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(57)【要約】
【課題】広告対象者の属性に応じて、最適な音声や香り
を送出し、広告を効果的に行う。
【解決手段】カメラ５０により広告対象者を撮影し、撮
影した画像に基づいて、広告対象者の属性および位置を
判別し、判別の結果に基づいて、属性に対応する広告音
声を超指向性スピーカ４０により広告対象者に向けて送
出し、属性に対応する広告用香りを香り生成送出ユニッ
ト７０により広告対象者に向けて送出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告対象者を撮影し、
　撮影した画像に基づいて、広告対象者の属性および位置を判別し、
　前記判別の結果に基づいて、前記属性に対応する広告音声および広告用香りを前記広告
対象者に向けて送出することを特徴とする広告装置。
【請求項２】
　請求項１記載の広告装置において、
　前記広告対象者を撮影する撮影手段と、
　前記撮影手段により撮影された広告対象者の画像に基づいて、予め設定した複数の属性
のうち、当該広告対象者がいずれの属性に該当するかを判別する属性判別手段と、
　前記属性に基づいて発生すべき前記広告用香りを予め設定された複数の広告用香りから
選択し、発生する香り発生手段と、
　前記広告用香りの送出方向を調整する方向調整手段と、
　前記広告用香りを送出する送出手段と、
　前記方向調整手段によって、前記送出手段における前記広告用香りの送出方向を前記広
告対象者に向けさせて送出させる制御手段と、
　を備えたことを特徴とする広告装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の広告装置において、
　前記送出手段は、空気砲として構成されていることを特徴とする広告装置。
【請求項４】
　請求項２または請求項３記載の広告装置において、
　特定の方向に音声を出力する超指向性スピーカを備え、
　前記方向調整手段は、前記超指向性スピーカの音声出力方向を調整し、
　前記制御手段は、前記超指向性スピーカの音声出力方向を前記広告対象者に向けさせて
、前記音声を送出させる、
　ことを特徴とする広告装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の広告装置において、
　広告を表示する広告表示面を有し、
　前記撮影手段は、前記広告表示面を人物が視認可能な範囲を撮影するものであることを
特徴とする広告装置。
【請求項６】
　請求項５記載の広告装置において、
　前記広告の表示面として、広告画像を表示する表示装置の表示画面を配置することを特
徴とする広告装置。
【請求項７】
　広告対象者を撮影する過程と、
　撮影した画像に基づいて、広告対象者の属性および位置を判別する過程と、
　前記判別の結果に基づいて、前記属性に対応する広告音声および広告用香りを前記広告
対象者に向けて送出する過程と、
　を備えたことを特徴とする広告装置の制御方法。
【請求項８】
　広告対象者を撮影する撮影装置と、広告用音声を出力する音声出力装置と、広告用香り
を発生する香り発生装置と、を備えた広告装置をコンピュータにより制御するための制御
プログラムにおいて、
　前記撮影装置により撮影させた画像に基づいて、広告対象者の属性および位置を判別す
る機能と、
　前記判別の結果に基づいて、前記音声出力装置により出力された前記属性に対応する広
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告音声および前記香り発生装置により発生させた広告用香りを前記広告対象者に向けて送
出する機能と、
　を前記コンピュータに実現させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告装置、広告装置の制御方法及び制御プログラムに係り、特に広告対象者
の属性に併せてより好適な広告を行うための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な方法で広告が行われているが、どのような広告が効果的かは、商品の内容
はもちろんのこと、広告が対象とする顧客層（広告対象者）等によって異なることが知ら
れている。このため、従来においては、広告印刷物を配布して、その広告効果を分析する
手法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２３３７０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述したように、効果的な広告は、広告対象者によって異なるため、より効果的な広告
を行うことが望まれている。
　一方、広告は、音声や文字情報に限らず、焼鳥屋や鰻屋の匂い、化粧品の香りなどのよ
うに、嗅覚においても絶大な効果を奏する場合がある。
　そこで、本発明の目的は、広告対象者の属性に応じて、最適な音声や香りを送出し、広
告を効果的に行うことが可能な広告装置、広告装置の制御方法及び制御プログラムを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、本発明の第１態様は、広告対象者を撮影し、撮影した画像に
基づいて、広告対象者の属性および位置を判別し、前記判別の結果に基づいて、前記属性
に対応する広告音声および広告用香りを前記広告対象者に向けて送出することを特徴とし
ている。
　上記構成によれば、広告対象者の属性（例えば、性別、年代層など）に応じてより好適
な広告音声および広告用香りを広告として送出するので、広告効果を向上させることがで
きる。
　本発明の第２態様は、第１態様において、前記広告対象者を撮影する撮影手段と、前記
撮影手段により撮影された広告対象者の画像に基づいて、予め設定した複数の属性のうち
、当該広告対象者がいずれの属性に該当するかを判別する属性判別手段と、前記属性に基
づいて発生すべき前記広告用香りを予め設定された複数の広告用香りから選択し、発生す
る香り発生手段と、前記広告用香りの送出方向を調整する方向調整手段と、前記広告用香
りを送出する送出手段と、前記方向調整手段によって、前記送出手段における前記広告用
香りの送出方向を前記広告対象者に向けさせて送出させる制御手段と、を備えたことを特
徴としている。
　上記構成によれば、撮影手段は、広告対象者を撮影し、属性判別手段は、撮影手段によ
り撮影された広告対象者の画像に基づいて、予め設定した複数の属性のうち、当該広告対
象者がいずれの属性に該当するかを判別する。
　香り発生手段は、属性に基づいて発生すべき広告用香りを予め設定された複数の広告用
香りから選択し、発生する。
　これらにより、制御手段は、方向調整手段によって、送出手段における広告用香りの送
出方向を広告対象者に向けさせて送出させる。
　したがって、確実に属性に対応する広告対象者に広告用香りを送出することができ、効
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果的な広告が行える。
　本発明の第３態様は、第１態様または第２態様において、前記送出手段は、空気砲とし
て構成されていることを特徴としている。
　したがって、ある程度の距離にいる広告対象者であっても、迅速かつ確実に広告用香り
を送出して届けることが可能となる。
　本発明の第４態様は、第２態様または第３態様において、特定の方向に音声を出力する
超指向性スピーカを備え、前記方向調整手段は、前記超指向性スピーカの音声出力方向を
調整し、前記制御手段は、前記超指向性スピーカの音声出力方向を前記広告対象者に向け
させて、前記音声を送出させる、ことを特徴としている。
　上記構成によれば、方向調整手段は、超指向性スピーカの音声出力方向を調整し、制御
手段は、超指向性スピーカの音声出力方向を前記広告対象者に向けさせて、音声を送出さ
せるので、確実に属性に対応する広告対象者に広告用の音声を広告用香りとともに、送出
することができ、より一層効果的な広告が行える。
　本発明の第５態様は、第１態様ないし第４態様のいずれかにおいて、広告を表示する広
告表示面を有し、前記撮影手段は、前記広告表示面を人物が視認可能な範囲を撮影するも
のであることを特徴としている。
　上記構成によれば、撮影手段は、広告表示面を人物が視認可能な範囲を撮影するもので
あるので、広告表示面を視認可能な人物の中から広告対象者を選択することができ、広告
表示面の広告内容と連携して、広告対象者に広告用の音声を広告用香りとともに、送出す
ることができ、より一層効果的な広告が行える。
　本発明の第６態様は、第５態様において、前記広告の表示面として、広告画像を表示す
る表示装置の表示画面を配置することを特徴としている。
　上記構成によれば、表示面には、動的（静止画の切替表示、動画像の表示など）に広告
画像を表示させることができ、視覚、聴覚、嗅覚を連携させた有効な広告を行うことがで
きる。
　本発明の第７態様は、広告対象者を撮影する過程と、撮影した画像に基づいて、広告対
象者の属性および位置を判別する過程と、前記判別の結果に基づいて、前記属性に対応す
る広告音声および広告用香りを前記広告対象者に向けて送出する過程と、を備えたことを
特徴としている。
　上記構成によれば、広告対象者の属性（例えば、性別、年代層など）に応じてより好適
な広告音声および広告用香りを広告として送出するので、広告効果を向上させることがで
きる。
　本発明の第８態様は、広告対象者を撮影する撮影装置と、広告用音声を出力する音声出
力装置と、広告用香りを発生する香り発生装置と、を備えた広告装置をコンピュータによ
り制御するための制御プログラムにおいて、前記撮影装置により撮影させた画像に基づい
て、広告対象者の属性および位置を判別する機能と、前記判別の結果に基づいて、前記音
声出力装置により出力された前記属性に対応する広告音声および前記香り発生装置により
発生させた広告用香りを前記広告対象者に向けて送出する機能と、を前記コンピュータに
実現させることを特徴としている。
　上記構成によれば、広告対象者の属性（例えば、性別、年代層など）に応じてより好適
な広告音声および広告用香りを広告として送出するので、広告効果を向上させることがで
きる。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、広告対象者の属性に応じて、最適な音声や香りを送出し、少なくとも
聴覚と嗅覚とを介して、広告対象者を引きつけることにより、高い広告効果を得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
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　図１は、本実施形態に係る広告システムの機能的構成を示すブロック図である。
　広告システム１は、制御装置１０に、超指向性スピーカ４０、メインスピーカ４５（主
スピーカ）、カメラ５０、表示装置６０、香り（匂い）生成送出ユニット７０を各々接続
して構成される。
　広告装置としての広告システム１は、表示装置６０によって、広告の画像を表示すると
ともに、この広告の画像と同期する広告音声を、メインスピーカ４５から出力する。
　この広告画像及び広告音声の出力中に、広告システム１は、表示装置６０の広告画像を
視認可能な範囲をカメラ５０により撮影し、この範囲にいる人を、撮影画像に基づいて検
出する。さらに広告システム１は、検出した人の属性（性別、年齢層など）を判別し、当
該人に向けて、判別した属性に対応する広告音声（副音声）を超指向性スピーカ４０から
出力するとともに、属性に対応する広告用香りを香り生成送出ユニット７０により生成し
て、送出することとなる。
【０００７】
　超指向性スピーカ４０は、パラメトリックスピーカと呼ばれる高い指向性を有するスピ
ーカであって、その音声出力方向に位置する人のみ、或いは、その人の近傍にいる人を含
めた少数の人にのみ聞こえるように音声を出力する。具体的な例を挙げると、超音波トラ
ンスデューサを備え、この超音波トランスデューサによって超音波帯域の搬送波を可聴帯
域の音声信号によって変調した変調波を出力する超音波スピーカを、超指向性スピーカ４
０として用いることができる。超指向性スピーカ４０は、制御装置１０から入力される音
声信号に基づいて、その正面に向けて音声を出力する。
【０００８】
　超指向性スピーカ４０は、回動台座４１により支持される。回動台座４１は、超指向性
スピーカ４０および後述する香り生成送出ユニット７０を回動可能に設置するための台座
であり、回動されることにより超指向性スピーカ４０の音声出力方向および香り送出ユニ
ット７２の香り送出方向を調整する方向調整機構として機能する。本実施形態の回動台座
４１は、一例として、１軸、２軸または３軸の可動軸（図示略）と、この可動軸を中心と
して超指向性スピーカ４０および香り送出ユニット７２を一体として向きを変えるモータ
（図示略）とを備えている。後述するように、制御装置１０の制御によって回動台座４１
を動作させることで、超指向性スピーカ４０の音声出力方向及び香り送出ユニット７２の
香り送出方向を任意の向きに変更することが可能である。
　これに対し、メインスピーカ４５は通常の指向性を有するスピーカであって、概ね表示
パネル６５の前方に向かって、超指向性スピーカ４０に比べて広い範囲に音声を出力可能
である。本実施形態において、メインスピーカ４５は２個一対のステレオスピーカで構成
され、制御装置１０から入力される音声信号に基づいて左右２チャンネルのステレオ音声
を出力する。
【０００９】
　カメラ５０は、第１カメラ５０Ａおよび第２カメラ５０Ｂを備えている。
　第１カメラ５０Ａおよび第２カメラ５０Ｂは、静止画像又は動画像を撮影するカメラで
あって、制御装置１０の制御に従って撮影を行い、それぞれ撮影画像データを制御装置１
０に出力する。
　第１カメラ５０Ａと第２カメラ５０Ｂとは、同一構成を有し、それぞれ制御装置１０に
接続されるインタフェース部５１と、撮影制御部５２と、撮影部５３と、を備えている。
　第１カメラ５０Ａあるいは第２カメラ５０Ｂの撮影部５３は、ＣＣＤイメージセンサや
ＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子（図示略）、撮影レンズ群（図示略）、ズームやフ
ォーカス等の調整を行うためにレンズ群を駆動するレンズ駆動部（図示略）等を備え、撮
影制御部５２の制御に従って撮影を行う。撮影制御部５２は、インタフェース部５１を介
して入力される制御信号に従って、撮影部５３のレンズ駆動部を動作させて所定の撮影条
件を実現させ、この条件下で撮影部５３が備える撮像素子から出力されるデータを所定形
式のデータに変換し、撮影画像データとして、インタフェース部５１を介して出力する。
インタフェース部５１は、有線のケーブルまたは無線通信回線を介して制御装置１０に接
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続され、制御装置１０から入力される制御信号を受信して撮影制御部５２に出力するとと
もに、撮影制御部５２から入力される撮影画像データ等を制御装置１０に出力する。
【００１０】
　表示装置６０は、制御装置１０の制御に従って広告の画像（静止画像及び動画像を含む
）を表示する。
　表示装置６０は、制御装置１０に接続されるインタフェース部６１と、インタフェース
部６１を介して入力された表示信号を取得する描画制御部６２と、描画制御部６２に接続
された描画メモリ６３と、描画制御部６２の制御に従って表示パネル６５を駆動する表示
駆動回路６４と、表示パネル６５とを備えている。
　描画制御部６２は、インタフェース部６１を介して制御装置１０から入力された表示信
号に基づいて、表示用の画像を描画メモリ６３に描画する。そして、描画制御部６２は、
表示パネル６５における描画タイミングに合わせて描画メモリ６３から画像を読み出し、
表示駆動回路６４に出力する。表示駆動回路６４は、描画制御部６２から入力された画像
に基づいて表示パネル６５を駆動し、画像を表示させる。
【００１１】
　ここで、表示パネル６５は、液晶表示パネル、プラズマ表示パネル、或いは有機ＥＬパ
ネル等のフラットディスプレイパネルにより構成される。表示パネル６５が透過型の液晶
表示パネルで構成される場合、表示装置６０はバックライト装置（図示略）を備え、表示
駆動回路６４は、表示パネル６５を駆動するとともにバックライト装置の点灯制御を行い
、所定のタイミングで点灯させる。また、表示パネル６５がプラズマ表示パネルや有機Ｅ
Ｌパネル等の自発光型のものである場合、バックライト装置は不要である。
　また、表示装置６０には、表示パネル６５の両側方に並ぶように、２個のメインスピー
カ４５が取り付けられており、表示パネル６５を見ている人に向けてメインスピーカ４５
から音声が出力される。
【００１２】
　香り生成送出ユニット７０は、香り発生用液が後述の香りカセット７７から供給され、
香り発生用液を気化あるいはミスト化し、一または複数種類の香り発生用液を空気中で拡
散させることにより広告用香りを生成する香り生成ユニット７１と、香り生成ユニット７
１により生成した広告用香りを空気砲の原理（香りを含む空気で渦輪を形成して送出）に
より所定方向に送出する香り送出ユニット７２と、を備えている。
【００１３】
　図２は、店舗に広告システムを設置した一例を示す外観斜視図である。
　なお、本実施例では店舗における広告システムで説明するが、これに限らず、駅、通路
などの広告システムにも本発明は適用できる。
店舗は、壁１０１に沿って通路１０２が形成されており、通路１０２には、表示装置６０
がその表示画面としての表示パネル６５を通路１０２に向けて、壁１０１に掛けられてお
り、通路１０２を通る人（客）から表示パネル６５を視認できるよう設置されている。
　さらに表示パネル６５の中央上方には、超指向性スピーカ４０、カメラ５０および香り
生成送出ユニット７０を収納した指向性ユニット８０が設置されている。
　図２に示すように、超指向性スピーカ４０及びカメラ５０（＝第１カメラ５０Ａおよび
第２カメラ５０Ｂ）は、指向性ユニット８０の上部に取り付けられている。
【００１４】
　超指向性スピーカ４０は、その音声出力方向が主に表示パネル６５の前方に向くよう取
り付けられ、香り生成送出ユニット７０も香り送出方向が主に表示パネル６５の前方に向
くよう取り付けられる。本実施形態では、回動台座４１は二つの直交する可動軸を有し、
水平方向及び垂直方向に、超指向性スピーカ４０の音声出力方向および香り生成送出ユニ
ット７０の香り送出方向を変更する。回動台座４１の可動範囲は特に限定されないが、典
型的な例としては、超指向性スピーカ４０の音声出力方向および香り生成送出ユニット７
０の香り送出方向を、表示パネル６５の正面方向を中心として左右方向及び上下方向（特
に左右方向）に変更する態様が挙げられる。超指向性スピーカ４０の音声出力方向および
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香り生成送出ユニット７０の香り送出方向は、広告対象者の顔位置に応じて変更されるこ
ととなる。
　これらに対し、メインスピーカ４５は、表示パネル６５の前面（表示面）と同じ向きに
固定的に配設され、その前面及び放射状に広がる方向に、音声を出力する。本実施形態で
はメインスピーカ４５は左右２チャンネルのステレオ音声を出力するものであり、例えば
、表示パネル６５の中央の真正面において音像定位が得られるようになっている。
【００１５】
　撮影手段としてのカメラ５０は、図２に示すように、広告の表示面としての表示パネル
６５の正面を含む表示パネル６５の前方を撮影するよう設置されている。第１カメラ５０
Ａの撮影範囲は、主として、表示パネル６５に表示される広告の画像を視認可能な範囲の
うち、表示パネル６５に向かって、左側に位置する人を撮影できるように配置され、第２
カメラ５０Ｂの撮影範囲は、主として、表示パネル６５に表示される広告の画像を視認可
能な範囲のうち、表示パネル６５に向かって、右側に位置する人を撮影できるように配置
される。
　本実施形態では、各カメラ５０Ａ、５０Ｂによって通路１０２の大部分をカバーできる
ような領域を撮影するとともに、表示パネル６５前の通路１０２に沿って移動する広告対
象者を撮影するために、各カメラ５０Ａ、５０Ｂのレンズの種類、設置位置等が調整され
ている。具体的には、２台のカメラ５０Ａ、５０Ｂにより広告対象者の移動範囲を含めて
十分な広さの領域撮影するために、焦点距離が３５～２４ｍｍの広角レンズや、２１ｍｍ
以下の超広角レンズ（焦点距離はいずれも３５ｍｍフィルム換算）を用いることが好まし
く、カメラ５０の設置位置を、図２に示すように表示パネル６５の中央上方に左右対称に
配置することが好ましい。
【００１６】
　また、本実施形態では、広告システム１が１組の超指向性スピーカ４０および香り生成
送出ユニット７０を用いて表示パネル６５の前方にいる広告対象者に音声および香りを送
出するため、回動台座４１の水平方向の可動範囲は、例えば１５０度、或いはそれ以上と
することが好ましい。
　なお、超指向性スピーカ４０、カメラ５０および香り生成送出ユニット７０の設置場所
の高さ位置は、広告用音声および広告用香りを広告対象者に送出可能な位置であれば、適
宜設定することが可能であるが、表示パネル６５に表示されている広告用画像と一体化を
図るためには、表示パネル６５の近傍であることが望ましい。また、カメラ５０Ａ、５０
Ｂによってより広範囲で、多くの広告対象者に広告用音声および広告用香りを送出するた
めには、超指向性スピーカ４０、カメラ５０および香り生成送出ユニット７０は高い場所
に設置した方が、効率の面からは好ましい。
【００１７】
　図３は、指向性ユニット内における超指向性スピーカ及び香り生成送出ユニットの設置
状態を示す斜視図である。また、図４は指向性ユニットの一部断面平面図である。
　指向性ユニット８０内には、回動台座４１が配置されており、この回動台座４１には、
回動アーム７３を介して、香り生成送出ユニット７０を構成する立方体形状のケーシング
７４が回動可能に支持されている。
　ケーシング７４の正面側の面には、超指向性スピーカ４０からの広告用音声および香り
生成送出ユニット７０からの広告用香りを送出するための開口７５が設けられている。
　さらにケーシング７４の開口７５が設けられた面に対向する面には、超指向性スピーカ
４０が配置され、下面には、香り生成送出ユニット７０の香り生成ユニット７１が配置さ
れ、上面には、香り生成送出ユニット７０の香り送出ユニット７２が配置されている。
　ここで、香り送出ユニット７２は、香りの送出時に空気砲として動作するため、ケーシ
ング７４の実効的な内容積を急激（パルス的）に小さくするためにケーシング７４内に向
けて突出する部材を有しており、この部材がケーシング７４内に突出することにより、渦
輪を形成して広告用香りを送出することとなる。
【００１８】
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　また、香り生成ユニット７１には、チューブ７６を介して、香り発生用液を収納した香
りカセット７７が複数接続されている。この香りカセット７７は、香り発生用液の送出、
停止を制御するために液送出口の開閉装置として機能する圧電素子が備えられており、圧
電素子により液送出口が開状態となると、香りカセット７７内の圧力により香り発生用液
は、チューブ７６を介して香り生成ユニット７１に供給される。そして、香り発生用液は
、香り生成ユニット７１により気化あるいはミスト化され、広告用香りとしてケーシング
７４内に滞留することとなる。この場合において、所定かつ複数の香りカセット７７内の
香り発生用液を所定の比率で混合して用いると全く別の香りとして認識されるように香り
を発生させることも可能である。
　この状態で、香り送出ユニット７２を駆動すると、空気砲の原理により広告用香りが渦
輪状となって広告対象者に向けて送出されることとなる。
　ケーシング７４の側部には、デザイン的な観点から図４に示すように、ガイドカバー７
８が取り付けられている。このガイドカバー７８は、図示しないガイド溝に沿ってケーシ
ング７４の回動に合わせて図４中、矢印方向にスライドすることとなる。
【００１９】
　広告システム１の各部を制御する制御装置１０は、例えば、パーソナルコンピュータと
して実現されるものである。
　制御装置１０は、図１に示すように、音声出力部１１、台座駆動部１２、入力部１３、
表示部１４、記録媒体読取部１５、インタフェース部１６、制御装置１０の各部を制御す
る制御部２０及び記憶部３０を備えている。
【００２０】
　音声出力部１１は、超指向性スピーカ４０及びメインスピーカ４５の各々に接続され、
制御部２０によって音声データが入力された場合に、この音声データに係る音声を出力す
るための音声信号を生成し、超指向性スピーカ４０及びメインスピーカ４５に出力する。
この音声出力部１１の動作により、メインスピーカ４５に対しては広告音声の音声信号が
出力され、超指向性スピーカ４０に対しては副音声の音声信号が出力される。メインスピ
ーカ４５はステレオスピーカであるため、音声出力部１１は、２個一対のメインスピーカ
４５の各々に左右チャンネルの音声信号を出力するものとしてもよい。
　台座駆動部１２は、制御部２０の制御に従って、回動台座４１が備えるモータ（図示略
）を駆動するための駆動信号や電源を供給する。この台座駆動部１２が回動台座４１に出
力する駆動信号や電源によって上記モータが所定角度だけ回動し、超指向性スピーカ４０
の音声出力方向および香り生成送出ユニット７０の香り送出方向が、制御部２０が決定し
た方向となる。
【００２１】
　入力部１３は、マウスやキーボード等の入力デバイスに接続され、これら入力デバイス
の操作を検出して、この操作に対応する操作信号を制御部２０に出力する。
　表示部１４は、制御部２０の制御に従って、各種情報を表示するものであり、例えば液
晶表示パネルを用いて構成される。
　記録媒体読取部１５は、ＣＤ、ＤＶＤ、或いは次世代型ＤＶＤ等の光ディスク型記録媒
体、ＭＯ等の光磁気記録媒体、磁気記録媒体、半導体記憶素子を利用した記憶装置、磁気
的記録媒体を利用した記録装置等から、プログラムやデータを読み取る装置である。記録
媒体読取部１５は、制御部２０の制御に従って、表示装置６０により表示する画像に係る
データや、超指向性スピーカ４０から出力する音声に係るデータ、制御部２０が実行する
プログラムや処理対象のデータ等を読み取って、制御部２０に出力する。記録媒体読取部
１５により読み取られたデータやプログラムは、制御部２０の制御に基づいて、記憶部３
０に記憶される。
【００２２】
　インタフェース部１６は、カメラ５０（第１カメラ５０Ａ、第２カメラ５０Ｂ）が備え
るインタフェース部５１、及び、表示装置６０が備えるインタフェース部６１に対し、有
線または無線により接続される。インタフェース部１６は、インタフェース部５１、６１
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との間において、制御信号や表示情報、撮影画像データ等の入出力を実行する。
【００２３】
　制御部２０は、制御装置１０の各部を中枢的に制御するものであり、ＣＰＵ、ＣＰＵに
よって実行される基本制御プログラムや処理されるデータ等を不揮発的に記憶するＲＯＭ
、ＣＰＵによって実行されるプログラムや処理されるデータ等を一時的に記憶するＲＡＭ
、及び、その他の周辺回路等を備えている。制御部２０は、ＲＯＭに記憶された基本制御
プログラムを読み出して実行することにより、制御装置１０の各部を制御する。さらに、
制御部２０は、ＲＯＭや記憶部３０に記憶されたプログラムを読み出して実行することで
、制御装置１０に接続された各部を制御することにより、制御装置１０の各種機能を実現
する。
　すなわち、制御部２０は、顔位置判定部２１、属性判別部２２、送出制御部２３、台座
制御部２４及び広告条件設定部２５の各機能部を有する。これらの機能部は、制御部２０
が有するＣＰＵが所定のプログラムを実行することで、実現される。
【００２４】
　顔位置判定部２１は、カメラ５０（第１カメラ５０Ａ、第２カメラ５０Ｂ）から入力さ
れる撮影画像データを解析して、カメラ５０の撮影画像に写っている人毎に、顔の位置を
判定する処理を行う。
　顔位置判定部２１は、カメラ５０（第１カメラ５０Ａ、第２カメラ５０Ｂ）の撮影画像
における人の姿を検出し、例えば、パターンマッチングにより顔の位置を判定する。
【００２５】
　属性判別部２２は、カメラ５０から入力される撮影画像データを解析して、カメラ５０
の撮影画像に写っている人毎に、属性を判別する処理を行う。属性判別部２２は、少なく
とも、各々の人の顔が表示パネル６５を向いているか否かを判定する。
　属性判別部２２は、カメラ５０の撮影画像から人の姿の部分を検出し、その人の姿の部
分について特徴を検出する。ここで検出される特徴は、画像中の頭髪の占める割合、頭髪
及び皮膚の色調、身長及び身幅とその比、顔の特徴、服装の色調等である。続いて属性判
別部２２は、検出した画像の特徴に基づいて、その人の属性として、例えば、性別や年代
を判別する。
【００２６】
　送出制御部２３は、超指向性スピーカ４０による広告音声の出力および香り生成送出ユ
ニット７０の広告用香りの送出を制御する。具体的には、送出制御部２３は、カメラ５０
の撮影画像に写っている人の中から、属性判別部２２により判別された人毎の属性に基づ
いて、超指向性スピーカ４０によって広告用音声を聴かせるとともに、広告用香りを届け
るべき広告対象者を選択する。
　そして、送出制御部２３は、広告対象者に適した広告用音声を、広告条件設定部２５に
より設定された広告条件および記憶部３０に記憶された選択用テーブル３３に基づいて選
択し、選択した広告用音声のデータを広告音声・香りデータ３２から読み出して音声出力
部１１に出力し、この広告用音声を出力するための音声信号を、音声出力部１１から超指
向性スピーカ４０へ出力させる。
　また、送出制御部２３は、広告対象者に適した広告用香りを広告条件設定部２５により
設定された広告条件および記憶部３０に記憶された選択用テーブル３３に基づいて選択し
、選択した広告用香りのデータを広告音声・香りデータ３２から読み出して香り生成送出
ユニット７０に出力し、この広告用香りを香り生成ユニット７１により生成させ、香り送
出ユニット７２に出力させる。
【００２７】
　台座制御部２４は、送出制御部２３によって選択された広告対象者に超指向性スピーカ
４０の広告用音声を聴かせ、香り送出ユニット７２により送出させた広告用香りを嗅覚に
訴えるため、カメラ５０を構成する第１カメラ５０Ａ、第２カメラ５０Ｂの撮影画像にお
ける広告対象者の位置（広告対象者が移動中の場合、移動予測位置）に基づいて、回動台
座４１を駆動する方向及び駆動量を算出し、算出結果に基づいて台座駆動部１２を制御し
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、回動台座４１を動作させる。
　この送出制御部２３及び台座制御部２４の動作により、カメラ５０によって撮影された
人のうち、特定の広告対象者に対して超指向性スピーカ４０から広告用音声が出力され、
香り生成送出ユニット７０から広告用香りが送出される。
【００２８】
　広告条件設定部２５は、送出制御部２３が超指向性スピーカ４０によって音声を聴かせ
、かつ、香り生成送出ユニット７０から送出された広告用香りを嗅覚に訴える広告対象者
を選択する際の条件を設定する。送出制御部２３は、上述したように、属性判別部２２に
より判別された人毎の属性に基づいて広告対象者を選択するが、この選択の基準を、広告
条件設定部２５において設定することとなる。
【００２９】
　記憶部３０は、磁気的、光学的記録媒体或いは半導体記憶素子を用いた記憶装置を備え
、各種のプログラムやデータ等を不揮発的に記憶する。また、記憶部３０は、広告画像デ
ータ３１、広告音声・香りデータ３２、選択用テーブル３３及び個人識別情報３４の各情
報を記憶する。
　広告画像データ３１は、表示装置６０によって表示される画像のデータであり、商品や
サービス等の広告用の静止画像または動画像のデータである。広告画像データ３１は、複
数の画像のデータを含んでいる。
　広告音声・香りデータ３２は、超指向性スピーカ４０から出力される広告用音声および
香り生成送出ユニット７０から送出される広告用香りのデータであり、広告画像データ３
１に含まれる各画像データの種類、及び、音声を聴かせる対象者の属性等に対応して、複
数の広告用音声データおよび広告用香りデータが広告音声・香りデータ３２に含まれる。
　選択用テーブル３３は、広告音声・香りデータ３２の中から、超指向性スピーカ４０が
出力する広告用音声および香り生成送出ユニット７０から送出される広告用香りを選択す
るためのテーブルであり、一組の広告音声・香りデータを決定するための条件等が設定さ
れている。
【００３０】
　例えば、選択用テーブル３３は、表示装置６０に表示される広告画像の種類と、対象者
がカメラ５０撮影画像において検出された回数と、対象者の属性と、をもとに広告用音声
データおよび広告用香りデータの組み合わせが決定される。
　すなわち、選択用テーブル３３には、表示装置６０に表示される広告画像の種類と広告
音声の主音声とが対応づけられ、さらに、広告画像の種類、対象者がカメラ５０の撮影画
像において検出された回数、対象者の属性（年代、性別）毎に、対応する広告用音声デー
タ（副音声）および広告用香りデータ音声データが設定されている。
　例えば、送出制御部２３が検出した広告対象者がカメラ５０の撮影画像から検出された
のが最初（１回目）であり、広告対象者の属性が２０－３０代の男性である場合には、対
応する広告用音声データとしては、居酒屋の広告用の音声データが設定され、広告用香り
データとしては、焼き鳥の匂いが設定される。
　同様に広告対象者の属性が女性である場合には、応する広告用音声データとしては、エ
ステティックサロンの広告用の音声データが設定され、広告用香りデータとしては、女性
が好むアロマの香りが設定される。
【００３１】
　個人識別情報３４は、カメラ５０の撮影画像に写っている人について、人毎に異同を識
別するための情報であり、例えば、属性判別部２２が属性を判別する際に検出した撮影画
像の特徴（特徴量）に関する情報を含んでいる。
　ここで、対象者がカメラ５０の撮影画像において検出された回数は、例えば、個人識別
情報３４を利用して求めることができる。
　すなわち、制御部２０は、属性判別部２２によってカメラ５０の撮影画像から人の姿の
部分の特徴を検出した後、検出した特徴に固有のＩＤを付して、個人識別情報３４に登録
する。そして、制御部２０は、属性判別部２２によってカメラ５０の撮影画像から人の姿
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の部分の特徴を検出した後で、個人識別情報３４に同様の特徴を有する人の画像の情報が
登録されているか否かを判定する。この判定により、カメラ５０の撮影画像から検出され
た人の姿が、以前にもカメラ５０の撮影画像において検出された人の姿であるかどうかが
判定でき、初めてカメラ５０の撮影画像に写った人の姿か否かがわかる。
【００３２】
　次に実施形態の主要部の動作について説明する。
　図５は、実施形態の処理フローチャートである。以下の説明においては、広告用香りを
先に選択し、その後、対応する広告用音声を選択する場合について説明する。
　まず、第１カメラ５０Ａ及び第２カメラ５０Ｂを用いて画像撮影を行う（ステップＳ１
１）。ここで、第１カメラ５０Ａは、主として右方向（図２中、左下方向）から移動する
人物を撮影し、捉えることが可能であり、第２カメラ５０Ｂは、左方向（図２中、右上方
向）から移動する人物を撮影し、捉えることが可能である。
　そして、制御部２０は、第１カメラ５０Ａ及び第２カメラ５０Ｂが撮像した画像の画像
処理を行い、画像に含まれる人物を抽出する（ステップＳ）。このとき、顔位置判定部２
１は、画像に含まれる人物の顔位置を判定し、その位置を香り送出範囲内で追尾するよう
に動作する。
　これと並行して属性判別部２２は、画像に含まれる人物の属性を検出する（ステップＳ
１３）。人物の属性としては、例えば、男性あるいは女性のいずれであるか、年齢層は、
子供、大人、高齢者のいずれであるか、服装はカジュアルあるいはフォーマルのいずれで
あるか等が判別される。
【００３３】
　次に、送出制御部２３は、ステップＳ１３において判別した属性に基づいて、広告音声
・香りデータ３２を参照し、広告用香りとしていずれを用いるかを判別し、選択する（ス
テップＳ１４）。
　続いて、香り生成ユニット７１により上述した手順により広告用香りを発生するととも
に（ステップＳ１５）、対応する広告対象者の位置を第１カメラ５０Ａ及び第２カメラ５
０Ｂが撮像した画像の画像処理により追尾する（ステップＳ１６）。
　続いて、制御部２０は、香り送出ユニット７２を駆動し、これにより、ケーシング７４
内に発生された香りは、空気砲の原理により、渦輪９０（図４参照）として開口７５より
吐出され、広告対象者に向けて送出される（ステップＳ１７）。このとき、開口７５の方
向は、広告対象者の移動に合わせて、到着位置及び到着予定時刻を算出して定められる。
【００３４】
　そして、当該広告用香りの到達予定時刻とほぼ同時に当該広告対象者に音声が到達する
用の超指向性スピーカ４０から音声が出力される（ステップＳ１８）。
　これらの結果、広告対象者に対し、当該広告対象者に向けて発生された広告用香りおよ
び耳元でささやくような広告用音声により、確実に広告情報を伝達することが可能となる
。
　換言すれば、広告システム１によれば、設定された属性に該当しない人には超指向性ス
ピーカ４０の広告用音声および香り生成送出ユニット７０の広告用香りを送出せず、設定
された属性の人に対してのみ広告用音声および広告用香りを確実に伝えることで、効果的
に広告への注目を集めることができ、より高い広告効果が期待できる。
【００３５】
　以上説明したように、本発明を適用した実施形態に係る広告システム１によれば、個々
の人物（広告対象者）の属性（性別、年代層など）に応じたより好適な広告を、当該広告
に関連する香りを含めて効果的に表現することができ、より多くの広告対象者の興味を引
いて、効果的な広告配信を行い、ひいては、高い広告効果を得ることができる。
【００３６】
　なお、上述した実施形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の範
囲内で任意に変形および応用が可能である。
　以上の説明においては、個々の広告対象者に合わせて広告用香りおよび広告用音声を送
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、属性分布を判別し、最も多数の属性に即した広告用香り及び広告用音声を送出するよう
に構成することも可能である。
　以上の説明においては、広告システムは、表示装置を用いていたが、表示装置に代えて
、紙または合成樹脂製のシートからなるポスターを掲示する掲示板としたり、壁面に直接
広告が描かれている場合に、この壁面自体を広告として扱ったりすることも可能である。
【００３７】
　以上の説明においては、属性として人物の性別や年代を判別する構成としたが、判別さ
れる属性は性別に限らず、日本人であるか外国人であるかを判別する構成とし、日本人の
場合にはこの人物に対し日本語の広告用音声が出力されるようにし、外国人の場合にはこ
の人物に対し外国語の広告用音声が出力されるようにし、かつ、対応する人向けの広告用
香りを生成するようにしてもよい。
　また、以上の説明においては、表示装置６０の上方に超指向性スピーカ４０、カメラ５
０および香り生成送出ユニット７０を収納した指向性ユニット８０が設置される構成を例
に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、表示装置６０から離れた
場所に超指向性スピーカ４０、メインスピーカ４５、カメラ５０あるいは香り生成送出ユ
ニット７０を設置することも可能である。
【００３８】
　さらに、上記実施形態における超指向性スピーカ４０、カメラ５０および香り生成送出
ユニット７０の数についても任意であり、制御部２０が実行するプログラムは記憶部３０
や記録媒体読取部１５によって読み取り可能な記録媒体に記録するほか、通信ネットワー
ク（図示略）を介してダウンロードすることも可能であり、その他、広告システム１を構
成する細部構成等についても、任意に変更可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態に係る広告システムの機能的構成を示すブロック図である。
【図２】店舗に広告システムを設置した一例を示す外観斜視図である。
【図３】指向性ユニット内における超指向性スピーカ及び香り生成送出ユニットの設置状
態を示す斜視図である。
【図４】指向性ユニットの一部断面平面図である。
【図５】実施形態の処理フローチャートである。
【符号の説明】
【００４０】
　１…広告システム、１０…制御装置（方向調整手段）、１１…音声出力部、１２…台座
駆動部、２０…制御部、２１…顔位置判定部、２２…属性判別部（属性判別手段）、２３
…送出制御部、２４…台座制御部、２５…広告条件設定部、３２…広告音声・香りデータ
、３３…選択用テーブル、４０…超指向性スピーカ、４１…回動台座、５０…カメラ（撮
影手段）、５０Ａ…第１カメラ撮影手段）、５０Ｂ…第２カメラ撮影手段）、６０…表示
装置、６５…表示パネル、７０…香り生成送出ユニット（香り発生手段、送出手段）、７
１…香り生成ユニット（香り発生手段）、７２…香り送出ユニット（送出手段）、７３…
回動アーム（方向調整手段）、７４…ケーシング、７５…開口、７６…チューブ、７７…
カセット、８０…指向性ユニット、９０…渦輪。
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