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(57)【要約】
【課題】看板などのユーザが視認する対象物の情報を収
集するのに好適な送信装置及びサーバ装置を提供する。
【解決手段】サーバ装置５は、車両Ｖｅの運転者が見た
看板に関する看板情報Ｉｓ及び運転者属性情報Ｉｐを車
載機２から取得し、看板観察情報ＤＢ３２に登録する。
また、サーバ装置５は、携帯端末１から運転者の購入履
歴情報Ｉｂを取得すると共に、車載機２から訪問履歴情
報Ｉｖを取得する。そして、サーバ装置５は、購入履歴
情報Ｉｂに対応する看板観察情報ＤＢ３２のレコードを
検索し、購入履歴を追加登録する。同様に、サーバ装置
５は、訪問履歴情報Ｉｖに対応する看板観察情報ＤＢ３
２のレコードを検索し、訪問履歴を追加登録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの前方を撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知
手段により検知されたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定手段
と、
　前記対象物の情報をサーバへ送信する第１送信手段と、
　前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、前記対象物に関連する施設への訪問履
歴を取得する取得手段と、
　前記購入履歴もしくは前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信手段と、
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　前記第１送信手段は、前記対象物の情報と共に、前記ユーザの属性情報を前記サーバへ
送信することを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記第１送信手段は、前記画像に表示された対象物のうち、前記ユーザが見ていない対
象物の情報を、前記ユーザが見た対象物の情報と区別して前記サーバへ送信することを特
徴とする請求項１または２に記載の送信装置。
【請求項４】
　前記第１送信手段は、前記対象物の情報と共に、前記カメラにより前記対象物が撮影さ
れた画像を前記サーバへ送信することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の
送信装置。
【請求項５】
　前記対象物特定手段は、前記画像から看板を検出し、検出した看板のうち前記ユーザの
視線上に存在する看板を、前記ユーザが見た対象物として特定することを特徴とする請求
項１～４のいずれか一項に記載の送信装置。
【請求項６】
　複数の送信装置と接続されたサーバ装置において、
　前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取得する第１取
得手段と、
　前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得手段と、
　前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情
報と関連付けて記憶部に記憶する記憶手段と、
を有することを特徴とするサーバ装置。
【請求項７】
　前記第１取得手段は、前記対象物が撮影された画像を、前記送信装置の各々から取得し
、
　前記決定手段は、前記画像から前記対象物の見え方を認識し、
　前記記憶部は、前記対象物の見え方を当該対象物の情報に関連付けて記憶することを特
徴とする請求項６に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　前記第１取得手段は、前記ユーザの属性情報を、当該ユーザが見た対象物の情報と共に
、前記送信装置の各々から取得し、
　前記記憶部は、前記ユーザの属性情報を、当該ユーザが見た対象物の情報と関連付けて
記憶することを特徴とする請求項６または７に記載のサーバ装置。
【請求項９】
　送信装置が実行する制御方法であって、
　ユーザの前方を撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知
手段により検知されたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定工程
と、
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　前記対象物の情報をサーバへ送信する第１送信工程と、
　前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、前記対象物に関連する施設への訪問履
歴を取得する取得工程と、
　前記購入履歴もしくは前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　複数の送信装置と接続されたサーバ装置が実行する制御方法であって、
　前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取得する第１取
得工程と、
　前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得工程と、
　前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定工程と、
　前記決定工程により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情
報と関連付けて記憶部に記憶させる記憶工程と、
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１１】
　コンピュータが実行するプログラムであって、
　ユーザの前方を撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知
手段により検知されたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定手段
と、
　前記対象物の情報をサーバへ送信する第１送信手段と、
　前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、前記対象物に関連する施設への訪問履
歴を取得する取得手段と、
　前記購入履歴もしくは前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信手段
として前記コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　複数の送信装置と接続されたコンピュータが実行するプログラムであって、
　前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取得する第１取
得手段と、
　前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得手段と、
　前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情
報と関連付けて記憶部に記憶させる記憶手段
として前記コンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載のプログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、看板などのユーザが視認する対象物の情報を収集する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザが視認した対象物の情報を収集する技術が知られている。例えば、特
許文献１には、車両の搭乗者が注視した看板を検出し、サーバ装置により集計するシステ
ムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２００８３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　看板の有効性を判断するには、看板を見たユーザが当該看板に関連する商品の購入や施
設の訪問などの行為に至ったかについても加味する必要があり、ユーザが看板を注視した
ことを検出してその情報を収集するだけでは不十分な場合がある。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、看板などのユーザ
が視認する対象物の情報を収集するのに好適な送信装置及びサーバ装置を提供することを
主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項に記載の発明は、送信装置であって、ユーザの前方を撮影するカメラから取得し
た画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段により検知されたデータとから、前記ユ
ーザが見た対象物を特定する対象物特定手段と、前記対象物の情報をサーバへ送信する第
１送信手段と、前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、前記対象物に関連する施
設への訪問履歴を取得する取得手段と、前記購入履歴もしくは前記訪問履歴を前記サーバ
へ送信する第２送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項に記載の発明は、複数の送信装置と接続されたサーバ装置において、前記
送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取得する第１取得手段
と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得手段と、前記対象物に関
連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と、前記決定手段により決定さ
れた購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情報と関連付けて記憶部に記憶
する記憶手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項に記載の発明は、送信装置が実行する制御方法であって、ユーザの前方を
撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段により検知さ
れたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定工程と、前記対象物の
情報をサーバへ送信する第１送信工程と、前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは
、前記対象物に関連する施設への訪問履歴を取得する取得工程と、前記購入履歴もしくは
前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信工程と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　また、請求項に記載の発明は、複数の送信装置と接続されたサーバ装置が実行する制御
方法であって、前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取
得する第１取得工程と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得工程
と、前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定工程と、前記決
定工程により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情報と関連
付けて記憶部に記憶させる記憶工程と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項に記載の発明は、コンピュータが実行するプログラムであって、ユーザの
前方を撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段により
検知されたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定手段と、前記対
象物の情報をサーバへ送信する第１送信手段と、前記対象物に関連する商品の購入履歴も
しくは、前記対象物に関連する施設への訪問履歴を取得する取得手段と、前記購入履歴も
しくは前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信手段として前記コンピュータを機能
させることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項に記載の発明は、複数の送信装置と接続されたコンピュータが実行するプ
ログラムであって、前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々か
ら取得する第１取得手段と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得
手段と、前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と、前
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記決定手段により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情報と
関連付けて記憶部に記憶させる記憶手段として前記コンピュータを機能させることを特徴
とする。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例に係る看板情報集積システムの構成例を示す。
【図２】車載機のブロック図である。
【図３】サーバ装置のブロック図である。
【図４】看板基本情報ＤＢのデータ構造の一例を示す。
【図５】看板観察情報ＤＢのデータ構造の一例を示す。
【図６】運転者が看板を見た際に実行される看板観察情報ＤＢへのレコードの追加処理の
手順を示すフローチャートである。
【図７】看板観察情報ＤＢに購入履歴を追加する処理の手順を示すフローチャートの一例
である。
【図８】看板観察情報ＤＢに訪問履歴を追加する処理の手順を示すフローチャートの一例
である。
【図９】看板観察情報ＤＢに基づく看板検索結果リストを示す。
【図１０】（Ａ）は、変形例に係る看板観察情報ＤＢのデータ構造の一例を示す。（Ｂ）
は、変形例に係る看板検索結果リストを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の１つの好適な実施形態では、送信装置は、ユーザの前方を撮影するカメラから
取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段により検知されたデータとから、
前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定手段と、前記対象物の情報をサーバへ送信
する第１送信手段と、前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、前記対象物に関連
する施設への訪問履歴を取得する取得手段と、前記購入履歴もしくは前記訪問履歴を前記
サーバへ送信する第２送信手段と、を備える。
【００１４】
　上記送信装置は、対象物特定手段と、第１送信手段と、取得手段と、第２送信手段とを
備える。対象物特定手段は、ユーザの前方を撮影するカメラから取得した画像と、ユーザ
の視線を検知する検知手段により検知されたデータとから、ユーザが見た対象物を特定す
る。ここで、「対象物」とは、商品や施設を宣伝する媒体を指し、例えば看板などの据置
型の広告媒体が該当する。第１送信手段は、対象物の情報をサーバへ送信する。取得手段
は、対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、対象物に関連する施設への訪問履歴を取
得する。第２送信手段は、購入履歴もしくは訪問履歴をサーバへ送信する。この態様によ
れば、送信装置は、看板などの対象物の情報を収集するサーバに対し、ユーザが見た対象
物の情報に加え、ユーザが当該対象物を見たことにより実行された購入又は訪問の履歴を
蓄積する。よって、サーバは、対象物の有効性判断の材料となる情報を好適に蓄積するこ
とができる。
【００１５】
　上記送信装置の一態様では、前記第１送信手段は、前記対象物の情報と共に、前記ユー
ザの属性情報を前記サーバへ送信する。この態様により、送信装置は、対象物が観察され
た履歴をユーザの属性に応じて分類できるように好適にサーバに蓄積させることができる
。
【００１６】
　上記送信装置の他の一態様では、前記第１送信手段は、前記画像に表示された対象物の
うち、前記ユーザが見ていない対象物の情報を、前記ユーザが見た対象物の情報と区別し
て前記サーバへ送信する。この態様により、送信装置は、対象物が観察される頻度等を算
出できるように、サーバに対象物の情報を好適に蓄積させることができる。
【００１７】
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　上記送信装置の他の一態様では、前記第１送信手段は、前記対象物の情報と共に、前記
カメラにより前記対象物が撮影された画像を前記サーバへ送信する。これにより、送信装
置は、対象物の見え方等を好適にサーバ装置に分析させることができる。
【００１８】
　上記送信装置の他の一態様では、前記対象物特定手段は、前記画像から看板を検出し、
検出した看板のうち前記ユーザの視線上に存在する看板を、前記ユーザが見た対象物とし
て特定する。この態様により、送信装置は、ユーザが見た看板の情報と、当該看板を見た
後の購入又は訪問の履歴とを、サーバに好適に蓄積させることができる。
【００１９】
　本発明の他の好適な実施形態では、複数の送信装置と接続されたサーバ装置において、
前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々から取得する第１取得
手段と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得手段と、前記対象物
に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と、前記決定手段により決
定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情報と関連付けて記憶部に
記憶する記憶手段と、を有する。
【００２０】
　上記サーバ装置は、第１取得手段と、第２取得手段と、決定手段と、記憶手段とを有す
る。第１取得手段は、送信装置のユーザが見た対象物の情報を、送信装置の各々から取得
する。第２取得手段は、ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する。この場合、第２
取得手段は、上述の購入履歴もしくは訪問履歴を、上述の送信装置から取得してもよく、
購入履歴や訪問履歴を管理する端末又はサーバから取得してもよい。決定手段は、ユーザ
が見た対象物に関連する購入履歴もしくは訪問履歴を決定する。記憶手段は、決定手段に
より決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する対象物の情報と関連付けて記憶す
る。この態様では、サーバ装置は、ユーザが見た対象物の情報に加え、ユーザが当該対象
物を見たことにより実行された購入又は訪問の履歴を蓄積する。よって、サーバ装置は、
対象物の有効性判断の材料となる情報を好適に蓄積することができる。
【００２１】
　上記サーバ装置の一態様では、前記第１取得手段は、前記対象物が撮影された画像を、
前記送信装置の各々から取得し、前記決定手段は、前記画像から前記対象物の見え方を認
識し、前記記憶部は、前記対象物の見え方を当該対象物の情報に関連付けて記憶する。こ
の態様により、サーバ装置は、ユーザが見た対象物の見え方の情報を好適に蓄積すること
ができる。
【００２２】
　上記サーバ装置の他の一態様では、前記第１取得手段は、前記ユーザの属性情報を、当
該ユーザが見た対象物の情報と共に、前記送信装置の各々から取得し、前記記憶部は、前
記ユーザの属性情報を、当該ユーザが見た対象物の情報と関連付けて記憶する。この態様
により、サーバ装置は、対象物が観察された履歴をユーザの属性に応じて分類できるよう
に好適に蓄積することができる。
【００２３】
　本発明のさらに別の実施形態では、送信装置が実行する制御方法は、ユーザの前方を撮
影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段により検知され
たデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定工程と、前記対象物の情
報をサーバへ送信する第１送信工程と、前記対象物に関連する商品の購入履歴もしくは、
前記対象物に関連する施設への訪問履歴を取得する取得工程と、前記購入履歴もしくは前
記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信工程と、を有する。送信装置は、この制御方
法を実行することで、対象物の有効性判断の材料となる情報をサーバに好適に蓄積させる
ことができる。
【００２４】
　本発明のさらに別の実施形態では、複数の送信装置と接続されたサーバ装置が実行する
制御方法であって、前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各々か
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ら取得する第１取得工程と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２取得
工程と、前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定工程と、前
記決定工程により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情報と
関連付けて記憶部に記憶させる記憶工程と、を有する。サーバ装置は、この制御方法を実
行することで、対象物の有効性判断の材料となる情報を好適に記憶部に蓄積することがで
きる。
【００２５】
　本発明のさらに別の実施形態では、コンピュータが実行するプログラムであって、ユー
ザの前方を撮影するカメラから取得した画像と、前記ユーザの視線を検知する検知手段に
より検知されたデータとから、前記ユーザが見た対象物を特定する対象物特定手段と、前
記対象物の情報をサーバへ送信する第１送信手段と、前記対象物に関連する商品の購入履
歴もしくは、前記対象物に関連する施設への訪問履歴を取得する取得手段と、前記購入履
歴もしくは前記訪問履歴を前記サーバへ送信する第２送信手段として前記コンピュータを
機能させる。コンピュータは、このプログラムを実行することで、対象物の有効性判断の
材料となる情報をサーバに好適に蓄積させることができる。
【００２６】
　本発明のさらに別の実施形態では、複数の送信装置と接続されたコンピュータが実行す
るプログラムであって、前記送信装置のユーザが見た対象物の情報を、前記送信装置の各
々から取得する第１取得手段と、前記ユーザの購入履歴もしくは訪問履歴を取得する第２
取得手段と、前記対象物に関連する前記購入履歴もしくは訪問履歴を決定する決定手段と
、前記決定手段により決定された購入履歴もしくは訪問履歴を、関連する前記対象物の情
報と関連付けて記憶部に記憶させる記憶手段として前記コンピュータを機能させる。コン
ピュータは、このプログラムを実行することで、対象物の有効性判断の材料となる情報を
好適に記憶部に蓄積することができる。好適には、上記プログラムは、記憶媒体に記憶さ
れる。
【実施例】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例について説明する。
【００２８】
　［概略構成］
　（１）システム構成
　図１は、実施例に係る看板情報集積システム１００の構成例を示す。看板情報集積シス
テム１００は、車両Ｖｅの運転者が使用する携帯端末１と、車載機２と、視線検知カメラ
３と、外部撮影カメラ４と、サーバ装置５と、閲覧用端末６とを有する。看板情報集積シ
ステム１００は、看板の有用性等を判断するためのデータを集積して活用するシステムで
ある。
【００２９】
　携帯端末１は、車両Ｖｅの運転者が使用するスマートフォンなどの携帯型の端末であっ
て、電子商取引に基づく商品の購入処理や電子マネーなどを利用した商品の購入処理など
を実行する。そして、携帯端末１は、上述の購入処理で得られた商品の購入履歴を示す情
報（「購入履歴情報Ｉｂ」とも呼ぶ。）をサーバ装置５へ送信する。購入履歴情報Ｉｂは
、購入者であるユーザの識別情報（ユーザＩＤ）と、運転者が購入した商品の識別情報で
ある商品ＩＤと、購入した日時を示す日時情報とを含む。
【００３０】
　車載機２は、出発地から目的地までのルート案内を行うナビゲーション機能などを有す
る。車載機２は、例えば、車両Ｖｅに設置される据え置き型のナビゲーション装置であっ
てもよく、ＰＮＤ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ）などの携
帯型端末であってもよい。車載機２は、視線検知カメラ３及び外部撮影カメラ４と電気的
に接続し、これらのカメラから取得した画像に基づき、看板７０などの車両の前方に設置
された看板を運転者が見たか否か判定する。そして、車載機２は、運転者が見たと判断し
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た看板に関する情報（「看板情報Ｉｓ」とも呼ぶ。）を、年齢や性別などの運転者の属性
を表す情報（「運転者属性情報Ｉｐ」とも呼ぶ。）と共にサーバ装置５へ送信する。また
、車載機２は、運転開始時に設定されていた目的地以外の施設に車両Ｖｅが立寄った場合
に、施設に立寄ったことを示す情報（「訪問履歴情報Ｉｖ」とも呼ぶ。）をサーバ装置５
へ送信する。訪問履歴情報Ｉｖは、運転者の識別情報であるユーザＩＤと、立寄った施設
の識別情報である施設ＩＤと、施設に立寄った日時の情報とを含む。車載機２は、本発明
における「送信装置」の一例である。
【００３１】
　視線検知カメラ３は、運転者の顔が撮影範囲となる位置に設置され、生成した画像（「
車内撮影画像Ｉｍｉ」とも呼ぶ。）を車載機２へ送信する。車内撮影画像Ｉｍｉは、運転
者の視線方向を検出するのに用いられる。視線検知カメラ３は、本発明における「検知手
段」の一例である。
【００３２】
　外部撮影カメラ４は、車両Ｖｅの前方に向けられたカメラであり、生成した画像（「車
外撮影画像Ｉｍｏ」とも呼ぶ。）を車載機２へ送信する。好適には、外部撮影カメラ４は
、外部撮影カメラ４の撮影範囲が運転者の視界とおよそ一致するように、設置位置や設置
角度等が調整されている。車外撮影画像Ｉｍｏは、看板の検出等に用いられる。外部撮影
カメラ４は、本発明における「カメラ」の一例である。
【００３３】
　サーバ装置５は、携帯端末１、車載機２、及び後述する閲覧用端末６とネットワーク等
を介して電気的に接続している。サーバ装置５は、運転者が見た看板の情報と、看板を見
た運転者の属性と、看板を見た後の行動履歴とを関連付けて記録した看板観察情報ＤＢ３
２を保有する。そして、サーバ装置５は、携帯端末１及び車載機２から受信した情報に基
づき、看板観察情報ＤＢ３２を更新する。また、サーバ装置５は、閲覧用端末６から所定
の検索条件を指定した検索要求があった場合には、検索条件に合致した看板観察情報ＤＢ
３２のレコードに基づき生成した画面情報を、閲覧用端末６へ送信する。
【００３４】
　閲覧用端末６は、例えば、看板の有効性を判断する者又は次に設置する看板の態様を検
討している者等が閲覧する端末であり、看板に関する検索条件を指定するユーザ入力を受
け付ける。そして、閲覧用端末６は、指定された検索条件をサーバ装置５へ送信すること
で、サーバ装置５から検索結果を示す画面情報を受信し、当該画面情報に基づく表示を行
う。
【００３５】
　（２）車載機の構成
　図２は、車載機２のブロック図である。車載機２は、主に、ディスプレイなどの表示部
２１と、入力部２２と、記憶部２３と、データ通信を行う通信部２４と、制御部２５と、
測位部２６と、音出力部２７と、を備える。これらの各要素は、バスライン２０を介して
相互に接続されている。
【００３６】
　表示部２１は、制御部２５の制御に基づき、現在位置周辺の地図や再生中のオーディオ
の情報等を示す画像を表示する。入力部２２は、例えば、ボタン、スイッチ、タッチパネ
ル、音声入力装置などであり、制御部２５の制御に基づき、目的地の設定等に必要なユー
ザの入力を受け付ける。
【００３７】
　記憶部２３は、車載機２の動作を制御するためのプログラムを保存したり、車載機２の
動作に必要な情報を保持したりする。本実施例では、記憶部２３は、経路案内に必要な地
図データを記憶する。また、記憶部２３は、運転者属性情報Ｉｐを記憶する。ここで、「
運転者属性情報Ｉｐ」には、運転者に付されたユーザＩＤ、性別、年齢、車両Ｖｅの車種
等が含まれる。
【００３８】
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　通信部２４は、視線検知カメラ３から車内撮影画像Ｉｍｉを受信し、制御部２５へ供給
する。また、通信部２４は、外部撮影カメラ４から車外撮影画像Ｉｍｏを受信し、制御部
２５へ供給する。さらに、通信部２４は、制御部２５の制御に基づき、サーバ装置５と無
線による通信を確立し、看板情報Ｉｓ、運転者属性情報Ｉｐ、及び訪問履歴情報Ｉｖ等を
サーバ装置５へ送信する。
【００３９】
　測位部２６は、ジャイロセンサや距離センサなどの自立測位装置やＧＰＳ受信機などで
あり、車両の現在地や進行方向などの測位を行う。音出力部２７は、制御部２５の制御に
基づき、ルート案内のための音声等を出力する。
【００４０】
　制御部２５は、図示しないＣＰＵなどを備え、車載機２内の各構成要素に対して種々の
制御を行う。本実施例では、制御部２５は、運転者の視線と合致した看板を検出する。そ
して、制御部２５は、検出した看板の位置情報と、看板の検出日時の情報と、看板が表示
されている外部撮影カメラ４の画像（「看板画像」とも呼ぶ。）とを、看板情報Ｉｓとし
て通信部２４によりサーバ装置５へ送信する。尚、後述する看板基本情報ＤＢ３１が車載
器の記憶部２３に記憶されている場合は、運転者の視線と合致した看板の看板ＩＤを看板
情報Ｉｓとして通信部２４によりサーバ装置５へ送信してもよい。また、制御部２５は、
看板情報Ｉｓと共に、記憶部２３に記憶した運転者属性情報Ｉｐをサーバ装置５へ送信す
る。さらに、制御部２５は、車両Ｖｅが起動して最初に設定された目的地以外の施設へ車
両Ｖｅが立寄ったと判断した場合に、当該施設に関する情報を、訪問履歴情報Ｉｖとして
サーバ装置５へ送信する。
【００４１】
　ここで、運転者の視線と合致した看板を検出する方法について説明する。制御部２５は
、車外撮影画像Ｉｍｏから看板を抽出することで、運転者が視認可能な位置に存在する看
板を抽出する。また、制御部２５は、車内撮影画像Ｉｍｉから公知の視線認識技術に基づ
き運転者の視線方向を認識する。そして、制御部２５は、車外撮影画像Ｉｍｏから抽出し
た看板のうち、車内撮影画像Ｉｍｉから認識した運転者の視線上にある看板を、運転者の
視線と合致した看板として検出する。その後、制御部２５は、例えば測位部２６が計測し
た現在位置及び進行方向と、車外撮影画像Ｉｍｏでの当該看板の位置とに基づき、看板の
位置情報を算出し、看板情報Ｉｓに含める。
【００４２】
　制御部２５は、本発明における「対象物特定手段」、「第１送信手段」、「取得手段」
、「第２送信手段」及びプログラムを実行する「コンピュータ」の一例である。
【００４３】
　（３）サーバ装置の構成
　図３は、サーバ装置５のブロック図である。サーバ装置５は、主に、記憶部５３と、デ
ータ通信を行う通信部５４と、制御部５５とを備える。これらの各要素は、バスライン５
０を介して相互に接続されている。
【００４４】
　記憶部５３は、車載機２の動作を制御するためのプログラムを保存したり、車載機２の
動作に必要な情報を保持したりする。本実施例では、記憶部５３は、全国に設置された看
板の設置位置や大きさなどの基本情報を記録した看板基本情報ＤＢ３１を予め記憶してい
る。また、記憶部５３は、携帯端末１及び車載機２から受信した情報に基づき生成した看
板観察情報ＤＢ３２を記憶する。看板観察情報ＤＢ３２には、看板を見た運転者の属性及
び看板を見た後の当該看板に関連する商品の購入履歴又は施設の訪問履歴等が記録されて
いる。看板基本情報ＤＢ３１及び看板観察情報ＤＢ３２の詳細なデータ構造については、
［データ構造］のセクションで説明する。
【００４５】
　通信部５４は、制御部５５の制御に基づき、車載機２と通信を確立し、看板情報Ｉｓ、
運転者属性情報Ｉｐ、及び訪問履歴情報Ｉｖ等を受信する。また、通信部５４は、制御部
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５５の制御に基づき、携帯端末１と通信を確立し、購入履歴情報Ｉｂ等を受信する。
【００４６】
　制御部５５は、図示しないＣＰＵなどを備え、サーバ装置５内の各構成要素に対して種
々の制御を行う。本実施例では、制御部５５は、携帯端末１及び車載機２から受信する情
報に基づき、看板観察情報ＤＢ３２を更新する。また、制御部５５は、閲覧用端末６から
所定の検索条件を指定した検索要求があった場合には、検索条件に合致した看板観察情報
ＤＢ３２のレコードから生成した画面情報等を、通信部５４により閲覧用端末６へ送信す
る。制御部５５は、本発明における「第１取得手段」、「第２取得手段」、「決定手段」
、「記憶手段」及びプログラムを実行する「コンピュータ」の一例である。
【００４７】
　［データ構造］
　図４は、看板基本情報ＤＢ３１のデータ構造の一例を示す。看板基本情報ＤＢ３１は、
看板ごとの基本情報が登録されたデータベースであり、図４の例では、「看板ＩＤ」、「
位置」、「高さ」、「大きさ」、「デザイン」、「カテゴリ」、「商品（施設）名」、及
び「施設までの距離」の各項目を有する。
【００４８】
　ここで、看板基本情報ＤＢ３１が有する各項目について説明する。項目「位置」には、
看板の設置位置を示す緯度経度情報が登録される。項目「高さ」には、看板が設置される
地表からの高さが登録される。項目「大きさ」には、看板の縦及び横の長さが登録される
。項目「デザイン」には、看板の色やその他のデザイン上の特徴を示す情報が登録される
。項目「カテゴリ」には、看板が広告する商品や施設のサービスのカテゴリが登録される
。「商品（施設）名」には、看板が広告する商品又は看板が誘導する施設の名称と、対応
する商品ＩＤ又は施設ＩＤとが登録される。項目「施設までの距離」には、看板が施設に
関連する場合に、看板の設置位置から当該看板に関連する施設までの距離が登録される。
【００４９】
　図５は、看板観察情報ＤＢ３２のデータ構造の一例を示す。図５の例では、看板観察情
報ＤＢ３２は、「ユーザＩＤ」、「看板ＩＤ」、「性別」、「年齢」、「車種」、「日時
」、「見え方」、「購入の有無」、及び「訪問の有無」の各項目を含む。ここで、項目「
日時」には、対象となる看板を運転者が見た日時が登録される。ここで、項目「見え方」
には、対象となる看板が運転者にどのように見えていたかを示す情報が登録される。また
、項目「購入の有無」には、対象となる看板が特定の商品と関連する場合に、運転者が看
板を見た後に関連商品が購入されたか否かを示す情報が登録される。また、項目「訪問の
有無」には、対象となる看板が施設と関連する看板である場合に、運転者が看板を見た後
に関連施設を訪問したか否かを示す情報が登録される。
【００５０】
　ここで、図５に示す看板観察情報ＤＢ３２の各レコードの生成方法について説明する。
【００５１】
　サーバ装置５は、車載機２から看板情報Ｉｓ及び運転者属性情報Ｉｐを受信した場合、
看板情報Ｉｓに含まれる看板の位置情報等に基づき、看板基本情報ＤＢ３１を参照するこ
とで、運転者が視線を向けた看板に対応する看板ＩＤを認識する。そして、サーバ装置５
は、認識した看板ＩＤに、運転者属性情報Ｉｐに含まれるユーザＩＤ、性別、年齢、車種
及び看板情報Ｉｓに含まれる看板の検出日時を関連付けて、看板観察情報ＤＢ３２のレコ
ードとして登録する。尚、看板情報Ｉｓとして看板ＩＤを受信した場合は、受信した看板
ＩＤに、運転者属性情報Ｉｐに含まれるユーザＩＤ、性別、年齢、車種及び看板情報Ｉｓ
に含まれる看板の検出日時を関連付けて、看板観察情報ＤＢ３２のレコードとして登録す
る。
【００５２】
　また、サーバ装置５は、看板情報Ｉｓに含まれる看板画像に基づき、画像解析すること
で、項目「見え方」に登録すべき内容を特定する。図５の例では、サーバ装置５は、公知
の画像認識技術に基づき、看板情報Ｉｓに含まれる看板画像が看板全体を示すと判断した
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場合には、項目「見え方」を「全体が見えた」とし、看板画像が看板の一部のみを示すと
判断した場合には、項目「見え方」を「一部が見えた」としている。また、サーバ装置５
は、看板画像が看板全体を示す場合であっても、西日の照射の有無や時間帯等によって看
板の内容が見えていないと公知の画像認識技術により判断した場合には、項目「見え方」
を「内容が見えていない」としている。
【００５３】
　また、サーバ装置５は、購入履歴情報Ｉｂを受信した場合、看板観察情報ＤＢ３２に登
録されているレコードのうち、当該購入履歴情報Ｉｂに対応するレコードがある場合に、
当該レコードの「購入の有無」の項目を「有」に設定する。この場合、まず、サーバ装置
５は、看板基本情報ＤＢ３１の「商品名」及び「看板ＩＤ」の項目を参照し、購入履歴情
報Ｉｂに含まれる商品ＩＤから対応する看板ＩＤを認識する。次に、サーバ装置５は、認
識した看板ＩＤと購入履歴情報Ｉｂに含まれるユーザＩＤとの組み合わせが規定されてい
る看板観察情報ＤＢ３２のレコードを検索する。そして、サーバ装置５は、検索したレコ
ードの「日時」の項目をさらに参照し、当該項目が示す日時が購入履歴情報Ｉｂにより示
される購入日時以前かつ所定時間差（例えば３０分）以内であるレコードに対し、「購入
の有無」の項目を「有」に設定する。これにより、サーバ装置５は、看板を見ることによ
り当該看板に関連する商品の購入に至った購入履歴のみを、好適に看板観察情報ＤＢ３２
に登録することができる。
【００５４】
　同様に、サーバ装置５は、訪問履歴情報Ｉｖを受信した場合、看板観察情報ＤＢ３２に
登録されているレコードのうち、当該訪問履歴情報Ｉｖに対応するレコードがある場合に
、当該レコードの「訪問の有無」の項目を「有」に設定する。この場合、まず、サーバ装
置５は、看板基本情報ＤＢ３１の「施設名」及び「看板ＩＤ」の項目を参照し、訪問履歴
情報Ｉｖに含まれる施設ＩＤから対応する看板ＩＤを認識する。次に、サーバ装置５は、
認識した看板ＩＤと訪問履歴情報Ｉｖに含まれるユーザＩＤとの組み合わせが規定されて
いる看板観察情報ＤＢ３２のレコードを検索する。そして、サーバ装置５は、検索したレ
コードの「日時」の項目をさらに参照し、当該項目が示す日時が訪問履歴情報Ｉｖから特
定される訪問日時以前かつ所定時間差（例えば３０分）以内であるレコードに対し、「訪
問の有無」の項目を「有」に設定する。これにより、サーバ装置５は、看板を見ることに
より当該看板に関連する施設の訪問に至った訪問履歴のみを、好適に看板観察情報ＤＢ３
２に登録することができる。
【００５５】
　［処理フロー］
　（１）看板観察情報ＤＢ３２へのレコードの追加処理
　図６は、運転者が看板を見た際に実行される看板観察情報ＤＢ３２へのレコードの追加
処理の手順を示すフローチャートである。車載機２は、図６に示す処理を、車両Ｖｅの始
動後、繰り返し実行する。
【００５６】
　まず、車載機２は、外部撮影カメラ４から供給される車外撮影画像Ｉｍｏに対して所定
の画像処理を行うことで、車外撮影画像Ｉｍｏから看板を検知できたか否か判定する（ス
テップＳ１０１）。そして、車載機２は、車外撮影画像Ｉｍｏから看板を検知した場合（
ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）、ステップＳ１０２へ処理を進める。また、この場合、車載
機２は、後述するステップＳ１０３での判定処理に備え、車外撮影画像Ｉｍｏ内での看板
の表示位置、測位部２６により測定された車両Ｖｅの現在位置及び進行方向等に基づき、
検知した看板の位置を算出しておく。一方、車載機２は、車外撮影画像Ｉｍｏから看板を
検知できない場合（ステップＳ１０１；Ｎｏ）、所定時間後に外部撮影カメラ４から供給
される車外撮影画像Ｉｍｏを対象に再び看板の検出処理を行う。
【００５７】
　次に、車載機２は、視線検知カメラ３から供給される車内撮影画像Ｉｍｉから運転者の
視線方向を検知する（ステップＳ１０２）。この場合、車載機２は、車内撮影画像Ｉｍｉ
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から公知の視線認識技術により運転者の視線検知カメラ３に対する相対的な視線方向を検
出し、さらに視線検知カメラ３の車両Ｖｅ内での設置位置、設置角度、及び車両Ｖｅの進
行方向等を勘案することで、運転者の視線方向を検知する。
【００５８】
　そして、車載機２は、運転者がステップＳ１０１で検知した看板を見ていたか否か判定
する（ステップＳ１０３）。この場合、例えば、車載機２は、車両Ｖｅの現在位置とステ
ップＳ１０２で検知した運転者の視線方向とに基づき、運転者の視線上の位置を認識し、
ステップＳ１０１で検出した看板の位置が運転者の視線上の位置と重なるか否か判定する
。なお、車載機２は、車外撮影画像ＩｍｏからステップＳ１０１で複数の看板を検知した
場合には、検知した各看板についてステップＳ１０３の処理を実行する。
【００５９】
　そして、車載機２は、運転者が看板を見ていたと判断した場合（ステップＳ１０３；Ｙ
ｅｓ）、ステップＳ１０１で検知した看板を特定するための看板情報Ｉｓ及び記憶部２３
に記憶されていた運転者属性情報Ｉｐをサーバ装置５へ送信する（ステップＳ１０４）。
なお、看板情報Ｉｓには、ステップＳ１０１で検知した看板部分が車外撮影画像Ｉｍｏか
ら抽出された看板画像が含まれる。一方、車載機２は、運転者が看板を見ていなかったと
判断した場合（ステップＳ１０３；Ｎｏ）、ステップＳ１０１へ処理を戻す。
【００６０】
　ステップＳ１０４の後、サーバ装置５は、車載機２から送信された看板情報Ｉｓ及び運
転者属性情報Ｉｐを受信する（ステップＳ２０１）。そして、サーバ装置５は、看板情報
Ｉｓに含まれる看板の位置情報等に基づき、運転者が見た看板の看板ＩＤを、看板基本情
報ＤＢ３１を参照することで特定する（ステップＳ２０２）。その後、サーバ装置５は、
看板情報Ｉｓに含まれる看板画像から、看板の見え方を解析する（ステップＳ２０３）。
これにより、サーバ装置５は、看板観察情報ＤＢ３２の「見え方」の項目に登録すべき内
容を決定する。そして、サーバ装置５は、ステップＳ２０２の解析結果と、受信した看板
情報Ｉｓ及び運転者属性情報Ｉｐとに基づき、看板観察情報ＤＢ３２に新規レコードを追
加する（ステップＳ２０４）。なお、ステップＳ２０４で追加したレコードには、図５の
「購入の有無」及び「訪問の有無」の項目に対応する記録がまだ含まれていない。項目「
購入の有無」に対応する記録の追加については図７、項目「訪問の有無」に対応する記録
の追加については図８を参照して説明する。
【００６１】
　（２）購入履歴の追加処理
　図７は、看板観察情報ＤＢ３２に購入履歴を追加する処理の手順を示すフローチャート
の一例である。携帯端末１は、図７のフローチャートの処理を繰り返し実行する。
【００６２】
　まず、携帯端末１は、購入行動を検知したか否か判定する（ステップＳ１１１）。例え
ば、携帯端末１は、携帯端末１を利用した電子マネーによる決済やインターネット等を利
用した電子商取引等があった場合に、購入行動があったと判定する。そして、携帯端末１
は、購入行動を検知した場合（ステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、購入履歴情報Ｉｂをサーバ
装置５へ送信する（ステップＳ１１２）。ここで、携帯端末１は、購入履歴情報Ｉｂとし
て、例えば、携帯端末１のユーザである運転者のユーザＩＤと、購入した商品を示す商品
ＩＤと、購入日時の情報とを、サーバ装置５へ送信する。
【００６３】
　そして、サーバ装置５は、携帯端末１から送信された購入履歴情報Ｉｂを受信する（ス
テップＳ２１１）。そして、サーバ装置５は、看板観察情報ＤＢ３２に、受信した購入履
歴情報Ｉｂに対応するレコードがあるか否か判定する（ステップＳ２１２）。この場合、
まず、サーバ装置５は、購入履歴情報Ｉｂに含まれる商品ＩＤから看板基本情報ＤＢ３１
を参照して対応する看板ＩＤを認識する。そして、サーバ装置５は、認識した看板ＩＤと
購入履歴情報Ｉｂに含まれるユーザＩＤとが関連付けられたレコードが看板観察情報ＤＢ
３２に存在するか否か判定する。この場合、好適には、サーバ装置５は、項目「日時」に
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示される日時が、購入履歴情報Ｉｂにより示される購入日時以前かつ所定時間差以内とな
るレコードのみを検索対象とするとよい。
【００６４】
　そして、サーバ装置５は、受信した購入履歴情報Ｉｂに対応するレコードが看板観察情
報ＤＢ３２に存在する場合（ステップＳ２１２；Ｙｅｓ）、対応する看板観察情報ＤＢ３
２のレコードに購入履歴を追加記録する（ステップＳ２１３）。即ち、サーバ装置５は、
対応するレコードの項目「購入の有無」を「有」に設定する。一方、サーバ装置５は、受
信した購入履歴情報Ｉｂに対応するレコードが看板観察情報ＤＢ３２に存在しない場合（
ステップＳ２１２；Ｎｏ）、フローチャートの処理を終了する。
【００６５】
　（３）訪問履歴の追加処理
　図８は、看板観察情報ＤＢ３２に訪問履歴を追加する処理の手順を示すフローチャート
の一例である。車載機２は、図８のフローチャートの処理を、図６のステップＳ１０４で
看板情報Ｉｓ等の送信処理を実行した後、繰り返し実行する。
【００６６】
　まず、車載機２は、図６のステップＳ１０４で看板情報Ｉｓ等の送信後、当該送信前か
ら設定されていた目的地以外の施設への車両Ｖｅの立寄りを検知したか否か判定する（ス
テップＳ１２１）。例えば、車載機２は、図６のステップＳ１０４での看板情報Ｉｓ等の
送信後に設定された目的地又は立寄地へ到着した場合、又は、設定されたルートから外れ
た位置での所定時間以上の駐車等があった場合、到着地又は駐車位置の最寄りの施設に車
両Ｖｅが立寄ったと判断する。
【００６７】
　そして、車載機２は、施設への車両Ｖｅの立寄りを検知した場合（ステップＳ１２１；
Ｙｅｓ）、訪問履歴情報Ｉｖをサーバ装置５へ送信する（ステップＳ１２２）。この場合
、車載機２は、訪問履歴情報Ｉｖとして、例えば、車載機２のユーザである運転者のユー
ザＩＤと、立寄った施設の識別情報である施設ＩＤと、立寄った日時を示す日時情報とを
、サーバ装置５へ送信する。
【００６８】
　そして、サーバ装置５は、車載機２から送信された訪問履歴情報Ｉｖを受信する（ステ
ップＳ２２１）。そして、サーバ装置５は、看板観察情報ＤＢ３２に、受信した訪問履歴
情報Ｉｖに対応するレコードがあるか否か判定する（ステップＳ２２２）。この場合、ま
ず、サーバ装置５は、訪問履歴情報Ｉｖに含まれる施設ＩＤから看板基本情報ＤＢ３１を
参照して対応する看板ＩＤを認識する。そして、サーバ装置５は、認識した看板ＩＤと訪
問履歴情報Ｉｖに含まれるユーザＩＤとが関連付けられたレコードが看板観察情報ＤＢ３
２に存在するか否か判定する。また、好適には、この場合、サーバ装置５は、項目「日時
」に示される日時が、訪問履歴情報Ｉｖにより示される訪問日時以前でかつ所定時間差以
内となるレコードのみを検索対象とするとよい。
【００６９】
　そして、サーバ装置５は、受信した訪問履歴情報Ｉｖに対応するレコードが看板観察情
報ＤＢ３２に存在する場合（ステップＳ２２２；Ｙｅｓ）、対応する看板観察情報ＤＢ３
２のレコードに訪問履歴を追加記録する（ステップＳ２２３）。即ち、サーバ装置５は、
対応するレコードの項目「訪問の有無」を「有」に設定する。一方、サーバ装置５は、受
信した訪問履歴情報Ｉｖに対応するレコードが看板観察情報ＤＢ３２に存在しない場合（
ステップＳ２２２；Ｎｏ）、フローチャートの処理を終了する。
【００７０】
　［表示例］
　次に、看板観察情報ＤＢ３２の使用例について説明する。以後では、閲覧用端末６の検
索要求に基づきサーバ装置５が閲覧用端末６に検索結果のリスト（「看板検索結果リスト
」とも呼ぶ。）を送信する場合について説明する。
【００７１】
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　図９（Ａ）は、主な対象が２０代の女性となるレストランの看板を設置しようとする閲
覧用端末６のユーザが所定の検索条件を指定した場合に、閲覧用端末６により表示される
看板検索結果リストの一例である。この例では、閲覧用端末６のユーザは、年齢が２０代
、性別が女性、カテゴリがレストラン、訪問人数が５人以上であることを、検索条件とし
て指定している。
【００７２】
　この場合、上述の検索条件を含む検索要求を閲覧用端末６から受信したサーバ装置５は
、看板観察情報ＤＢ３２から、項目「年齢」が２０代、項目「性別」が女性となるレコー
ドを抽出する。さらに、サーバ装置５は、抽出したレコードの各看板ＩＤを参照し、当該
看板ＩＤに対応する看板基本情報ＤＢ３１内の項目「カテゴリ」がレストランであるレコ
ードをさらに抽出する。そして、サーバ装置５は、抽出したレコードを看板ＩＤごとに分
け、項目「訪問の有無」が「有」であるレコードが５個以上存在する看板ＩＤを認識する
。そして、サーバ装置５は、訪問履歴が５個以上存在する看板ＩＤに対応する情報を看板
基本情報ＤＢ３１から抽出することで、図９（Ａ）に示す看板検索結果リストを生成する
。なお、図９（Ａ）の看板検索結果リストでは、看板基本情報ＤＢ３１から抽出した情報
に加えて、集計した訪問履歴の数を示す「訪問回数」の項目が設けられている。そして、
閲覧用端末６は、看板検索結果リストの情報をサーバ装置５から検索結果として受信し、
図９（Ａ）に示す看板検索結果リストを表示する。
【００７３】
　この場合、閲覧用端末６のユーザは、主な対象が２０代の女性となるレストランの看板
を設置する際に有効な看板の大きさ、デザイン、設置位置等の傾向を好適に把握すること
ができる。よって、閲覧用端末６のユーザは、看板検索結果リストを参考にすることで、
効果的なレストランの看板を好適に設置することができる。
【００７４】
　図９（Ｂ）は、主な対象が３０代の男性となるビールの看板を設置しようとする閲覧用
端末６のユーザが所定の検索条件を指定した場合に、閲覧用端末６により表示される看板
検索結果リストの一例である。この例では、閲覧用端末６のユーザは、年齢が３０代、性
別が男性、カテゴリがビール、購入者数が１００人以上であることを検索条件として指定
している。
【００７５】
　この場合、上述の検索条件を含む検索要求を閲覧用端末６から受信したサーバ装置５は
、看板観察情報ＤＢ３２から、項目「年齢」が３０代、項目「性別」が男性となるレコー
ドを抽出する。さらに、サーバ装置５は、抽出したレコードの各看板ＩＤを参照し、当該
看板ＩＤに対応する看板基本情報ＤＢ３１内の項目「カテゴリ」がビールであるレコード
をさらに抽出する。そして、サーバ装置５は、抽出したレコードを看板ＩＤごとに分け、
項目「購入の有無」が「有」であるレコードが１００個以上存在する看板ＩＤを認識する
。そして、サーバ装置５は、購入履歴が１００個以上存在する看板ＩＤに対応する情報を
看板基本情報ＤＢ３１から抽出することで、図９（Ｂ）に示す看板検索結果リストを生成
する。なお、図９（Ｂ）の看板検索結果リストには、看板基本情報ＤＢ３１から抽出した
情報に加えて、集計した購入履歴の数を示す「購入者数」の項目が設けられている。そし
て、閲覧用端末６は、看板検索結果リストの情報をサーバ装置５から検索結果として受信
し、図９（Ｂ）に示す看板検索結果リストを表示する。
【００７６】
　この場合、閲覧用端末６のユーザは、主な対象が３０代の男性となるビールの看板を設
置する際に有効な看板の大きさ、デザイン、設置位置等の傾向を好適に把握することがで
きる。よって、閲覧用端末６のユーザは、看板検索結果リストを参考にすることで、効果
的なビールの看板を好適に設置することができる。
【００７７】
　［変形例］
　以下、上述の実施例に好適な変形例について説明する。以下の変形例は、任意に組み合
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わせて上述の実施例に適用してもよい。
【００７８】
　（変形例１）
　サーバ装置５は、運転者が視線を合わせた記録に加え、運転者が視線を合わせていない
記録についても看板観察情報ＤＢ３２に登録してもよい。
【００７９】
　図１０（Ａ）は、本変形例に係る看板観察情報ＤＢ３２のデータ構造の一例を示す。図
１０（Ａ）の看板観察情報ＤＢ３２には、「視線の一致」の項目が設けられており、視線
が一致した場合には「一致」、視線が一致していない場合には「不一致」と記録されてい
る。このように、図１０（Ａ）の例では、視線と一致した看板に関するレコードに加え、
視線と一致しなかった看板に関するレコードも看板観察情報ＤＢ３２に追加される。
【００８０】
　ここで、「視線の一致」の項目が「不一致」となるレコードの追加方法の具体例につい
て説明する。第１の例では、車載機２は、図６のステップＳ１０３で看板を見ていたか否
かの判定結果に関わらずステップＳ１０４の送信処理を実行する。この場合、車載機２は
、送信する看板情報Ｉｓに、ステップＳ１０３での判定結果を含めることで、サーバ装置
５に視線の一致の有無を識別させる。第２の例では、サーバ装置５は、車載機２から車両
Ｖｅの位置に関する情報を取得し、当該情報に基づき車両Ｖｅから視認可能な範囲に存在
する看板を看板基本情報ＤＢ３１から抽出する。そして、サーバ装置５は、抽出した看板
のうち、車載機２から送信される看板情報Ｉｓにより指定された看板以外の看板を、視線
と合わなかった看板であると認識して看板観察情報ＤＢ３２に登録する。
【００８１】
　図１０（Ｂ）は、図１０（Ａ）の看板観察情報ＤＢ３２に基づき生成された看板検索結
果リストの一例である。図１０（Ｂ）では、年齢が２０代、性別が女性、カテゴリがレス
トラン、視線の一致する確率（視線一致確率）が１０％以上であることを検索条件とする
看板検索結果リストの一例である。
【００８２】
　この場合、まず、サーバ装置５は、年齢、性別、カテゴリの各条件を満たすレコードを
看板観察情報ＤＢ３２から抽出する。次に、サーバ装置５は、「視線の一致」の項目を参
照することで看板ＩＤごとに視線一致確率を算出し、当該確率が１０％以上である看板Ｉ
Ｄを特定する。そして、サーバ装置５は、特定した看板ＩＤに対応する情報を看板基本情
報ＤＢ３１から抽出することで、図１０（Ｂ）に示す看板検索結果リストを生成する。な
お、図１０（Ｂ）の看板検索結果リストでは、看板基本情報ＤＢ３１から抽出した情報に
加えて、算出した視線一致確率を示す項目「視線一致確率」が設けられている。
【００８３】
　このように、視線と合わなかった看板についても看板観察情報ＤＢ３２に登録すること
で、サーバ装置５は、視線が一致した頻度についても加味し、看板の有効性を的確に判定
することが可能となる。
【００８４】
　（変形例２）
　図１に示す看板情報集積システム１００の構成は一例であり、本発明が適用可能な構成
は、これに限定されない。
【００８５】
　例えば、外部撮影カメラ４は、運転者が装着するスマートグラスなどのウェアラブル端
末に付属するカメラであってもよい。この場合、車載機２は、運転者の視界に応じた撮影
範囲となる車外撮影画像Ｉｍｏをウェアラブル端末から取得する。同様に、視線検知カメ
ラ３についても、運転者が装着するスマートグラスなどのウェアラブル端末に付属してい
てもよい。この場合、車載機２は、視線検知カメラ３が生成する画像又は当該画像に基づ
きウェアラブル端末が検知した視線方向の情報を受信する。また、視線検知カメラ３は、
カメラに限らず、視線を検知するのに用いられる種々のセンサであってもよい。



(16) JP 2017-16287 A 2017.1.19

10

20

30

40

【００８６】
　（変形例３）
　実施例では、サーバ装置５は、携帯端末１から取得した購入履歴情報Ｉｂに基づき看板
観察情報ＤＢ３２に購入履歴を追加した。これに加えて、又はこれに代えて、サーバ装置
５は、ＰＯＳシステムとネットワークを介して接続し、ＰＯＳシステムから看板観察情報
ＤＢ３２に登録されたユーザＩＤに対応する購入履歴情報Ｉｂを取得してもよい。この場
合、サーバ装置５は、実施例と同様に、受信した購入履歴情報Ｉｂに対応する看板観察情
報ＤＢ３２のレコードを検索し、検索されたレコードに対して購入履歴を記録する。
【００８７】
　尚、これに加えて、又はこれに代えて、サーバ装置５は、クレジットカードの購入履歴
サーバとネットワークを介して接続し、クレジットカードの購入履歴サーバから看板観察
情報ＤＢ３２に登録されたユーザＩＤに対応する購入履歴情報Ｉｂを取得してもよい。こ
の場合、サーバ装置５は、実施例と同様に、受信した購入履歴情報Ｉｂに対応する看板観
察情報ＤＢ３２のレコードを検索し、検索されたレコードに対して購入履歴を記録する。
【００８８】
　（変形例４）
　車載機２は、看板基本情報ＤＢ３１を記憶し、車外撮影画像Ｉｍｏから看板を検出する
のに用いてもよい。
【００８９】
　例えば、この場合、図６のステップＳ１０１において、車載機２は、車外撮影画像Ｉｍ
ｏから看板の領域を検出した場合に、検出した看板の設置位置及び大きさ等を算出し、そ
の算出結果と整合する看板基本情報ＤＢ３１のレコードが存在するか否か判定する。そし
て、車載機２は、算出結果と整合する看板基本情報ＤＢ３１のレコードが存在する場合、
当該レコードに対応する看板が運転者の視線上に存在するか否かの判定を行う。このよう
にすることで、車載機２は、看板を高精度に検出することができる。
【００９０】
　（変形例５）
　サーバ装置５は、複数のサーバから構成されるサーバシステムであってもよい。この場
合、各サーバは、予め割り当てられた処理を実行するのに必要なデータの授受を相互に行
い、必要な処理を実行する。
【００９１】
　（変形例６）
　携帯端末１は、購入履歴情報Ｉｂをサーバ装置５へ送信する代わりに、車載機２に送信
してもよい。この場合、車載機２は、携帯端末１から受信した購入履歴情報Ｉｂをサーバ
装置５へ転送する。
【符号の説明】
【００９２】
　１　携帯端末
　２　車載機
　３　視線検知カメラ
　４　外部撮影カメラ
　５　サーバ装置
　６　閲覧用端末
　１００　看板情報集積システム
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