
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
端末装置からの情報検索要求および情報提供要求が受信されるまでの間、該端末装置に対
して広告情報を送信し、
該情報検索要求および該情報提供要求が受信された場合、情報検索および情報提供に先立
って既に送信された広告情報の広告名（広告のタイトル）を送信する情報提供装置。
【請求項２】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求を処理するために必要な時間を推測する処理時間推測手段をさらに備え、
該処理時間推測手段が推測した処理時間に応じて、該情報提供装置が、該端末装置に送信
すべき広告情報の広告名を制御する請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項３】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求の内容を分類する要求内容分類手段をさらに備え、
該要求内容分類手段が分類した要求内容に応じて、該情報提供装置が、該端末装置に送信
すべき広告情報の広告名を制御する請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項４】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求を受け付けた時刻を検知する要求受付け時刻検知手段をさらに備え、
該要求受付け時刻検知手段が検知した要求受付け時刻に応じて、該情報提供装置が、該端
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末装置に送信すべき広告情報の広告名を制御する請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項５】
情報検索および情報提供を要求する端末装置と、要求された情報を検索し、提供する情報
提供装置とを備えた情報提供システムであって、
該情報提供装置が該端末装置から該情報検索要求および該情報提供要求を受信するまでの
間、該情報提供装置が該端末装置に対して広告情報を送信し、
該情報提供装置が該情報検索要求および該情報提供要求を該端末装置から受信した場合、
該情報検索および該情報提供に先立って既に該送信された広告情報の広告名 (広告のタイ
トル )を該端末装置に送信し、
該端末装置は、該情報検索要求および該情報提供要求を送信するまでの間、該受信された
広告情報を記憶手段に格納し、
該情報検索要求および該情報提供要求が送信された後、該端末装置が、該情報提供装置か
ら該送信される広告名を受信し、
該情報提供装置から検索結果や情報提供が該端末装置に送信されるまでの間、該受信され
た広告名に対応する広告情報を該記憶装置から検索し、検索された結果を表示する情報提
供システム。
【請求項６】
前記端末装置は、ユーザに関する個人情報を保存する個人情報格納手段、および
該個人情報格納手段に格納されている該個人情報を前記情報提供装置に送信する個人情報
送信手段をさらに備え、
該情報提供装置は、該端末装置から送信された該個人情報を受信し、該端末装置から前記
情報検索要求および前記情報提供要求を受信するまでの間、該個人情報に応じた広告情報
を該端末装置に対して送信する請求項５に記載の情報提供システム。
【請求項７】
前記情報提供装置は、前記広告情報をタイトル部、イメージ部、およびテキスト部の部品
に分割して前記端末装置に送信し、
該端末装置は、該情報提供装置から該部品に分割されて送信される該広告情報を記憶手段
に記憶し、該記憶手段に記憶された部品を利用し広告情報を作成し、作成された結果を表
示する請求項５に記載の情報提供システム。
【請求項８】
前記情報提供装置から送信される広告名に一致する広告情報が、前記端末装置の前記記憶
手段に存在しない場合、該端末装置が広告情報を作成するために必要な部品を該情報提供
装置および該記憶手段から検索し、該必要な部品のみを該情報提供装置から送信してもら
う請求項７に記載の情報提供システム。
【請求項９】
前記情報提供装置がサーバである請求項５に記載の情報提供システム。
【請求項１０】
前記端末装置がパーソナルコンピュータまたは携帯情報端末である請求項５に記載の情報
提供システム。
【請求項１１】
情報検索および情報提供を情報提供装置に対して要求する情報表示装置であって、
該情報検索要求および情報提供要求を送信するまでの間に受信した広告情報を記憶手段に
格納し、
該情報検索要求および該情報提供要求を送信した後、該情報提供装置から送信されてくる
広告名を受信し、
該情報提供装置から検索結果や情報提供が送信されるまでの間、該受信された広告名に対
応する広告情報を該記憶装置から検索し、その検索結果を表示する情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、情報提供システムおよび情報表示装置に関し、特に広告名を送信することで広
告情報を表示させる情報提供システムおよび情報表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの発達により、必要な情報が簡単に入手できるようになってきた。
ユーザは、必要な時に、インターネットに接続し、検索を行い、情報提供者から各自が必
要な情報を入手することができる。
【０００３】
この情報提供者のサーバにアクセスしてきたユーザに対し、ユーザが必要と思われる広告
情報や、ユーザに見て欲しい広告情報を情報提供者が提供する仕組みが提案されている。
たとえば、情報提供者から送信されてくる広告情報をそのまま表示するといった方式がそ
の一つである。
【０００４】
また、特開平９－１３５２６５号公報には、情報検索を要求する端末装置が情報提供する
サーバヘ検索要求を送信した後に、このサーバから検索結果を受信するまでの間に記憶装
置に格納された広告、公報情報を表示装置に表示する情報提供システムが開示されている
。その情報提供システムは、情報検索を要求する端末装置と、要求された情報を検索して
提供するサーバから構成されている。サーバは、端末装置から検索要求を受信するまでの
間、端末装置へ広告情報を送信し、端末装置は、検索要求を送信するまでの間に受信した
広告情報を記憶し、検索要求を送信した後、サーバからの検索結果の情報を受信するまで
の間、格納しておいた広告情報を表示する。
【０００５】
また、特開平９－２６９９２３号公報には、加入者のコンピュータがオンであるか、或い
は予め定められたアイドル基準に合致するときに情報および広告が自動的に表示されるよ
うなシステムにおいて情報および広告を加入者のコンピュータに配布する技術が開示され
ている。特開平９－２６９９２３号公報は、情報および広告配布システムに関し、その情
報および広告配布システムは、情報サーバ、ワークステーションから構成されている。情
報サーバは、情報項目および広告のデータベースを記憶し、更新する。ワークステーショ
ンは、情報サーバから離れて配置されており、ディスプレイ装置と、情報項目および広告
のサブセットを情報サーバのデータベースに受け取るための通信インターフェイスと、情
報サーバから受け取った情報項目および広告を記憶するローカルメモリとを備えている。
【０００６】
ワークステーションの情報アドミニストレータは、情報サーバと時々通信を確立して、ロ
ーカルメモリに記憶された情報項目および広告を情報サーバに記憶された情報項目および
広告のサブセットで更新する。ワークステーションの情報ディスプレイコントローラは、
ワークステーションが予め定められたアイドル基準に合致するときに、ワークステーショ
ンのディスプレイ装置に、ローカルメモリに配置された情報項目および広告のサブセット
を表示する。ワークステーションは、加入者のプロフィールデータを記憶するプロフィー
ラを備えており、このプロフィールデータは、ワークステーションに関連した加入者が情
報項目の視聴を望む、或いは望まない情報分類を指示する加入者情報視聴の好みを表して
いる。情報ディスプレイコントローラは、ディスプレイ装置に表示された情報項目から、
加入者のプロフィールデータに合致しない情報項目を除外するためのフィルタを備えてい
る。
【０００７】
また、特開平９－３３１５０６号公報には、放送局からのニュース番組などを表示すると
共に、放送局の放送内容の決定に関与することなく、自由に宣伝広告を流すことができる
ような文字多重放送受信装置が開示されている。これは、文字多重放送受信装置において
、通常は記憶装置の内容を表示手段へ送信し、優先的に表示手段に表示すべき情報を受信
したことを確認した時点でこの情報を、記憶装置からの内容と切替えて表示手段へ送信す
るように設定されているものである。
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【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
情報提供者から送信されてくる広告情報を、何らかの加工をせず、そのまま表示するとい
った方法では、ユーザが広告情報を意識しない恐れがあり、表示された広告が、効果的で
あるとは必ずしもいえない。さらに、送信されてくる広告情報がそのまま表示されたので
は、ユーザが広告情報をダウンロードする時間が長くなる。
【０００９】
また、特開平９－１３５２６５号公報に開示されている情報提供システムでは、サーバヘ
検索要求を送信した後、このサーバから検索結果を受信するまでの間に記憶装置に格納さ
れた広告を表示する。このため、ユーザが情報を検索する場合、ユーザが情報提供システ
ムを操作をしなくても広告情報が表示される。
【００１０】
この場合、表示される内容はサーバが予め端末側へ送信している内容であり、広告を選択
的に表示させることはできない。また、広告情報が前もってダウンロードされるため、広
告情報のダウンロードに要する時間は短くなるが、広告情報を記憶するために、大量のメ
モリが必要となる。
【００１１】
特開平９－２６９９２３号公報では、ユーザのコンピュータがオンであるか、或いは予め
定められたアイドル基準に合致するときに情報、広告が自動的に表示されることを目的と
している。
【００１２】
具体的には、情報および広告を表示するタイミングが、コンピュータがある一定の時間、
キー入力が何もなされていない時である。キー入力がなされない場合、ユーザがコンピュ
ータの前から離れている可能性がある。このため、コンピュータに表示される広告がユー
ザに利用されない恐れがある。
【００１３】
特開平９－３３１５０６号公報にて開示されている文字多重放送受信装置では、放送局か
らのニュース番組を表示するとともに、放送局の放送内容の決定に関与することなく、自
由に宣伝、広告を流すことができるようになっている。しかしながら、特開平９－３３１
５０６号公報の方法では、広告を選択的に表示させることはできない。
【００１４】
本発明は、上記問題を鑑み、広告情報を有効に表示し、ユーザに有用と思われる広告を提
供する情報提供システムおよび装置、端末装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明の情報提供装置は、端末装置からの情報検索要求および情報提供要求が受信される
までの間、前記端末装置に対して広告情報を送信し、前記情報検索要求および前記情報提
供要求が受信された場合、情報検索および情報提供に先立って既に送信された広告情報の
広告名（広告のタイトル）を送信し、そのことにより上記目的が達成される。
【００１６】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求を処理するために必要な時間を推測する処理時間推測手段をさらに備え、前記処理時
間推測手段が推測した処理時間に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に送信すべ
き広告情報の広告名を制御してもよい。
【００１７】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求の内容を分類する要求内容分類手段をさらに備え、前記要求内容分類手段が分類した
要求内容に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に送信すべき広告情報の広告名を
制御してもよい。
【００１８】
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前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求を受け付けた時刻を検知する要求受付け時刻検知手段をさらに備え、前記要求受付け
時刻検知手段が検知した要求受付け時刻に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に
送信すべき広告情報の広告名を制御してもよい。
【００１９】
本発明の情報提供システムは、情報検索および情報提供を要求する端末装置と、要求され
た情報を検索し、提供する情報提供装置とを備えた情報提供システムであって、前記情報
提供装置が前記端末装置から前記情報検索要求および前記情報提供要求を受信するまでの
間、前記情報提供装置が前記端末装置に対して広告情報を送信し、前記情報提供装置が前
記情報検索要求および前記情報提供要求を前記端末装置に受信した場合、前記情報検索お
よび前記情報提供に先立って既に前記送信された広告情報の広告名（広告のタイトル）を
前記端末装置に送信し、前記端末装置は、前記情報検索要求および前記情報提供要求を送
信するまでの間、前記受信された広告情報を記憶手段に格納し、前記情報検索要求および
前記情報提供要求が送信された後、前記端末装置が、前記情報提供装置から前記送信され
る広告名を受信し、前記情報提供装置から検索結果や情報提供が前記端末装置に送信され
るまでの間、前記受信された広告名に対応する広告情報を前記記憶装置から検索し、検索
された結果を表示し、そのことにより上記目的が達成される。
【００２０】
前記端末装置は、ユーザに関する個人情報を保存する個人情報格納手段、および前記個人
情報格納手段に格納されている前記個人情報を前記情報提供装置に送信する個人情報送信
手段をさらに備え、前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記個人情報を受
信し、前記端末装置から前記情報検索要求および前記情報提供要求を受信するまでの間、
前記個人情報に応じた広告情報を前記端末装置に対して送信してもよい。
【００２１】
前記情報提供装置は、前記広告情報をタイトル部、イメージ部、およびテキスト部の部品
に分割して前記端末装置に送信し、前記端末装置は、前記情報提供装置から前記部品に分
割されて送信される前記広告情報を記憶手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された部品を
利用し広告情報を作成し、作成された結果を表示してもよい。
【００２２】
前記情報提供装置から送信される広告名に一致する広告情報が、前記端末装置の前記記憶
手段に存在しない場合、前記端末装置が広告情報を作成するために必要な部品を前記情報
提供装置および前記記憶手段から検索し、前記必要な部品のみを前記情報提供装置から送
信してもらってもよい。
【００２３】
前記情報提供装置がサーバであってもよい。
【００２４】
前記端末装置がパーソナルコンピュータまたは携帯情報端末であってもよい。
【００２５】
本発明の他の情報表示装置は、情報検索および情報提供を情報提供装置に対して要求する
情報表示装置であって、前記情報検索要求および情報提供要求を送信するまでの間に受信
した広告情報を記憶手段に格納し、前記情報検索要求および前記情報提供要求を送信した
後、前記情報提供装置から送信されてくる広告名を受信し、前記情報提供装置から検索結
果や情報提供が送信されるまでの間、前記受信された広告名に対応する広告情報を前記記
憶装置から検索し、その検索結果を表示し、そのことにより上記目的が達成される。
【００３０】
以下、作用について説明する。
【００３１】
本発明の情報提供装置は、端末装置からの情報検索要求および情報提供要求が受信される
までの間、該端末装置に対して広告情報を送信し、該情報検索要求および該情報提供要求
が受信された場合、情報検索および情報提供に先立って既に送信された広告情報の広告名
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（広告のタイトル）を送信する。このため、広告情報を端末装置の表示部に素早く表示す
ることが可能である。
【００３２】
【発明の実施の形態】
（実施形態１）
図１は、本発明の第１実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【００３３】
図１に示される情報提供システム１００は、情報提供装置１０１、端末装置１０２および
通信回線３を備えている。情報提供装置１０１は広告情報を有する。端末装置１０２は、
情報提供装置１０１から送信される広告情報などを受信し、表示する。通信回線３は、情
報提供装置１０１と端末装置１０２との間で情報をやり取りできるように、それらの間を
接続する。
【００３４】
情報提供装置１０１は、端末装置１０２からの情報検索要求および情報提供要求が受信さ
れるまでの間、端末装置１０２に対して広告情報を送信する。情報検索要求および情報提
供要求が受信された場合、情報提供装置１０１は、情報検索および情報提供に先立って既
に送信された広告情報の広告名（広告のタイトル）を送信する。
【００３５】
端末装置１０２は、情報検索要求および前記情報提供要求を送信するまでの間、前記受信
された広告情報を格納する広告情報格納部２３を少なくとも備えている。端末装置１０２
は、情報検索要求および情報提供要求が送信された後、端末装置１０２が、情報提供装置
１０１から前記送信される広告名を受信し、情報提供装置１０１から検索結果や情報提供
が前記端末装置に送信されるまでの間、前記受信された広告名に対応する広告情報を前記
記憶装置から検索し、検索された結果を表示する。
【００３６】
以下に、具体的な情報提供装置１０１および端末装置１０２の構成を説明する。
【００３７】
情報提供装置１０１は、通信回線３を介して端末装置１０２および他の情報提供装置（図
示されず）と接続し、情報のやり取りを行う送受信部１０と、提供すべき情報を蓄積して
いる情報蓄積部１１と、端末装置１０２に対して送信を済ませた広告情報の広告名を格納
する送信済み広告名格納部１２と、端末装置１０２からの情報検索要求および情報提供要
求に従って、情報蓄積部１１または他の情報提供装置（図示されず）から情報を検索し、
検索結果である情報を端末装置１０２に送信するように送受信部１０に指示する中央制御
部１３とを備えている。
【００３８】
なお、情報蓄積部１１は、端末装置操作者所望情報１１０および情報提供者が送信する広
告情報１１１を格納している。端末装置操作者所望情報１１０とは、端末装置１０２を操
作している人が必要として検索および情報提供を要求した結果、得られた情報のことであ
る。
【００３９】
端末装置１０２は、情報検索要求および情報提供要求などを行うキーボードまたはボタン
などの入力部２０と、検索された情報および情報提供を要求した情報などを表示する表示
部２１と、通信回線３を介して情報提供装置１０１とのデータのやり取りを行う送受信部
２２と、情報提供装置１０１から送信されてくる広告情報を格納する広告情報格納部２３
と、広告情報格納部２３に格納されている広告情報から、広告名にて指定された広告情報
を検索する広告情報検索部２４と、それら２０～２４を制御する中央制御部２５を備えて
いる。
【００４０】
情報提供装置１０１の中央制御部１３は、端末装置１０２に広告情報１１１を送信すると
共に、送信した広告情報１１１中に含まれる広告名を送信済み広告名格納部１２に格納し
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、格納した広告名の一部または全部を端末装置１０２に送信する。
【００４１】
一方、端末装置１０２の中央制御部２５は、入力部２０から入力された情報検索要求およ
び情報提供要求を情報提供装置１０１が解釈できる形式に変換して情報提供装置１０１に
送信する。情報提供装置１０１から送信された情報が、情報検索要求および情報提供要求
に対応した端末装置操作者所望情報１１０であるか否かを中央制御部２５が送信されたデ
ータの先頭につけるヘッダに基づいて判定する。情報提供装置１０１から送信された情報
が端末装置操作者所望情報１１０である場合、中央制御部２５がその情報を表示部２１に
送出する。ここで、ヘッダとは、端末装置操作者所望情報１１０と他の情報（たとえば、
広告名）とを区別するためのものである。たとえば、端末装置操作者所望情報１１０に０
ＸＦＦというヘッダを付け、広告情報に０ＸＦ０というヘッダを付け、広告名情報に０Ｘ
Ｆ５というヘッダを付けてもよい。
【００４２】
情報提供装置１０１から送信された情報が端末装置操作者所望情報１１０でない場合、情
報提供装置１０１から送信された情報が、広告情報１１１であるか、または広告名である
かを中央制御部２５が判定する。
【００４３】
情報提供装置１０１から送信された情報が広告情報１１１である場合、中央制御部２５が
、情報提供装置１０１から送信された情報を広告情報格納部２３に格納する。情報提供装
置１０１から送信された情報が広告名である場合、中央制御部２５が、情報提供装置１０
１から送信された情報を広告情報検索部２４に送出し、広告情報格納部２３に格納されて
いる広告情報から該当する広告を検索する。検索の結果、該当する広告情報が表示部２１
に表示される。
【００４４】
図２は、情報提供装置１０１の処理および端末装置１０２の処理の流れを示す図である。
図２の中で、中央より左側には端末装置１０２の動作を示し、中央より右側には情報提供
装置１０１の動作を示している。また、中央の、破線の矢印および点線の矢印は、通信回
線３を介した情報の送受信を表している。
【００４５】
ユーザは、端末装置１０２の電源をＯＮし、端末装置１０２を情報提供装置１０１に接続
する（ステップ３０）。情報提供装置１０１は、接続してきた端末装置１０２に対して、
初期画面を送出する（ステップ３１）。初期画面の一例を図９Ａに示す。
【００４６】
端末装置１０２は、情報提供装置１０１から送信された初期画面を受信し、初期画面を表
示部２１に表示し、ユーザからの情報検索要求および情報提供要求などの要求を待つ（ス
テップ３２）。
【００４７】
情報提供装置１０１の中央制御部１３は、端末装置１０２から情報検索要求および情報提
供要求などの要求が送信されてくるまでの間、情報蓄積部１１に格納されている広告情報
１１１を端末装置１０２に送信すると共に、送信した広告情報１１１中の広告名を送信済
み広告名格納部１２に格納する（ステップ３３）。
【００４８】
端末装置１０２が広告情報１１１を受け取ると、端末装置１０２の中央制御部２５が広告
情報１１１を広告情報格納部２３に格納する（ステップ３４）。
【００４９】
この格納は、広告情報格納部２３の記憶容量の上限に達すると停止し、或いは、ユーザか
らの情報検索要求および情報提供要求が入力されると停止する。
【００５０】
この広告情報は、端末装置１０２の電源をＯＮにし、端末装置１０２を情報提供装置１０
１に接続した後、受信するようにしているが、たとえば、夜の間とかのように、端末装置
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１０２を操作していない時間に通信回線３を介して受信するようにしてもよい。
【００５１】
端末装置１０２で、ユーザからの要求が検知されると、この要求が情報提供装置１０１に
送信される（ステップ３５）。情報提供装置１０１は、送信済み広告名格納部１２に格納
されている送信済みの広告名の内、任意の一つを端末装置１０２に送信し、受信した要求
の処理を開始すべく、端末装置操作者所望情報１１０のデータを検索する（ステップ３６
）。
【００５２】
端末装置１０２は、情報提供装置１０１から送信されてきた広告名を受信し、この広告名
に該当する広告情報を広告情報検索部２４にて広告情報格納部２３中から検索し、該当す
る広告情報を表示する（ステップ３７）。この間に情報提供装置１０１は、ユーザからの
要求を処理し、処理結果を端末装置１０２に送信する（ステップ３８）。この間とは、端
末装置１０２が情報提供装置１０１から送信されてくる広告名を受信し、この広告名に該
当する広告情報を検索し、表示している間を意味する。すなわち、情報提供装置１０１は
、端末装置１０２からユーザの要求を受信した後、端末装置１０２に対して送信済み広告
名のうち、任意の１つを受信した後、ユーザからの要求を処理（検索開始）する。
【００５３】
ステップ３８では、たとえば一定の時間内に処理結果が出なければ、情報提供装置１０１
は、送信済み広告名格納部１２から別の広告名を抽出し、抽出した広告名を端末装置１０
２に送信するように、処理時間に応じて端末装置１０２に送信する広告名情報を制御して
もよい。この場合、情報提供装置１０１は、情報提供装置１０１から広告名を受信すると
、中央制御部２５の処理はステップ３７に戻り、広告情報格納部２３中から広告名に該当
する広告情報を検索し、該当する広告情報を表示し、処理結果が送信されてくるまで待つ
。
【００５４】
処理結果が送信されてきた場合は、送信されてきた所望情報が表示部２１に表示された後
、ユーザのキー入力による次の要求（検索要求、情報提供要求、接続遮断要求など）を待
つ、ユーザの要求待ちに処理は移行する（ステップ３９）。
【００５５】
ユーザの要求待ちに移行した後、処理はステップ３４に戻る。また、情報提供装置１０１
は、ステップ３８にて処理結果を端末装置１０２に送信した後、処理はステップ３３に戻
る。
【００５６】
情報提供装置１０１が端末装置１０２に送信する広告情報１１１、広告名、端末装置操作
者所望情報１１０は、それらの先頭にコードを付加することにより、区別されてもよい。
端末装置１０２は、付加されたコードによって、送信されてきた情報が、広告情報１１１
、広告名、および端末装置操作者所望情報１１０のいずれであるかであるかを識別し、そ
れぞれに応じた処理を行うことができる。
【００５７】
（実施形態２）
図３は、本発明の第２実施形態における情報提供システム２００を示すブロック図である
。
【００５８】
図３に示される情報提供システム２００は、情報提供装置２０１、端末装置２０２および
通信回線３を備えている。情報提供装置２０１は広告情報を有する。端末装置２０２は、
情報提供装置２０１から送信される広告情報などを受信し、表示する。通信回線３は、情
報提供装置２０１と端末装置２０２との間で情報をやり取りできるように、それらの間を
接続する。
【００５９】
情報提供装置２０１は、図１に示す情報提供装置１０１の構成に加え、処理時間推測部１
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４および処理時間履歴記録部１５を備えている。処理時間推測部１４は、端末装置２０２
からの要求を処理するのに必要な処理時間を推測する。処理時間履歴記録部１５は、今ま
でに端末装置２０２から送信されてきた要求を分類し、要求を処理するのに費やした時間
を格納する。なお、端末装置２０２の構成は、図１に示す端末装置１０２の構成とほぼ同
じである。今までとは、端末装置２０２が情報提供装置２０１に接続し、処理要求を送信
してからのことを意味する。たとえば、１ヶ月前の記録または１日前の記録が履歴情報と
して端末装置２０２に格納される。
【００６０】
以下に、情報提供装置２０１の処理および端末装置２０２の処理を説明する。情報提供装
置２０１の処理および端末装置２０２の処理は、図２に示すステップ３５、３６、および
３８を除いて、情報提供装置１０１の処理および端末装置１０２の処理とほぼ同じである
。
【００６１】
ステップ３５にて、端末装置２０２からユーザの要求が送信されてきた場合、情報提供装
置２０１は、送信されてきた要求を分類し、分類結果を処理時間履歴記録部１５の内容と
照らし合わせ、過去に同様の処理を行った際に、費やされた時間を調べる。過去に同様の
処理を行った際とは、処理時間履歴記録部に端末装置２０２から同じ要求がなかったかど
うかを調べ、同じ要求があった場合に、処理に費やした時間を調べるということを意味す
る。
【００６２】
また、情報提供装置２０１の中央制御部１３は、ユーザからの要求が情報提供装置２０１
のみで処理できるか否か、および端末装置２０２に提供する情報の容量などを調べ、情報
提供装置２０１の処理時間推測部１４が、ユーザからの要求（端末装置２０２からの要求
）を処理するのに必要と推測される時間を推測し、推測結果に応じて端末装置２０２に対
して、送信すべき広告名、その広告名が送信される順番、その広告名が送信される時間（
前の広告名が送信されてからの時間）を決定し、広告名が送信された後、情報提供装置２
０１は要求の処理を行う（ステップ３６）。
【００６３】
たとえば、ユーザが要求した情報検索を情報提供装置２０１が実行するのに１分必要であ
ると処理時間推測部１４が推測した場合、送信すべき広告名をＸ個中央制御部１３が選択
し、Ｘ個のうち最初の１つの広告名を送信した後、中央制御部１３が６０／Ｘ秒経過した
時点で次の広告名を送信するように送受信部１０を制御する。
【００６４】
ステップ３８にて、選択された情報を端末装置２０２に送受信部１０が送信した後、今の
処理に費やした時間が処理時間履歴記録部１５に入力され、処理時間履歴記録部１５に格
納されている処理時間が更新され、更新された処理時間が次に行われる処理時間の推測に
使用される。今の処理とは、ユーザから要求された情報を検索し始めてから検索し終える
までの処理を意味する。
【００６５】
このことにより、接続してきたユーザに対し、要求内容を処理するのに要する時間に適し
た広告情報を提供できるようになり、ユーザは処理時間を前もって知ることができる。
【００６６】
（実施形態３）
図４は、本発明の第３実施形態における情報提供システム３００を示すブロック図である
。
【００６７】
図４に示される情報提供システム３００は、情報提供装置３０１、端末装置３０２および
通信回線３を備えている。情報提供装置３０１は広告情報を有する。端末装置３０２は、
情報提供装置３０１から送信される広告情報などを受信し、表示する。通信回線３は、情
報提供装置３０１と端末装置３０２との間で情報をやり取りできるように、それらの間を
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接続する。
【００６８】
情報提供装置３０１は、図３に示す情報提供装置３０１の処理時間推測部１４および処理
時間履歴記録部１５の代わりに、要求内容分類部１６を備えている。要求内容分類部１６
は、ユーザの要求（端末装置３０２から送信される要求）を分類する。なお、端末装置３
０２の構成は、図３に示す端末装置２０２の構成とほぼ同じである。
【００６９】
以下に、情報提供装置３０１の処理および端末装置３０２の処理を説明する。情報提供装
置３０１の処理および端末装置３０２の処理は、ステップ３５およびステップ３６を除い
て、情報提供装置１０１の処理および端末装置１０２の処理とほぼ同じである。
【００７０】
図２に示すステップ３５で、端末装置３０２からユーザの要求が送信された際、情報提供
装置３０１の要求内容分類部１６は送信されてきた要求を分類する。情報提供装置３０１
は、分類結果に応じて端末装置３０２に対して、送信すべき広告名、その広告名を送信す
る順番、およびその広告名を送信するタイミングを決定し、広告名が送信された後、情報
提供装置３０１は要求の処理を行う（ステップ３６）。
【００７１】
たとえば、地名の検索要求がユーザから送信されてきた場合、情報提供装置３０１は、そ
の地名の近傍にある施設、名所、旧跡および店の広告情報を検索し、その結果に応じた広
告名を端末装置３０２に送信する。
【００７２】
このことにより、接続してきたユーザに対し、ユーザが要求した内容に応じた広告を提供
することができる。
【００７３】
（実施形態４）
図５は、本発明の第４実施形態における情報提供システム４００を示すブロック図である
。
【００７４】
図５に示される情報提供システム４００は、情報提供装置４０１、端末装置４０２および
通信回線３を備えている。
【００７５】
情報提供装置４０１は、図３に示す処理時間推測部１４および処理時間履歴記録部１５の
代わりに、端末装置４０２を使ってユーザが要求を送信してきた日時、時刻などを検知す
る要求受付け時刻検知部１７を設けたものである。
【００７６】
以下に、情報提供装置４０１の処理および端末装置４０２の処理を説明する。情報提供装
置４０１の処理および端末装置４０２の処理は、ステップ３５およびステップ３６を除い
て、情報提供装置１０１の処理および端末装置１０２の処理とほぼ同じである。
【００７７】
図２に示すステップ３５では、端末装置４０２がユーザの要求を送信する。ユーザの要求
が送信されると、情報提供装置４０１の要求受付け時刻検知部１７が、送信されてきたユ
ーザの要求を受信した日時および時刻を検知し、情報提供装置４０１は、検知した日時、
時刻に応じて端末装置４０２に対して、送信すべき広告名および送信する広告名の順番、
タイミングを決定し、広告名を送信した後、その要求の処理を行う（ステップＳ３６）。
【００７８】
たとえば、情報提供の要求があった日時がクリスマスの日の夕方であった場合、情報提供
装置４０１は、クリスマスケーキに関する広告情報を検索し、その結果に応じた広告名を
端末装置４０２に送信する。
【００７９】
このことにより、情報提供装置４０１に接続してきたユーザに対し、その接続した日時、
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時刻に応じたふさわしいと思われる広告を提供することができるようになる。
【００８０】
（実施形態５）
図６は、本発明の第５実施形態における情報提供システム５００を示すブロック図である
。
【００８１】
図６に示される情報提供システム５００は、情報提供装置５０１、端末装置５０２および
通信回線３を備えている。
【００８２】
情報提供装置５０１は、図１に示す情報提供装置１０１の構成に、個人情報解析部１８を
加えたものである。また、端末装置５０２は、図１に示す端末装置１０２の構成に、個人
情報格納部２６を加えたものである。
【００８３】
具体的には、情報提供装置５０１は、端末装置２から送信されてくる個人情報を受信し、
解析する個人情報解析部１８を備えている。また、端末装置５０２は、端末装置５０２を
使用するユーザの趣味や、興味ある内容について、記録する個人情報格納部２６を備えて
いる。
【００８４】
図７は、情報提供装置５０１の処理および端末装置５０２の処理の流れを示す図である。
図７の中で、中央より左側には端末装置５０２の動作を示し、中央より右側には情報提供
装置５０１の動作を示している。また、中央の、破線の矢印および点線の矢印は、通信回
線３を介した情報の送受信を表している。
【００８５】
ユーザは、端末装置５０２の電源をＯＮし、端末装置５０２を情報提供装置５０１に接続
し、端末装置５０２は、個人情報格納部２６に格納されている個人情報を情報提供装置５
０１に送信する（ステップ４０）。
【００８６】
情報提供装置５０１は、送信された個人情報を受信した後、送信した個人情報の解析を行
い、その後、端末装置５０２に初期画面を送出する。（ステップ４１）。この場合に、情
報提供装置５０１が初期画面を複数個保有しておき、送信された個人情報に適した初期画
面を送出することも可能である。
【００８７】
端末装置５０２は、情報提供装置５０１から送信された初期画面を受信し、初期画面を表
示部２１に表示し、ユーザからの情報検索要求および情報提供要求などの要求を待つ（ス
テップ４２）。
【００８８】
情報提供装置５０１の中央制御部１３は、端末装置５０２から情報検索要求および情報提
供要求などの要求が送信されてくるまでの間、情報蓄積部１１に格納されている広告情報
１１１を端末装置５０２に送信すると共に、送信した広告情報１１１中の広告名を送信済
み広告名格納部１２に格納する（ステップ４３）。
【００８９】
端末装置５０２が広告情報１１１を受け取ると、上述した端末装置１０２と同様に、端末
装置５０２の中央制御部２５が広告情報１１１を広告情報格納部２３に格納する（ステッ
プ４４）。
【００９０】
端末装置５０２で、ユーザからの要求が検知されると、この要求が情報提供装置５０１に
送信される（ステップ４５）。
【００９１】
情報提供装置５０１が端末装置５０２からの要求を受信すると、情報提供装置５０１の個
人情報解析部１８が解析した個人情報に適した広告名を端末装置５０２に送信する。
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【００９２】
その後、受信した要求の処理を開始すべく、端末装置操作者所望情報１１０のデータを検
索する（ステップ４６）。
【００９３】
端末装置５０２は、情報提供装置５０１から個人情報に関する広告名を受信し、この広告
名に該当する広告情報を広告情報検索部２４にて広告情報格納部２３中から検索し、該当
する広告情報を表示する（ステップ４７）。情報提供装置５０１は、ユーザからの要求を
処理し、処理結果を端末装置５０２に送信する（ステップ４８）。
【００９４】
端末装置５０２は、端末装置１０２のステップ３９と同様の処理を行う（ステップ４９）
上述した処理により、たとえば、情報提供装置５０１に接続してきたユーザの趣味が読書
およびスポーツである場合、書籍やスポーツに関した広告名が選択され、選択されたもの
が端末装置５０２に送信される。これにより、情報提供装置５０１に接続してきたユーザ
にもっとも適した広告情報を送信することができるようになる。
【００９５】
（実施形態６）
図８は、本発明の第６実施形態における情報提供システム６００を示すブロック図である
。
【００９６】
図８に示される情報提供システム６００は、情報提供装置６０１、端末装置６０２および
通信回線３を備えている。
【００９７】
端末装置６０２は、図１に示す端末装置１０２の構成に広告作成部２７を加えたものであ
る。広告作成部２７は、情報提供装置６０１から送信される広告名に応じた広告情報を広
告の部品から作成する。情報提供装置６０１は、広告情報を、テキスト部、イメージ部、
色指定部などの部品単位で端末装置６０２に送信する。端末装置６０２は、それらの部品
を格納する。
【００９８】
送信される部品のフォーマットは、ＨＴＭＬ言語のようなフォーマットであり、送信され
る部品は、テキスト部、イメージ部、および色指定部などを含む。テキスト部、イメージ
部、および色指定部などには、識別することができるように、たとえば、テキスト部、イ
メージ部、および色指定部の各先頭部に識別コードが付加されている。
【００９９】
以下に、情報提供装置６０１の処理および端末装置６０２の処理を説明する。情報提供装
置６０１の処理および端末装置６０２の処理は、ステップ３３、３４および３７を除いて
、情報提供装置１０１の処理および端末装置１０２の処理とほぼ同じである。同じステッ
プについて説明を省略する。
【０１００】
ステップ３３では、情報提供装置６０１の中央制御部１３は、端末装置６０２から情報検
索要求および情報提供要求などの要求が送信されてくるまでの間、情報蓄積部１１に格納
されている広告情報１１１、つまり、部品で構成されている広告情報を端末装置６０２に
送信すると共に、送信した広告情報１１１中の広告名を送信済み広告名格納部１２に格納
する。
【０１０１】
ステップ３４では、端末装置６０２が、部品で構成されている広告情報を広告情報格納部
２３に格納する。
【０１０２】
ステップ３７では、端末装置６０２は、情報提供装置６０１より送信されてきた広告名と
一致する広告情報を広告情報格納部２３から検索し、部品で構成されている広告から広告
を広告情報作成部２７にて作成し、作成されたものを表示する。
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【０１０３】
ステップ３７で、広告を作成する際、広告情報格納部２３を検索した結果、広告名に一致
する広告情報が存在しない場合、広告情報格納部２３に存在しない広告情報の全部を情報
提供装置６０１から送信してもらうことも可能である。
【０１０４】
また、ステップ３７で、広告を作成する際、広告情報格納部２３を検索した結果、広告名
に一致する広告を作成するために一部の部分が広告情報格納部２３に存在しない場合、広
告情報格納部２３に存在しない広告情報の全部あるいは、広告を表示するのに必要最低限
な部分のみを情報提供装置６０１から送信してもらうことも可能である。
【０１０５】
以下に、端末装置６０２の表示部２１に表示される広告の一例を図９Ａ～９Ｃを用いて説
明する。
【０１０６】
図９Ａは情報提供装置６０１から送信されてきた初期画面の一例を示す図であり、図９Ｂ
は広告作成部２７が作成した広告の一例を示す図であり、図９Ｃはユーザの要求によりユ
ーザが所望した情報を情報提供装置６０１から送信されてきた結果を示す図である。
【０１０７】
端末装置６０２は、情報提供装置６０１から送信されてきた初期画面（図９Ａ）を表示す
る。ユーザは、マウスなどを使用し、要求する広告を選択すると、広告作成部２７が作成
した広告（図９Ｂ）が表示部２１に表示される。図９Ｂに示す、広告作成部２７が作成し
た広告には、図形を表す部品１および２と、文字を表す部品３および４が含まれている。
作成した広告が表示部２１に表示された後、所定の時間が経過すると、ユーザの要求によ
り情報提供装置６０１から検索された所望情報が表示部２１に表示される。
【０１０８】
（実施形態７）
図１０は、本発明の第７実施形態における情報提供システムの端末装置７０２を示すブロ
ック図である。
【０１０９】
端末装置７０２は、図１に示す端末装置１０２の構成に、電源ＯＮキー４０、電源ＯＮキ
ー操作時刻検知部４１、および広告情報選択部４２を加えたものである。電源ＯＮキー４
０は端末装置７０２の電源をＯＮし、電源ＯＮキー操作時刻検知部４１は電源ＯＮキー４
０を操作した時の、日時（日および時刻）を検知し、広告情報選択部４２は電源ＯＮキー
操作時刻検知部４１の検知結果に基づき、広告情報格納部２３中に格納されている広告情
報から広告情報を選択する。
【０１１０】
電源ＯＮキー４０を用いて、端末装置７０２の電源をＯＮすると、電源ＯＮキー操作時刻
検知部４１が電源ＯＮキーを操作した日時を検知する。この後、端末装置７０２が、情報
提供装置（図示されず）に前回接続した際に、情報提供装置から送信されてきた広告情報
の中から、電源ＯＮキー操作時刻検知部４２にて検知した日時、時刻にふさわしい広告情
報を広告情報選択部４２により選択する。
【０１１１】
たとえば、広告情報選択部４２は、ユーザが午前４時～午前１０時までに電源をＯＮした
場合、コーヒーの広告情報を表示部２１に表示するように制御し、ユーザが午後６時～午
後１１時まで電源をＯＮした場合、一日の疲れを癒す意味でのビールの広告情報を表示部
２１に表示するように制御する。
【０１１２】
仮に、ユーザが電源をＯＮした時刻にふさわしい広告情報が広告情報格納部２３に存在し
ない場合、広告情報選択部４２が広告情報格納部２３に格納されている広告情報を順に選
択し、選択したものを表示部２１に表示するように制御する。
【０１１３】
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（実施形態８）
図１１は、本発明の第８実施形態における情報提供システムの端末装置８０２を示すブロ
ック図である。
【０１１４】
端末装置８０２は、図１に示す端末装置１０２の構成に、電源ＯＮキー４０、広告情報選
択部４２および電源ＯＮキー操作回数計数部４３を加えたものである。電源ＯＮキー４０
および広告情報選択部４２は、端末装置７０２のものと同じである。電源ＯＮキー操作回
数計数部４３は、電源ＯＮキー４０を操作した回数を計数する。
【０１１５】
電源ＯＮキー４０にて電源をＯＮすると、電源ＯＮキー操作回数計数部４３はある一定期
間に電源ＯＮキー４０を操作した回数を計測する。回数を計測した後、前回に情報提供装
置（図示されず）に接続した際に、情報提供装置から送信されてきた広告情報の中から、
電源ＯＮキー操作回数計測部４３にて計測した回数にふさわしい広告情報を広告情報選択
部４２が選択する。
【０１１６】
たとえば、電源ＯＮキー４０を一日の間に２０回操作した場合、非常に忙しい一日であっ
たことを慰労するといった意味で、広告情報選択部４２は、コーヒーの広告情報を表示す
るように表示部２１を制御する。
【０１１７】
仮に、電源がＯＮされた回数にふさわしい広告情報が広告情報格納部２３に存在しない場
合、広告情報選択部４２が広告情報格納部２３に格納されている広告情報を順に選択し、
選択したものを表示部２１に表示するように制御する。
【０１１８】
（実施形態９）
図１２は、本発明の第９実施形態における情報提供システムの端末装置９０２を示すブロ
ック図である。
【０１１９】
端末装置９０２は、図１に示す端末装置１０２の構成に、広告情報選択部４２および処理
内容解析部４４を加えたものである。広告情報選択部４２は、端末装置７０２のものと同
じである。処理内容解析部４４は、ユーザが操作したキー操作により、選択した処理内容
を解析する。
【０１２０】
入力部２０にてユーザがある操作をすると、その操作、たとえば押されたキーにより、ユ
ーザが何をしたいのかを処理内容解析部４４が解析する。
【０１２１】
解析の後、前回、ユーザが情報提供装置（図示されず）に接続した際に、情報提供装置か
ら送信されてきた広告情報の中から、処理内容解析部４４にて解析した結果にふさわしい
広告情報を広告情報選択部４２が選択する。
【０１２２】
たとえば、ユーザが観光地を検索している場合、検索している観光地の近辺にある施設、
名所、旧跡などの観光情報に関した広告情報を表示部２１が表示するように制御する。
【０１２３】
仮に処理内容にふさわしい広告情報が広告情報格納部に存在しない場合、広告情報選択部
４２は、広告情報格納部２３に格納されている広告情報を順に選択し、選択したものを表
示部２１に表示するように制御する。
【０１２４】
（実施形態１０）
図１３は、本発明の第１０実施形態における情報提供システムの端末装置１００２を示す
ブロック図である。
【０１２５】
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端末装置１００２は、図１に示す端末装置１０２の構成に、広告情報選択部４２および処
理時間類推部４５を加えたものである。広告情報選択部４２は、端末装置７０２のものと
同じである。処理時間類推部４５は、ユーザが選択した処理を行うのに、必要と思う時間
を類推する。
【０１２６】
入力部２０にて、ユーザがある操作をすると、その操作、たとえば押されたキーにより、
ユーザが選択した処理を行うのに必要な時間を処理時間類推部４５にて類推する。類推し
た後、前回に情報提供装置（図示されず）に接続した際に、情報提供装置から送信されて
きた広告情報の中から、処理時間類推部４５にて類推した結果にふさわしい広告情報を広
告情報選択部４２が選択する。
【０１２７】
たとえば、ユーザが選択した検索処理を行うのに約２分程必要と思われる場合、広告情報
選択部４２は、２分間の間に表示する広告情報を表示部２１に表示するように制御する。
【０１２８】
なお、本発明の第７～第１０の実施形態における情報提供システムそれぞれは、本発明の
第１～第６の実施形態における情報表示装置の少なくとも１つを有していてもよい。
【０１２９】
また、第１～第１０の実施形態の情報表示装置のそれぞれは、サーバであってもよい。
【０１３０】
さらに、第１～第１０の実施形態の端末装置のそれぞれは、パーソナルコンピュータであ
ってもよい。
【０１３１】
【発明の効果】
本発明の情報提供装置は、端末装置からの情報検索要求および情報提供要求が受信される
までの間、前記端末装置に対して広告情報を送信し、前記情報検索要求および前記情報提
供要求が受信された場合、情報検索および情報提供に先立って既に送信された広告情報の
広告名（広告のタイトル）を送信する。
【０１３２】
このため、一度広告情報を前記端末装置送信しておくと、後は広告名のみを送信するだけ
で、所望する広告情報を端末装置上に表示させることが可能になり、通信時間、通信コス
トなどが非常に節約できる。
【０１３３】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求を処理するために必要な時間を推測する処理時間推測手段をさらに備え、前記処理時
間推測手段が推測した処理時間に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に送信すべ
き広告情報の広告名を制御してもよい。
【０１３４】
このため、前記端末装置を使用しているユーザに対し、ユーザからの選択を処理するのに
必要な時間を知らせることができる。言いかえると、処理中の時間をユーザに有効に使っ
てもらうことができる。
【０１３５】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
要求の内容を分類する要求内容分類手段をさらに備え、前記要求内容分類手段が分類した
要求内容に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に送信すべき広告情報の広告名を
制御してもよい。
【０１３６】
このため、ユーザが選択した要求内容に応じたきめの細かい広告情報をユーザに提供する
ことができる。
【０１３７】
前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記情報検索要求および前記情報提供
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要求を受け付けた時刻を検知する要求受付け時刻検知手段をさらに備え、前記要求受付け
時刻検知手段が検知した要求受付け時刻に応じて、前記情報提供装置が、前記端末装置に
送信すべき広告情報の広告名を制御してもよい。
【０１３８】
このため、ユーザが要求を行ってきた日時に応じたきめの細かい広告情報をユーザに提供
することができる。
【０１３９】
本発明の情報提供システムは、情報検索および情報提供を要求する端末装置と、要求され
た情報を検索し、提供する情報提供装置とを備えた情報提供システムであって、前記情報
提供装置が前記端末装置から前記情報検索要求および前記情報提供要求を受信するまでの
間、前記情報提供装置が前記端末装置に対して広告情報を送信し、前記情報提供装置が前
記情報検索要求および前記情報提供要求を前記端末装置に受信した場合、前記情報検索お
よび前記情報提供に先立って既に前記送信された広告情報の広告名（広告のタイトル）を
前記端末装置に送信し、前記端末装置は、前記情報検索要求および前記情報提供要求を送
信するまでの間、前記受信された広告情報を記憶手段に格納し、前記情報検索要求および
前記情報提供要求が送信された後、前記端末装置が、前記情報提供装置から前記送信され
る広告名を受信し、前記情報提供装置から検索結果や情報提供が前記端末装置に送信され
るまでの間、前記受信された広告名に対応する広告情報を前記記憶装置から検索し、検索
された結果を表示し、そのことにより上記目的が達成される。
【０１４０】
このため、情報提供装置が端末装置のユーザに対して、見て欲しい広告情報を送信し、こ
れを端末装置上に表示させることができ、有効な広告情報伝達の手法を提供することがで
きる。
【０１４１】
前記端末装置は、ユーザに関する個人情報を保存する個人情報格納手段、および前記個人
情報格納手段に格納されている前記個人情報を前記情報提供装置に送信する個人情報送信
手段をさらに備え、前記情報提供装置は、前記端末装置から送信された前記個人情報を受
信し、前記端末装置から前記情報検索要求および前記情報提供要求を受信するまでの間、
前記個人情報に応じた広告情報を前記端末装置に対して送信してもよい。このため、ユー
ザの興味に応じた広告情報を提供することができる。
【０１４２】
前記情報提供装置は、前記広告情報をタイトル部、イメージ部、およびテキスト部の部品
に分割して前記端末装置に送信し、前記端末装置は、前記情報提供装置から前記部品に分
割されて送信される前記広告情報を記憶手段に記憶し、前記記憶手段に記憶された部品を
利用し広告情報を作成し、作成された結果を表示してもよい。
【０１４３】
このため、広告情報を記憶しておく記憶エリアの容量を少なくすることができる。場合に
よっては、ユーザが自分独自の広告を簡単に作成することができる。
【０１４４】
前記情報提供装置から送信される広告名に一致する広告情報が、前記端末装置の前記記憶
手段に存在しない場合、前記端末装置が広告情報を作成するために必要な部品を前記情報
提供装置および前記記憶手段から検索し、前記必要な部品のみを前記情報提供装置から送
信してもらってもよい。このため、広告情報を受信するのに要する時間を短縮することが
できる。
【０１４５】
本発明の他の情報表示装置は、情報検索および情報提供を情報提供装置に対して要求する
情報表示装置であって、前記情報検索要求および情報提供要求を送信するまでの間に受信
した広告情報を記憶手段に格納し、前記情報検索要求および前記情報提供要求を送信した
後、前記情報提供装置から送信されてくる広告名を受信し、前記情報提供装置から検索結
果や情報提供が送信されるまでの間、前記受信された広告名に対応する広告情報を前記記
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憶装置から検索し、その検索結果を表示する。このため、情報提供装置の指示に従うだけ
で、的を絞った広告情報を表示することができるようになり、端末装置の制御が簡単にな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図２】情報提供装置の処理および端末装置の処理の流れを示す図である。
【図３】本発明の第２実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図４】本発明の第３実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図５】本発明の第４実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図６】本発明の第５実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図７】情報提供装置５０１の処理および端末装置５０２の処理の流れを示す図である。
【図８】本発明の第６実施形態における情報提供システムを示すブロック図である。
【図９Ａ】情報提供装置６０１から送信されてきた初期画面の一例を示す図である。
【図９Ｂ】広告作成部２７が作成した広告の一例を示す図である。
【図９Ｃ】ユーザの要求により情報提供装置６０１から検索された所望情報の一例を示す
図である。
【図１０】本発明の第７実施形態における情報提供システムの端末装置を示すブロック図
である。
【図１１】本発明の第８実施形態における情報提供システムの端末装置を示すブロック図
である。
【図１２】本発明の第９実施形態における情報提供システムの端末装置を示すブロック図
である。
【図１３】本発明の第１０実施形態における情報提供システムの端末装置を示すブロック
図である。
【符号の説明】
１０　　送受信部
１２　　送信済み広告名格納部
１３　　中央制御部
２０　　入力部
２１　　表示部
２２　　送受信部
２３　　広告情報格納部
２４　　広告情報検索部
２５　　中央制御部
１０１　情報提供装置
１０２　端末装置
１１０　端末装置操作者所望情報
１１１　広告情報
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

(18) JP 3611464 B2 2005.1.19



【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ Ａ 】

【 図 ９ Ｂ 】

【 図 ９ Ｃ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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