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(57)【要約】
【課題】本発明は、視聴者が興味あるコンテンツを近く
に存在するサイネージに表示できる仕組みを実現し、さ
らにサイネージに表示されたコンテンツに視聴者が興味
を持った場合に、別の場所や時間でアクセスできる仕組
みとの連携で、視聴者の近くのサイネージから、視聴者
の興味あるコンテンツを表示する確率を高める仕組みを
実現することを目的とする。
【解決手段】本実施形態に係る発明は、デジタルサイネ
ージと携帯端末がお互いを認識する方法において、携帯
端末を持っている視聴者が、何も操作をしないで携帯端
末がデジタルサイネージを認識し、またはデジタルサイ
ネージ表示機器が携帯端末の存在を認識し、さらにその
携帯端末を有する視聴者が興味あるコンテンツの情報を
端末に転送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムであって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示する、
　情報表示システム。
【請求項２】
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示方法であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信するステップと、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信するステップと、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信するス
テップと、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信するステップと、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示するするステップと、
　を順に行う情報表示方法。
【請求項３】
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムにおける前記コンテンツ配信サーバ装置であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、



(3) JP 2017-9652 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置は、
　前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを契機に、前記コンテンツ配信サー
バ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の識別子に対応するデジ
タルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該携帯端末装置に送信する機能と、
　前記操作の情報を受信したことを契機に、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末
装置に対応付けられた視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後
の前記視聴者情報に基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタ
ルサイネージ装置の識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信する機能と、
　を備えるコンテンツ配信サーバ装置。
【請求項４】
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムに備わるデジタルサイネージ装置であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置は、
　前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテンツを表示する機能を備える、
　デジタルサイネージ装置。
【請求項５】
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムに備わる前記携帯端末装置であって、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示し、
　前記携帯端末装置は、
　前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契機に、当該デジタル
サイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信する機能
と、
　前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機に、当該操作の情報を前記
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コンテンツ配信サーバ装置に送信する機能と、
　を備える携帯端末装置。
【請求項６】
　コンピュータに、請求項３に記載の各機能を実現させるためのコンテンツ配信サーバプ
ログラム。
【請求項７】
　コンピュータに、請求項４に記載の各機能を実現させるためのデジタルサイネージプロ
グラム。
【請求項８】
　コンピュータに、請求項５に記載の各機能を実現させるための携帯端末プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、視聴者の興味を反映したデジタルサイネージのコンテンツ表示ならびにコン
テンツの共有システムならびに方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
（関連する技術に関する情報）
　街角、駅、商店街などのスペースにおいて、様々な情報（広告を中心としたプロモーシ
ョン用コンテンツ）を表示するデジタルサイネージが普及している。表示されるコンテン
ツはその近辺の空間に短時間滞在する人々、または通り過ぎる人々を対象にしており、多
くの視聴者は通りすがりに偶然コンテンツを視聴することとなる。
【０００３】
　そのような状況では、一般的なコンテンツの視聴とは異なり、視聴者は、コンテンツの
一部のみを偶然視聴することになり、さらに当該デジタルサーネージにおいてどのような
コンテンツが流されるかの情報についても全く事前に提供されない。
【０００４】
　例えば、一般にテレビを視聴する場合は、あらかじめ番組表で見たい番組を確認し視聴
するか、またはコンテンツを偶然視聴した場合でも、興味を持った場合は、引き続きそれ
を視聴することができる。
【０００５】
　しかし、デジタルサイネージの場合は、もともと番組表のような情報は公開されておら
ず、視聴者が偶然サイネージで視聴したコンテンツに興味ある内容が含まれていたとして
も、多くの人はそのまま通り過ぎることとなり、別の場所や、別の機会（時間）において
、その人が当該のコンテンツを継続して再生することや、当該コンテンツに関連するコン
テンツに到達することは難しい。
【０００６】
　視聴者がデジタルサイネージのコンテンツに興味を持った場合に、その視聴者がデジタ
ルサイネージの場所から移動した後でも、任意の時間に、なんらかの手段を通じて、引き
続き、当該コンテンツを含む関連するコンテンツにアクセスできるような仕組みがあると
、コンテンツの利用機会は増え、プロモーションの効果が高まると共に、視聴者の満足度
も高められる。さらにそのような視聴者の興味の情報を用いて、その視聴者が特定のサイ
ネージに近づいた際に、なんらかの手段でそのサイネージのコンテンツ再生順序を制御し
て、そのサイネージの近隣の視聴者に興味あるコンテンツを表示する仕組みがあれば、視
聴者は自分に興味あるコンテンツに出会う確率が増え、サイネージがよりカスタマイズさ
れる。
【０００７】
　上記を実現するようなシステム、すなわち、視聴者が興味を持つデジタルサイネージコ
ンテンツの視聴者環境での再視聴を可能とする仕組みと連携して視聴者の興味を反映した
街頭や店頭のデジタルサイネージコンテンツを表示する仕組みは実現されていない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許５４１０２２９号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】福元伸也他、「デジタルサイネージにおける２次元デジタルコードのイ
ンタラクティブ呈示手法の提案」，画像電子学会誌，第４０巻，第５号（２０１１），ｐ
ｐ．８４２－８５０．
【非特許文献２】新保吉博、田中真吾、「多様化するデジタルサイネージ」，電気設備学
会誌，第３４巻，第２号（２０１４），ｐｐ．１１６－１１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明では、（１）サイネージに表示されたコンテンツに視聴者が興味を持った場合に
、別の場所や時間でアクセスできる仕組みを実現する。これまで視聴者がデジタルサイネ
ージのコンテンツを入手するにはデジタルサイネージの前で視聴するか、上記の本発明に
関連する仕組みを用いて持ち出す動作をしたものに限られていたものを、デジタルサイネ
ージを視聴可能な場所にいるだけで、そのデジタルサイネージの全てのコンテンツにアク
セスが可能となる事である。このような仕組みは、デジタルサイネージの前でその時に表
示されているコンテンツに特段の興味を持って、さらに特定の動作を行わなければならな
い本発明に関連する仕組みとは異なり、デジタルサイネージの前でコンテンツを見た瞬間
に興味を持たなくてもよく、後から思い出して興味を持ったり、話題になったりした場合
などでもコンテンツにアクセスすることが出来る。
【００１１】
　一方、そもそも、視聴者にとって興味ある内容が、その視聴者が近くにいるデジタルサ
イネージにおいて偶然に表示される確率は一般には高くない。（１）の仕組みを有効に機
能させるためにも、視聴者が興味あるコンテンツを、その視聴者が移動するまたは、滞在
する近隣のサイネージから表示できる確率を高めることができると効果的であるが、その
ような仕組みは提案されていない。
【００１２】
　そこで、本発明では、（２）視聴者が興味あるコンテンツを、近くに存在するサイネー
ジ表示機器から表示できる仕組みを実現し、さらに（１）の仕組みとの連携で、（３）視
聴者の近くのサイネージから、視聴者の興味あるコンテンツを表示する確率を高める仕組
みを実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、
　１）視聴者に特段の動作を強いることなく、デジタルサイネージで視聴したことのある
興味あるコンテンツを、どこでも場所と時間を変えて自由に視聴者がコンテンツにアクセ
スして視聴することを可能とする、さらに
　２）視聴者がもともと興味ある分野、情報を含むコンテンツを、その視聴者が近づいた
デジタルサイネージに表示する仕組みを実現し、さらに
　３）上記が連携することで視聴者の近くのサイネージから視聴者の興味あるコンテンツ
を表示させる確率を高める事を可能とする仕組みを実現する方法を提案する。すなわち、
サイネージにおける視聴者とコンテンツとのマッチング効果を高める仕組みに関するもの
である。
【００１４】
　本願発明の情報表示システムは、
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
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る情報表示システムであって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示する。
【００１５】
　本願発明の情報表示方法は、
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示方法であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信するステップと、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信するステップと、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信するス
テップと、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信するステップと、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示するするステップと、
　を順に行う。
【００１６】
　本願発明のコンテンツ配信サーバ装置は、
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムにおける前記コンテンツ配信サーバ装置であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示し、
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　前記コンテンツ配信サーバ装置は、
　前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを契機に、前記コンテンツ配信サー
バ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の識別子に対応するデジ
タルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該携帯端末装置に送信する機能と、
　前記操作の情報を受信したことを契機に、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末
装置に対応付けられた視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後
の前記視聴者情報に基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタ
ルサイネージ装置の識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信する機能と、
　を備える。
【００１７】
　本願発明のデジタルサイネージ装置は、
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムに備わるデジタルサイネージ装置であって、
　前記携帯端末装置が前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契
機に、前記携帯端末装置が、当該デジタルサイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記携帯端末装置において前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機
に、前記携帯端末装置が、当該操作の情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置は、
　前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテンツを表示する機能を備える。
【００１８】
　本願発明の携帯端末装置は、
　コンテンツ配信サーバ装置、複数のデジタルサイネージ装置および携帯端末装置を備え
る情報表示システムに備わる前記携帯端末装置であって、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記検出情報を前記携帯端末装置から受信したことを
契機に、前記コンテンツ配信サーバ装置が、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネ
ージ装置の識別子に対応するデジタルサイネージ装置に表示中のコンテンツの情報を当該
携帯端末装置に送信し、
　前記コンテンツ配信サーバ装置が前記操作の情報を受信したことを契機に、前記コンテ
ンツ配信サーバ装置が、当該操作の情報の送信元である前記携帯端末装置に対応付けられ
た視聴者情報を当該操作の情報に基づいて更新するとともに、更新後の前記視聴者情報に
基づいて決定したコンテンツを、前記検出情報に含まれる前記デジタルサイネージ装置の
識別子に対応する前記デジタルサイネージ装置に配信し、
　前記デジタルサイネージ装置が、前記コンテンツ配信サーバ装置から配信されたコンテ
ンツを表示し、
　前記携帯端末装置は、
　前記複数のデジタルサイネージ装置のいずれかを検出したことを契機に、当該デジタル
サイネージ装置の識別子を含む検出情報を前記コンテンツ配信サーバ装置に送信する機能
と、
　前記コンテンツの情報に関連する操作がなされたことを契機に、当該操作の情報を前記
コンテンツ配信サーバ装置に送信する機能と、
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　を備える。
【００１９】
　本願発明のコンテンツ配信サーバプログラムは、
　コンピュータに、本願発明に係るコンテンツ配信サーバ装置の各機能を実現させる。
【００２０】
　本願発明のデジタルサイネージプログラムは、
　コンピュータに、本願発明に係るデジタルサイネージ装置の各機能を実現させる。
【００２１】
　本願発明の携帯端末プログラムは、
　コンピュータに、本願発明に係る携帯端末装置の各機能を実現させる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、視聴者が興味あるコンテンツを、近くに存在するサイネージ表示機器
から表示できる仕組みを実現し、さらにサイネージに表示されたコンテンツに視聴者が興
味を持った場合に、別の場所や時間でアクセスできる仕組みとの連携で、視聴者の近くの
サイネージから、視聴者の興味あるコンテンツを表示する確率を高める仕組みを実現する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る情報表示システムの全体構成及び主たる情報の流れの一
例を示す。
【図２】本発明の実施形態に係るコンテンツ配信サーバの一例のブロック図を示す。
【図３】本発明の実施形態に係るデジタルサイネージ（表示装置）の一例のブロック図を
示す。
【図４】デジタルサイネージの表示例を示す。
【図５】本発明の実施形態に係る携帯端末の一例のブロック図を示す。
【図６】携帯端末に表示されるコンテンツリストの一例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、本発明
は、以下に示す実施形態に限定されるものではない。これらの実施の例は例示に過ぎず、
本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更、改良を施した形態で実施することができる
。なお、本明細書及び図面において符号が同じ構成要素は、相互に同一のものを示すもの
とする。
【００２５】
（発明に関する先行技術）
　本発明に関連する携帯端末におけるサイネージコンテンツ視聴の方法としては、以下の
方法がある。
＜キーワード検索＞
　○○で検索とコンテンツに表記し、そのキーワードを視聴者の携帯端末等で検索するこ
とによってコンテンツにアクセスする方法。キーワードを視聴者が入力しなければならな
いという手間と、検索結果によっては異なるコンテンツに誘導してしまう可能性もある。
＜ＱＲコード（ＱＲコードは登録商標）＞
　サイネージ本体又はコンテンツに付加されたＱＲコード（ＱＲコードは登録商標）を読
み取ることでＵＲＬにアクセスする方法。視聴者がサイネージにある程度近付いて読み取
りの操作しなければならない。
＜ＮＦＣ＞
　ＮＦＣの場合は携帯端末で特定場所をタッチするだけ、という視聴者に強いる行動自体
は単純であるが、デジタルサイネージに触れる場所まで移動しなければならない事には変
わりがない。
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【００２６】
　本発明に関連するサイネージに視聴者が求めるコンテンツを表示する方法としては、以
下の方法がある。
＜タッチディスプレイ＞
　視聴者がサイネージのディスプレイを直接操作し、求めているコンテンツを表示させる
方法である。視聴者が表示するコンテンツを操作しているため、操作中はそのディスプレ
イは操作している人が占有することになり、多くの人にコンテンツを提供する事が出来な
くなる。また、同じコンテンツに携帯端末からアクセス出来る場合、サイネージである必
要がない。
【００２７】
　視聴者が興味を持つデジタルサイネージコンテンツの視聴者環境での再視聴を可能とす
る仕組み、ならびにその利用履歴と連携して視聴者の興味を反映したサイネージコンテン
ツを効果的に表示する仕組みを実現するためには、大きく以下の３つの要素を実現するこ
とが好ましい。
【００２８】
　第１の要素はサイネージに表示されたコンテンツに視聴者が興味を持った場合に、別の
場所や時間でアクセスできる仕組みである。第２の要素は、視聴者が興味あるコンテンツ
を、近くに存在するサイネージ表示機器から表示できる仕組みである。第３の要素は、上
記が連携して動くことで視聴者の興味を反映したサイネージコンテンツを効果的に表示す
る仕組みである。
【００２９】
　関連するデジタルサイネージではコンテンツの関連情報を携帯端末で入手するためには
特定の動作が必要であり、デジタルサイネージの前で何らかの動作をしないとそういった
関連情報を表示することができない。また、そもそも視聴者が興味あるコンテンツが視聴
者の目に入るサイネージで再生表示される確率は高くない。このような状況を解決して、
デジタルサイネージのコンテンツを視聴者の興味に寄り添う形で提供してゆくためには、
以下のような課題を解決することが好ましい。
【００３０】
＜課題１＞
　デジタルサイネージのコンテンツは、通常、デジタルサイネージの前にいる場合に限っ
て視聴可能である。視聴者が、興味あるコンテンツに別の機会にアクセスする方法は、興
味を持ったデジタルサイネージコンテンツをインターネットで検索することによって関連
する情報を得る方法である。この場合は、検索作業という操作をしないといけないことに
加えて、偶然目に入ったコンテンツに対して適切な検索キーワードを想起できるかどうか
、また検索にはヒットしないコンテンツである場合もあり、興味のあるコンテンツに、効
率的にアクセスすることは難しい。
【００３１】
　視聴者が確実に、デジタルサイネージで配信するコンテンツ全体または偶然目にした興
味あるコンテンツにアクセスできる仕組みとしては、主として以下の方法がある。
【００３２】
ａ）ＱＲコードを用いる方法
　デジタルサイネージの表示機器に、ＱＲコードを提示し、興味を持つ視聴者は、デジタ
ルサイネージ表示機器に近づいて、ＱＲコードを読み取り、リンク先に、その場でまたは
別の機会にアクセスして、当該デジタルサーネージで表示されるコンテンツの情報を得る
（例えば、非特許文献１参照。）。
　この方式の課題は、視聴者に対して、ＱＲコードを読み取るという作業を強いることと
、その作業によって視聴者が得られる情報は、画一的な情報のリンク先であり、どのよう
な視聴者にも共通な情報が提供されるという点である。
【００３３】
ｂ）ＮＦＣなどの近距離通信機能を用いる方法
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　デジタルサイネージの表示機器に、近距離通信機能を装備し、視聴者の携帯端末などの
近距離通信機能を用いて、特定の箇所にタッチさせて、その時に表示されているデジタル
コンテンツの関連情報、または当該デジタルサイネージで表示されるコンテンツの関連情
報を視聴者に転送する方法である（例えば、非特許文献２参照。）。
　この方法の課題はデジタルサイネージに物理的に近付いて近距離通信機能の通信部分に
携帯端末等でタッチするという動作を強いることと、その作業によって視聴者が得る情報
がどのような視聴者にも共通であるという点である。
【００３４】
　すなわち、本発明に関連するデジタルサイネージではコンテンツの関連情報を携帯端末
で入手するためには、サイネージに近寄るなど、特定の動作が必要である。
【００３５】
　本実施形態に係る発明は、デジタルサイネージと携帯端末がお互いを認識する方法にお
いて、携帯端末を持っている視聴者が、何も操作をしないで携帯端末がデジタルサイネー
ジを認識し、またはデジタルサイネージ表示機器が携帯端末の存在を認識し、さらにその
携帯端末を有する視聴者が興味あるコンテンツの情報を端末に転送する。
【００３６】
＜課題２＞
　デジタルサイネージに表示されているコンテンツは画一的なコンテンツであり、デジタ
ルサイネージの視聴者が求めているコンテンツであるという保証はない。例えば特許文献
１では、視聴者のコンテンツ視聴履歴を自動的に判定し、関連するコンテンツを自動的に
配信する手法について述べられているが、視聴者の趣味嗜好などの情報に基づいて配信す
るコンテンツを決定する手法については述べられていない。
【００３７】
　本実施形態に係る発明は、最初のアプリケーション登録の際の最小限の視聴者操作のみ
で（詳細なプロファイル入力を要求しないで）、求めるコンテンツをサイネージから表示
することを実現する。
【００３８】
（言葉の定義）
　本願明細書で用いる言葉の定義をする。
視聴者：サイネージまたは自らの携帯端末を含む情報表示装置に表示されているコンテン
ツを見聞きする人のことを指す。
情報表示装置：デジタルサイネージやスマートフォンなど、常置またはモバイル性を問わ
ず、情報表示画面にコンテンツを表示することが出来る装置のことを指す。
コンテンツ：告知、宣伝など、文字や画像や動画等によって構成される情報のことを指す
。
デジタルサイネージ：常設で設置された画面にコンテンツを表示している装置のことを指
す。
携帯端末：視聴者が持ち運び出来る、コンテンツを表示することが出来る画面を有するネ
ットワーク接続された装置のことを指す。
【００３９】
（発明の技術的手段とその作用）
　本発明における情報表示システムは、デジタルサイネージと携帯端末装置がお互いを認
識する方法を有し、携帯端末を持っている視聴者が、何も特殊な操作をしないで携帯端末
とデジタルサイネージが相互に認識し、さらにその携帯端末を有する視聴者が興味あるコ
ンテンツまたはそれに関係する情報を携帯端末に転送する方法を有し、加えて視聴者が近
くにいるサイネージ表示装置から、視聴者に適したコンテンツが表示されるように、コン
テンツを自律的に変更するコンテンツ決定の方法を有するシステムである。以下、技術的
手段と作用を説明する。
【００４０】
（技術的手段と作用）
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　本実施形態に係る情報表示システムは、（１）コンテンツ配信サーバ装置、（２）デジ
タルサイネージ装置（表示装置）、（３）視聴者の携帯端末装置、を備える。
【００４１】
（１）コンテンツ配信サーバ装置における手段と作用
＜視聴者の情報の保持＞
　視聴者の携帯端末装置に最初に専用アプリをインストールした際に、最小限の視聴者情
報（プロファイル）を入力して、その情報を初期値として、コンテンツ配信サーバ装置が
、視聴者ごとに保存する。さらに、視聴者がサイネージのコンテンツに興味がある場合に
、コンテンツ配信サーバ装置が、そのリクエスト記録などから視聴者情報を更新、保存す
る。
【００４２】
＜携帯端末装置からのデジタルサイネージ装置検出情報の処理＞
　視聴者の携帯端末装置にインストールされた専用アプリの機能を用い、コンテンツ配信
サーバ装置が、当該デジタルサイネージ装置の近くにいるという検出情報を携帯端末装置
から受信し、当該携帯端末装置に、当該デジタルサイネージ装置に関する名称や、コンテ
ンツ内容の情報を送信する。
【００４３】
＜デジタルサイネージ装置に関する視聴者の反応情報の処理＞
　視聴者の携帯端末装置が検出した当該デジタルサイネージ装置の情報からの情報に視聴
者が反応して、携帯端末装置の専用アプリを用いて、興味があることを入力した場合、ま
たはコンテンツあるいはその関連情報を要求した場合に、コンテンツ配信サーバ装置がそ
の情報を受信する仕組みを有し、その情報をもとに、コンテンツ配信サーバ装置が当該携
帯端末装置に、コンテンツならびに関連情報を送信するとともに、当該視聴者のプロファ
イルに関連する更新情報を携帯端末装置から受信し、更新、保存する。これにより、視聴
者は、別の機会、別の場所で興味あるコンテンツあるいは関連情報にアクセスができる。
【００４４】
＜デジタルサイネージ装置へのストリーミング＞
　コンテンツ配信サーバ装置は、デジタルサイネージ装置からのコンテンツリクエストに
応じて次のコンテンツを決定して当該デジタルサイネージ装置に配信し、当該デジタルサ
イネージ装置ではストリーミングで即座に再生する。コンテンツ配信サーバ装置は、コン
テンツを決定するために、当該デジタルサイネージ装置の近隣にいる視聴者の更新された
プロファイル情報を考慮した、変更可能な優先度を有したコンテンツ決定アルゴリズムを
技術的手段として用いる。
【００４５】
＜コンテンツ決定アルゴリズム＞
コンテンツ決定アルゴリズムの特徴は、コンテンツを要求してきた当該のデジタルサイネ
ージ装置の直近のログから、当該デジタルサイネージ装置近隣の視聴者情報を把握し、コ
ンテンツ提供者のポリシーを反映して配信ターゲットを決定して、コンテンツを決定する
ことである。
【００４６】
（２）デジタルサイネージ装置（表示装置）における手段と作用
＜デジタルサイネージ装置の近くに存在する視聴者の携帯端末装置を認識する機能＞
　デジタルサイネージ装置は、無線による測位システム（ｉＢｅａｃｏｎなど）を用いて
携帯端末装置を検出する機能を有し、専用アプリのインストールされた携帯端末装置を検
出し、その携帯端末装置に自らのデジタルサイネージ装置のＩＤ情報を送信する。
【００４７】
＜コンテンツ配信サーバ装置から配信されるコンテンツを表示する機能＞
　デジタルサイネージ装置は、コンテンツ配信サーバ装置に次に表示するコンテンツを要
求し、コンテンツ配信サーバ装置からの配信されたコンテンツを表示する。
【００４８】
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（３）携帯端末装置における手段と作用
　以下の機能を持つ専用アプリを視聴者の携帯端末装置に手段として準備する。
　・無線による測位システムを用いてデジタルサイネージ装置が携帯端末装置を認識でき
るようにする機能。
　・近隣デジタルサイネージ装置の検出情報をコンテンツ配信サーバ装置へ送信し、当該
デジタルサイネージ装置に関する名称や、コンテンツ内容の情報をコンテンツ配信サーバ
装置から受信する機能。
　・視聴者の情報を入力、更新する機能。
　・検出した近隣のデジタルサイネージ装置の情報に反応して、視聴者が携帯端末装置の
専用アプリで、興味があることを入力し、コンテンツまたは関連情報を要求した場合に、
コンテンツ配信サーバ装置に送信し、コンテンツ配信サーバ装置からコンテンツならびに
関連情報を受信する機能。
　・当該視聴者のプロファイルを変更し保存し、コンテンツ配信サーバ装置に送信する機
能。
【００４９】
　上記の手段から構成されるシステム全体構成を図１に示す。本実施形態に係る情報表示
システムは、コンテンツ配信サーバ装置として機能するコンテンツ配信サーバ９１と、複
数のデジタルサイネージ装置として機能するサイネージ９２と、携帯端末装置として機能
する視聴者の携帯端末９３と、を備える。コンテンツ配信サーバ９１は、コンテンツ決定
部１１と、コンテンツＤＢ１２と、視聴者プロファイルＤＢ１３と、を備える。デジタル
サイネージ９２は、コンテンツ表示部２１と、測位部２２と、を備える。携帯端末９３は
、コンテンツ表示部３１と、専用アプリ３２と、を備える。
【００５０】
（発明の実施形態）
　情報表示システムの実施形態を、具体的な手段と作用を示しながら説明する。
【００５１】
（コンテンツ配信サーバ９１）
　図２に、コンテンツ配信サーバ９１の一例を示す。コンテンツ配信サーバ９１は、コン
テンツ決定部１１と、コンテンツＤＢ１２と、視聴者プロファイルＤＢ１３と、サイネー
ジ設定ＤＢ１４と、履歴ＤＢ１５と、検出結果ＤＢ１６と、を備える。
【００５２】
　コンテンツ配信サーバ９１では、コンテンツ提供者装置９４が提供するコンテンツをコ
ンテンツＤＢ１２に記録している。コンテンツはｈｔｍｌ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒ
ｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述され、サイネージ９２及び携帯端末９３に配信されて
それぞれの専用アプリによってコンテンツ表示部２１及びコンテンツ表示部３１に表示さ
れる。コンテンツＤＢ１２には、コンテンツ本体及び、そのコンテンツに付随する情報と
して、ＩＤ、名称、属性、ジャンル、対象年齢、キーワード（複数）が記録されている。
【００５３】
　視聴者プロファイルＤＢ１３には、視聴者のプロファイルなどの視聴者情報が格納され
る。視聴者プロファイルＤＢ１３には、携帯端末９３の専用アプリ３２上で登録された視
聴者のプロファイルが初期値として記録される。視聴者のプロファイルとしては、性別、
年齢、興味ジャンル、興味キーワード、携帯端末ＩＤがある。
【００５４】
　サイネージ設定ＤＢ１４には、サイネージ情報が格納される。サイネージ情報は、各サ
イネージ９２の情報であり、例えば、サイネージ名、設置場所、コンテンツ内容が含まれ
る。設置場所は、ＧＰＳ２３を用いて測定した地理的な位置情報である。
【００５５】
　履歴ＤＢ１５には、コンテンツ決定部１１が決定したコンテンツの履歴が格納される。
例えば、コンテンツ決定部１１が決定した日時とサイネージＩＤが格納される。
【００５６】
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　コンテンツ配信サーバ９１に携帯端末９３から、携帯端末９３が検出したサイネージＩ
Ｄ、携帯端末ＩＤ、検出日時等を含む検出情報の送信があった場合、コンテンツ配信サー
バ９１は、携帯端末９３にサイネージＩＤに該当するサイネージ情報（サイネージ名、設
置場所、コンテンツ内容）を配信し、同時に検出結果ＤＢ１６に、どのサイネージＩＤを
どの携帯端末９３がいつ検出したのかを記録する。サイネージ情報に含まれるコンテンツ
内容は、サイネージ９２に表示中のコンテンツの情報が含まれる。
【００５７】
　コンテンツ配信サーバ９１に対して携帯端末９３からサイネージＩＤと検出日時をもっ
てコンテンツリストのリクエスト等のコンテンツの情報に関連する操作があった場合、コ
ンテンツ配信サーバ９１は、履歴ＤＢ１５に記録されている配信履歴から該当するサイネ
ージ９２の検出日時の時に表示されていたコンテンツ及び、前後のコンテンツの名称を携
帯端末９３に配信する。
【００５８】
　コンテンツ配信サーバ９１に対して携帯端末９３から特定コンテンツに対するリクエス
ト等のコンテンツの情報に関連する操作があった場合、コンテンツ配信サーバ９１は該当
するコンテンツを携帯端末９３に配信する。また、それと同時に視聴者プロファイルＤＢ
１３が有する視聴者のプロファイルに、視聴したコンテンツの付随情報を追加し、視聴者
が自ら登録したプロファイルを自動的に補完する。
【００５９】
　コンテンツ配信サーバ９１に対してサイネージ９２からコンテンツリクエスト等のコン
テンツの情報に関連する操作があった場合、コンテンツ配信サーバ９１はコンテンツをリ
クエストしているサイネージ９２の近隣にいる視聴者を検出結果ＤＢ１６から特定し、そ
の特定された近隣にいる複数（又は単数）の視聴者のプロファイルに登録されている興味
キーワード、興味ジャンルに最も多く重複する特徴を持つコンテンツを配信可能コンテン
ツ（サイネージ設置者が拒否ジャンルとして指定したジャンルとして登録しているコンテ
ンツ及び、１分以内に同じサイネージに配信しているコンテンツは除く）から特定し、サ
イネージ９２にそのコンテンツを配信する。同時に、コンテンツ配信サーバ９１は、コン
テンツ配信サーバ９１が持つサイネージ設定ＤＢ１４にコンテンツリクエストの際に送信
されてきたサイネージ９２の情報を登録又は更新し、配信したコンテンツの履歴を履歴Ｄ
Ｂ１５に記録する。
【００６０】
　コンテンツ配信サーバ９１は、コンピュータを、コンテンツ決定部１１と、コンテンツ
ＤＢ１２と、視聴者プロファイルＤＢ１３と、サイネージ設定ＤＢ１４と、履歴ＤＢ１５
と、検出結果ＤＢ１６として機能させることで実現してもよい。この場合、コンテンツ配
信サーバ９１が備えるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）（不
図示）が情報記憶部（不図示）に記憶されたコンピュータプログラムを実行することで、
各構成を実現する。ここで、コンテンツ配信サーバ９１を実現する際のコンピュータは、
コンピュータによって制御される任意の機器をさらに備えてもよい。また、コンテンツ配
信サーバ９１を実現する際のプログラムを記録媒体に記録することも、ネットワークを通
して提供することも可能である。
【００６１】
（サイネージ９２）
　図３に、サイネージ９２の一例を示す。サイネージ９２は、コンテンツ表示部２１と、
測位部２２と、サイネージ設定部２５と、を備える。サイネージ９２は、例えば、下記機
能を有するサイネージアプリである携帯端末９３に備わるアプリと、携帯端末９３と接続
された大型ディスプレイで構成することができる。（図４参照）
【００６２】
　サイネージアプリは、サイネージ９２毎に設定された間隔でコンテンツ配信サーバ９１
に対してコンテンツをリクエストする。例えば、サイネージ９２は、次に表示するコンテ
ンツをコンテンツ配信サーバ９１に要求する。コンテンツ表示部２１は、リクエストに応
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じてコンテンツ配信サーバ９１から配信されてきたコンテンツを表示する。
【００６３】
　サイネージ設定部２５は、サイネージ９２毎の設定を行う。設定は、サイネージアプリ
上で設定が可能であり、設定可能な情報としては、名称、設置場所、設置者、コンテンツ
内容説明、表示間隔、拒否ジャンルとなっている。サイネージ９２は、サイネージ設定部
２５の設定した情報を、サイネージ情報としてコンテンツ配信サーバ９１に通知する。こ
れにより、コンテンツ配信サーバ９１は、個々のサイネージ９２の設定に適合したコンテ
ンツを、各サイネージ９２に配信可能となる。
【００６４】
　測位部２２にはＧＰＳ２３が内蔵されている。サイネージ９２は、ＧＰＳ情報及び設定
情報をコンテンツリクエストの際にコンテンツ配信サーバ９１に自動的に送信する。ＧＰ
Ｓ情報は、ＧＰＳ２３の測位したサイネージ９２の位置を示す。設定情報は、サイネージ
９２の名称、設置場所、設置者、コンテンツ内容説明、表示間隔、拒否ジャンルを示す。
【００６５】
　測位部２２には、携帯端末９３がサイネージ９２を検出するためのｉＢｅａｃｏｎ２４
が内蔵されている。ｉＢｅａｃｏｎ２４は、専用アプリ３２のインストールされた携帯端
末９３からのＢｅａｃｏｎを自動検出して応答し、サイネージＩＤを送信する。ｉＢｅａ
ｃｏｎ２４は、携帯端末９３を検出すると、検出した携帯端末９３の情報をコンテンツ配
信サーバ９１に送信してもよい。
【００６６】
　サイネージ９２は、コンピュータを、コンテンツ表示部２１と、測位部２２として機能
させることで実現してもよい。この場合、サイネージ９２が備えるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａ
ｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）（不図示）が情報記憶部（不図示）に記憶された
コンピュータプログラムを実行することで、各構成を実現する。ここで、サイネージ９２
を実現する際のコンピュータは、コンピュータによって制御される任意の機器をさらに備
えてもよい。また、サイネージ９２を実現する際のプログラムを記録媒体に記録すること
も、ネットワークを通して提供することも可能である。
【００６７】
（携帯端末９３）
　図５に、携帯端末９３の一例を示す。携帯端末９３は、コンテンツ表示部３１と、プロ
ファイル設定部３３と、ｉＢｅａｃｏｎ３４と、を備える。プロファイル設定部３３及び
ｉＢｅａｃｏｎ３４は図１に示した専用アプリ３２を動作させることで実行する。ｉＢｅ
ａｃｏｎ３４は、携帯端末９３に備わるアプリを動作させることで実現することができる
。なお、本実施形態に係る発明は、ｉＢｅａｃｏｎ３４に代えて、任意の近距離通信技術
を適用することができる。
【００６８】
　プロファイル設定部３３は、携帯端末９３に、最初に専用アプリ３２をインストールし
た際に、視聴者のプロファイルなどの視聴者情報をコンテンツ配信サーバ装置９１に送信
する。
【００６９】
　ｉＢｅａｃｏｎ３４がサイネージ９２を検出し、サイネージＩＤを取得すると、専用ア
プリ３２が、コンテンツ配信サーバ９１に対して検出情報を送信し、そのサイネージ９２
の情報をコンテンツ配信サーバ９１から取得する。ここで、検出情報は、サイネージの識
別子であるサイネージＩＤを含む。サイネージ９２の情報は、例えば、サイネージ９２の
名称や、サイネージ９２が表示したコンテンツ内容である。その時、携帯端末９３は、検
出情報として、同時に携帯端末ＩＤ、検出日時も送信する。
【００７０】
　専用アプリ３２は取得したサイネージ９２の情報と検出日時を携帯端末９３内に記録す
る。専用アプリ３２は、コンテンツ表示部３１に、サイネージ９２の情報と検出日時をリ
ストとして表示する。（図６参照。）この時、通知機能がＯＮであれば、専用アプリ３２
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は、サイネージ９２を検出したことを視聴者に通知する事も出来る。
【００７１】
　視聴者が、携帯端末９３のコンテンツ表示部３１に表示されたリストからサイネージ９
２を選択すると、専用アプリ３２は、サイネージＩＤ及び検出日時をコンテンツ配信サー
バ９１に送信する。これにより、専用アプリ３２は、当該サイネージ９２で検出日時前後
に表示されていたコンテンツのリストなどのコンテンツの情報を取得し、コンテンツ表示
部３１に表示する。
【００７２】
　専用アプリ３２は、視聴者がコンテンツ表示部３１に表示されたコンテンツリストから
コンテンツを選択したことを検出すると、コンテンツ配信サーバ９１にコンテンツをリク
エストした旨の操作の情報を送信する。専用アプリ３２は、コンテンツ配信サーバ９１か
ら配信されてきたコンテンツをコンテンツ表示部３１に表示する。
【００７３】
　携帯端末９３は、コンピュータを、コンテンツ表示部３１と、専用アプリ３２と、プロ
ファイル設定部３３と、ｉＢｅａｃｏｎ３４として機能させることで実現してもよい。こ
の場合、携帯端末９３が備えるＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）（不図示）が情報記憶部（不図示）に記憶されたコンピュータプログラムを実行する
ことで、各構成を実現する。ここで、携帯端末９３を実現する際のコンピュータは、コン
ピュータによって制御される任意の機器をさらに備えてもよい。また、携帯端末９３を実
現する際のプログラムを記録媒体に記録することも、ネットワークを通して提供すること
も可能である。
【００７４】
（発明によって生じた特有な効果）
　本発明の仕組みにより、
　１）視聴者に特段の動作を強いることなく、デジタルサイネージ９２で視聴したコンテ
ンツが興味ある場合にはその興味あるコンテンツを、どこでも場所と時間を変えて自由に
アクセスして視聴することを可能とする。さらに
　２）視聴者がもともと興味ある分野、情報を含むコンテンツを、その視聴者が近づいた
デジタルサイネージ９２に表示するコンテンツ決定の仕組みを実現し、さらに
　３）上記が連携することで視聴者の近くのサイネージから視聴者の興味あるコンテンツ
を表示させる確率を高める事を可能とする。すなわち、サイネージにおける視聴者とコン
テンツとのマッチング効果を高めることができる。
【００７５】
　本実施形態に係る情報表示方法は、検出情報送信ステップと、コンテンツ情報送信ステ
ップと、操作情報送信ステップと、コンテンツ配信ステップとを順に行う。全体の処理と
情報の流れを、図２、図３、図５を参照しながら説明する。
【００７６】
　検出情報送信ステップでは、ｉＢｅａｃｏｎ３４が複数のサイネージ９２のいずれかを
検出したことを契機に、専用アプリ３２が、当該サイネージ９２のサイネージＩＤを含む
検出情報をコンテンツ配信サーバ９１に送信する。これにより、検出結果ＤＢ１６に、ど
のサイネージＩＤをどの携帯端末９３がいつ検出したのかが記録される。
【００７７】
　コンテンツ情報送信ステップでは、コンテンツ配信サーバ９１が検出情報を専用アプリ
３２から受信したことを契機に、コンテンツ配信サーバ９１が、検出情報に含まれるサイ
ネージＩＤに対応するコンテンツの情報をサイネージ設定ＤＢ１４から読み出し、携帯端
末９３に送信する。これにより、専用アプリ３２は、サイネージ９２のコンテンツ表示部
２１に表示中のコンテンツの情報をコンテンツ表示部３１に表示することができる。
【００７８】
　操作情報送信ステップでは、携帯端末９３においてコンテンツの情報に関連する操作が
なされたことを契機に、専用アプリ３２は、当該操作の情報をコンテンツ配信サーバ９１
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に送信する。これにより、コンテンツ配信サーバ９１は、リクエスト等のコンテンツの情
報に関連する操作があったコンテンツの付随情報を視聴者プロファイルＤＢ１３に格納す
る。
【００７９】
　コンテンツ配信ステップでは、コンテンツ配信サーバ９１が携帯端末９３から操作の情
報を受信したことを契機に、コンテンツ配信サーバ９１が視聴者プロファイルＤＢ１３を
更新するとともに、コンテンツ決定部１１がコンテンツを決定する。このとき、コンテン
ツ配信サーバ９１は、受信した操作の情報に基づいて、視聴者プロファイルＤＢ１３を更
新する。また、コンテンツ決定部１１は、更新後の視聴者プロファイルＤＢ１３に格納さ
れている視聴者情報に基づいて、配信するコンテンツを決定する。そして、コンテンツ配
信サーバ９１は、コンテンツ決定部１１の決定したコンテンツを、検出情報に含まれるサ
イネージＩＤに対応するサイネージ９２に配信する。コンテンツ配信サーバ９１は、サイ
ネージ９２に配信したコンテンツの情報を履歴ＤＢ１５に格納する。
　サイネージ９２がコンテンツ配信サーバ９１からコンテンツを受信すると、コンテンツ
表示部２１は、サイネージ設定部２５に設定された情報に基づいて、コンテンツ決定部１
１から配信されたコンテンツを表示する。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は情報通信産業に適用することができる。
【符号の説明】
【００８１】
１１：コンテンツ決定部
１２：コンテンツＤＢ
１３：視聴者プロファイルＤＢ
１４：サイネージ設定ＤＢ
１５：履歴ＤＢ
１６：検出結果ＤＢ
２１：コンテンツ表示部
２２：測位部
２３：ＧＰＳ
２４：ｉＢｅａｃｏｎ
２５：サイネージ設定部
３１：コンテンツ表示部
３２：専用アプリ
３３：プロファイル設定部
３４：ｉＢｅａｃｏｎ
９１：コンテンツ配信サーバ
９２：サイネージ
９３：携帯端末
９４：コンテンツ提供者装置
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