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効果的な情報提供のためには，顧客が情報に接する回数のほかに，情報を提供す
るタイミング，情報に接する際の空間の状況に注目することが重要です．そこで無
線タグやカメラ画像といった各種センサで空間の状況をリアルタイムに収集し，状
況に応じた情報提供を可能にするスポット情報ナビゲーション技術について紹介し
ます．

にいる人や人々に対して情報を提供する

ができ効果的なマーケティングが可能に

技術です．その結果として，その場にい

なります．さらに顧客がスポットに滞留

最近，マーケティングの分野において

る人や人々に対して，情報への気づきを

することで，スポットに置いてある商品

「広告の出稿に関して接触回数ではなく

促し，行動の誘導などの作用を及ぼし

についての詳細な情報を提供する広告を

接触タイミングによって購買が決定され

ます．これにより，場の提供者やサービ

行います．顧客の滞留時間が一定時間

る」「購買直前に接触する広告の効果が

ス提供者は，購買率向上や場の活性化

を超えると，システムでは顧客がそのス

高い」というリーセンシー（Recency）

といった効果を期待できます．

ポットに対して興味を持ったと解釈し，

場の状況に着目した情報提供

(1)

効果が注目されています ．また，ビー

ここで，状況を把握し，情報ナビゲー

ル売場で焼き肉の広告を行い，ビール

ションを行う空間の単位をスポットと呼

あるスポットに置いてある商品を同じ

と焼き肉の両方の売り上げ向上をねらう

ぶことにします．スポットの例として，

スポットで広告することもできますが，

場合 のように，複数の売場にまたがっ

店舗における売場や大規模商業施設に

図１の例のようにスポットＡにおいてス

て，複数の商品を関連づけて情報提供

おける店舗を単位としたスポット，ある

ポットＢに関する広告を行うこともでき

を行うクロスマーチャンダイジング（ク

いは駅・コンコース・プラットフォーム

ます．これにより顧客に対してスポット

といった空間を単位としたスポットなど

ＡからスポットＢへの移動を促し，クロ

があります．

スMDが可能になります．同様の効果を

ロスMD）手法

＊１

を適用することで，店

舗内の客動線を延ばし，客単価を引き
上げる効果をもたらすことができます．
このようなマーケティング手法を実践

技術の適用イメージ

情報提供を行います．

持つ方法として，スポットＡから来た顧
客とスポットＣから来た顧客にスポット
Ｂにおいて薦める商品を変えて広告を出

するには，売場などの場に着目し，場に

このスポット情報ナビゲーション技術

おける人や人々の状態，商品など場に存

を店舗に適用した場合のサービスイメー

在するものに適応した情報提供技術が

ジを図１に示します．あるスポットＡに

必要になります．

顧客が接近すると，広告の再生を開始

それぞれの顧客，あるいはスポットの顧

し，顧客に対して気づきを与える映像を

客全体の効用を最大にするような情報

スポット情報ナビゲーション
技術の概要

すことも可能です．
スポットに複数の顧客がいるときには，

流します．これにより，顧客に対して広
告を認知させることができ，リーセンシー

N T T サイバースペース研 究 所 で 研

効果が期待できます．単に顧客がスポッ

究・開発を行っているスポット情報ナビ

トに来るという情報に加えて，店舗など

ゲーション技術は，人，人々，ものなど

で実施されているフリークエンシープロ

場の状況を各種センサでリアルタイムに

グラム＊２などによって顧客のプロファイ

収集，分析し，その場の状況に適応し

ルがわかっている場合には誰が来たかを

た場の動作（アクション）を生成し，場

認識し，その人に向けた広告を行うこと

＊1

＊2

クロスマーチャンダイジング（クロスMD）
手法：商品分野は異なるが関連する商品を，
使用目的・シーン，季節，テーマに沿って
組み合わせて顧客に提案し，購買を促す手法．
フリークエンシープログラム：購入をするご
とにポイントが貯まり，ポイントに応じて顧
客に還元を行うサービスで，データベース
マーケティングの１つの手法．例えば店舗
におけるポイントカードシステムや航空会
社のマイレージサービスなどがあります．
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ナビゲーションが必要になります．複数

を行う，③購買の意思決定を持ってい

の顧客それぞれに対して，①１本のコン

る人に向けて広告する，などさまざまな

テンツ再生時間が短い広告を次々に再

方法が可能です．

技術の構成
スポット情報ナビゲーション技術のシ

生する，②このスポットに来るまでの購

ステム構成を図２に示します．各スポッ

入金額が高額の優良顧客に向けて広告

トでは，収集したい状況に対応したセン

センサ

スポットＡでスポット
Ｂの商品広告を行う
（クロスMD）

センサ

ディスプレイ

ディスプレイ
スポットに集まって
いる人々やコミュニ
ティに対する情報提
供（場の活性化）

商品
商品

スポットＢ
スポットＡ

スポットＡからとスポッ
トＣからで別な広告を
行う（クロスMD）

滞留している人にス
ポットＡにある商品
の購買を促す広告を
行う（購買率向上）
スポットへ接近する
と気づきを与える映
像を開始する
（リーセンシー効果）

スポットＣ

図１

スポット情報ナビゲーションのサービスイメージ

ルールオーサリングツール

ルールデータベース

コンテンツデータベース

メタデータ
マッチング機構

アクション実行機構

スポット情報ナビゲーションサーバ
実空間メタデータ
付与機構

センサデータ

センサデータ

アクション

アクション

センサデータ

スポットＡ

図２
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アクション
スポットＢ

スポット情報ナビゲーション技術のシステム構成

Ｒ

サと，顧客に対して情報提供を行うこ

行う際に必要となるディスプレイとスピー

す．あらかじめタグのIDとフリークエン

とができる出力装置，例えばディスプレ

カを売場の商品棚の顧客から見やすい

シープログラムなどの顧客情報とを結び

イとスピーカなどを設置します．センタ

位置に設置します．センサは取得したい

つけておけば，顧客のプロファイルに基

サーバ側には，スポット情報ナビゲーショ

状況に応じたセンサを設置します．以下

づいた個人識別が可能になります．

ンサーバを設置します．それは実空間メ

では，無線タグとビデオカメラをセンサ

タデータを生成する「実空間メタデータ

として利用する場合の説明をします．

一方，ユーザの動作を把握するため
に，スポットの上方にビデオカメラを設

付与機構」，スポットの状況を監視する

無線タグは，タグに固有のIDが組み

置します．このビデオカメラによってス

「メタデータマッチング機構」，スポット

込まれており，そのIDを受信アンテナに

ポット内の人影を撮影し，背景と人影

で特定の状況が発生した際にアクショ

よって受信し，個人の識別を行います．

を分離して人影を抽出します．各人影

ンを実行する「アクション実行機構」か

無線タグには，アクティブ型とパッシブ

について，その重心座標の算出をビデオ

ら構成されます．

型の２種類ありますが，今回はタグ自身

のフレームごとに行います．さらに，撮

各スポットのセンサや出力装置とセン

で電池を内蔵し，定期的に固有のIDを

影フレームごとに重心座標の変位を測定

タサーバの間は，ネットワークによって

発信するアクティブ型を利用しました．

することで人影の速度，加速度といった

接続されている必要があります．このよ

スポットに無線タグから発信された電

情報をリアルタイムに算出することが可

うにセンタ集中型の構成にすることで，

波を受信するアンテナを設置し，そのア

能となります．これにより，スポット内

複数のスポットを連携した情報提供や，

ンテナの感度をスポットの広さとほぼ同

のユーザがどの位置に何人いるか，ユーザ

履歴を活用した情報提供などが可能に

じになるように調整します．買い物かご

が棚に向かっているのか，スポットの外

なります．以下で技術を構成する要素に

やショッピングカートにあらかじめ無線

に向かっているのか，といった動作に関

ついて説明します．

タグを取り付けておきます．このように

する情報を取得できます (2),(3) ．また，こ

することで，顧客がアンテナの受信エリ

れら２つのセンサを組み合わせて状況を

スポットの状況収集

アに入ったときにIDの受信が開始され

とらえることも可能です．例えば「スポッ

店舗の売場をスポットとしたときの空

ます．その結果，無線タグのスポット間

トＡにおいて棚に近づいた人がスポット

間構成の一例を図３に示します．コン

移動履歴，無線タグごとのスポットに滞

Ｂに来た」といった状況を把握すること

テンツを再生して情報ナビゲーションを

留している時間などの情報を取得できま

ができます．

カメラ

商品棚

ディスプレイ

受信アンテナ

図３

スポット空間の構成
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実空間メタデータの生成
各スポットで取得されたセンサデータ

アクションの実行
メタデータマッチングの結果，特定の

たちで表現しなければならないため，ルー
ル作成の作業において作業者に負担が
生じます．
スポット情報ナビゲーション技術の効

は，センタサーバに集約されます．スポッ

状況が発生したことが把握されると，

トの状況を表す情報にするためには，集

ルールに従ってアクションが実行されま

果が発揮されるコンテンツをつくるオー

約されたセンサデータに意味づけを行う

す．アクション実行機構では，スポット

サリングツールの開発，スポットにおい

必要があります．この意味づけを行った

に対するアクションの制御を行います．

て提供したいサービスを記述することで，

センサデータをここでは実空間メタデー

スポットでアクションを実行する際には，

ルールが作成される仕組みの研究・開

タと呼びます．ビデオカメラをセンサと

スポットの提供者やサービス提供者の意

発を引き続き進めていきます．

して使った場合には，ビデオ画像から得

図した効果が得られるように，最適なタ
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「スポットに顧客が来たら，ディスプ

御しようとすると，同時に複数のアク

レイで広告を再生する」場合のように，
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応をルールの条件とアクションとして記

御を行います．

述します．ルールの記述を行うための
ツールとして，ルールオーサリングツー
ルを提供しています．

アクション実行状態と通常状態
スポットにいる人に対して，アクショ

ルールの条件には，実空間メタデー

ンが実行される前と実行された後で，状

タ，履歴情報，センサ情報などの満たす
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述では，スポットに対して最適なコンテ
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ンツや再生順を含んだプレイリストを作

づけるためには，スポットの通常状態で

成するなどのアクションを複数記述でき

は静かなコンテンツを再生し，アクショ

ます．

ンが実行される状態では，にぎやかなコ

スポットからは常にセンサ情報がサー

ンテンツを再生するなどの工夫が必要に

バに通知され，実空間メタデータ化を
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りスポットにおいて特定の状況が発生す
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トで発生する状況は必ずしも１つとは限

今後の展開
て，スポットに対するアクションを実行

そこで，どの状況を優先させるかをルー

しますが，結果としてスポットにいる人

ルプライオリティとして，ルール記述時

に対してインパクトを与えられるかどう

に設定できます．

かは，コンテンツのつくり方によって左
右されます．また，スポットの提供者や
サービス提供者の意図をルールというか
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崇
NTTサイバースペース研究所では，実空
間メタデータなどメタデータに関する生成
技術，検索技術，管理技術，利用技術につ
いての研究・開発を行いながら，新しいサー
ビスにつなげる取り組みを行っています．

スポット情報ナビゲーション技術によっ

らず，同時に複数の状況が発生します．
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