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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面の一部分に配置された広告領域に第１の広告を表示する広告表示手段と、
　前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出手段と、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域内のとき、前記第１の広告に予め設定され
た処理を実行する実行手段と、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を変化
させ、検出された前記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合は、
前記第１の広告と前記位置との間に第２の広告を表示させる変化手段と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記変化手段は、前記第１の広告の領域外において、前記第１の広告の領域から予め定
められた範囲内へ前記位置が入ると、前記第１の広告と関連する情報の一部を前記第１の
広告の周囲に表示することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記変化手段は、前記第１の広告の領域外において、前記第１の広告の領域から予め定
められた範囲外へ前記位置が出ると、前記第１の広告の表示内容を変化させることを特徴
とする請求項１又は２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　画面の一部分に広告を表示する広告表示手段と、
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　前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出手段と、
　検出された前記位置が前記広告の領域内のとき、その広告に予め設定された複数種別の
処理のいずれかを実行する実行手段と、
　検出された前記位置が前記広告の領域外の場合は、前記広告の表示を変化させ、検出さ
れた前記位置が前記広告の領域から予め定められた範囲内へ入った場合は、前記広告と前
記位置との間に前記広告に予め設定されている複数種別の前記処理を選択肢として表示さ
せる変化手段と、
　を備え、
　前記実行手段は、選択された選択肢と対応する種別の処理を実行する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　ネットワーク通信の状態を判定する判定手段を備え、
　前記変化手段は、判定された前記ネットワーク通信の状態に応じて、表示する前記選択
肢の内容又は順序の少なくとも一方を決定することを特徴とする請求項４記載の情報処理
装置。
【請求項６】
　広告ごと又はユーザごとの少なくとも一方について、前記処理の種類ごとに選択された
割合を集計する集計手段を備え、
　前記変化手段は、集計された前記割合が高い種類の処理を優先させた順序で前記選択肢
を表示する
　ことを特徴とする請求項４又は５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　画面の一部分に広告を表示する広告表示手段と、
　前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出手段と、
　検出された前記位置が前記広告の領域内のとき、その広告に予め設定された処理を実行
する実行手段と、
　検出された前記位置が前記広告の領域外であって、前記画面がスクロール操作されてい
る間、前記広告の面積を拡大する変化手段と、
　を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　画面の一部分に配置された広告領域に第１の広告を表示する広告表示処理と、
　前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出処理と、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域内のとき、前記第１の広告に予め設定され
た処理を実行する実行処理と、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を変化
させ、検出された前記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合は、
前記第１の広告と前記位置との間に第２の広告を表示させる変化処理と、
　をコンピュータが実行することを特徴とする情報処理方法。 
【請求項９】
　コンピュータを制御することにより、
　画面の一部分に配置された広告領域に第１の広告を表示させ、
　前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出させ、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域内のとき、前記第１の広告に予め設定され
た処理を実行させ、
　検出された前記位置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を変化
させ、検出された前記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合は、
前記第１の広告と前記位置との間に第２の広告を表示させる
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。 
【請求項１０】
　請求項９記載のコンピュータプログラムを通信ネットワーク経由で端末へ送信すること
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を特徴とするサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告の表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報端末において、Ｗｅｂページやアプリケーションプログラム（「アプリ」とも呼ぶ
）の画面に表示される画像などの広告がユーザにより操作された場合に実行される処理は
、広告によって異なり、リンク先のウェブページへ遷移する広告、アプリのダウンロード
が始まる広告などが知られている。
【０００３】
　また、操作を受けて面積が拡大する広告は、エキスパンドバナーやサイドキック広告な
どと呼ばれる（例えば、非特許文献１参照）。マウスポインタが広告の領域に入ったこと
（「オンマウス」や「マウスオーバー」などと呼ばれる）をもって広告が操作されたもの
として、広告を拡大するものもある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ヤフー株式会社、「スマートフォン広告」、［online］、［2011年6月1
9日検索］、インターネット〈URL:　http://advertising.yahoo.co.jp/ad/smartphone/>
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５４０４５５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、従来、広告を操作した場合に実行される処理は、実際にマウスポインタが広
告の領域に入った（オンマウス）などのときに初めて開始されるものであり、広告の見た
目からその動きを事前に予見できなかった。
【０００７】
　このため、ユーザは、実際にオンマウスなどを試みた結果、意に沿わない処理が開始さ
れると、それに対する中止の操作や画面を戻す操作などが煩雑であった。この結果、広告
の操作自体が躊躇されたり見送られ、その機会損失が大きいという問題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、広告が実際に操作される前に広告への興味を惹き広告のユーザによる
操作を促進することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的をふまえ、本発明の一態様（１）である情報処理装置は、画面の一部分に配
置された広告領域に第１の広告を表示する広告表示手段と、前記画面上でユーザにより指
示されている位置を検出する検出手段と、検出された前記位置が前記第１の広告の領域内
のとき、前記第１の広告に予め設定された処理を実行する実行手段と、検出された前記位
置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を変化させ、検出された前
記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合は、前記第１の広告と前
記位置との間に第２の広告を表示させる変化手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の他の態様（８）である情報処理方法は、上記態様を方法のカテゴリで捉えたも
ので、画面の一部分に配置された広告領域に第１の広告を表示する広告表示処理と、前記
画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出処理と、検出された前記位置が
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前記第１の広告の領域内のとき、前記第１の広告に予め設定された処理を実行する実行処
理と、検出された前記位置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を
変化させ、検出された前記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合
は、前記第１の広告と前記位置との間に第２の広告を表示させる変化処理と、をコンピュ
ータが実行することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の他の態様（９）は、上記態様をコンピュータプログラムのカテゴリで捉えたも
ので、コンピュータを制御することにより、画面の一部分に配置された広告領域に第１の
広告を表示させ、前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出させ、検出された
前記位置が前記第１の広告の領域内のとき、前記第１の広告に予め設定された処理を実行
させ、検出された前記位置が前記第１の広告の領域外の場合は、前記第１の広告の表示を
変化させ、検出された前記位置が前記第１の広告から予め定められた範囲内へ入った場合
は、前記第１の広告と前記位置との間に第２の広告を表示させることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の他の態様（１０）であるサーバ装置は、上記態様をサーバ装置の観点から把握
したもので、上記態様のコンピュータプログラムを通信ネットワーク経由で端末へ送信す
ることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の他の態様（２）は、上記いずれかの態様において、前記変化手段は、前記第１
の広告の領域外において、前記第１の広告の領域から予め定められた範囲内へ前記位置が
入ると、前記第１の広告と関連する情報の一部を前記第１の広告の周囲に表示することを
特徴とする。
【００１４】
　本発明の他の態様（３）は、上記いずれかの態様において、前記実行手段は、前記広告
に設定された複数の処理を実行するように構成され、前記変化手段は、前記広告の領域か
ら予め定められた範囲内へ前記位置が接近すると、その広告に予め設定されている複数の
前記処理を選択肢として表示する選択肢表示手段と、表示された前記処理の選択を受け付
ける選択受付手段と、を備え、前記実行手段は、選択された前記処理を実行することを特
徴とする。
【００１５】
　本発明の他の態様（４）は、上記いずれかの態様において、ネットワーク通信の状態を
判定する判定手段を備え、前記選択肢表示手段は、判定された前記ネットワーク通信の状
態に応じて、表示する前記選択肢の内容又は順序の少なくとも一方を決定することを特徴
とする。
【００１６】
　本発明の他の態様（５）は、上記いずれかの態様において、広告ごと又はユーザごとの
少なくとも一方について、前記処理の種類ごとに前記選択受付手段において選択された割
合を集計する集計手段を備え、前記選択肢表示手段は、集計された前記割合が高い種類の
処理を優先させた順序で前記選択肢を表示することを特徴とする。
【００１７】
　本発明の他の態様（６）は、上記いずれかの態様において、前記変化手段は、前記第１
の広告の領域外において、前記第１の広告の領域から予め定められた範囲外へ前記位置が
出ると、前記第１の広告の表示内容を変化させることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の他の態様（７）である情報処理装置は、画面の一部分に広告を表示する広告表
示手段と、前記画面上でユーザにより指示されている位置を検出する検出手段と、検出さ
れた前記位置が前記広告の領域内のとき、その広告に予め設定された複数種別の処理のい
ずれかを実行する実行手段と、検出された前記位置が前記広告の領域外の場合は、前記広
告の表示を変化させ、検出された前記位置が前記広告の領域から予め定められた範囲内へ
入った場合は、前記広告と前記位置との間に前記広告に予め設定されている複数種別の前
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記処理を選択肢として表示させる変化手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、広告が実際に操作される前に広告への興味を惹き広告のユーザによる
操作を促進できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態について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例を示す図。
【図３】本発明の実施形態における処理手順を示すフローチャート。
【図４】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【図５】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【図６】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【図７】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【図８】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【図９】本発明の実施形態における画面表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明を実施するための形態（「実施形態」と呼ぶ）について図に沿って例示す
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は適宜省略する。
【００２２】
〔１．構成〕
　本実施形態は、図１の構成図に示す情報処理装置１（「端末１」とも呼ぶ）に関する。
端末１は、ウェブページやゲームその他のコンテンツに付随して、広告を表示するパーソ
ナルコンピュータや携帯端末などである。広告サーバＳは、端末１へ広告を配信するサー
バ装置である。サーバＳ２は、広告がクリックされたときのリンク先表示やファイルのダ
ウンロードなどを提供する他のサーバ装置である。
【００２３】
　端末１と、広告サーバＳと、サーバＳ２は、通信ネットワークＮ（例えば、インターネ
ット、携帯電話、ＰＨＳ、公衆無線ＬＡＮなどの移動通信網など）を介して接続される。
【００２４】
　端末１は、コンピュータの構成として少なくとも、ＣＰＵなどの演算制御部６と、主メ
モリや補助記憶装置等の記憶装置７と、図示しない通信ネットワークとの通信装置８（例
えば、無線や有線の各種通信アダプタ、その他の通信回路、通信機器など）と、を有する
。
【００２５】
　端末１では、記憶装置７に記憶したコンピュータプログラムを演算制御部６が実行する
ことで、図１に示す各手段などの要素を実現する。コンピュータプログラムは、例えば、
広告を表示するウェブページのマークアップ記述に含まれるスクリプトや、本実施形態に
おける広告表示を実現するために予め基本ソフトウェアやウェブブラウザなどと組み合わ
せてインストールしておくプラグイン等の付加機能プログラムなどである。
【００２６】
　実現される要素のうち情報の記憶手段は、記憶装置７上のファイルなど任意のデータ形
式のほか、ネットワーク・コンピューティング（クラウド）によるリモート記憶などでも
実現できる。
【００２７】
　また、記憶手段は、データの格納領域だけでなく、データの入出力や管理などの機能を
含んでもよい。また、本出願に示す記憶手段の単位は説明上の便宜によるもので、適宜、
構成を分けたり一体化できる。また、明示する記憶手段以外にも、各手段の処理データや
処理結果などの記憶手段を適宜用いる。図２は、広告サーバＳから配信される広告のデー
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タを広告記憶手段２５に記憶した例を示す。
【００２８】
　この例では、広告ＩＤ「Ａ１２５」について、広告画像のファイル「○○○.gif」と、
広告が操作された場合に実行されるビデオ再生など３種の処理（「広告挙動」とも呼ぶ）
及びそのパラメータが対応付けられている。広告挙動のうち「リンク先へのページ遷移」
については、デフォルトの選択肢であることがフラグ「１」をセットすることで示されて
いる。
【００２９】
　なお、図中（例えば図１）の矢印は、データや制御などの流れについて主要な方向を補
助的に示すもので、他の流れの否定や方向の限定を意味するものではない。例えばある方
向のデータ取得の前後に、データ要求や確認応答（ＡＣＫ）が逆方向に発生し得る。
【００３０】
　また、記憶手段以外の各手段は、以下に説明するような情報処理の機能・作用（例えば
図１）を実現・実行する処理手段であるが、これらは説明のために整理した機能単位であ
り、実際のハードウェア要素やソフトウェアモジュールとの一致は問わない。
【００３１】
〔２．作用〕
　上記のように構成された端末１における処理手順のうち本実施形態に特に関わる部分を
図２のフローチャートに示す。
【００３２】
〔２－１．概要と変化の例〕
　まず、広告表示手段２０は、画面の一部分に広告を表示する（ステップＳ１１）。画面
は例えば、図示しないウェブブラウザが表示するウィンドウや、アプリなどが表示する適
宜な画面である。図４の画面表示例では、図示しないブラウザが表示するウィンドウＷの
右上隅あたりにバナー広告Ａが表示されている。
【００３３】
　また、検出手段３０は、逐次、画面上でユーザにより指示されている位置を検出する（
ステップＳ１２）。ユーザに指示されている位置は、例えば、スマートフォンのタッチパ
ネル画面でユーザの指が触れている座標や、パーソナルコンピュータにおいてマウスのポ
インタがさしている座標などである。例えば、図４の例では、マウスのポインタＰがウィ
ンドウＷの左下寄りの位置を指示している。
【００３４】
　そして、実行手段４３は、検出された位置が広告の領域内のとき（ステップＳ１３：「
ＹＥＳ」）、その広告に予め設定された処理（「広告挙動」や「挙動」とも呼ぶこととす
る）を実行する（ステップＳ１４）。
【００３５】
　ここで、広告の領域とは、広告（ディスプレイ広告などとも呼ばれる）の画像の範囲に
限らず、画像の範囲の外側の予め定められた範囲であって、オンマウスやマウスオーバー
を画像の範囲に準じて検出する範囲（例えば、画像の範囲から所定の画素数離れた画素ま
で）を含む。
【００３６】
　また、変化手段５２は、検出された位置が広告の領域外のとき（ステップＳ１３：「Ｎ
Ｏ」）、広告の表示を変化させる（ステップＳ１６～Ｓ２５）。変化は、検出されたポイ
ンタＰなどの位置と広告との位置関係に応じたものである。
【００３７】
　例えば、変化手段５２は、挙動としてエキスパンド（広告面積の拡大）が設定されてい
る広告について（ステップＳ１５：「ＹＥＳ」）、広告の領域外において、その広告の領
域から予め定められた範囲内へポインタＰの位置が入ると、広告挙動の一部すなわち広告
挙動の最初の部分として、広告の面積が拡大するエキスパンド動作の最初の部分を実行手
段４３に実行させる（ステップＳ１６）。
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【００３８】
　図５の画面表示例では、バナー広告Ａの領域から予め定められた所定範囲（破線より右
上側の第１領域Ｒ１）にポインタＰの位置が入った結果、広告がウィンドウＷ全面に拡が
るエキスパンド動作の最初の部分として、拡大表示Ｅがバナー広告Ａからはみ出すように
表示されている。これは一例にすぎず、バナー広告Ａ自体がある程度まで拡がる表示でも
よい。
【００３９】
〔２－２．選択肢の表示〕
　変化の他の例は、複数ある広告挙動の選択肢を表示することである。ここで、本実施形
態では、実行手段４３は、広告に設定された複数の広告挙動を、選択操作などに応じてい
ずれも実行可能なように構成されている。
【００４０】
　例えば、実行手段４３は広告挙動として、ある広告にビデオ再生が設定されていれば、
パラメータとして指定されているストリーミング配信動画のＵＲＬなどを用いてビデオを
再生する。同様に、ウェブブラウザによるリンク先へのページ遷移、表示拡大（エキスパ
ンド動作）も、広告での設定に応じ実行する。
【００４１】
　これら複数の広告挙動は単一の広告に複数の選択肢として設定し、実行手段４３で実行
することができる。図２（広告記憶手段２５）の例では、ある広告画像「○○○.gif」を
用いる広告がクリックされた場合、デフォルトの挙動としては、所定のリンク先へのペー
ジ遷移が設定されているが、他の選択肢としてビデオ再生、表示拡大も設定されている。
複数の動作を連続して再生する設定を採用してもよい。
【００４２】
　図６は、複数ある広告挙動の選択肢を表示する画面表示例を示す。この例では、変化手
段５２の選択肢表示手段３４は、挙動が複数設定されている広告について、広告の領域か
ら予め定められた範囲（例えば、第２領域Ｒ２）内へポインタＰの位置が接近すると（ス
テップＳ１７：「ＹＥＳ」）、その広告に予め設定されている複数の広告挙動を選択肢と
して、例えば選択用タブＴＢ１～ＴＢ３として表示している（ステップＳ１９）。
【００４３】
　広告挙動の選択肢は、ビデオ再生（タブＴＢ１）、リンク先ウェブページへのジャンプ
（タブＴＢ２）や面積拡大（タブＴＢ３）の他、アプリのダウンロードなどでもよい。そ
して、変化手段５２の選択受付手段３５は、表示された広告挙動の選択を受け付け（ステ
ップＳ２０）、実行手段４３は、選択された広告挙動を実行する（ステップＳ１４）。
【００４４】
〔２－３．選択肢の最適化〕
　広告挙動の選択肢の内容や順序は、通信状態に応じて異なる。すなわち、本実施形態で
は、判定手段４４は逐次、ネットワーク通信の状態を判定する（ステップＳ１８）。そし
て、選択肢表示手段３４は、判定されたネットワーク通信の状態（可否、安定性、接続速
度など）に応じて、表示する選択肢の内容又は順序の少なくとも一方を決定し、その内容
や順序で、図６にタブとして例示したような挙動選択メニュー（タブＴＢ１～ＴＢ３）を
表示する（ステップＳ１９）。
【００４５】
　表示する選択肢の内容を決定する例としては、広告を選択した場合の処理であって通信
が必須なものをオフライン時に選択肢から外したり、接続速度が所定以下ならビデオ再生
の選択肢「ビデオ」を表示しないなどが考えられる。また、選択肢の順序については、接
続の安定性や速度が所定以下なら、ビデオ再生の選択肢「ビデオ」のほか、アプリのダウ
ンロードのように通信量の多い選択肢は、表示する順序を下げるなどが考えられる。
【００４６】
　表示する選択肢の内容と順序の両方を決定する例としては、例えば、接続速度が所定以
下ならビデオ再生の選択肢「ビデオ」を表示せず、かつ、リンク先へのページ遷移という
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選択肢よりも、表示拡大という選択肢を先の順序とするなどが考えられる。
【００４７】
　また、集計手段５５は、広告ごと又はユーザごとの少なくとも一方について、広告挙動
の種類ごとに選択受付手段３５において選択された割合を集計し（ステップＳ２１）、集
計結果を集計結果記憶手段５６に記憶させる。そして、選択肢表示手段３４は、集計され
た割合が高い種類の広告挙動を優先させた順序で選択肢を表示する（ステップＳ１９）。
【００４８】
　広告ごとの集計としては、複数のユーザについて横断的にみた場合の広告挙動の種類ご
とのクリック率などを集計する。ユーザごとの集計としては、様々な広告について横断的
に見た場合について、広告挙動の種類ごとのクリック率などを集計する。広告ごとかつユ
ーザごとの集計としては、広告の種類やジャンルと、ユーザの属性と、の組合せごとに広
告挙動の種類ごとのクリック率などを集計する。
【００４９】
　例えば、ビデオ再生のクリック率が他の選択肢より高いユーザには、ビデオ再生のタブ
を、複数表示しているタブのなかで一番上の位置（例えば図６におけるタブＴＢ１）や、
横長で大きく表示される位置（例えばタブＴＢ３）など、所定の順序で表示する。また、
全ユーザの傾向としてアプリのダウンロードの選択肢のクリック率が高い広告の場合、ど
のユーザにもアプリのダウンロードを、優先させる位置に表示する。
【００５０】
　どこに表示したタブのクリック率が高く、優先させる位置（すなわち、優先させた順序
の選択肢を表示すべきタブ）であるかについて、ユーザごとに、選択肢の種類を無視して
又は選択肢の種類との組合せにおいて集計し、個別のユーザごとにクリック率の高い位置
のタブに、集計された割合が高い種類の広告挙動を、優先させた順序で選択肢として表示
してもよい。このようにすればさらに高い広告のクリック率が期待できる。
【００５１】
〔２－４．他のバリエーション〕
　さらに、本実施形態では、広告の表示を変化させる他のバリエーションとして、画面上
でユーザにより指示されている位置すなわち例えばポインタＰの位置がウィンドウ外に出
るなど広告の表示領域から遠ざかることを検出すると（ステップＳ２２：「ＹＥＳ」）、
広告の表示を変化させて広告を目立たせユーザの注意を惹くようにする（ステップＳ２３
）。
【００５２】
　すなわち、変化手段５２は、図７に例示するように、広告の領域外において、その広告
の領域から予め定められた所定範囲外である領域ＲＸへポインタＰの位置が出ると、広告
の表示を変化させる。図７の例では、図４の例と比べてバナー広告Ａの表示における濃さ
を薄く変化させている。変化としては、ポインタＰの位置が広告の表示領域から離れるほ
ど薄くしたり、離れるほど広告を明るく光らせるなどが考えられる。なお、第１領域Ｒ１
はウィンドウＷのうち広告Ａ寄りの一部分であり、第２領域Ｒ２は、第１領域Ｒ１のなか
でも広告Ａ寄りの一部分であり、領域ＲＸはウィンドウＷの外側である。
【００５３】
　そのような変化が気になってユーザの注意がポインタＰから広告に戻り、オンマウス操
作でエキスパンドしてみるなど、広告が操作されることを促進できる。また、所定範囲外
の判断基準としては、位置が、広告が表示されているブラウザのウィンドウから離脱した
ことに限らず、例えば、画面のうち広告の表示されている端と反対側の半面に離れたこと
などでもよい。
【００５４】
　さらに、変化手段５２は、検出された位置が広告の領域外であり、かつ、画面がスクロ
ール操作されている間（ステップＳ２４：「ＹＥＳ」）、広告の面積を拡大し、スクロー
ルが終了すると元に戻す（ステップＳ２５）。例えば、図８と図９は、本実施形態をスマ
ートフォンに適用した場合の画面表示例で、図８に示すバナー広告Ａ２を、図９に示すよ
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うに指Ｆなどによる操作でスクロール（白抜きの太い破線矢印で示す）されている間、エ
キスパンド（面積拡大）させている。
【００５５】
〔３．効果〕
（１）　以上のように、本実施形態では、指やマウスなどの指す位置が広告（例えば図５
のバナー広告Ａ）の領域外のとき、その位置などに応じて広告の表示を変化させる（例え
ば図５～図７）。これにより、広告が実際に操作される前に広告への興味を惹き広告のユ
ーザによる操作を促進することができる。
【００５６】
　特に、スマートフォンなどの携帯端末では、通信速度や電波の有無が場所により異なり
、通信の機会が貴重な場合もあるため、広告の操作が見送られがちであったところ、本実
施形態により広告のユーザによる操作を促進できる。
【００５７】
（２）　また、本実施形態では、広告の領域から所定範囲内へ、画面上でユーザにより指
示されている位置が入ると、広告に基づく処理の一部を実行する表示を行う（例えば図５
）。これにより、広告を操作した場合の処理内容の予見が容易になるので操作の躊躇や見
送りが減り広告のユーザによる操作を促進できる。
【００５８】
（３）　また、本実施形態では、広告の領域から所定範囲内へ位置が接近すると、広告に
対応する複数の処理を選択肢として表示し（例えば図６）、選択された処理を実行するこ
とにより、ユーザが広告を能動的に操作できるので、広告のユーザによる操作が促進され
る。
【００５９】
（４）　また、本実施形態では、ネットワーク通信の状態に応じ、表示する選択肢の内容
や順序を決定する（例えば図３のステップＳ１８、Ｓ１９）。これにより、通信状態に適
した選択肢を提供し、広告のユーザによる操作を促進できる。
【００６０】
（５）　また、本実施形態では、広告ごと又はユーザごとの少なくとも一方について、処
理の種類ごとに選択された割合を集計し（例えば図３のステップＳ２１）、その割合が相
対的に高い種類の処理を優先する順序で選択肢として表示する。これにより（ステップＳ
１９）、広告やユーザごとに適した種類の処理を選択しやすくし広告のユーザによる操作
を促進できる。
【００６１】
（６）　また、本実施形態では、スクロールしている間、広告の面積を拡大（エキスパン
ド）させて詳しい情報やインパクトある画像などを見せることにより（例えば図９）ユー
ザの広告への興味を惹き広告の操作を促進することができる。
【００６２】
（７）　また、本実施形態では、ユーザにより指定されている位置が広告の領域から遠ざ
かったときに、距離に応じ広告の透過度を上げたり光らせるなど表示を変化させることに
より（例えば図７）、ユーザの広告への関心を惹くことができる。
【００６３】
〔４．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
実施態様も含むものである。例えば、本発明の各態様は、明記しない他のカテゴリ（方法
、プログラム、端末を含むシステムなど）としても把握することができる。
【００６４】
　方法やプログラムのカテゴリについては、装置のカテゴリで示した「手段」を、「処理
」や「ステップ」のように適宜読み替えるものとする。また、処理やステップの順序は、
本出願に直接明記のものに限定されず、順序を変更したり、一部の処理をまとめてもしく
は随時一部分ずつ実行するなど、変更可能である。
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　また、個々の手段、処理やステップを実現、実行する端末などのコンピュータは共通で
もよいし、手段、処理やステップごとにもしくはタイミングごとに異なってもよい。また
、上記「手段」の全部又は任意の一部を「部」（ユニット、セクション、モジュール等）
と読み替えることができる。
【００６６】
　また、本出願における構成図、データの図、フローチャートなども例示に過ぎず、各要
素の有無、その配置や処理実行などの順序、具体的内容などは適宜変更可能である。例え
ば、第１領域Ｒ１と、第２領域Ｒ２と、所定範囲外の領域ＲＸと、の間の位置関係は図７
の関係には限定されない。例えば、第２領域Ｒ２の境界よりもバナー広告Ａの側に第１領
域Ｒ１の境界を設定してもよい。
【００６７】
　また、端末１を構成する個々の手段を実現する態様は自由で、外部のサーバが提供して
いる機能をＡＰＩ（アプリケーションプログラムインタフェース）やネットワーク・コン
ピューティング（いわゆるクラウドなど）で呼び出して実現するなど、本発明の構成は柔
軟に変更できる。さらに、本発明に関する手段などの各要素は、コンピュータの演算制御
部に限らず物理的な電子回路など他の情報処理機構で実現してもよい。
【符号の説明】
【００６８】
１　情報処理装置（端末）
６　演算制御部
７　記憶装置
８　通信装置
２０　広告表示手段
２５　広告記憶手段
３０　検出手段
３４　選択肢表示手段
３５　選択受付手段
４３　実行手段
４４　判定手段
５２　変化手段
５５　集計手段
５６　集計結果記憶手段
Ａ、Ａ２　バナー広告
Ｆ　指
Ｐ　ポインタ
Ｒ１　第１領域
Ｒ２　第２領域
ＲＸ　所定範囲外の領域
Ｓ　広告サーバ
Ｔ　端末
ＴＢ１～ＴＢ３　タブ
Ｗ　ウィンドウ
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              　　　　３／０４８７－３／０４８９
              Ｇ０６Ｑ３０／０２
              Ｈ０３Ｍ１１／０４
              　　　　１１／０８－１１／１４
              　　　　１１／２０－１１／２４
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