンテナコイル３３ｂが設けられた領域に一致させてカ
ード領域３３ａが表示されるものである。そして、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ステ
ップＳ２２において、クーポンデータＣＤの取得要求の操作が行われたかを判断し、クー
ポンデータＣＤの取得要求操作が行われたとき、ステップＳ２３において、第１のリーダ
／ライタ３５でＩＣカード４０と誘導結合によって磁気的に結合したかを判断することに
よって、ＩＣカード４０がかざされたかどうかを判断する。
【００９１】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、ＩＣカード４０を検出したとき、ステップＳ２４にお
いて、第１のリーダ／ライタ３５で通信の行うＩＣカード４０が第１のＩＣカード４０ａ
かどうか、すなわちＩＣカード４０の種類を判断する。図１０に示すように、第１のＩＣ
カード４０ａには、クーポンデータＣＤを格納する記憶領域が無いからである。
【００９２】
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　表示端末装置３２ａ～３２ｃは、通信を行うＩＣカードが第１のＩＣカード４０ａであ
るとき、ステップＳ２５において、第１のリーダ／ライタ３５で、電子マネー領域４１の
メモリ識別データＭＩＤを読み出し取得すると共に、クーポンデータＣＤの取得要求をＩ
Ｃカード管理装置６１に送信する。第１のＩＣカード４０ａには、クーポンデータＣＤを
記憶する領域が無く、ＩＣカード管理装置６１で管理する必要があるためである。ＩＣカ
ード管理装置６１では、クーポンデータＣＤの取得要求を、メモリ識別データＭＩＤに関
連づけてデータベースで管理する。かくして、第１のＩＣカード４０ａを所有している利
用者及び第２のＩＣカード４０ｂを所有している利用者は、何時でもＩＣカード４０の取
扱店ＡでクーポンデータＣＤを使用することができるようになる。また、履歴管理装置２
３では、第１のＩＣカード４０ａ、第２のＩＣカード４０ｂを問わずクーポンデータＣＤ
の発行状況を管理する。
【００９３】
　また、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、通信を行うＩＣカードが第２のＩＣカード４０
ｂであるとき、ステップＳ２６において、第２のＩＣカード４０ｂに、クーポンデータＣ
Ｄを送信する。第２のＩＣカード４０ｂは、メモリ素子のクーポン領域４３に表示端末装
置３２ａ～３２ｃから送信されたクーポンデータＣＤを格納する。
【００９４】
　ステップＳ２７において、表示端末装置３２ａ～３２ｃは、上述した図１５のステップ
Ｓ１７と同様に、ネットワークを介して、ＩＣカード４０の使用履歴を管理するため、履
歴管理装置２３に、ＩＣカード４０の履歴データを送信する。
【００９５】
　次に、利用者がＩＣカード４０で商品を購入する際の一連の手順について図１８を参照
して説明する。
【００９６】
　表示端末装置３２ａ～３２ｃの第１のリーダ／ライタ３５及びＩＣカード４０の取扱店
Ａの店舗端末装置５１の第２のリーダ／ライタ５２は、ステップＳ３１において、ＩＣカ
ード４０と誘導結合によって磁気的に結合したかを判断することによって、ＩＣカード４
０がかざされたかどうかを判断する。ステップＳ３２において、第１及び第２のリーダ／
ライタ３５，５２は、ＩＣカード４０の電子マネー領域４１のメモリ識別データＭＩＤを
読み出し取得する。また、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ステップＳ３３
において、利用者又は店員によって商品の購入操作が行われたかを判断する。
【００９７】
　商品の購入操作が行われたとき、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ステッ
プＳ３４において、通信を行うＩＣカード４０が第２のＩＣカード４０ｂであるかどうか
、すなわちＩＣカード４０の種類を判断する。第２のＩＣカード４０ｂには、クーポンデ
ータＣＤが格納されるクーポン領域４３があるのに対して第１のＩＣカード４０ａには、
クーポン領域４３が設けられていないからである。
【００９８】
　ここで、通信を行うＩＣカード４０がクーポン領域４３を有していない第１のＩＣカー
ド４０ａであるとき、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ステップＳ３５にお
いて、ＩＣカード管理装置６１で管理されているクーポンデータＣＤの有無を確認するた
め、確認要求データを、メモリ識別データＭＩＤと共にＩＣカード管理装置６１に送信す
る。ＩＣカード管理装置６１では、ステップＳ５１において、第１及び第２のリーダ／ラ
イタ３５，５２から送信されたクーポンデータＣＤの確認要求データをメモリ識別データ
ＭＩＤと共に受信すると、次いで、ステップＳ５２において、データベースにアクセスし
て、受信したメモリ識別データＭＩＤと同じメモリ識別データＭＩＤを検索する。ステッ
プＳ５３において、ＩＣカード管理装置６１は、受信したメモリ識別データＭＩＤと同じ
メモリ識別データＭＩＤがあるとき、メモリ識別データＭＩＤにクーポンデータＣＤが関
連づけられているかを判断する。そして、ＩＣカード管理装置６１は、クーポンデータＣ
Ｄがあるとき、ステップＳ５４において、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２に対
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してクーポンデータＣＤ有りの確認データを送信する。ＩＣカード管理装置６１は、クー
ポンデータＣＤ有りの確認データを送信するとき、これに合わせてクーポンデータＣＤの
内容も第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２に送信する。また、ＩＣカード管理装置
６１は、クーポンデータＣＤが無いとき、ステップＳ５４において、第１及び第２のリー
ダ／ライタ３５，５２に対してクーポンデータＣＤ無しの確認データを送信する。第１及
び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ステップＳ３６において、ＩＣカード管理装置６
１から送信されたクーポンデータＣＤの有り又は無しの確認データを受信する。
【００９９】
　第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ステップＳ３７において、クーポンデー
タＣＤの有無を判断する。すなわち、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、クー
ポン領域４３のある第２のＩＣカード４０ｂのとき、第２のＩＣカード４０ｂのクーポン
領域４３にアクセスし、クーポンデータＣＤが無いかどうかを判断する。また、第１及び
第２のリーダ／ライタ３５，５２は、クーポン領域４３の無い第１のＩＣカード４０ａの
とき、ＩＣカード管理装置６１から送信された確認データに基づいてクーポンデータＣＤ
が無いかどうかを判断する。
【０１００】
　第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、クーポンデータＣＤが無いとき、ステッ
プＳ３８において、割引等の特典無しの通常の課金処理、すなわちＩＣカード４０の電子
マネー領域４１にアクセスし、購入する商品の代金の金額分、金額データの減算処理を行
うと共に、第１の履歴データＨＤ１を更新する。また、第１及び第２のリーダ／ライタ３
５，５２は、クーポンデータＣＤが有るとき、ステップＳ３９において、割引等の特典有
りの割引課金処理、すなわちＩＣカード４０の電子マネー領域４１にアクセスし、購入す
る商品の代金から割り引いた金額分、金額データの減算処理を行うと共に、第１の履歴デ
ータＨＤ１を更新する。また、クーポンデータＣＤに応じたポイント等の加算を行う。
【０１０１】
　ステップＳ４０において、第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、メモリ識別デ
ータＭＩＤに関連づけた第１の履歴データＨＤ１を、ＩＣカード管理装置６１に送信する
。これにより、ＩＣカード管理装置６１では、データベースによって、メモリ識別データ
ＭＩＤに関連づけて第１の履歴データＨＤ１を蓄積することができる。なお、第１のリー
ダ／ライタ３５は、第２のＩＣカード４０と通信を行ったとき、履歴分析装置２４に、会
員データ領域４２の会員識別データＭＤや第２の履歴データＨＤ２を送信し、履歴分析装
置２４でこれらのデータを管理するようにしても良い。
【０１０２】
　なお、上述のように、システム運営者Ｓは、第１のＩＣカード４０ａ、第２のＩＣカー
ド４０ｂの両方に対するクーポンデータＣＤの発行状況、すなわちクーポンデータＣＤの
取得要求を履歴管理装置２３で管理している。利用者が第１及び第２のリーダ／ライタ３
５，５２から商品の購入を行う場合には、ＩＣカードの管理会社Ｍが管理するＩＣカード
管理装置６１を介してシステム運営者Ｓが管理する履歴管理装置２３でクーポンデータＣ
Ｄを照合しクーポンデータＣＤの認証を取るようにしても良い。クーポンデータＣＤの認
証が取れた場合には、履歴管理装置２３は、ＩＣカード管理装置６１に認証結果を送信し
、ＩＣカード管理装置６１及び第１及び第２のリーダ／ライタ３５，５２は、ここで、ク
ーポンデータＣＤの内容を反映させて課金処理を行う。
【０１０３】
　また、表示端末装置３２ａ～３２ｃのリーダ／ライタ３５がシステム運営者Ｓが管理す
る履歴管理装置２３だけとネットワーク上で接続している場合にあって、リーダ／ライタ
３５で商品購入が行われたときには、上述の購入に関するデータを履歴管理装置２３を介
してＩＣカード管理装置６１に送信するようにしても良い。
【０１０４】
　次に、履歴分析装置２４で分析するまでの一連の手順を図１９を参照して説明する。
【０１０５】
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　先ず、ステップＳ６１において、履歴管理装置２３には、表示端末装置３２ａ～３２ｃ
からの履歴データが入力され、入力されたデータをデータベースに蓄積する。具体的に、
履歴管理装置２３には、上述のステップＳ１７で表示端末装置３２ａ～３２ｃから送信さ
れた第１のＩＣカード４０ａのメモリ識別データＭＩＤやこれに関連づけられた広告デー
タのアドレスデータ等、更には、第２のＩＣカード４０ｂの電子マネー領域４１のメモリ
識別データＭＩＤ、会員データ領域４２の会員識別データＭＤ及び第２の履歴データＨＤ
２が入力される。また、ステップＳ６２において、履歴管理装置２３には、ＩＣカード管
理装置６１からの履歴データが入力される。具体的に、上述のステップＳ４０でＩＣカー
ド管理装置６１が管理しているメモリ識別データＭＩＤに関連づけた第１の履歴データＨ
Ｄ１が入力される。かくして、履歴管理装置２３には、第１のＩＣカード４０ａ及び第２
のＩＤ４０ｂの全ての履歴データが蓄積されることになる。すなわち、図１１に示すよう
に、履歴管理装置２３には、第１のＩＣカード４０ａ及び第２のＩＣカード４０ｂの電子
マネー領域４１に格納されているメモリ識別データＭＩＤ及び第１の履歴データ並びに第
２のＩＣカード４０ｂの会員データ領域４２の会員識別データＭＤ及び第２の履歴データ
ＨＤ２が蓄積されることになる。
【０１０６】
　次いで、履歴管理装置２３は、所定期間が経過すると、ステップＳ６３において、蓄積
したデータを履歴分析装置２４に出力する。ステップＳ６４において、履歴分析装置２４
は、履歴管理装置２３から入力されたデータを受信すると、次いで、ステップＳ６５にお
いて、ホテルＨに設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃで取得したメモリ識別データＭ
ＩＤと一致するＩＣカード４０の取扱店Ａに設置された店舗端末装置５１で取得したメモ
リ識別データＭＩＤに関連づけられている第１の履歴データＨＤ１を抽出し、分析データ
Ｄを生成する。上記図１２の例では、表示端末装置３２ａ～３２ｃからのメモリ識別デー
タＭＩＤ「０００３」及び「０００９」が履歴管理装置２３からのメモリ識別データＭＩ
Ｄに一致する。そこで、履歴分析装置２４は、一致するメモリ識別データＭＩＤ「０００
３」に関し、第１の履歴データＨＤ１（「ＢＢＢ」、「ＦＦＦ」）、会員識別データＭＤ
（「Ｈ０００２」）及び第２の履歴データＨＤ２（「ＹＹＹ」）を抽出し、分析データＤ
を生成する。また、履歴分析装置２４は、一致するメモリ識別データＭＩＤ「０００３」
に関し、第１の履歴データＨＤ１（「ＤＤＤ」、「ＨＨＨ」）、会員識別データＭＤ（「
Ｈ０００４」）及び第２の履歴データＨＤ２（「ＸＹＺ」）を抽出し、分析データＤを加
工・生成する。
【０１０７】
　そして、履歴分析装置２４は、ステップＳ６６において、分析データＤをホテル管理装
置３９に出力する。ホテル管理装置３９では、分析データＤを閲覧し、更に分析すること
によって、ホテルＨの利用者の行動パターンを分析することができる。
【０１０８】
　例えば、図１２（Ｃ）に示す分析データＤによれば、ホテルＨは、メモリ識別データＭ
ＩＤ「０００３」に関連付いている会員識別データＭＤ「Ｈ０００２」によって、利用者
の氏名、年齢、住所等の個人情報を得ることができ、更に、第２の履歴データＨＤ２「Ｙ
ＹＹ」によって、編集広告データＥＤの中でどの広告に興味を持ったかを知ることができ
、更に、第１の履歴データＨＤ１「ＢＢＢ」、「ＦＦＦ」によって、ホテルＨからどれく
らい離れた店舗を訪れ又商品を購入したかを知ることができ、これによって、例えば、ホ
テルＨの生成する関連データＲＤの内容や編集広告データＥＤに含まれる第２の広告デー
タＡＤ２や第３の広告データＡＤ３の内容を決めることができる。すなわち、ホテルＨと
しては、ホテルＨの利用者、更に具体的には場所識別データＰＩＤで特定される表示端末
装置３２ａ～３２ｃを利用した利用者の行動パターンを分析データＤによって知ることが
できる。そして、例えば、広告主Ｂ及び広告主Ｃは、ホテルＨの周辺５００ｍのものであ
ったが、利用者の行動範囲がこれより広い場合には、広告主Ｂや広告主Ｃを更に広い範囲
から選ぶことができる。
【０１０９】
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　以上、ホテルＨに分析データＤを提供するための電子広告システム１００を例に取り利
用者の行動履歴等を知る場合について説明したが、例えば、表示端末装置３２ａ～３２ｃ
を駅等の公共場所に複数設置し、分析データＤを、駅近隣の第２の広告主Ｂや第３の広告
主Ｃに提供するようにしても良い。これにより、例えば、第２の広告主Ｂや第３の広告主
Ｃは、駅に設置された表示端末装置３２ａ～３２ｃの利用者の行動履歴等を知ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明を適用した電子広告システムの構成を示すブロック図である。
【図２】上記電子広告システムにおけるクライアントが管理する端末装置の構成例を示す
ブロック図である。
【図３】上記電子広告システムにおけるクライアントが管理するショッピングモールにお
ける端末装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】上記電子広告システムにおいて構築されるワントゥワン広告モデルを示す図であ
る。
【図５】上記電子広告システムにおいてワントゥワン広告モデルを構築する場合の配信サ
ーバと大型ディスプレイとサブディスプレイの接続例を示す図である
【図６】上記電子広告システムにおけるクライアントが管理するショッピングモールにお
ける端末装置の構成例を示すブロック図である。
【図７】本発明を適用したデータ処理システムの構成を示す図である。
【図８】編集広告データの構成を示す図である。
【図９】ホテル内に設置される表示端末装置のブロック図である。
【図１０】ＩＣカードの記録領域を示す図であり、（Ａ）は、専ら電子マネーの用途に用
いられる第１のＩＣカードの記録領域を示し、（Ｂ）は、ホテル会員カート等の多用途の
第２のＩＣカードの記録領域を示す。
【図１１】履歴管理装置に供給されるデータを示す図である。
【図１２】（Ａ）は、ホテルに設置された表示端末装置の第１のリーダ／ライタからのメ
モリ識別データＭＩＤ、第１の履歴データＨＤ１、会員識別データＭＤ及び第２の履歴デ
ータＨＤ２を示す図であり、（Ｂ）は、ＩＣカードの取扱店Ａに設置された店舗端末装置
の第２のリーダ／ライタからのメモリ識別データＭＩＤ及び第１の履歴データＨＤ１を示
す図であり、（Ｃ）は、（Ａ）及び（Ｂ）から生成された分析データを示す図である。
【図１３】編集広告データが生成されて、表示端末装置に配信されるまでの一連の手順を
示すフローチャートである。
【図１４】表示端末装置の表示操作部に編集広告データを表示された状態を示す図である
。
【図１５】表示端末装置が利用者によって操作されたときの処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１６】表示端末装置の表示操作部にＩＣカードと通信を行う際のページが表示された
状態を示す図である。
【図１７】クーポンデータを取得する際の一連の手順を示すフローチャートである。
【図１８】利用者が商品を購入する際の一連の手順を示すフローチャートである。
【図１９】履歴分析装置で分析データを生成するまでの一連の手順を示すフローチャート
である。
【図２０】従来の電子広告システムの構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０ａ～１０ｃ　第１乃至第３の広告入力装置、２０　マルチアクセス配信サーバ、２
１　編集装置、２２　配信装置、２３　履歴管理装置、２４　履歴分析装置、３０，３０
Ａ～３０Ｄ　端末装置、３１　ホテル入力装置、３２ａ～３２ｃ　表示端末装置、３３　
表示操作部、３３ａ　カード領域、３３ｂ　アンテナコイル、３５　第１のリーダ／ライ
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タ、３９　ホテル管理装置、４０　ＩＣカード、４０ａ　第１のＩＣカード、４０ｂ　第
２のＩＣカード、４１　電子マネー領域、４２　会員データ領域、４３　クーポン領域、
５１　店舗端末装置、５２　第２のリーダ／ライタ、６１　カード管理装置、３０１，３
０１Ｂ　セットトップボックス、３０２　表示装置、３０４、３４０　リーダ／ライタ、
３１０　ディスプレイ、３１２　大型ディスプレイ、３２２　サブディスプレイ、３３０
　インサートサーバ
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