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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と、外部から受信する表示制御データに応じてコンテンツを表示する表示手段
を有するサイネージと、携帯電話情報処理装置と、サーバ装置と、を備えた情報処理シス
テムにおいて、
　前記サイネージは、前記コンテンツの表示中に、サイネージから所定範囲内に存在する
携帯端末の発信する識別情報を受信するとともにそのサイネージ固有の識別情報であるサ
イネージＩＤと対応付けて前記携帯電話情報処理装置に送信する通信手段を有し、
　前記携帯電話情報処理装置は、
　携帯端末の識別情報と、端末利用者識別用の端末ＩＤと、を相互に対応付けて記憶して
いる携帯情報記憶手段と、
　前記サイネージから受信した前記携帯端末の前記識別情報に対応する前記端末ＩＤを、
前記携帯情報記憶手段から検索して取得する端末ＩＤ検索手段と、
　前記端末ＩＤ検索手段が取得した前記端末ＩＤを、対応する前記サイネージＩＤと共に
前記サーバ装置へ送信する端末ＩＤ送信手段と、
　を有し、
　前記サーバ装置は、
　前記携帯電話情報処理装置から送信された前記端末ＩＤ及び前記サイネージＩＤを受信
するＩＤ受信手段と、
　前記ＩＤ受信手段が受信した前記端末ＩＤに対応した前記携帯端末に対して、所定の表
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示上の変化を起こさせる指示データを送信する変化送信手段と、
　前記変化送信手段が送信した指示データに応じて、所定の操作データを返信してきた前
記携帯端末について、前記サイネージＩＤに対応するサイネージを一時的に専有させると
ともに、その操作データに応じて前記コンテンツの表示内容を変化させる表示制御データ
を前記サイネージに送信する表示制御手段と、
　を有し、
　前記携帯端末は、
　前記サーバ装置から前記指示データを受信した場合に、表示画面において所定の表示上
の変化を生じさせる変化処理手段と、
　前記変化処理手段が前記指示データを受信し前記変化を生じさせた場合において、前記
サイネージをリモコンするための所定の操作を受け付けると共に、その受け付けた操作に
応じた操作データを前記サーバ装置へ送信する操作送信手段と、
　を有し、
　前記サーバ装置は、
　前記サイネージでの表示に係る前記コンテンツの特徴を表す特徴情報を取得する特徴情
報取得手段と、
　前記コンテンツの表示中に前記操作データを返信してきた前記携帯端末の前記端末ＩＤ
と、前記特徴取得手段が取得した前記特徴情報と、を相互に対応付けて記憶する履歴記憶
手段と、
　広告情報と、特徴情報と、を相互に対応付けて記憶している広告記憶手段と、
　携帯端末からのウェブアクセスを受け付けるとともに、アクセス元に対し、広告情報を
含むウェブページを表示するためのウェブページデータを返信するアクセス受付手段と、
　前記アクセス受付手段への前記ウェブアクセスに含まれる端末ＩＤに対応する前記特徴
情報を、前記特徴記憶手段を参照して取得する端末ＩＤ参照手段と、
　前記アクセス受付手段が返信する前記広告情報として、前記端末ＩＤ参照手段が取得し
た前記特徴情報に対応する前記広告情報を、前記広告記憶手段を参照して選択する広告選
択手段と、
　を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　携帯端末と、外部から受信する表示制御データに応じてコンテンツを表示する表示手段
を有するサイネージと、携帯電話情報処理装置と、サーバ装置と、を備えた情報処理シス
テムを用いる情報処理方法において、
　前記サイネージは、携帯端末と通信する通信手段を有し、
　前記携帯電話情報処理装置は、
　携帯端末の識別情報と、端末利用者識別用の端末ＩＤと、を相互に対応付けて記憶して
いる携帯情報記憶手段と、
　端末ＩＤ検索手段と、端末ＩＤ送信手段と、
　を有し、
　前記サーバ装置は、ＩＤ受信手段と、変化送信手段と、表示制御手段と、特徴情報取得
手段と、履歴記憶手段と、広告記憶手段と、アクセス受付手段と、端末ＩＤ参照手段と、
広告選択手段と、を有し、
　前記携帯端末は、変化処理手段と、操作送信手段と、を有し、
　前記サイネージの前記通信手段が、前記コンテンツの表示中に、サイネージから所定範
囲内に存在する携帯端末の発信する識別情報を受信するとともにそのサイネージ固有の識
別情報であるサイネージＩＤと対応付けて前記携帯電話情報処理装置に送信する通信処理
と、
　前記携帯電話情報処理装置の前記端末ＩＤ検索手段が、前記サイネージから受信した前
記携帯端末の前記識別情報に対応する前記端末ＩＤを、前記携帯情報記憶手段から検索し
て取得する端末ＩＤ検索処理と、
　前記携帯電話情報処理装置の端末ＩＤ送信手段が、前記端末ＩＤ検索手段が取得した前



(3) JP 5094765 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

記端末ＩＤを、対応する前記サイネージＩＤと共に前記サーバ装置へ送信する端末ＩＤ送
信処理と、
　前記サーバ装置の前記ＩＤ受信手段が、前記携帯電話情報処理装置から送信された前記
端末ＩＤ及び前記サイネージＩＤを受信するＩＤ受信処理と、
　前記サーバ装置の前記変化送信手段が、前記ＩＤ受信手段が受信した前記端末ＩＤに対
応した前記携帯端末に対して、所定の表示上の変化を起こさせる指示データを送信する変
化送信処理と、
　前記携帯端末の前記変化処理手段が、前記サーバ装置から前記指示データを受信した場
合に、表示画面において所定の表示上の変化を生じさせる変化処理と、
　前記携帯端末の前記操作送信手段が、前記変化処理手段が前記指示データを受信し前記
変化を生じさせた場合において、前記サイネージをリモコンするための所定の操作を受け
付けると共に、その受け付けた操作に応じた操作データを前記サーバ装置へ送信する操作
送信処理と、
　前記サーバ装置の前記表示制御手段が、前記変化送信手段が送信した指示データに応じ
て、所定の操作データを返信してきた前記携帯端末について、前記サイネージＩＤに対応
するサイネージを一時的に専有させるとともに、その操作データに応じて前記コンテンツ
の表示内容を変化させる表示制御データを前記サイネージに送信する表示制御処理と、
　を含み、
　前記サーバ装置の前記履歴記憶手段は、前記コンテンツの表示中に前記操作データを返
信してきた前記携帯端末の前記端末ＩＤと、前記特徴取得手段が取得した前記特徴情報と
、を相互に対応付けて記憶し、
　前記サーバ装置の前記広告記憶手段は、広告情報と、特徴情報と、を相互に対応付けて
記憶しており、
　前記サーバ装置の前記特徴情報取得手段が、前記サイネージでの表示に係る前記コンテ
ンツの特徴を表す特徴情報を取得する特徴情報取得処理と、
　前記サーバ装置の前記アクセス受付手段が、携帯端末からのウェブアクセスを受け付け
るとともに、アクセス元に対し、広告情報を含むウェブページを表示するためのウェブペ
ージデータを返信するアクセス受付処理と、
　前記サーバ装置の前記端末ＩＤ参照手段が、前記アクセス受付手段への前記ウェブアク
セスに含まれる端末ＩＤに対応する前記特徴情報を、前記特徴記憶手段を参照して取得す
る端末ＩＤ参照処理と、
　前記サーバ装置の前記広告選択手段が、前記アクセス受付手段が返信する前記広告情報
として、前記端末ＩＤ参照手段が取得した前記特徴情報に対応する前記広告情報を、前記
広告記憶手段を参照して選択する広告選択処理と、
　をさらに含むことを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末とサイネージの連携に関する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報処理や通信の技術進歩に伴い、パーソナルコンピュータ及びインターネット
によるウェブアクセスだけでなく、携帯電話に代表される携帯端末からの情報アクセスも
普及しつつある。また、昨今では、液晶やプラズマなどの技術による大型ディスプレイを
、商業施設や駅頭などの公共的スペースに設置し、通信ネットワークで配信するコンテン
ツを表示させる、いわゆるデジタルサイネージ（以下「サイネージ」と呼ぶ）も普及しつ
つある。
【０００３】
　そのようなサイネージと携帯端末との連携も工夫され、その一例は、サイネージに表示
する二次元バーコードや数字などの識別情報を携帯端末から入力させることにより、その
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携帯端末からそのサイネージの表示内容をリモコンさせる連携を提案するものである（例
えば、特許文献１参照）。また、サイネージをユーザに操作させる技術における他のアプ
ローチとしては、サイネージ自体への操作等を検出してサイネージの表示内容を切り替え
るものがある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７４５６５０号公報
【特許文献２】特開２００７－２８６９００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記のような従来技術では、サイネージと携帯端末の円滑で効果的な連携が不
十分という課題があった。すなわち、特許文献１の例では、サイネージに表示する識別情
報を携帯端末に入力する積極的な操作が必要であり、その煩雑さから利用が敬遠される課
題があった。また、特許文献２の例では、サイネージと利用者との直接の接触操作による
操作部の物理的破損や、個々の操作者が誰かを識別できないため、その後の広告やマーケ
ティング等への展開が図れない、といった課題があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような従来技術の課題を解決するもので、その目的は、携帯端末の発
信電波中の識別情報と、携帯端末の表示の変化を利用して、携帯端末とサイネージのユー
ザインタフェースを円滑かつ効果的に連携させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的をふまえ、本発明の一態様は、携帯端末と、外部から受信する表示制御デー
タに応じてコンテンツを表示する表示手段を有するサイネージと、携帯電話情報処理装置
と、サーバ装置と、を備えた情報処理システムにおいて、前記サイネージは、前記コンテ
ンツの表示中に、サイネージから所定範囲内に存在する携帯端末の発信する識別情報を受
信するとともにそのサイネージ固有の識別情報であるサイネージＩＤと対応付けて前記携
帯電話情報処理装置に送信する通信手段を有し、前記携帯電話情報処理装置は、携帯端末
の識別情報と、端末利用者識別用の端末ＩＤと、を相互に対応付けて記憶している携帯情
報記憶手段と、前記サイネージから受信した前記携帯端末の前記識別情報に対応する前記
端末ＩＤを、前記携帯情報記憶手段から検索して取得する端末ＩＤ検索手段と、前記端末
ＩＤ検索手段が取得した前記端末ＩＤを、対応する前記サイネージＩＤと共に前記サーバ
装置へ送信する端末ＩＤ送信手段と、を有し、前記サーバ装置は、前記携帯電話情報処理
装置から送信された前記端末ＩＤ及び前記サイネージＩＤを受信するＩＤ受信手段と、前
記ＩＤ受信手段が受信した前記端末ＩＤに対応した前記携帯端末に対して、所定の表示上
の変化を起こさせる指示データを送信する変化送信手段と、前記変化送信手段が送信した
指示データに応じて、所定の操作データを返信してきた前記携帯端末について、前記サイ
ネージＩＤに対応するサイネージを一時的に専有させるとともに、その操作データに応じ
て前記コンテンツの表示内容を変化させる表示制御データを前記サイネージに送信する表
示制御手段と、を有し、前記携帯端末は、前記サーバ装置から前記指示データを受信した
場合に、表示画面において所定の表示上の変化を生じさせる変化処理手段と、前記変化処
理手段が前記指示データを受信し前記変化を生じさせた場合において、前記サイネージを
リモコンするための所定の操作を受け付けると共に、その受け付けた操作に応じた操作デ
ータを前記サーバ装置へ送信する操作送信手段と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、上記システムに限らず、上記システムや、個々の各装置に対応する方法及びコン
ピュータ・プログラムも、それぞれ本発明の態様である。さらに、上記のように構成され
る本発明の作用及び効果、並びに本発明の他の各態様における構成、作用及び効果につい
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ては、実施形態などを通じて後述する通りである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、携帯端末の発信電波中の識別情報と、携帯端末の表示の変化を利用し
て、携帯端末とサイネージのユーザインタフェースを円滑かつ効果的に連携させることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態におけるデータを例示する図。
【図３】本発明の第１実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【図４】本発明の第１実施形態における表示の一例を示す図。
【図５】本発明の第１実施形態における表示の他の一例を示す図。
【図６】本発明の第２（第３）実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図７】本発明の第２実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【図８】本発明の第３実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【図９】本発明の第４実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図１０】本発明の第４実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、本発明を実施するための複数の形態（それぞれ「実施形態」と呼ぶ）について、
図に沿って説明する。なお、背景技術や課題などで既に述べた内容と共通の前提事項につ
いては適宜省略する。
【００１２】
〔１．第１実施形態の構成〕
　第１実施形態（以下「本実施形態」とも呼ぶ）は、図１の構成図に示すように、携帯電
話端末装置やＰＤＡなどの携帯端末Ｋと、デジタルサイネージディスプレイ装置（本出願
において「サイネージ」と呼ぶ）１と、携帯電話情報処理装置（以下「制御装置」と呼ぶ
）２と、サーバ装置（以下「サーバ」と呼ぶ）３と、の各装置を、インターネットや携帯
電話網などの通信ネットワークＮで相互に識別及び通信可能に接続した情報処理システム
（以下「本システム」と呼ぶ）で、本システム及び各装置に対応する方法及びコンピュー
タ・プログラムとしても把握可能である。
【００１３】
〔１－１．サイネージの構成〕
　このうち、サイネージ１は、街頭、駅や空港、また高速道路のサービス施設（パーキン
グエリア、サービスエリアなど）、商業施設などに設置され、外部から受信する表示制御
データに応じてコンテンツを表示する表示手段として、大型の液晶表示パネルやプラズマ
ディスプレイパネルなどの表示装置４と、表示装置４の表示内容について描画や制御など
を行う表示制御部１５と、を有する。
【００１４】
　また、サイネージ１は、サイネージ１のすぐ近くに居てコンテンツを視聴利用している
と思われる人の携帯端末Ｋからの電波を受信する通信手段として、受信範囲の限られた携
帯電話アンテナＡを備えた通信制御部１０を有する。
【００１５】
〔１－２．制御装置の構成〕
　また、制御装置２は、携帯電話事業者（キャリア）が各携帯端末Ｋを識別して位置登録
や通信管理などに用いるもので、携帯端末の識別情報を端末ＩＤに変換する機能を持つ。
すなわち、制御装置２は、携帯情報データベース（以下「データベース」を「ＤＢ」と表
す）２０を有し、この携帯情報ＤＢ２０は、図２（１）に例示するように、端末装置の識
別情報と、端末利用者識別用の端末ＩＤと、を相互に対応付けて記憶している携帯情報記
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憶手段である。
【００１６】
　この前提として、携帯端末は、個々のハードウェア固有の識別情報（個体識別情報や固
有製造番号などと呼ばれる）を、位置登録要求などの電波信号で発信し、携帯電話網の側
がその識別情報を、携帯電話の加入契約（利用者）に固有の端末ＩＤと対応付ける。この
端末ＩＤは、モバイルサイトなどへのウェブアクセス時に、ブラウザ種別などを表すユー
ザエージェント情報やＩＰアドレスと共にウェブサーバへ通知される。各契約に、どの端
末の識別情報を紐付けるかの変更処理がいわゆる端末機種変更であり、端末ＩＤは機種変
更しても通常は変わらない。
【００１７】
　また、制御装置２は、識別情報から端末ＩＤを検索する端末ＩＤ検索手段である端末Ｉ
Ｄ検索部２５と、取得した端末ＩＤをサーバ３へ送信する端末ＩＤ送信手段である端末Ｉ
Ｄ送信部２８と、を有する。
【００１８】
〔１－３．サーバの構成〕
　サーバ３は、制御装置２から端末ＩＤを受信するＩＤ受信手段であるＩＤ受信部３０と
、前記端末ＩＤの携帯端末Ｋに表示の変化指示を送信する変化送信手段である変化送信部
３５と、返信された操作データに応じサイネージのコンテンツを変化させる表示制御手段
である表示制御部４０と、を有し、表示制御部４０は、操作受信部３９及び専有制御部４
２を備える。
【００１９】
〔１－４．携帯端末の構成〕
　また、携帯端末Ｋは、表示部Ｄにウェブページを表示するウェブブラウザＢを有するほ
か、組込プログラムや、通信ネットワーク経由でダウンロードするアプリケーションプロ
グラムなどにより、サーバ３からの指示データで所定の表示上の変化を生じさせる変化処
理手段である変化処理部８０と、サイネージ１をリモコンする操作に応じた操作データを
サーバ３へ送信する操作送信手段である操作送信部８５と、を実現している。
【００２０】
　なお、上記各装置において、情報の記憶と処理を行う以上のような各要素は、各装置の
コンピュータとしての機構で実現できる。例えば、サーバ３について例示すれば（図１）
、ＣＰＵなどの演算制御部５と、外部記憶装置（ＨＤＤ等）や主メモリ等の記憶装置６と
、通信ネットワークＮとの通信手段７（ＬＡＮアダプタなど）と、を備えた一般的なコン
ピュータの機能で各要素が実現でき、この点は、他の装置についても略同様であるから省
略する。
【００２１】
　そして、ＤＢなどの各記憶手段は、各装置の記憶装置上に、ファイルやデータベース、
配列等の変数、システム設定値など、任意の形式で実現する。また、情報の処理を行う他
の各要素は、各装置において、記憶装置に予め記憶（インストール）した図示しない所定
のコンピュータ・プログラムで演算制御部を制御することにより実現できるもので、以下
のような各機能や処理ステップを実現・実行する処理手段である。
【００２２】
〔２．第１実施形態の作用〕
　上記のように構成した本システムの作用について、処理手順を示すフローチャート（図
３）も参照して説明する。
〔２－１．サイネージでの識別情報受信〕
　まず、サイネージ１では、表示制御部１５が表示装置４にコンテンツを表示している際
に（図３のステップＳＴ１）、通信制御部１０が、サイネージ１から所定範囲内に存在す
る携帯端末Ｋの発信する識別情報を受信するとともに、そのサイネージ固有の識別情報で
あるサイネージＩＤ（図中、「ＳＩＤ」と略記するものとする）と対応付けて、制御装置
２に送信する（ステップＳＴ２。通信処理）。
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【００２３】
　ここで、アンテナＡは、サイネージ１の表示装置４付近（例えば表示装置４の中央上端
など）に設け、受信出力を十分小さくして、サイネージ１の表示を見る人が立ち止まる範
囲（例えば、周囲数メートル）に受信範囲を限定する。これにより、コンテンツを見る人
（対象者）の携帯している携帯端末Ｋから位置登録などのために発信されている発信信号
を受信する。この発信信号には、携帯端末Ｋに固有の識別情報が暗号化された状態で含ま
れており、通信制御部１０が、この識別情報をサイネージＩＤとともに制御装置２へ送信
する。
【００２４】
〔２－２．制御装置での端末ＩＤの検索〕
　制御装置２では、端末ＩＤ検索部２５が、サイネージ１の通信制御部１０から受信した
携帯端末の識別情報に対応する端末ＩＤを、携帯情報ＤＢ２０から検索して取得し（ステ
ップＳＴ３。端末ＩＤ検索処理）、端末ＩＤ検索部２５が取得したこの端末ＩＤを、端末
ＩＤ送信部２８が、対応するサイネージＩＤと共にサーバ３へ送信する（ステップＳＴ４
。端末ＩＤ送信処理）。
【００２５】
　例えば、図２の例で言えば、携帯情報ＤＢ２０中の情報（図２（１））から、ある識別
情報「１２３４４…」に対応する端末ＩＤ「ＡＢＣ３４５…」（図中、破線の楕円で示す
）を検索して取得し、図２（２）に示すように、サイネージＩＤ「Ｘ００１２…」と対応
付けてサーバ３へ送信する。
【００２６】
〔２－３．携帯端末での表示の変化〕
　サーバ３では、ＩＤ受信部３０が、上記のように制御装置２から送信された、携帯端末
Ｋを識別する端末ＩＤ及びその携帯端末Ｋ近傍のサイネージ１を識別するサイネージＩＤ
を受信すると（ステップＳＴ５。ＩＤ受信処理）、変化送信部３５は、ＩＤ受信部３０が
受信した端末ＩＤに対応した携帯端末Ｋに対して、通信ネットワークＮ経由で、待受け画
面でのアイコン点滅など所定の表示上の変化を起こさせる指示データを送信する（ステッ
プＳＴ６。変化送信処理）。
【００２７】
　携帯端末Ｋの変化処理部８０は、この指示データをサーバ３から受信した場合に、表示
画面である表示部Ｄにおいて所定のアイコン（以下「サイネージアイコン」と呼ぶ）を点
滅表示させるなど所定の表示上の変化を生じさせる（ステップＳＴ７。変化処理手段）。
ここで、図４は、携帯端末Ｋの表示部Ｄにおいて、サイネージアイコンＩが点滅している
状態を示す図である。
【００２８】
〔２－４．操作データの返信と表示の制御〕
　上記のように、携帯端末Ｋにおいて、変化処理部８０が指示データを受信しアイコン点
滅など前記変化を生じさせた場合において、操作送信部８５は、サイネージ１をリモコン
するための所定の操作を図示しないテンキーなどの操作部から受け付けると共に（ステッ
プＳＴ８）、その受け付けた操作に応じた操作データをサーバ３へ送信する（ステップＳ
Ｔ９。操作送信処理）。
【００２９】
　そして、サーバ３の表示制御部４０は、変化送信部３５が送信した指示データに応じて
、上記のような所定の操作データを返信してきた携帯端末Ｋについて（ステップＳＴ１０
）、その操作データに応じて前記コンテンツの表示内容を変化させる表示制御データを前
記サイネージＩＤに対応した前記サイネージに、通信ネットワークＮ又は専用回線その他
の適宜な通信手段を経て送信する（ステップＳＴ１１。表示制御処理）。この際、表示制
御部４０は携帯端末Ｋに、前記サイネージＩＤに対応するサイネージを一時的に専有させ
ることが望ましい。
【００３０】
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　より具体的には図１の例では、サーバ３において、表示制御部４０は操作受信部３９と
専有制御部４２を伴い、各サイネージ１について、操作受信部３９が携帯端末Ｋからの操
作データを受信した際、サーバ３上でサイネージ１ごとの専有／非専有の状態を示す所定
の状態フラグが非専有状態であれば、専有制御部４２がそのサイネージ１をその携帯端末
Ｋに一時的に専有させるようにその状態フラグを変更し、表示制御部４０は、操作データ
に応じてコンテンツの表示内容を変化（例えば、次ページ送り、前ページ戻しなど）させ
る表示制御データをそのサイネージ１に送信する。
【００３１】
　サイネージを専有している携帯端末Ｋの表示部Ｄにおける表示の一例としては、図５に
例示するように、サイネージアイコンＩに加えて操作表示Ｍを含み、この操作表示Ｍは、
携帯端末Ｋの図示しない操作キーの配列に対応して、どの操作キーを押せばサイネージ１
のリモコン動作としてどのような機能が働くかを示している。例えば、右向き矢印を表示
しているボタンＢに対応する所定の右ボタンを操作すれば、サイネージ１のコンテンツは
次ページの表示内容に切り替わる。
【００３２】
　なお、ＩＤ受信部３０が制御装置２から端末ＩＤを受信しても、専有制御部４２に前記
状態フラグを照会し、既に専有状態のサイネージについては、アイコン点滅などを生じさ
せる指示データの送信や、返信された操作データの受付けなどは、行わないことが望まし
い。
【００３３】
〔３．第１実施形態の効果〕
　以上のように、本実施形態では、サイネージ１に設けた通信手段と、制御装置２（携帯
電話情報処理装置）を介し、サイネージ１近傍の携帯端末Ｋをその発する信号中の識別情
報をもとに端末ＩＤで識別し、サーバ装置３からの指示データで端末でアイコン点滅など
表示を変化させることで連係動作（この場合はサイネージを操作）できることをユーザに
通知する。
【００３４】
　そして、携帯端末Ｋからの操作データに応じた表示制御データでサイネージ１の表示内
容を変化させることにより、サイネージ１に二次元バーコードを表示して読み取らせるな
どの煩雑な操作無しで、携帯端末Ｋでサイネージ１を一時的にリモコンするという連携動
作を実現できる。
【００３５】
〔４．第２実施形態〕
　上記第１実施形態では、サイネージ１の近くで携帯端末を操作することで、サイネージ
の表示コンテンツをサーバ経由でリモコンできる例を示したが、第２実施形態は、サイネ
ージの近くで携帯端末を操作することにより、サイネージの表示コンテンツをリモコンす
ることに代えて、サイネージの表示コンテンツに関連する関連情報を、サイネージの画面
又は携帯端末の画面の一方又は双方に表示する例である。
【００３６】
　このような第２実施形態は、第１実施形態（図１、図３など）に準じた構成、作用であ
るが、図６（構成図）及び図７（フローチャート）に示すように、次の点が異なる。なお
、図６は第２実施形態の構成図であるが、図６における括弧内の符号３３（サーバ）、Ｋ
３（携帯端末）、３７（変化送信部）及び８２（変化処理部）に読み替えることで、第２
実施形態と構成に共通点の多い第３実施形態において、動作の異なる要素を異なる符合で
示すものであり、第３実施形態において説明する。
【００３７】
　第２実施形態において、携帯端末Ｋ２の操作送信部８６は、変化処理部８１が前記指示
データを受信し前記変化を生じさせた（図７のステップＳＴ７）場合において、前記コン
テンツに関連する所定の関連情報にアクセスするための所定の操作を受け付けると共に（
ステップＳＴ８２）、その受け付けた操作に応じた操作データをサーバ装置３２へ送信す
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る（ステップＳＴ９。操作送信処理）。
【００３８】
　この操作データの送信を受けるサーバ３２は、前記コンテンツに対応する所定の関連情
報を記憶している関連情報記憶手段として関連情報ＤＢ３１を有する。図２（３）は、こ
の関連情報ＤＢ３１に記憶しているデータの単純な一例を示すもので、サイネージ（サイ
ネージＩＤ）ごとに、表示しているコンテンツのコンテンツＩＤと、そのコンテンツに関
連する関連情報として、詳細情報をウェブ閲覧するためのＵＲＬと、を対応付けて記憶し
ている。
【００３９】
　そして、第２実施形態では、サーバ３２の表示制御手段である表示制御部４１は、変化
送信部３６が送信した指示データに応じて、所定の操作データを返信してきた携帯端末Ｋ
２又はその携帯端末Ｋ２に対応（図２（２））しているサイネージＩＤに対応するサイネ
ージ１の少なくとも一方に対し、そのサイネージで表示している前記コンテンツに対応す
る関連情報を関連情報ＤＢ３１から取得するとともに、この関連情報に基づいた表示を行
わせるための表示制御データを送信する（ステップＳＴ１０１。表示制御処理）。
【００４０】
　このような表示制御データの形式や構成手法は自由であるが、例えば、関連情報がＵＲ
Ｌなどであり、これに基づく表示をサイネージ１や携帯端末Ｋ２で行ってもよい。この場
合、操作データがウェブ閲覧におけるブラウザからのページリクエストやＰＯＳＴ送信に
あたる場合、表示制御データは、それに応じてサーバが返信するＨＴＭＬファイルなどの
ウェブページデータとしても実現可能である。また、独自の専用形式で関連情報を受信し
ブラウザに渡すなどして表示する関連情報表示部９０を設けてもよく、すなわち、第２実
施形態では関連情報表示部９０は必須ではない。
【００４１】
　詳細情報の内容的な例としては、例えば、サイネージのコンテンツが、商品やサービス
に関する静止画や短い動画などの簡易な広告であるのに対し、携帯端末での所定の操作を
受け、サイネージや携帯端末の画面に、その商品やサービスに関する詳細情報ページや長
編広告を表示するなどである。
【００４２】
　以上のように、第２実施形態では、サイネージに設けた通信手段と、携帯電話情報処理
装置を介し、サイネージ近傍の携帯端末をその発する信号中の識別情報をもとに端末ＩＤ
で識別し、サーバ装置からの指示データで端末の表示を変化させることで連係動作（この
場合は詳細情報へのアクセス）できることを通知する。
【００４３】
　そして、携帯端末からの操作データに応じて端末自体又はサイネージ画面に、（広告等
の）コンテンツに対応する詳細情報などの関連情報を表示させる。これにより、サイネー
ジに二次元バーコードを表示して読み取らせるなどの煩雑な操作無しで、携帯端末の操作
で詳細情報へアクセスするという連係動作を実現できる。
【００４４】
〔５．第３実施形態〕
　上記第２実施形態では、携帯端末に表示させるコンテンツの関連情報は、携帯端末での
所定の操作を待ってサーバから送信したが、第３実施形態は、関連情報を事前にサーバか
ら送信しておく例である。
【００４５】
　このような第３実施形態は、第２実施形態に準じた構成、作用であるが、図６の構成図
（括弧内に記載のサーバ３３、携帯端末Ｋ３、変化送信部３７及び変化処理部８２に読み
替える）及び図８（フローチャート）に示すように、次の点が異なる。すなわち、第３実
施形態でサーバ３３の変化送信部３７は、ＩＤ受信部３０が受信した端末ＩＤに対応した
携帯端末Ｋ３に対して、所定の表示上の変化を起こさせる指示データとともに、前記コン
テンツに対応する前記関連情報を関連情報ＤＢ３１から取得して送信する（ステップＳＴ
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６０。変化送信処理）。
【００４６】
　そして、携帯端末Ｋ３は、変化処理手段である変化処理部８２と、関連情報表示手段で
ある関連情報表示部９０と、を有し、このうち変化処理部８２は、サーバ３３から指示デ
ータとともに、コンテンツに対応する所定の関連情報を受信した場合に、表示画面におい
て所定の表示上の変化を生じさせる（ステップＳＴ３７。変化処理）。
【００４７】
　また、関連情報表示部９０は、変化処理部８２が指示データを受信し前記変化を生じさ
せた場合において（ステップＳＴ３７）、コンテンツに関連する関連情報にアクセスする
ための所定の操作を受け付けると（ステップＳＴ８２）、指示データとともに変化処理部
８２が受信した関連情報に基づく情報表示を行う（ステップＳＴ３９。関連情報表示処理
）。
【００４８】
　以上のように、第３実施形態では、サイネージに設けた通信手段と、携帯電話情報処理
装置を介し、サイネージ近傍の携帯端末をその発する信号中の識別情報をもとに端末ＩＤ
で識別し、サーバ装置からの指示データで端末の表示を変化させることで連係動作（この
場合は詳細情報へのアクセス）できることをユーザに通知する。
【００４９】
　そして、携帯端末で所定の操作がされると、指示データとともに予め送られたＵＲＬや
ウェブページデータなどの関連情報に基づく情報表示（広告主サイトなどにブラウザアク
セスなど）を行うことにより、サイネージに二次元バーコードを表示して読み取らせるな
どの煩雑な操作無しで、携帯端末の操作で詳細情報へアクセスするという連係動作を実現
できる。しかも、関連情報の表示が携帯端末自体で完結することにより、表示した情報を
見ながら近くの店舖に向かうなど優れた効果を短時間で得やすくなる利点も生じる。
【００５０】
〔６．第４実施形態〕
　第４実施形態は、第２実施形態の構成に加え、携帯端末からサイネージをリモコンした
コンテンツの特徴情報を記録し、ターゲティング広告に利用する例である。
〔６－１．構成〕
　第４実施形態は、第２実施形態の構成に加え、図９に示すように、次のような構成要素
も備える。まず、第４実施形態におけるサーバ３４は、サイネージ１での表示に係る前記
コンテンツの特徴を表す特徴情報を取得する特徴取得手段である特徴取得部４５と、接触
履歴ＤＢ４８と、を有する。ここで、「特徴情報」は、例えば、コンテンツに対応するキ
ーワードすなわち特徴語や、ジャンル、カテゴリなどの情報である。また、接触履歴ＤＢ
４８は、前記コンテンツの表示中に前記操作データを返信してきた携帯端末Ｋ２の前記端
末ＩＤと、特徴取得部４５が取得した前記特徴情報と、を、図２（５）に例示するように
、相互に対応付けて記憶する履歴記憶手段である。
【００５１】
　また、サーバ３４は、広告ＤＢ６５を有し、この広告ＤＢ６５は、図２（６）に例示す
るように、広告情報（例えば、Ｆｌａｓｈ（登録商標）などのインタラクティブ動画ファ
イルや画像ファイルとＵＲＬのセットなど）と特徴情報（この例では特徴語）とを相互に
対応付けて記憶している広告記憶手段である。
【００５２】
　また、サーバ３４は、ウェブアクセスを受け付けて広告を含むウェブページデータを返
信するアクセス受付手段であるアクセス受付部５０と、アクセス元の端末ＩＤに対応する
特徴情報を取得する端末ＩＤ参照手段であるＩＤ参照部５５と、特徴情報に応じた広告情
報を選択する広告選択手段である広告割当部６０と、を有する。
【００５３】
〔６－２．作用〕
　上記のように構成した第４実施形態における処理手順を図１０のフローチャートに示す
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〔６－２－１．特徴情報の取得と記憶〕
　すなわち、第４実施形態では、サーバ３４の特徴取得部４５が、操作データに基づく表
示制御データの送信などのタイミングで、サイネージ１での表示に係る前記コンテンツの
特徴を表す特徴情報を取得し（ステップＳＴ１４。特徴取得処理）、図２（５）に例示す
るように、前記コンテンツの表示中に前記操作データを返信してきた携帯端末Ｋの端末Ｉ
Ｄと相互に対応付けて接触履歴ＤＢ４８に記憶させる（ステップＳＴ１５）。
【００５４】
　ここで、特徴情報を取得する手法の一例は、関連情報ＤＢ３１などに、図２（４）に例
示するように、サイネージ（サイネージＩＤ）とその表示予定コンテンツ（コンテンツＩ
Ｄ）に対応付けて予め特徴語を記憶しておき、操作データの返信を受けたときに該当する
ものを取得することである。
【００５５】
　また、コンテンツの供給態様やデータ形式などに応じて他の手法の採用も自由であり、
例えば、コンテンツをサーバ３４からサイネージ１に送信する際に又はサイネージ１から
転送を受けて、コンテンツに対応するＥＰＧ（電子番組表）などの電子的メタデータに含
まれるジャンルやカテゴリなどの情報を抽出して特徴情報にすることが考えられる。また
、そのようなメタデータに含まれる番組名や解説文字列、また、ウェブページ形式のコン
テンツを構成するＨＴＭＬなどウェブページデータの文字列から、ｔｆ－ｉｄｆなど公知
の特徴語抽出アルゴリズムで特徴語を抽出すれば、多様なコンテンツに即応可能となる。
【００５６】
　特に、前記のようなメタデータに含まれるコンテンツのジャンルやカテゴリなどの種別
情報を、特徴取得部４５が表示制御部１５から受領し、そのまま特徴情報とすれば、デー
タ量も少なくて済み、処理負荷軽減の利点がある。また、サイネージ側で抽出した特徴情
報をサイネージＩＤと共に送信させ、操作データに係る携帯端末Ｋ２とサイネージＩＤで
照合し対応付けたうえ、サイネージＩＤは記録しない態様でもよい。
【００５７】
〔６－２－２．ウェブアクセス時の利用〕
　その後、アクセス受付部５０が、携帯端末Ｋ２からのウェブアクセスを受け付けた際（
ステップＳＴ１７。ウェブ表示処理）、ＩＤ参照部５５が、そのウェブアクセスに含まれ
るアクセス元の端末ＩＤに対応する特徴情報を、接触履歴ＤＢ４８を参照して取得する（
ステップＳＴ１８。端末ＩＤ参照処理）。
【００５８】
　そして、広告割当部６０は、ＩＤ参照分５５が取得した特徴情報に対応する広告情報を
、広告ＤＢを参照して選択し（広告選択処理）、アクセス受付部５０がアクセス元に対し
、広告割当部６０が選択した前記広告情報を含むウェブページを表示するためのウェブペ
ージデータを返信する（ステップＳＴ１９）。例えば、図２の例では、アクセス元の端末
ＩＤ「ＡＢＣ３４５…」に対応する特徴語が「携帯」「定額」などである場合（図２（５
））、その携帯端末Ｋ２に提供されるウェプページには、その特徴語「携帯」を指定特徴
語に含む広告ＩＤ「ＱＲ２３４…」の広告情報（図２（６））を割り当てる。
【００５９】
〔６－３．効果〕
　上記のような第４実施形態では、サイネージに表示したコンテンツに対応するジャンル
やキーワード等の特徴情報を（特徴取得部４５で）取得し、そのコンテンツに対してリモ
コン操作や関連情報へのアクセス操作を行ったユーザの端末ＩＤと対応付けて蓄積し、タ
ーゲティング広告に利用することにより、ユーザの興味や関心により高精度に合致した効
果的な広告が展開可能となる。
【００６０】
〔７．他の実施形態〕
　なお、上記実施形態は例示に過ぎず、本発明は、以下に例示するものやそれ以外の他の



(12) JP 5094765 B2 2012.12.12

10

20

30

40

実施態様も含むものである。例えば、各構成図、データの図、フローチャートの図などは
例示に過ぎず、各要素の有無、その順序や具体的内容などは適宜変更可能であり、サーバ
装置単独でも、本発明の一態様である。
【００６１】
　また、携帯端末からの操作をもとに、第１実施形態ではサイネージをリモコンする例、
第２実施形態ではコンテンツの関連情報をサイネージ又は携帯端末に表示する例を示した
が、サイネージのリモコンと関連情報の表示は併用も可能で、例えば、携帯端末でサイネ
ージアイコンの点滅など表示の変化が生じた場合に、メニューからの所定の選択操作で、
サイネージをリモコンするか又は関連情報を閲覧するかを選ぶようにすれば携帯端末のユ
ーザの多様な需要に応え利便性が改善できる。
【００６２】
　また、第４実施形態では、第２実施形態のように関連情報を閲覧した接触履歴をターゲ
ティング広告に活用する例を示したが、第１実施形態のようにサイネージをリモコンした
接触履歴をターゲティング広告に活用したり、関連情報を閲覧した接触履歴とサイネージ
をリモコンした接触履歴の双方をターゲティング広告に活用すれば、一層優れた広告効果
を、より多くの機会に得ることが可能となる。
【符号の説明】
【００６３】
Ｎ　通信ネットワーク
１　サイネージ
Ｋ，Ｋ２　携帯端末
２　制御装置（携帯電話情報処理装置）
３，３２～３４　サーバ装置
４　表示部
Ｄ　表示装置
５　演算制御部
６　記憶装置
７　通信手段
１０　通信制御部
１５　表示制御部
２０　携帯情報ＤＢ
２５　端末ＩＤ検索部
２８　端末ＩＤ送信部
３０　ＩＤ受信部
３１　関連情報ＤＢ
３５～３７　変化送信部
３９　操作受信部
４０，４１　表示制御部
４２　専有制御部
４５　特徴取得部
４８　接触履歴ＤＢ
５０　アクセス受付部
５５　ＩＤ参照部
６０　広告割当部
６５　広告ＤＢ
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