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ユーザ行動に基づく情報配信システムの開発
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百貨店などの商業施設内におけるユーザの行動パターンをモデル化しておき，

アクティブRFIDにより，ユーザの行動ルートを把握し，それらをマッチングする

ことで，より利便性の高い情報配信サービスを提供するシステムを開発した．さ

らに実店舗にて試行サービスを提供した．

1. まえがき
移動通信サービスからサービス領域

を新規に拡大する試みとして，実生活

で利用されているインフラやサービス

との連携，いわゆる「リアル連携」が

提唱されている．近年の移動端末の性

能向上，多機能化とともに，リアル連

携の適用範囲も拡大している．その１

つに，百貨店，テーマパークやミュー

ジアムといった商業施設内におけるユ

ーザの購買行動を支援するための情報

配信サービスがある．移動端末を利用

した商業施設内での情報配信サービス

では，これまでユーザの位置に応じて

情報を配信する方式がとられていた．

しかし，この方法では，ユーザが以前

どのような行動をとったかにかかわら

ず常に同じ情報が配信されてしまい，

ユーザが受け取る情報が画一的になっ

てしまうという問題があった．

そこで，今回百貨店などの商業施設

内におけるユーザ行動パターンをモデ

ル化しておき，アクティブRFID（Radio

Frequency IDentification）によりユー

ザの行動ルートを把握し，それらをマ

ッチングすることで，従来手法に比べ

配信条件やタイミングを柔軟に設定可

能な情報配信システムを構築し，実際

の商業施設内において情報配信サービ

スを試行提供した．

本稿では，今回開発したシステムの

概要，システム構成および情報配信プ

ロセスについて述べる．

2. サービス概要
今回開発したユーザ行動に基づく情

報配信システムの利用イメージを図1

に示す．本システム開発の目的は，商

業施設内にいるユーザに対して，購買

行動を支援するための情報を提供する

ことにある．購買行動を支援するため

の情報とは，本システムにおいては

「商業施設から配信される広告などの

情報（以下，コンテンツ）」，「商業施

設内の地図情報とユーザの現在位置」

の２つに大別される．ユーザは，アク

ティブRFIDリーダを装着した移動端

末を手にした状態で商業施設内におい

て購買行動をとる．移動端末上には地

図画面と現在位置が表示され，ユーザ

が移動するとともに現在位置表示も変

化する．また，ユーザの行動があらか

じめ規定された行動パターンに合致し

た場合，該当するコンテンツが移動端

末の画面上に表示される．例えば，店

内を長時間歩いているユーザに対して

休憩所や喫茶施設の案内を表示する，

複数の靴屋を訪れたユーザに対して未

訪問の靴屋を案内する，地上階だけを

訪問して帰ろうとしているユーザに地

下階を案内する，といった柔軟な情報

配信が可能である．

配信の条件として，日時，配信回数

などを設定することができ，特定の時

間にタイムセールの案内を配信した

り，あるコンテンツを１回のみ配信し

たりするといった制御を行うこともで

きる．また，コンテンツはシステム運

用中も随時投入することが可能であ

る．投入されたコンテンツは即座に移

動端末にダウンロードされるため，

「パンの焼上がり時間」，「空席情報の

お知らせ」，「迷子のお知らせ」といっ

たリアルタイム性の高いコンテンツを

配信することもできる．配信されたコ

ンテンツは移動端末上に蓄積され，い

つでも確認することができる．また，

コンテンツの配信元が商業施設内のど

こに存在しているかを地図画面で確認

することも可能である．

また，ユーザがどのようなルートを

たどったかといった情報をはじめ，ユ

ーザがとった行動のパターン，コンテ
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ンツの配信履歴および閲覧履歴といっ

た情報も移動端末内に蓄積され，サー

バに保存される．なお，今回のシステ

ムでは，これらの履歴情報は匿名性を

保ったまま保存される．

3. システム構成
システム構成を図2に示す．システ

ム構成要素はサーバ，クライアントお

よび商業施設内に敷設されたアクティ

ブRFIDタグの3つである．今回，アク

ティブRFIDリーダを移動端末に装着

し，かつ情報配信に必要な配信ルール

やコンテンツといったデータのほとん

どを移動端末側に保持するという構成

をとった．これは以下の理由による．

①ユーザがRFIDタグを保持し商業施

設側にリーダを配置する構成では，

商業施設内においてネットワーク工

事やサーバ設置といった工程が必要

となり，タグを配置するだけのシス

テム構成に比べると設置コストが大

きい．

②サーバ側にコンテンツなどのデー

タを配置してクライアント側から取

得する構成では，情報配信のたびに

サーバとの通信が発生することにな

り「今通りかかった店の情報を配信

する」といった即応性を満たせない

可能性がある．同時に，クライアン

トとサーバ間の通信が頻発し，局所

的にネットワーク資源を圧迫するこ

とも懸念される．

③商業施設全体が必ずしも移動端末

の通信圏内であるとは限らず，逐次

サーバとの通信を必要とするような

アーキテクチャはサービス提供の確

実性に不安がある．

システム全体の動作は，iアプリ起

動時のデータダウンロードを除けば，

RFIDタグ受信（図2①，②），位置情

報／ユーザ行動への変換（図2③，

④），マッチング処理（図2⑤），コン

テンツ表示（図2⑥，⑦），履歴アップ

ロード（図2⑧，⑨），新規追加コンテ

ンツダウンロード（図2⑩，⑪）の繰

返しとなる．

以下に，構成要素について述べる．

3.1 アクティブRFIDタグ
RFIDとは，IDを埋め込んだタグか

ら，電波などを用いた近距離無線によ

ってIDをリーダで読み取る技術で，

タグ自身が電源を持ち電波を発するタ

イプをアクティブRFIDタグ，タグ自

身が電源を持たずにリーダから受信し

た電波で駆動するタイプをパッシブ

【特徴】 
・地図画面上で現在位置や店舗の位置を確認可能 
・店内での行動に応じて広告情報などが自動的に配信される 
・新商品情報やイベント情報がタイムリーに配信される 

（b）情報配信例 

（a）画面イメージ 

アクティブRFID 
装着移動端末 

①洋服売り場の近くに 
きたユーザへ配信 

②洋服屋を見てまわっている 
ユーザへ配信 

③洋服屋のお店を一通り見て 
まわったユーザが，書店に近 
づいたら配信 

婦人服に関する 
詳細情報を配信 

「婦人服」に関連する 
お勧め情報を配信 

春の新作 
入荷！ 

本日発売の 
婦人雑誌 

婦人服店A
婦人服店B

婦人靴店C
書店 

おもちゃ売り場Ｂおもちゃ売り場Ｂ 
ブランド店Aブランド店Ｂ 

ブランド店C

おもちゃ売り場おもちゃ売り場Aおもちゃ売り場A

婦人服店婦人服店A

おもちゃ売り場Ｂ 

婦人服店A

商品案内 地図案内 

婦人服店A 
からの 
お知らせ！ 

おもちゃ売り場Ｂおもちゃ売り場Ｂ 
ブランド店Aブランド店Ｂ 

ブランド店C

おもちゃ売り場おもちゃ売り場A

婦人服店婦人服店A

おもちゃ売り場Ｂ 

おもちゃ売り場A

婦人服店A

図1 利用イメージ
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＊1 UART：コンピュータと接続された外部機
器との間でパラレルデータとシリアルデー
タの相互変換を主とする通信制御を行う回
路の総称，または接続インタフェース規格．
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RFIDタグと呼ぶ．本システムではア

クティブRFIDタグを用いた．タグ本

体は縦4.5cm，横10.5cm，高さ1.0cm

の外形を持ち，外部電源として乾電池

をケーブル接続することにより長時間

の運用が可能である．314MHzまたは

315MHzの周波数帯で128bit長のIDを

発信し，到達距離は最大で10m程度で

ある．

3.2 サーバ
サーバは，クライアントにダウンロ

ードするデータとクライアントからア

ップロードされるユーザの行動ルート

データなどの履歴情報を格納するため

のデータベース，クライアントとのデ

ータ送受信を行うための制御プログラ

ム，コンテンツ編集用のユーザインタ

フェース（UI：User Interface）から

なる．コンテンツ編集はPCのWebブ

ラウザと移動端末のi-modeブラウザで

編集できるとともに，画像を添付した

電子メールをサーバが受信することで，

簡易にコンテンツを登録することも可

能である．

3.3 クライアント
クライアントは移動端末，移動端末上

で動作するiアプリ，移動端末にUART

（Universal Asynchronous Receiver

Transmitter）＊1接続されたアクティブ

RFIDリーダから構成される．本シス

テムで利用可能な移動端末は，UART

接続された外部機器とiアプリ間での

通信が可能なもののみである．

移動端末上で動作するiアプリは，

UI全般を管理する機能ブロックと位

置情報の記録やコンテンツのマッチン

グなど演算処理を行う機能ブロックの

＝UI 
＝データベース 

アクティブ 
RFIDタグ 
設置者 

配信ルール 
作成者 

コンテンツ作成＆ 
コンテンツとルールの対応付け 

Webブラウザ 
i-modeブラウザ 広告作成者 

登録 エリア 
データ 

サーバ コンテンツ編集Web画面 

エリア 
データ 

コンテンツ 
データ 

配信ルール 
データ 

配信 
ルール 
データ 

配信ルール 
作成エディタ 

ログDBデータ出力 

データ 
ダウンロード 

エリア 
データ 

配信ルール 
データ 

履歴 
データ 

コンテンツ 
データ 

ログ収集＆ 
アップロード 

滞在時間 
管理 

アクティブ 
RFID管理 

地図管理 

UI管理 
画面 

アクティブ 
RFID 
リーダ 

ログ収集 

＝制御プログラム 
＝演算機能ブロック 

＝UI管理機能ブロック 
＝iアプリ 

コンテンツ 
管理 

マッチング 
エンジン 

・ユーザ行動変換・蓄積 
・場所到達履歴保存 

コンテンツ 
表示制御 

データ転送 

対応 
関係 

① 受信 

ユーザ 

アクティブ 
RFIDタグ 

⑥ 

⑤ 
④ 

③ ③ 

② 

⑦ 

⑧ 

⑪ 

⑩ ⑨ ネットワーク 

登録 

対応付け 

移動端末 
クライアント 

地図描画制御 

図2 システム構成
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２つに大別される．UIは，主に地図

画面（現在位置表示／更新）とコンテ

ンツ表示画面（一覧／閲覧）の２つを

遷移する．地図画面表示中にコンテン

ツ配信が行われた場合は，コンテンツ

のタイトルや配信元の店舗名を表示す

るダイアログがポップアップで表示さ

れ，ユーザの操作によりコンテンツの

詳細な内容を確認する画面へと遷移す

る．コンテンツの内容を表示する画面

では，コンテンツの本文や画像の表示

とともにコンテンツ配信元の店舗位置

を確認するための機能が用意されてお

り，ユーザ操作により，当該コンテン

ツを配信した店舗の位置が地図画面上

で表示されるようになっている．

4. 情報配信プロセス
商業施設内のユーザの行動を基にし

た情報配信プロセスを図3に示す．婦

人衣料品売り場入り口に設置してある

アクティブRFIDタグの情報を，移動端

末に装着されたアクティブRFIDリーダ

が読み取ることにより，ユーザが婦人

衣料品売り場入り口に来たことが認識

される．タグを受信すると同時に時刻

情報も記録され，タグが設置されてい

る場所にどの程度留まっているかによ

って，「婦人衣料品売り場に近づいた」

といった特定のユーザ行動として認識

される．この「婦人衣料品売り場に近

づいた」というユーザ行動に対して，

コンテンツを配信するような情報配信

のルールが存在すれば，例えば婦人衣

料品売り場内の「婦人服店A」のコン

テンツが配信される．このようなタイ

プの配信ルールを「行動パターンルー

ル」と呼ぶ．例は単発の行動を表現す

るルールであるが，「婦人衣料品売り場

婦人衣料品売り場入り口 

婦人服店A

婦人服店B

書店 

ユーザの移動 

コンテンツによる誘導 アクティブRFIDタグで獲得したユーザの動き 

に5秒以上滞在した 

変換・蓄積 
ユーザ行動 行動パターンルール 

婦人衣料品売り場に 
近づいた 

アクティブRFIDタグで獲得した 
ユーザの動き 場所到達履歴 

に来た 

に来た 

「婦人服店A」の訪問回数＋1

「婦人服店B」の訪問回数＋1

マッチング 「婦人衣料品売り場に近づいた」ユーザには 
婦人服店Aのコンテンツを配信する 

変換・蓄積 

マッチング 

場所依存ルール 

「婦人服店A」，「婦人服店B」をそれぞれ 
1回以上訪問しているユーザには 
本屋の婦人服に関するコンテンツを配信 

図3 情報配信プロセス

01-11 顧客行動3.3  07.3.23 5:02 PM  ページ 48



49NTT DoCoMoテクニカル・ジャーナル Vol. 15 No.1

に近づいたあとに売り場に入らず，別

の売り場に移動した」といったユーザ

行動のパターンをルールとして表現す

ることも可能である．また，アクティ

ブRFIDタグが変化した場合は場所を移

動したと認識され，新しく受信したア

クティブRFIDタグが示す場所の到達回

数記録が１増加する．アクティブRFID

タグが示す場所はすべて到達回数が移

動端末上に記録されており，これを利

用して「婦人服店Aと婦人服店Bにそ

れぞれ１回以上訪問しているユーザに

対して書店の婦人服関連書籍のコンテ

ンツを配信する」といった情報配信の

ルールを設定することもできる．この

ような配信ルールを「場所依存ルール」

と呼ぶ．「行動パターンルール」と「場

所依存ルール」は組み合わせることも

でき，このタイプのルールを「複合ル

ール」と呼ぶ．情報配信のルールには

さらに配信回数，配信時間帯，配信期

間といった条件設定をすることが可能

であり，これらを組み合わせることで

情報配信のタイミングをより細かく制

御することが可能となっている．

5. 試行サービスの概要・
結果と考察

2006年９月にショッピングセンタに

て，２週間で延べ600人以上のユーザ

を対象に試行サービスを提供した際に

実施したアンケートの結果によれば，

８割以上のユーザが本システムに対し

利便性を感じており，「情報の選別と

適切なタイミングでの配信というサー

ビス」へのユーザニーズが確認でき

た．一方で，能動的にコンテンツを検

索する機能を望むユーザが半数以上い

たことから，非計画購買だけでなく計

画購買に対する行動支援も同様にユー

ザは求めているということが明らかと

なった．

6. あとがき
従来の情報配信手法とは異なり，商

業施設内におけるユーザの行動に基づ

いた情報配信を可能とするシステムを

開発し，試行サービスの提供を行った．

この結果，ユーザ評価により本システ

ムの利便性とユーザニーズの高さを確認

した．
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