
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告サーバ、広告表示端末および移動端末からなる広告配信システムであって、
　前記広告サーバは、
　前記広告表示端末に配信するための広告データを書き込んで蓄積した広告表示端末広告
データベースと、
　前記広告表示端末に前記広告データを配信するためのスケジュールである配信スケジュ
ールを書き込んで記憶する配信スケジュール記憶部と、
　前記移動端末に送信するための広告データを書き込んで蓄積した移動端末用広告データ
ベースと、
　前記広告表示端末ごとに、該広告表示端末に配信した前記広告データのタイトルや、該
広告データに対応した移動端末用の広告データに関する情報を書き込んで蓄積した移動端
末用広告情報データベースと、
　前記配信スケジュールを基に前記広告表示端末用の広告データを該広告表示端末ごとに
送信することにより配信する第１の広告配信部と、
　前記配信された広告表示端末用の広告データを圧縮器で圧縮処理して、移動端末用の広
告データを作成し、前記移動端末用広告データベースにアクセスして書き込んで蓄積する
移動端末用広告データ作成部と、
　広告表示端末用の広告データの配信に応じて、前記移動端末用広告情報データベースに
アクセスし、広告データの内容を上書きして更新する第２の広告配信部と、

10

20

JP 3699888 B2 2005.9.28



　前記移動端末からの接続要求の通知を受信器で受け取り、該接続要求に含まれる広告表
示端末の端末ＩＤの情報を抽出する第１の外部要求受付部と、
　前記端末ＩＤを基に前記移動端末用広告情報データベースにアクセスし、該データベー
スから当該端末ＩＤの広告表示端末で表示された広告の情報を読み取り、広告リストと該
リストから所望の広告を選択可能にするスクリプトである広告選択フォームを作成する広
告選択フォーム作成部と、
　前記作成された広告選択フォームを前記接続要求があった移動端末に送信する第１の移
動端末用データ送信部と、
　前記送信された広告選択フォームの選択結果を前記移動端末から受信器で受信し、該選
択結果に含まれる広告ＩＤを基に前記移動端末用広告データベースにアクセスして、該デ
ータベースから移動端末用の広告データを読み込む第２の外部要求受付部と、
　前記第２の外部要求受付部により読み込まれた広告データを、前記移動端末に送信器に
より送信する第２の移動端末用データ送信部と
を有し、
　前記広告表示端末は、
　前記広告サーバに接続するためのサーバ特定情報と、自身の広告表示端末を識別するた
めの端末ＩＤとを書き込んで記憶する記憶部と、
　前記移動端末からの接続要求に基づき、前記サーバ特定情報と端末ＩＤとを接続要求が
あった移動端末に送信器により送信する第１の制御部と、
　前記広告サーバから配信された広告データをディスプレイに表示する第１の表示部と
を有し、
　前記移動端末は、
　前記広告表示端末に接続要求を行い、広告サーバに接続するためのサーバ特定情報と広
告表示端末を識別するための端末ＩＤとを受信器により受信する第２の制御部と、
　受信したサーバ特定情報が示す広告サーバに対して、受信した端末ＩＤを含めた接続要
求を行い、該端末ＩＤで特定される広告表示端末で表示された広告リストと該リストから
所望の広告を選択可能にするスクリプトである広告選択フォームを前記広告サーバから受
信器により受信する第３の制御部と、
　前記受信した広告選択フォームの選択結果をユーザインタフェイス部を介して受信器に
より受け取り、広告ＩＤを含めて該選択結果を前記広告サーバに送信器により送信し、広
告ＩＤに対応した移動端末用の広告データを前記広告サーバから受信器により受信する第
４の制御部と、
　前記第４の制御部で受信した広告データをディスプレイに表示する第２の表示部と
を有することを特徴とする広告配信システム
【請求項２】
　前記第２の外部要求受付部は、広告表示端末ごとにカウンタでカウントすることにより
前記広告ＩＤの閲覧頻度を更新し、
　前記第２の広告配信部は、前記閲覧頻度に基づいて前記移動端末用広告情報データベー
スにアクセスし、該データベースの内容に上書きして内容を更新し、前記移動端末で閲覧
可能な広告を決定する
ことを特徴とする請求項１記載の広告配信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、電子化した広告を表示する広告表示端末と、広告表示端末に広告データを配
信する広告サーバがネットワークを介して繋がっている広告配信システ 関し、特にサ
ーバは広告と掲示場所と掲示時間をセットにして検索し、再度広告を閲覧させたり、広告
の内容を変更したり、広告の注目度の判定をすることが可能な広告配信システ 関する
ものである。
【０００２】
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【従来の技術】
　従来より、駅構内やデパート等の構内における壁や柱、あるいは電車やバス等の車両内
において、人々の目に付くように広告紙を掲示している。
　また、最近では、広告を掲示する手段として、記憶装置を有する を設置し
、記憶装置に記憶した電子化された広告データをそのディスプレイに表示したり、ディス
プレイがネットワークに接続され、電子化された広告データがネットワーク経由で送信さ
れ、電子化された広告データがネットワーク経由で送信され、遠隔場所のビルの外側や構
内の大型ディスプレイに広告を表示している場合がある。
【０００３】
また、最近では、営団地下鉄の『中吊りハンター』システムが実施されている。これは、
通勤電車内の中吊り広告の内容を、電車から降りた後で詳細を再度見たいという要求に対
応して、インターネットのホームページにアクセスさせて、『路線で選ぶ』、『人名で選
ぶ』などの検索方法で再度、当該する広告を閲覧させるものである。
しかし、電車内でユーザがデジタルカメラでその広告を撮影した場合、あるいはユーザが
メモをとって要約を写し取った場合には、広告主あるいは広告場所賃貸者はそのことを把
握できず、広告の注目度の判断ができない、という問題がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記『中吊りハンター』のように、インターネットに接続して気になった広告を検索する
場合、ユーザは場所を検索して当該広告を探すが、その検索が無作為に検索するため、自
分が実際に乗っていない路線も検索することになる。結局、ユーザは、どこの広告に目を
引いたのかを正確に知ることができず、またどのような時間帯でその広告を見たのかもわ
からないことが多い。しかも、ユーザが広告を検索できるサイトを知らなければ、当然の
ことながらその広告を検索できない。
このように、従来の方法では、下記のような問題があった。
（１）広告はそれ自身が情報であるが、掲示もしくは表示された場所でしか該当する広告
を見ることができず、関係者が見逃してしまうことがある。また、該当する広告を閲覧し
た者にとって、該当広告に重要な情報が記載されていた場合に、その情報を暗記するか、
直ちにメモを取るという負担を負わなければならない、という問題があった。
（２）広告閲覧者は、興味を引いた広告がどこに掲示されていたかを記憶していることが
多いが、広告紙の張替えや一定期間ごとに表示されている広告の変更を行う場合には、再
度当該広告を閲覧しようとしても、既に広告が変更されて、閲覧できないことがある、と
いう問題があった。
（３）広告主あるいは広告場所賃貸者は、駅構内やデパート等や電車やバス内に設置され
た広告物の注目度をそれぞれ定量的に判断することができない、という問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、これら従来の問題を解決し、再度広告を閲覧させたり、広告
の内容を変更したり、広告の注目度の判定をすることが可能な広告配信システ 提供す
ることにある。
　なお、本発明において、『広告表示端末』とは、駅構内やデパート等の建物内、電車等
の車両内に設置され、ネットワークを介して配信される電子化された広告データを表示す
る端末のことである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の広告配信システムは、
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ディスプレイ

ムを

(1)広告サーバ、広告表示端
末および移動端末からなる広告配信システムであって、前記広告サーバは、前記広告表示
端末に配信する広告データを蓄積した広告表示端末広告データベースと、前記広告表示端
末に前記広告データを配信するスケジュールである配信スケジュールを記憶する配信スケ
ジュール記憶部と、前記移動端末に送信する広告データを蓄積した移動端末用広告データ
ベースと、前記広告表示端末ごとに、該広告表示端末に配信した前記広告データのタイト



を特
徴としている。
【０００７】
　また、

も特徴としている。
【０００８】
　次に本願発明の作用を説明する。
【０００９】
（作用）
　本発明の広告配信シストムは、広告主および広告場所賃貸者によっての利点として、広
告、広告掲示場所、掲示時間がセットとなり、付加価値をつけることが可能となる。その
ため、本発明では、広告端末自体にＩＤを付与して、それを元に広告を検索する。従って
、実際にその場所で広告を見たことが必須の条件となる。また、見た時間も管理すること
ができる。その結果、広告と掲示場所と掲示時間が必ずセットになっていることで、掲示
場所および時間に付加価値をつける 可能になる。例えば、 近の広告掲示物
であれば、朝の時間帯ならばアクセスが少ないが、帰宅時間にはアクセスが多いというこ
とがわかれば、帰宅時間向けの広告を掲示した方が効果的であるとともに、帰宅時間ごろ
の掲示場所賃貸料を高く設定することも可能になる。また、広告自体の付加情報としても
、時間帯によってユーザに送る付加情報を換えることも可能になる。例えば、 の
広告であっても、時間帯によってバーゲン商品が違うこともある。その場所、その時間に
その広告に興味を持ってくれた人に付加情報を渡すことができるわけである。当然、ユー
ザは広告を検索するサイトに入って、さらに場所を検索する手間がかからないため、簡単
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ルや、該広告データに対応した移動端末用の広告データに関する情報を蓄積した移動端末
用広告情報データベースと、前記配信スケジュールを基に前記広告表示端末用の広告デー
タを該広告表示端末に配信する第１の広告配信部と、前記配信された広告表示端末用の広
告データを圧縮処理して移動端末用の広告データを作成して前記移動端末用広告データベ
ースに蓄積する移動端末用広告データ作成部と、広告表示端末用の広告データの配信に応
じて前記移動端末用広告データベースを更新する第２の広告配信部と、前記移動端末から
の接続要求を受け取り、該接続要求に含まれる広告表示端末の端末ＩＤを取り出す第１の
外部要求受付部と、前記端末ＩＤを基に前記移動端末用広告データベースから当該端末Ｉ
Ｄの広告表示端末で表示された広告の情報を読み取り、広告リストと該リストから所望の
広告を選択可能にするスクリプトである広告選択フォームを作成する広告選択フォーム作
成部と、前記作成された広告選択フォームを前記接続要求があった移動端末に送信する第
１の移動端末用データ送信部と、前記送信された広告選択フォームの選択結果を前記移動
端末から受信し、選択結果に含まれる広告ＩＤを基に前記移動端末用広告データベースか
ら移動端末用の広告データを読み込む第２の外部要求受付部と、前記第２の外部要求受付
部により読み込まれた広告データを、前記移動端末に送信する第２の移動端末用データ送
信部とを有し、前記広告表示端末は、前記広告サーバに接続するためのサーバ特定情報と
、自身の広告表示端末を識別するための端末ＩＤとを記憶する記憶部と、前記移動端末か
らの接続要求に基づき、前記サーバ特定情報と端末ＩＤとを接続要求があった移動端末に
送信する第１の制御部と、前記広告サーバから配信された広告データを表示する第１の表
示部と有し、前記移動端末は、前記広告表示端末に接続要求を行い、広告サーバに接続す
るためのサーバ特定情報と広告表示端末を識別するための端末ＩＤとを受信する第２の制
御部と、受信したサーバ特定情報が示す広告サーバに対して、受信した端末ＩＤを含めた
接続要求を行い、該端末ＩＤで特定される広告表示端末で表示された広告リストと該リス
トから所望の広告を選択可能にするスクリプトである広告選択フォームを前記広告サーバ
から受信する第３の制御部と、前記受信した広告選択フォームの選択結果をユーザインタ
フェイス部を介して受け取り、広告ＩＤを含めてその選択結果を前記広告サーバに送り、
広告ＩＤに対応した移動端末用の広告データを前記広告サーバから受信する第４の制御部
と、前記第４の制御部で受信した広告データを表示する第２の表示部とを有すること

(2)前記第２の外部要求受付部は、広告表示端末ごとに前記広告ＩＤの閲覧頻度
を更新し、前記第２の広告配信部は、前記閲覧頻度に基づいて前記移動端末用広告情報デ
ータベースを更新し、前記移動端末で閲覧可能な広告を決定すること

ことが 改札口付

バーゲン



に利用することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を、図面により詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施例を示す広告配信システムの構成図である。
本発明は、広告サーバ１０３から広告表示端末１０２に広告データを配信しているシステ
ムにおいて、移動端末１０１より前記広告表示端末１０２に無線で接続し、当該広告表示
端末１０２に表示されている広告もしくは過去に表示されていた広告を前記移動端末１０
１に表示することを可能にするシステムである。
なお、システムを構成する移動端末１０１は、広告閲覧用の専用移動端末１０１である必
要はなく、本発明の実施例のシステムを実装した携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等も含まれる。
【００１１】
本発明が提供するサービスは、駅構内やデパート等の建物内、電車等の車両内で電子化し
た広告データを表示する広告表示端末１０２が設置されている場合において、広告表示端
末１０２に表示されている、もしくは表示されていた広告を移動端末１０１で閲覧したい
場合、もしくは過去のどのような広告が表示されていたかを知りたい場合、当該広告表示
端末１０２に対して赤外線等を用いた短距離用無線１０６を用いて前記移動端末１０１を
接続すると、当該広告表示端末１０２は前記移動端末１０１に前記広告サーバ１０３に接
続するための情報と当該広告表示端末１０２を特定する情報を送信する。前記移動端末１
０１は、無線ネットワーク１０７でプロトコル変換ゲートウェイ１０４、インターネット
１０５を経由して前記広告サーバ１０３に接続する。広告サーバ１０３は、前記移動端末
１０１に対して広告選択フォームを送信する。
【００１２】
前記広告選択フォームは、広告閲覧者が有する移動端末１０１において、閲覧を所望する
広告表示端末に今までに表示されていた広告リストと、該リストから所望する広告を選択
可能にするスクリプトである。
前記広告選択フォームより、前記移動端末１０１には選択メニューが表示され、広告閲覧
者は閲覧を所望する広告を選択し、選択結果を前記広告サーバ１０３に送信する。前記広
告サーバ１０３は、前記選択結果を受け、当該移動端末用広告データを前記移動端末１０
１に送信する。
前記無線ネットワークインフラの方式には、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈ
ｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａ
ｒ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）等が
あり、プロトコル変換ゲートウェイ１０４で、プロトコルをＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｃｏｍｍｅｎｔ
ｓ）に変換する。
移動端末と広告表示端末との間はＩｒＤＡもしくは２．４ＧＨｚ帯の無線等のデバイスを
用いることにより、プロトコル変換ゲートウェイ１０４は必要なく、これら二つの端末は
直接通信し合う。プロトコル変換ゲートウェイ１０４は、移動端末１０１が公衆網を通じ
て広告サーバ１０３とデータをやりとりするために必要な装置である。移動端末１０１が
データをやりとるする方式は、ＰＤＣ、ＰＨＳ、ＣＤＭＡ等があり、これらの方式で運ば
れたデータをインターネット等のネットワーク１０５でデータのやりとりを可能にするた
め、ＴＣＰ／ＩＰに変換する必要があり、その変換をプロトコル変換ゲートウェイ１０４
が行う。』
【００１３】
図２は、図１における広告サーバの一例を示すブロック図である。
広告サーバ１０３は、外部のネットワークを接続する手段であるネットワークインタフェ
イス２０１と、広告表示端末１０２への広告データの配信と移動端末１０１に送信する移
動端末用広告データの作成と移動端末１０１に送信する広告データ選択プログラムの作成
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と移動端末１０１からの要求に応じた処理を行う制御部２０２と、各種データやプログラ
ムを記憶した記憶媒体２０３とを有する。前記記憶媒体２０３には、前記広告表示端末１
０２に配信する広告データを蓄積した広告表示端末用広告ＤＢ２０９と、前記広告表示端
末１０２の位置等の情報が蓄積された広告表示端末ＤＢ２１０と、前記広告表示端末１０
２に前記広告データを配信するスケジュールである配信スケジュール２１４と、前記移動
端末１０１に送信する広告データを蓄積した移動端末用広告ＤＢ２１３と、前記広告表示
端末１０２ごとに配信した前記広告データのタイトルや前記広告データに対応した当該移
動端末用広告データのファイル名等の情報を蓄積した移動端末用広告情報ＤＢ２１２と、
閲覧者が移動端末１０１を用いて広告閲覧を所望した頻度を記録した広告ビューＤＢ２１
５と、移動端末１０１に送信する広告選択フォームを作成するプログラムである広告選択
フォーム作成プログラム２１１とを有する。
【００１４】
なお、広告選択フォームは、移動端末１０１において、閲覧所望の広告を選択するための
広告選択メニューの作成と閲覧所望の広告を取得する手段を有する。
前記制御部２０２は、前記広告表示端末１０２に前記配信スケジュール２１４を基に前記
広告データを配信する広告配信部２０５と、前記広告データを移動端末１０１に適したフ
ァイルサイズに圧縮処理して移動端末１０１用に広告データを作成する移動端末用広告デ
ータ作成部２０４と、外部装置からの要求を受け付け、各部に処理を振り分ける外部要求
受付部２０８と、移動端末１０１にデータを送信する移動端末用データ送信部２０７と、
広告選択フォームを作成する広告選択フォーム作成部２０６とを有している。
【００１５】
図３は、図１における広告表示端末の一例を示すブロック図である。
広告表示端末１０２は、駅構内やデパート等の建物内、電車等の車両内で電子化した広告
データを表示する表示端末である。
広告表示端末１０２は、電子化された広告データを表示する表示部３０１と、移動端末１
０１と赤外線等の電波を用いて短距離無線接続する短距離無線インタフェイス３０４と、
広告サーバ１０３と無線ネットワーク１０７を用いて接続する長距離用無線インタフェイ
ス３０５と、移動端末１０１からの要求に応じた処理を行う制御部３０２と、各種データ
やプログラムを記憶した記憶媒体３０３とを有している。
制御部３０２は、移動端末１０１からの要求を受け付け、各部に処理を振り分ける外部要
求処理部３０６と、移動端末１０１にデータを送信する送信部３０７とを有している。前
記送信部３０７は、データの送信先によって移動端末１０１との接続手段を短距離無線イ
ンタフェイス３０４と長距離用無線インタフェイス３０５とに切り換える。
【００１６】
前記記憶媒体には、前記広告サーバ１０３に接続するための情報と当該広告表示端末を前
記広告サーバが特定する情報であるＵＲＬ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）３０９と、当該広告表示端末１０２に表示する広告データ３１０と、当該
広告表示端末１０２を識別する端末ＩＤ３１１とが記憶されている。
前記ＵＲＬについて、ＵＲＬの一種であるＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｌｏｃａｔｏｒ）による以下の実施例を用いて説明する。
ｈｔｔｐ：／／ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ／？ ID=0001
ＵＲＬは、接続手段となるプロトコルの名前（ｈｔｔｐ）と、接続先サーバのアドレス（
ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ）と、当該広告表示端末１０２を特定する情報（ ID=0001)とから
構成される。 ID=0001は、当該広告表示端末の端末ＩＤが０００１であることを示してい
る。
【００１７】
図４は、図１における移動端末の一例を示すブロック図である。
移動端末１０１は、広告データ等の画像データや文字データ等を表示する表示部４０１と
、広告表示端末１０２と赤外線等の電波を用いて短距離無線接続する短距離無線インタフ
ェイス４０４と、広告サーバ１０３と無線ネットワーク１０７を用いて接続する長距離用
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無線インタフェイス４０５と、データの送信先によって移動端末１０１との接続手段を短
距離無線インタフェイス４０４と長距離用無線インタフェイス４０５とで切り換え、移動
端末１０１からの要求に応じた処理や移動端末１０１への要求処理を行う制御部４０２と
、各種データやプログラムを記憶した記憶媒体４０３と、キー入力を行う手段であるユー
ザインタフェイス４０６とを有している。
前記制御部４０２は、広告表示端末１０２と広告サーバ１０３から受信したデータを受け
付け、各部に処理を振り分ける受信データ処理部４０８と、広告表示端末１０２と広告サ
ーバ１０３にデータの受け渡し等の要求を出す外部要求部４０７とを有している。記憶媒
体４０３は、ＯＳ４１０とアプリケーション４１１とを有している。
【００１８】
図５は、広告データの構成の一例を示す図であって、（ａ）は広告表示端末１に表示する
広告データであり、（ｂ）は移動端末用の広告データである。
広告データは、その広告の情報を書き込んだヘッダーと前記広告表示端末１０２に表示す
る画像データで構成される。ここで、広告表示端末１０２の表示可能とするデータの種類
により、前記画像データを映像データ、動画データ等に置き換えてもよい。
広告データが有するヘッダーは、広告表示端末用、移動端末用を区別する情報である種類
と、広告の意味するタイトルと、広告データの当該広告主ＷｅｂサイトのＵＲＬを記した
リンクとを情報として有している。その他、ヘッダーには、広告に出ている人物や地域等
の情報を必要とするならば加えてもよい。
前記移動端末用広告データの画像データ部分は、広告サーバ１０３において自動的に広告
表示端末１０２用広告データの画像データ部分を移動端末用に一定のサイズに圧縮処理し
て作成される。なお、移動端末用広告データは、予め用意しておいてもよい。
【００１９】
図８は、広告表示端末への広告データの配信と移動端末用広告情報ＤＢの作成処理の一実
施例を示すフローチャートである。
図２に示した移動端末用広告情報ＤＢ２１２は、前記移動端末１０１に表示される広告選
択メニューの元になる。前記移動端末情報は、広告表示端末１０２ごとに作成され、当該
広告表示端末１０２に新しい広告を配信する度に当該移動端末用広告情報を更新する。す
なわち、図２に示す広告配信部２０５から移動端末用広告情報ＤＢ２１２への矢印に示す
ように、広告が広告表示端末１０２に配信されるごとにＤＢ２１２の内容が更新される。
この更新は、広告閲覧者が移動端末１０１で閲覧できる広告の入れ替えを行うことを意味
している。前記移動端末用広告情報ＤＢ２１２に記述される広告リストの入れ替え条件は
、広告サーバ１０３側で任意に設定することが可能である。本実施例では、広告閲覧者が
移動端末１０１で広告の閲覧を所望した頻度（ビュー）を広告サーバ１０３が記録し、そ
の頻度の少ない広告から入れ替えを行っている（ビューＤＢ２１５から広告配信部２０５
への矢印参照）。この場合について、図８を用いて説明する。
【００２０】
広告サーバ１０３が、広告表示端末１０２に予め作成された配信スケジュール２１４に基
づいて、広告データを配信する場合において、先ず広告配信部２０５において配信スケジ
ュール２１４を読み込む（ステップＳ１０１）。
図６は、配信スケジュール２１４の一実施例を示すテーブル図である。
配信スケジュールには、配信先である広告表示端末１０２を識別する広告表示端末ＩＤと
、広告データの入れ替え時間である交換時刻と、広告データのファイル名が記述されてい
る。
次に、広告配信部２０５は、広告表示端末１０２に配信する広告データを広告表示端末用
広告ＤＢ２０９より読み込み、移動端末用広告データ作成部２０４に渡す（ステップＳ１
０２）。移動端末用広告データ作成部２０４では、移動端末用に前記広告データを圧縮処
理して移動端末用広告データを作成し、移動端末用広告ＤＢ２１３に前記移動端末用広告
データを蓄積し（矢印参照）、また広告配信部２０５にその移動端末用広告データを渡す
（ステップＳ１０３）。
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【００２１】
次に、広告配信部２０５は、前記移動端末用広告データの情報を広告ビューＤＢ２１５に
付け加える（ステップＳ１０４）（外部要求受付部２０８から広告ビューＤＢ２１５への
矢印参照）。
図９は、本発明の広告ビューＤＢの構成例を示す図である。
図６の配信スケジュール２１４に比べて、追加項目は、更新日時と移動端末広告情報と広
告ＩＤである。すなわち、端末ＩＤと広告データ名（ファイル名）については配信スケジ
ュール２１４と同じであるが、広告が配信された度に移動端末用広告が更新されるので、
その更新日時が記述され、さらに更新されたときに広告ＩＤが付与される。例えば、広告
ＩＤ０６の広告は５月４日１２時に追加されている。
【００２２】
次に、広告配信部２０５は、移動端末用広告情報ＤＢ２１２に前記移動端末用広告データ
の情報を書き込む（ステップＳ１０５）。
図７は、本発明の移動端末用広告情報ＤＢに蓄積される情報の一実施例を示す図であって
、（ａ）は更新が行われる前の状態、（ｂ）は更新が行われた後の状態を示している。
広告配信部２０５は、広告ビューＤＢ２１５より当該広告表示端末１０２における移動端
末１０１による広告閲覧頻度を調べる。広告配信部２０５は、更新摩の図７（ａ）におけ
る広告のうち、最も閲覧頻度の少ない広告と当該移動端末用広告データの情報を入れ替え
、その結果、図７（ｂ）に示すように更新する。
なお、ＩＤ０２～０５のうちで最も閲覧頻度の少ない広告は、図９の広告ビューＤＢの内
容を参照すれば広告ＩＤ０４であることがわかる。
【００２３】
次に、広告配信部２０５において、表示端末ＤＢ２１０より広告表示端末ＩＤを基に配信
先である広告表示端末１０２のアドレスを調べ、ネットワークインタフェイス２０１を通
じて広告データを配信先である広告表示端末１０２に配信する（ステップＳ１０６）。
広告表示端末１０２に広告配信を行う際に、移動端末用広告情報ＤＢ２１２を作成するこ
とにより、広告データの急な差換え等の配信する広告データの中身が変更されることが生
じても、移動端末用広告情報ＤＢ２１２へ自動的に反映することが可能になる。
【００２４】
広告ビューＤＢについて、図９を用いてさらに詳しく説明する。
広告ビューＤＢ２１５は、広告閲覧者が移動端末１０１で広告の閲覧を所望した頻度を、
広告表示端末１０２とその当該広告表示端末１０２に配信されていた広告ごとに記録する
ものである。閲覧頻度カウントは、当該広告表示端末１０２に表示される広告が次に更新
される期間までを一周期とする。広告表示端末ごとに閲覧頻度の統計をとっているため、
例えば駅構内やデパート等に設置された複数の広告表示端末１０２の設置位置によって、
注目度がどれくらい異なっているかと言う設置位置に対する付加価値を定量的に判断する
ことができる。また、広告個別に対する閲覧者の注目度も、定量的に判断できる。
図９では、端末ＩＤ０００１の広告表示端末の複数の広告に対して、５月３日６時に９０
カウントの閲覧要求があり、６時に更新があり、次に同日６時から５月４日６時に更新さ
れるまで８２カウントの閲覧要求があり、次に５月４日１２時に更新されるまで１０７カ
ウントの閲覧要求があり、さらに次の５月５日１５時に更新されるまで１０１カウントの
閲覧要求があったことが記載されている。
【００２５】
図１０は、本発明の移動端末における広告を閲覧する場合の処理フローチャートである。
移動端末１０１の外部要求部４０７より広告表示端末１０２への接続要求を出すと、無線
切り替え部で用いる無線インタフェイスを短距離無線インタフェイス４０４にし、短距離
用無線を用いて広告表示端末１０２に接続要求を出す（ステップＳ２０１）。広告表示端
末１０２は、短距離無線インタフェイス３０４を経由して外部要求受付部３０６で移動端
末１０１からの接続要求を受け、移動端末１０１との接続を確立する。接続を確立すると
、当該広告表示端末１０２のＵＲＬ３０９を記憶媒体３０３から読み込み、移動端末１０
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１がアプリケーション４１１、例えばＷｅｂブラウザーを立ち上げ、当該ＵＲＬ３０９に
接続する命令を送信部３０７に渡す。送信部３０７は、移動端末１０１に当該ＵＲＬを含
んだ命令を短距離用無線を用いて送信する（ステップＳ２０２）。
移動端末１０１は、前記ＵＲＬ３０９を含んだ命令を短距離用無線インタフェイス４０４
を用いて受信し、外部要求部４０７に渡す（ステップＳ２０３）。
【００２６】
外部要求部４０７は、前記命令よりアプリケーション４１１を立ち上げ、当該ＵＲＬに書
き込まれた広告サーバ１０３のアドレスに公衆網用無線インタフェイス４０５を用いて広
告サーバ１０３に接続する（ステップＳ２０４）。前記広告サーバ１０３の外部要求受付
部２０８は、前記移動端末１０１が接続元としてＵＲＬより接続ログを取る（ステップＳ
３０１）。このログ情報を取る処理については、後述する。広告サーバ１０３の外部要求
受付部２０８は、前記移動端末１０１が接続元としたＵＲＬに書き込まれた当該広告表示
端末１０２の端末ＩＤを取得し、広告選択フォーム作成部２０６に前記端末ＩＤを渡す（
ステップＳ２０５）。次に、広告選択フォーム作成部２０６は、前記端末ＩＤを元に移動
端末用広告情報ＤＢ２１２より前述の図７で示される当該広告表示端末１０２に表示され
た広告の情報を読み取り、広告選択フォーム作成プログラム２１１を用いて広告選択フォ
ームを作成する（ステップＳ２０６）。前記広告選択フォーム作成プログラム２１１は、
前記移動端末１０１用広告情報を取得すると、当該広告表示端末１０２に表示された広告
を選択可能となる広告選択フォームが作成されるようになっている。
広告選択フォーム作成部２０６は、作成した前記広告選択フォームを移動端末用データ送
信部２０７に渡し、前記移動端末用データ送信部２０７は前記移動端末１０１にこれを送
信する（ステップＳ２０７）。
【００２７】
図１１は、移動端末の表示部に表示される画面の一例を示す図であって、（ａ）は広告選
択メニュー画面で、閲覧要求前の画面であり、（ｂ）は閲覧要求により表示された移動端
末用広告データの画面である。
前記移動端末１０１は、広告サーバ１０３より送信された前記広告選択フォームを外部要
求部４０７で受け取り、記憶媒体４０３に記録されたアプリケーション４１１を用いて処
理し、図１１（ａ）に示すような広告選択メニュー画面を表示部４０１に表示させる（ス
テップＳ２０８）。次に、ユーザインタフェイス４０６を用いて広告選択メニュー画面よ
り閲覧を所望する広告を選択し、その選択結果を外部要求部４０７が広告サーバ１０３に
長距離用無線インタフェイス４０５を用いて送信する（ステップＳ２０９）。
【００２８】
　図１２は、広告サーバで取るログ情報の一例を示す図である。
　広告サーバ１０３の ２０８は、前記移動端末１０１より送信された前記
選択結果を基にして図１２に示すようなログ情報 を取る（ステップＳ３０１）。なお
、ログ情報を取る処理については、後述する。ログ情報 として、書き込まれた端末Ｉ
Ｄ、広告ＩＤ、接続時間と、移動端末用広告情報ＤＢ２１２内の移動端末用広告情報で広
告ＩＤと対応付けられている移動端末用広告データのタイトル、ファイル名とで、図９に
示す広告ビューＤＢに記録された閲覧頻度を更新する（ステップＳ２１０）。広告サーバ
１０３の ２０８は、前記移動端末１０１より送信された前記選択結果を基
に移動端末用広告ＤＢ２１３より広告データを読み込み、移動端末用データ送信部２０７
に渡す。移動端末用データ送信部２０７は、前記広告データを前記移動端末１０１に送信
する（ステップＳ２１１）。
　前記移動端末１０１の受信データ処理部４０８は、前記広告サーバ１０３から前記広告
データを受け取り、図１１（ｂ）に示すような広告画面を表示部４０１に表示する（ステ
ップＳ２１２）。
【００２９】
前記広告表示端末１０２から移動端末１０１に送信されるＵＲＬと、そのＵＲＬを基に前
記広告サーバ１０３から送信される前記広告選択フォームと、前記広告選択フォームより
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表示部４０１で表示される図１１に示す画面とについて、以下に詳細に説明する。
前記広告表示端末１０２の記憶媒体３０３が記憶するＵＲＬの一例として、下記のように
なっているものとする。
ｈｔｔｐ：／／ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ／？ ID=0001　  ・・・・・ＵＲＬ▲１▼
ここで、ｈｔｔｐ：はデータを送受信するときに用いるプロトコルであり、ａａ．ｂｂｂ
．ｃｃｃは広告サーバ１０３のアドレスであり、 ID=0001は広告サーバ１０３が受け取る
端末ＩＤの値である。前記移動端末１０１は、外部要求受付部４０７で前記ＵＲＬを受け
取り、前記ＵＲＬを基に前記広告サーバ１０３に接続する。前記広告サーバ１０３は、Ｕ
ＲＬに書き込まれた端末ＩＤを基に前記広告選択フォームを作成する。
前記広告フォームは、前記移動端末１０１用広告データの要求後、図１１（ａ）で示され
る広告表示画面を移動端末１０１に表示する。
【００３０】
広告サーバ１０３から移動端末１０１に送信される広告選択フォームおよび前記広告選択
フォームから図１１（ａ）に示す画面が表示されるまでの処理について、以下に説明する
。
前記広告選択フォームは、移動端末１０１から送信されてきた端末ＩＤを有する広告表示
端末１０２において過去表示されていた広告を前記移動端末１０１で選択し、選択した広
告を前記広告サーバ１０３に送信するように要求するものである。移動端末画面における
広告名５０１には、一例として下記のようなリンクを付けておく。
ｈｔｔｐ：／／ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ／ＡＤＤＢ／ＩＤ０００１／ＡＤ０２／・・・・
・・・・・・・・・・・・・・ＵＲＬ▲２▼
【００３１】
本実施例では、移動端末用広告ＤＢには‘ＡＤＤＢ’というディレクトリが振られており
、さらにその下位に広告表示端末ごとに、つまり端末ＩＤごとにディレクトリが作られて
いる（実施例では、‘ＩＤ０００１’）。そして、その下位に当該広告表示端末１０２に
表示された広告の移動端末用広告データを移動端末１０１が有するアプリケーション４１
１で表示させるスクリプトが広告ＩＤごとに（実施例では、‘ＡＤ０２’に）置かれてい
る。ＩＤ０００１は端末ＩＤが０００１の広告表示端末１０２のディレクトリを、‘ＡＤ
０２’は閲覧を所望している広告の広告ＩＤが０２であることを示している。このＵＲＬ
には広告ＩＤが０２である携帯端末用広告データ０００１．ｊｐｇを表示させるスクリプ
トが置かれており、図１１（ａ）に示す表示画面で広告が選択された後、このスクリプト
が移動端末１０１に送信される。
【００３２】
次に、図１１（ｂ）に示す広告画面の一例について説明する。
前記移動端末１０１用広告データを表示したものが広告５０３である。
図５（ｂ）に示した移動端末用広告データを表示するスクリプトには、リンク情報として
インターネット上で公開されている前記広告に関連したＷｅｂサイトへ転送するＵＲＬが
書き込まれている。関連したＷｅｂサイトとは、当該広告の詳細情報が得られるサイトの
みならず、関係する懸賞サイトや、クーポン取得サイト等が一例として挙げられる。転送
されるＵＲＬについての一例を下記に示す。
ｈｔｔｐ：／／ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ／ＡＤＤＢ／ＩＤ０００１／ＡＤ０２／？ｌｉｎ
ｋ＝ｗｗｗ．ｂｂｂ．ｃｃｃ　　・・・・・・・・・ＵＲＬ▲３▼
ここで、‘ｌｉｎｋ　ｂｗｗｗ．ｂｂｂ．ｃｃｃ’は、広告主等のサイトへのリンクを表
している。
【００３３】
図１１（ｂ）に示す‘関連サイトへ’のボタン５０４を選択すると、広告サーバ１０３は
アクセスログを取った後、リンク先である広告主等のサイト‘ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂ
ｂｂ．ｃｃｃ’に転送され、当該サイトに前記移動端末１０１は接続される。
これにより、一旦、広告サーバ１０３を介して広告主サイトに接続されるので、広告主は
どの広告サーバ１０３から当該広告主サイトに移動端末１０１が接続してきたかを、広告
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主側からも認知することができる。また、広告サーバ１０３においても、図１０のステッ
プＳ３０１の処理によりログを取る。この場合のログ情報▲１▼▲２▼▲３▼は、上述し
たＵＲＬ▲１▼▲２▼▲３▼に対応する。
【００３４】
図１３は、本発明の一実施例を示す広告サーバで取るログ情報の取得処理のフローチャー
トである。
ログの書き込み処理（図１０のステップＳ３０１）は外部要求受付部２０８で行われる。
図１２に示すように、ログ情報は取得されると広告ビューＤＢ２１５に蓄積される。ログ
情報は、移動端末１０１がどの層まで広告に対して情報を得ようとしたかによって、ログ
情報を３種類取得することができる（図１２の右側の▲１▼▲２▼▲３▼参照）。
先ず、ＵＲＬの取得を開始して（ステップＳ６００）、ＵＲＬの型を判断する（ステップ
Ｓ６０１）。ＵＲＬ▲１▼の場合には、？ＩＤ＝‘値１’の値を取得し（ステップＳ６０
２）、現在の時間と端末ＩＤ欄に値１を書き込む（ステップＳ６０５）。これをログ情報
▲１▼とする。また、ＵＲＬ▲２▼の場合には、ＩＤ‘値２’、ＡＤ‘値３’の値をそれ
ぞれ取得し（ステップＳ６０３）、現在の時間と端末ＩＤ欄に値２を、広告ＩＤ欄に値３
をそれぞれ書き込む（ステップＳ６０６）。これをログ情報▲２▼とする。また、ＵＲＬ
▲３▼の場合には、ＩＤ‘値２’、ＡＤ‘値３’？Ｌｉｎｋ＝‘値４’の値をそれぞれ取
得し（ステップＳ６０４）、現在の時間と端末ＩＤ欄に値２を、広告ＩＤ欄に値３を、リ
ンク欄に値４をそれぞれ書き込む（ステップＳ６０７）。これをログ情報▲３▼とする。
これにより、広告表示端末１０２の注目度、広告自身の注目度を定量的に測定することが
可能となる。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、▲１▼車内などで広告に重要な記載があるとき、
記憶やメモをとらなくても、後になってから移動端末で閲覧することができるため、ユー
ザの負担は軽減される。▲２▼また、広告が張替えや一定期間ごとに変更されても、広告
と広告掲示場所と掲示時間をセットとして検索するので、容易に検索して閲覧することが
可能である。また、▲３▼広告主や場所賃貸者が広告物の注目度を定量的に判定すること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す広告配信システムの全体構成図である。
【図２】図１における広告サーバの一実施例を示すブロック図である。
【図３】図１における広告表示端末の一実施例を示すブロック図である。
【図４】図１における移動端末の一実施例を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施例を示す広告データの構成図である。
【図６】本発明の一実施例を示す配信スケジュールの説明図である。
【図７】本発明の一実施例を示す移動端末用広告情報ＤＢの構成および更新説明図である
。
【図８】本発明の一実施例を示す広告配信および移動端末用広告情報の作成処理のフロー
チャートである。
【図９】本発明の一実施例を示す広告ビューＤＢの構成図である。
【図１０】本発明の一実施例を示す移動端末から広告を閲覧する過程と処理のフローチャ
ートである。
【図１１】本発明の一実施例を示す移動端末の表示部に表示される閲覧前後の画面図であ
る。
【図１２】本発明の一実施例を示す広告サーバが取得するログ情報の図である。
【図１３】本発明の一実施例を示す広告サーバのログ情報取得処理のフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１０１…移動端末、１０２…広告表示端末、１０３…広告サーバ、
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１０４…プロトコル変換ゲートウェイ、１０５…インターネット、
１０６…短距離無線、１０７…長距離用無線、
２０１…広告サーバ・ネットワークインタフェイス、
２０２…広告サーバ制御部、２０３…広告サーバ記憶媒体、
２０４…携帯用広告データ作成部、２０５…広告配信部、
２０６…広告選択フォーム作成部、２０７…移動端末用データ送信部、
２０８…外部要求受付部、２０９…広告表示端末用広告ＤＢ、
２１０…表示端末ＤＢ、２１１…広告選択フォーム作成プログラム、
２１２…移動端末用広告情報ＤＢ、２１３…移動端末用広告ＤＢ、
２１４…配信スケジュール、２１５…広告ビューＤＢ、
３０１…広告表示端末の表示部、３０２…広告表示端末の制御部、
３０３…広告表示端末の記憶媒体、３０６…外部要求処理部、
３０７…送信部、３０９…ＵＲＬ、３１０…広告データ、
３０４…広告表示端末の短距離無線インタフェイス、３１１…端末ＩＤ、
３０５…同長距離用無線インタフェイス、４０１…移動端末の表示部、
４０２…移動端末の制御部、４０３…移動端末の記憶媒体、
４０４…移動端末の短距離無線インタフェイス、４０７…外部要求部、
４０５…同長距離用無線インタフェイス、４０６…ユーザインタフェイス、
４０８…受信データ処理部、４１０…ＯＳ、４１１…アプリケーション。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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