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(57)【要約】
【課題】口コミ情報が広告にどの程度貢献したか明確に
把握可能であり、かつ、口コミ情報の信憑性を高めるこ
とを可能とする。
【解決手段】情報提供者が広告主の店舗に関して記述し
た文章コンテンツと、２次アフィリエイターＩＤと、広
告主サーバ８へアクセスするためのリンク情報と、広告
主の店舗の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情
報を管理する口コミ情報管理サーバ５と、口コミ情報に
基づき、ユーザ端末２の現在位置に対応する文章コンテ
ンツ、２次アフィリエイターＩＤ及びリンク情報をユー
ザ端末２に配信する配信サーバ６とを備え、ユーザ端末
２は、文章コンテンツを表示するとともに、リンク情報
を用いて広告主サーバ８へアクセスする場合に２次アフ
ィリエイターＩＤを広告主サーバ８へ送信し、口コミ情
報管理サーバ５は、新たな口コミ情報を登録する際、新
たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り
、新たな口コミ情報を登録する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる配信システムであって、
　情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意
に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスするため
のリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報を管
理する口コミ情報管理サーバと、
　ユーザ端末の現在位置を判定し、前記口コミ情報に基づき、前記現在位置に対応する前
記文章コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リンク情報を、前記ユーザ端末に配信
する配信サーバとを備え、
　前記ユーザ端末は、前記文章コンテンツを表示するとともに、前記リンク情報を用いて
前記広告主サーバへアクセスする場合に前記情報提供者識別子を前記広告主サーバへ送信
し、
　前記口コミ情報管理サーバは、新たな口コミ情報を登録する際、所定の基準に基づいて
前記新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り、前記新たな口コミ情報を
登録することを特徴とする配信システム。
【請求項２】
　通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる口コミ情報管理サーバであって、
　情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意
に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスするため
のリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報を記
憶する口コミ情報記憶部と、
　新たな口コミ情報を登録する際、所定の基準に基づいて前記新たな口コミ情報を登録可
能であると判定した場合に限り、前記新たな口コミ情報を登録する口コミ情報登録部と
を備えることを特徴とする口コミ情報管理サーバ。
【請求項３】
　前記口コミ情報登録部は、
　既に登録されている前記口コミ情報に含まれる前記情報提供者識別子と前記リンク情報
との組み合わせのうち、前記新たな口コミ情報に含まれる前記情報提供者識別子と前記リ
ンク情報との組み合わせと一致する個数を判定する一致個数判定部と、
　前記一致する個数が一定数以上である場合、前記新たな口コミ情報の登録を拒否する登
録拒否部と
を備えることを特徴とする請求項２に記載の口コミ情報管理サーバ。
【請求項４】
　予め選定された禁止用語を記憶する禁止用語記憶部をさらに備え、
　前記口コミ情報登録部は、前記新たな口コミ情報に含まれる前記文章コンテンツ中に前
記禁止用語が存在する場合、前記新たな口コミ情報の登録を拒否することを特徴とする請
求項２に記載の口コミ情報管理サーバ。
【請求項５】
　前記広告主の施設の正確な位置を示す判定用位置情報を前記リンク情報毎に記憶する判
定用位置情報記憶部をさらに備え、
　前記口コミ情報登録部は、前記新たな口コミ情報に含まれる位置情報と、前記新たな口
コミ情報に含まれる前記リンク情報に対応する前記判定用位置情報との間の距離が、予め
設定された距離閾値を超える場合、前記新たな口コミ情報の登録を拒否することを特徴と
する請求項２に記載の口コミ情報管理サーバ。
【請求項６】
　通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる配信サーバであって、
　ユーザ端末の現在位置を判定する現在位置判定部と、
　情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意
に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスするため
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のリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報に基
づき、前記現在位置に対応する前記文章コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リン
ク情報を、前記ユーザ端末に配信する配信部と
を備えることを特徴とする配信サーバ。
【請求項７】
　通信ネットワークを用いた広告配信に用いられるユーザ端末であって、
　情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意
に識別する前記情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスする
ためのリンク情報とを配信サーバから受信する情報受信部と、
　前記文章コンテンツを表示する表示部と、
　前記リンク情報を用いて前記広告主サーバへアクセスする場合に前記情報提供者識別子
を前記広告主サーバへ送信する識別子送信部と
を備えることを特徴とするユーザ端末。
【請求項８】
　通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる配信方法であって、
　情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意
に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスするため
のリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報を管
理するステップと、
　ユーザ端末の現在位置を判定し、前記口コミ情報に基づき、前記現在位置に対応する前
記文章コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リンク情報を、前記ユーザ端末に配信
するステップと、
　前記ユーザ端末が、前記文章コンテンツを表示するとともに、前記リンク情報を用いて
前記広告主サーバへアクセスする場合に前記情報提供者識別子を前記広告主サーバへ送信
するステップとを備え、
　前記口コミ情報を管理するステップでは、新たな口コミ情報を登録する際、所定の基準
に基づいて前記新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り、前記新たな口
コミ情報を登録することを特徴とする配信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワーク（例えばインターネット）を利用した広告配信に用いられ
る配信システム、口コミ情報管理サーバ、配信サーバ、ユーザ端末及び配信方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットを利用した広告（以下、「インターネット広告」）が注目されて
いる。インターネット広告で最も広く用いられる手法としては、広告媒体となるＷｅｂペ
ージ（以下、「媒体ページ」）に、広告内容を含んだテキスト・動画データ・静止画デー
タなどの広告コンテンツを掲載し、広告コンテンツをクリックすることで広告主のＷｅｂ
サイト（以下、「広告主サイト」）にリンク（ジャンプ）するバナー広告がある。
【０００３】
　広告掲載料の算出方法としては、閲覧者により広告コンテンツがクリックされた回数で
算出する方法（クリック保証型）や、ユーザが広告主サイトで何らかのトランザクション
（商品の購入、アンケートへの記入、会員登録など）を発生した件数で算出する方法（成
果保証型）などがある。特に、媒体ページの管理者（以下、「アフィリエイト」）に報酬
が支払われる仕組みは「アフィリエイトプログラム」と呼ばれる。
【０００４】
　Ｗｅｂページを広告媒体に利用することは、アフィリエイトや広告主にとって、従来の
紙を媒体とした広告における印刷費や配送費が削減でき、かつ、広告内容をいつでも修正
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することができるという利点がある。　
　また、広告主が広告管理業者に広告コンテンツとキーワードを登録することで、ある検
索エンジンでキーワード検索された際に表示される検索結果ページに、広告コンテンツを
表示する「リスティングサービス」や、Ｗｅｂページの内容に応じて広告コンテンツを選
択する「コンテンツ連動型広告」も普及している。
【０００５】
　さらに、広告主からの広告情報や一般ユーザ（情報提供者）からの口コミ情報をサーバ
に記憶し、記憶した情報をユーザ端末の現在位置に応じて配信する手法が提案されている
（特許文献１及び２参照）。特許文献１及び２では、口コミ情報を広告に利用することや
、口コミ情報の情報提供者に対して報酬を与えることが提案されている。
【特許文献１】特開２００２－４９６３９号公報
【特許文献２】特開２００４－３４８５１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２では、情報提供者からの口コミ情報が、広告主のため
の広告にどの程度貢献したかを把握可能な構成を有していない。つまり、広告主サーバに
アクセスしたユーザが、口コミ情報を閲覧したか否か、及びどの情報提供者の口コミ情報
を閲覧したかを把握することができない。このため、特許文献１及び２では、上述した成
果保証型のアフィリエイトプログラムのように、口コミ情報の情報提供者に対して正当な
報酬を与えることができないという問題がある。　
　また、口コミ情報の提供者に対して報酬を与える場合、報酬を目当てとした虚偽の口コ
ミ情報が情報提供者によって提供される可能性がある。さらに、同一の情報提供者から同
一の広告主についての口コミ情報が大量に提供されることや、誹謗中傷を目的とした口コ
ミ情報、或いは、いわゆる「荒らし」行為を目的とした口コミ情報についても排除する必
要がある。
【０００７】
　上記問題点に鑑み、本発明は、情報提供者からの口コミ情報をユーザ端末の現在位置に
応じて配信する配信システムにおいて、口コミ情報が広告主のための広告にどの程度貢献
したかを明確に把握可能であり、かつ、口コミ情報の信憑性を高めることが可能な配信シ
ステム、口コミ情報管理サーバ、配信サーバ、ユーザ端末及び配信方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、通信ネットワーク（例えばインターネット）を用いた広告配信
に用いられる配信システムであって、情報提供者が広告主の施設（例えば店舗）に関して
記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意に識別する情報提供者識別子と、前記
広告主が管理する広告主サーバへアクセスするためのリンク情報と、前記広告主の施設の
位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報を管理する口コミ情報管理サーバと、ユー
ザ端末の現在位置を判定し、前記口コミ情報に基づき、前記現在位置に対応する前記文章
コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リンク情報を、前記ユーザ端末に配信する配
信サーバとを備え、前記ユーザ端末は、前記文章コンテンツを表示するとともに、前記リ
ンク情報を用いて前記広告主サーバへアクセスする場合に前記情報提供者識別子を前記広
告主サーバへ送信し、前記口コミ情報管理サーバは、新たな口コミ情報を登録する際、所
定の基準に基づいて前記新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り、前記
新たな口コミ情報を登録する配信システムであることを要旨とする。
【０００９】
　ここで、「情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツ」とは、情報提
供者が広告主の施設に関して記述した評価やコメントを示す文章からなり、「この近くの
レストランは雰囲気がよかった！」や、「となりの駅の子供服専門店でセール中」等が例
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として挙げられる。
【００１０】
　このような特徴によれば、配信サーバは、ユーザ端末の現在位置に応じた文章コンテン
ツ、情報提供者識別子及びリンク情報をユーザ端末に配信する。ユーザ端末は、文章コン
テンツを表示するとともに、リンク情報を用いて広告主サーバへアクセスする場合に情報
提供者識別子を広告主サーバへ送信する。
【００１１】
　したがって、広告主は、広告主サーバにアクセスしたユーザが、どの情報提供者の口コ
ミ情報を閲覧（経由）したのかを明確に把握することができる。このため、上記の特徴に
係る配信システムは、上述した成果保証型のアフィリエイトプログラムなどに好適に用い
ることができる。
【００１２】
　また、上記の特徴によれば、口コミ情報管理サーバは、新たな口コミ情報を登録する際
、所定の基準に基づいて新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り、新た
な口コミ情報を登録する。
【００１３】
　つまり、口コミ情報の正当性のチェック機能を具備しているので、口コミ情報の信憑性
を高めることができる。結果として、情報提供者からの口コミ情報（文章コンテンツ）を
ユーザ端末の現在位置に応じて配信する配信システムにおいて、口コミ情報が広告主のた
めの広告に対する貢献度を明確に把握可能であり、かつ、口コミ情報の信憑性を高めるこ
とができる。
【００１４】
　本発明の第２の特徴は、通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる口コミ情報管
理サーバであって、情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記
情報提供者を一意に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへ
アクセスするためのリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付け
た口コミ情報を記憶する口コミ情報記憶部と、新たな口コミ情報を登録する際、所定の基
準に基づいて前記新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合に限り、前記新たな
口コミ情報を登録する口コミ情報登録部とを備える口コミ情報管理サーバであることを要
旨とする。
【００１５】
　本発明の第３の特徴は、本発明の第２の特徴に係り、前記口コミ情報登録部は、既に登
録されている前記口コミ情報に含まれる前記情報提供者識別子と前記リンク情報との組み
合わせのうち、前記新たな口コミ情報に含まれる前記情報提供者識別子と前記リンク情報
との組み合わせと一致する個数を判定する一致個数判定部と、前記一致する個数が一定数
以上である場合、前記新たな口コミ情報の登録を拒否する登録拒否部とを備えることを要
旨とする。
【００１６】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第２の特徴に係り、予め選定された禁止用語を記憶す
る禁止用語記憶部をさらに備え、前記口コミ情報登録部は、前記新たな口コミ情報に含ま
れる前記文章コンテンツ中に前記禁止用語が存在する場合、前記新たな口コミ情報の登録
を拒否することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第５の特徴は、本発明の第２の特徴に係り、前記広告主の施設の正確な位置を
示す判定用位置情報を前記リンク情報毎に記憶する判定用位置情報記憶部をさらに備え、
前記口コミ情報登録部は、前記新たな口コミ情報に含まれる位置情報と、前記新たな口コ
ミ情報に含まれる前記リンク情報に対応する前記判定用位置情報との間の距離が、予め設
定された距離閾値を超える場合、前記新たな口コミ情報の登録を拒否することを要旨とす
る。
【００１８】
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　本発明の第６の特徴は、通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる配信サーバで
あって、ユーザ端末の現在位置を判定する現在位置判定部と、情報提供者が広告主の施設
に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を一意に識別する情報提供者識別子
と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスするためのリンク情報と、前記広告主
の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報に基づき、前記現在位置に対応す
る前記文章コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リンク情報を、前記ユーザ端末に
配信する配信部とを備える配信サーバであることを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第７の特徴は、通信ネットワークを用いた広告配信に用いられるユーザ端末で
あって、情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者
を一意に識別する前記情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセ
スするためのリンク情報とを配信サーバから受信する情報受信部と、前記文章コンテンツ
を表示する表示部と、前記リンク情報を用いて前記広告主サーバへアクセスする場合に前
記情報提供者識別子を前記広告主サーバへ送信する識別子送信部とを備えるユーザ端末で
あること要旨とする。
【００２０】
　本発明の第８の特徴は、通信ネットワークを用いた広告配信に用いられる配信方法であ
って、情報提供者が広告主の施設に関して記述した文章コンテンツと、前記情報提供者を
一意に識別する情報提供者識別子と、前記広告主が管理する広告主サーバへアクセスする
ためのリンク情報と、前記広告主の施設の位置を示す位置情報とを対応付けた口コミ情報
を管理するステップと、ユーザ端末の現在位置を判定し、前記口コミ情報に基づき、前記
現在位置に対応する前記文章コンテンツ、前記情報提供者識別子及び前記リンク情報を、
前記ユーザ端末に配信するステップと、前記ユーザ端末が、前記文章コンテンツを表示す
るとともに、前記リンク情報を用いて前記広告主サーバへアクセスする場合に前記情報提
供者識別子を前記広告主サーバへ送信するステップとを備え、前記口コミ情報を管理する
ステップでは、新たな口コミ情報を登録する際、所定の基準に基づいて前記新たな口コミ
情報を登録可能であると判定した場合に限り、前記新たな口コミ情報を登録することを要
旨とする配信方法。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、情報提供者からの口コミ情報をユーザ端末の現在位置に応じて配信す
る配信システムにおいて、口コミ情報が広告主のための広告にどの程度貢献したかを明確
に把握可能であり、かつ、口コミ情報の信憑性を高めることが可能な配信システム、口コ
ミ情報管理サーバ、配信サーバ、ユーザ端末及び配信方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態における図面の
記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
【００２３】
　（１）配信システムの構成
　先ず、図１～図９を参照して、本実施形態に係る配信システムの構成について説明する
。
【００２４】
　（１．１）配信システムの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る配信システムの全体概略構成を示す図である。本実施形態に
係る配信システムは、通信ネットワーク１と、ユーザ端末２と、情報提供端末３と、広告
情報管理サーバ４と、口コミ情報管理サーバ５と、配信サーバ６と、広告主サーバ８と、
情報コンテンツサーバ７とを備える。
【００２５】
　通信ネットワーク１は、インターネット及び移動体通信網によって構成される。広告情
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報管理サーバ４、口コミ情報管理サーバ５、配信サーバ６、広告主サーバ８、及び情報コ
ンテンツサーバ７は、インターネットに接続され、インターネットを介して相互に通信を
行う。ユーザ端末２及び情報提供端末３は、移動体通信網との間で無線通信を実行する。
【００２６】
　ユーザ端末２及び情報提供端末３は、Ｗｅｂ閲覧機能を有するとともに、自己の位置を
検出する位置検出機能を有する携帯端末である。ユーザ端末２は、情報コンテンツサーバ
７から受信した情報コンテンツを表示するとともに、配信サーバ６から受信した広告主広
告情報又は口コミ情報を表示する。
【００２７】
　情報コンテンツサーバ７は、広告主の提携者（アフィリエイター）がブログページやＳ
ＮＳ（Social Networking Service）ページ等の情報コンテンツを管理し、情報コンテン
ツを公開するサーバである。例えば、ＡｐａｃｈｅサーバやＩＩＳ（Internet Informati
on Service）サーバで実装されている。
【００２８】
　広告情報管理サーバ４は、広告主（広告主サーバ８）からの広告主広告情報を記憶及び
管理する。
【００２９】
　口コミ情報管理サーバ５は、情報提供者（情報提供端末３）からの口コミ情報を記憶及
び管理する。
【００３０】
　配信サーバ６は、広告情報管理サーバ４に記憶されている広告主広告情報、又は口コミ
情報管理サーバ５に記憶されている口コミ情報を、ユーザ端末２の現在位置に応じて選択
的に配信する。
【００３１】
　広告主サーバ８は、広告主が管理するサーバであり、商品情報を提供する機能、又は電
子両取引を実行する機能を有する。広告主サーバ８は、ユーザ端末２からのアクセス要求
に基づき、商品情報などをユーザ端末２に送信する。
【００３２】
　なお、以下においては、情報コンテンツサーバ７（媒体ページ）の管理者を適宜「１次
アフィリエイター」と呼び、口コミ情報の情報提供者を適宜「２次アフィリエイター」と
呼ぶ。また、広告主広告情報及び口コミ情報を総称して適宜「広告情報」と呼ぶ。
【００３３】
　（１．２）広告主広告情報管理サーバの詳細構成
　図２は、広告情報管理サーバ４の詳細構成を示す機能ブロック図である。広告情報管理
サーバ４は、通信Ｉ／Ｆ部４１と、広告情報管理部４２と、広告情報記憶部４３とを備え
る。
【００３４】
　通信Ｉ／Ｆ部４１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００３５】
　広告情報管理部４２は、広告主広告情報の登録を要求する広告情報登録要求を広告主サ
ーバ８から受付ける。広告情報登録要求は、広告主を一意に識別する広告主ＩＤと、広告
内容を記述した文章コンテンツ（広告文章）と、広告主サーバ８（広告主サイト）へアク
セスするためのリンク情報（ＵＲＬ）と、広告主の店舗（又は公共施設など）の位置を示
す位置情報とが含まれている。
【００３６】
　広告情報記憶部４３は、広告情報管理部４２が受付けた広告情報登録要求に応じて、広
告主広告情報を記憶する。広告情報記憶部４３は、図３に示すように、広告主ＩＤと、文
章コンテンツと、リンク情報と、位置情報とを対応付けて記憶している。
【００３７】
　また、広告情報管理部４２は、広告主広告情報の取得を要求する広告情報取得要求を配
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信サーバ６から受付ける。広告情報取得要求には、ユーザ端末２の現在位置を示す現在位
置情報が含まれている。広告情報管理部４２は、広告情報取得要求に含まれている現在位
置情報に基づき、広告情報記憶部４３から広告情報を取得し、取得した広告主広告情報を
配信サーバ６へ送信する。
【００３８】
　（１．３）口コミ情報管理サーバの詳細構成
　図４は、口コミ情報管理サーバ５の詳細構成を示す機能ブロック図である。口コミ情報
管理サーバ５は、通信Ｉ／Ｆ部５１と、口コミ情報登録部５２と、口コミ情報記憶部５３
と、禁止用語記憶部５４と、判定用位置情報記憶部５５と、口コミ情報取得部５６とを備
える。
【００３９】
　通信Ｉ／Ｆ部５１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００４０】
　口コミ情報登録部５２は、口コミ情報の登録を要求する口コミ情報登録要求を情報提供
端末３（情報提供者）から受付ける。口コミ情報登録要求には、情報提供者が広告主の施
設に関して記述した文章コンテンツと、情報提供者を一意に識別する情報提供者ＩＤ（２
次アフィリエイターＩＤ）と、広告主サーバ８（広告主サイト）へアクセスするためのリ
ンク情報と、広告主の店舗（又は公共施設）の位置を示す位置情報とが含まれている。こ
こで、位置情報については、情報提供者による入力操作によって生成される場合に限らず
、情報提供端末３の位置検出機能を用いて生成されてもよい。
【００４１】
　口コミ情報記憶部５３は、口コミ情報登録部５２が受付けた口コミ情報登録要求に応じ
て、口コミ情報を記憶する。口コミ情報記憶部５３は、図５に示すように、文章コンテン
ツと、情報提供者ＩＤ（２次アフィリエイターＩＤ）と、リンク情報と、位置情報とを対
応付けて記憶する。
【００４２】
　また、口コミ情報登録部５２は、新たな口コミ情報を登録する際、所定の基準に基づい
て新たな口コミ情報を登録可能であると判定した場合（つまり、口コミ情報が正当である
場合）に限り、新たな口コミ情報を口コミ情報記憶部５３に登録する。
【００４３】
　すなわち、口コミ情報登録部５２は、（ａ）同一の情報提供者から同一の広告主サーバ
８（広告主サイト）へリンクされる口コミ情報が大量に提供される場合、（ｂ）口コミ情
報が誹謗中傷の内容を含んでいる場合、（ｃ）口コミ情報に含まれる位置情報が実際の広
告主の位置情報と全く異なる場合には、口コミ情報の登録を拒否する。
【００４４】
　具体的には、口コミ情報登録部５２は、既に登録されている口コミ情報に含まれる情報
提供者識別子とリンク情報との組み合わせのうち、新たな口コミ情報に含まれる情報提供
者識別子とリンク情報との組み合わせと一致する個数を判定する一致個数判定部５２１と
、一致する個数が一定数以上である場合、新たな口コミ情報の登録を拒否する登録拒否部
５２２とを備える。
【００４５】
　また、禁止用語記憶部５４に予め選定された禁止用語を記憶する。登録拒否部５２２は
、新たな口コミ情報に含まれる文章コンテンツ中に禁止用語が存在する場合、新たな口コ
ミ情報の登録を拒否する。
【００４６】
　さらに、判定用位置情報記憶部５５は、広告主の施設の正確な位置を示す判定用位置情
報をリンク情報毎に記憶する。登録拒否部５２２は、新たな口コミ情報に含まれる位置情
報と、新たな口コミ情報に含まれるリンク情報に対応する判定用位置情報との間の距離が
、予め設定された距離閾値を超える場合、新たな口コミ情報の登録を拒否する。
【００４７】
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　上記のようにして、新たな口コミ情報の登録を拒否する場合には、登録拒否部５２２は
、情報提供端末３（情報提供者）にその旨を通知する。
【００４８】
　口コミ情報取得部５６は、口コミ情報の取得を要求する口コミ情報取得要求を配信サー
バ６から受付ける。口コミ情報取得要求には、ユーザ端末２の現在位置情報が含まれてい
る。口コミ情報取得部５６は、口コミ情報取得要求に含まれている現在位置情報に基づき
、口コミ情報を口コミ情報記憶部５３から取得し、取得した広告主広告情報を配信サーバ
６へ送信する。
【００４９】
　（１．４）配信サーバの詳細構成
　図６は、配信サーバ６の詳細構成を示す機能ブロック図である。配信サーバ６は、通信
Ｉ／Ｆ部６１と、広告情報取得部６３と、現在位置判定部６２と、配信部６４とを備える
。
【００５０】
　通信Ｉ／Ｆ部６１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００５１】
　現在位置判定部６２は、ユーザ端末２の現在位置を判定する。
【００５２】
　広告情報取得部６３は、広告情報管理サーバ４に記憶されている広告主広告情報、又は
口コミ情報管理サーバ５に記憶されている口コミ情報を取得する。具体的には、広告情報
取得部６３は、現在位置判定部６２によって判定されたユーザ端末２の現在位置情報を用
いて広告主広告情報又は口コミ情報を取得する。
【００５３】
　ここで、広告主広告情報又は口コミ情報のいずれを取得するかについては、配信サーバ
６の管理者による指示、ユーザ端末２からの指示、又は１次アフィリエイターによる指示
によって決定される。
【００５４】
　配信部６４は、広告取得用情報生成部６４１と、広告情報配信部６４２とを備える。広
告取得用情報生成部６４１は、情報コンテンツサーバ７が公開する情報コンテンツに挿入
する広告取得用情報（広告取得用コード）を生成する。広告取得用情報には、配信サーバ
６のＵＲＬ又はＩＰアドレス等が含まれている。広告取得用情報は、広告取得用情報生成
部６４１によって情報コンテンツサーバ７に送信される。
【００５５】
　広告情報配信部６４２は、広告情報取得部６３によって取得された広告主広告情報又は
口コミ情報をユーザ端末２に配信する。ここで、ユーザ端末２に口コミ情報を配信する場
合には、情報提供者識別子を２次アフィリエイターＩＤとして送信するとともに、２次ア
フィリエイターＩＤを記憶することを指示するコードを送信する。
【００５６】
　（１．５）情報コンテンツサーバの詳細構成
　図７は、情報コンテンツサーバ７の詳細構成を示す機能ブロック図である。
【００５７】
　情報コンテンツサーバ７は、通信Ｉ／Ｆ部７１と、情報コンテンツ管理部７２と、情報
コンテンツ記憶部７３とを備える。
【００５８】
　通信Ｉ／Ｆ部７１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００５９】
　情報コンテンツ管理部７２は、ユーザ端末２からのリクエストに応じて情報コンテンツ
をユーザ端末２に送信する。情報コンテンツ管理部７２は、１次アフィリエイターを一意
に識別する１次アフィリエイターＩＤを予め記憶している。
【００６０】
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　また、情報コンテンツ管理部７２は、情報コンテンツをユーザ端末２に送信する際に、
１次アフィリエイターＩＤをユーザ端末２に記憶することを指示するコードを情報コンテ
ンツとともに送信する。
【００６１】
　情報コンテンツ管理部７２は、情報コンテンツをユーザ端末２に送信する際に、配信サ
ーバ６から受信した広告挿入用情報を情報コンテンツとともに送信する。
【００６２】
　情報コンテンツ記憶部７３は、情報コンテンツ（例えばブログページ又はＳＮＳページ
）を記憶する。
【００６３】
　（１．６）ユーザ端末の詳細構成
　図８は、ユーザ端末２の詳細構成を示す機能ブロック図である。ユーザ端末２は、無線
通信部２１と、制御部２２と、表示部２３と、操作部２４と、位置検出部２５と、識別子
記憶部２６とを備える。
【００６４】
　無線通信部２１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００６５】
　表示部２３は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）によって構成され、画像又は文章な
どを表示する。
【００６６】
　操作部２４は、各種キーによって構成され、ユーザからの操作を受付ける。
【００６７】
　位置検出部２５は、ＧＰＳ（Global Positioning System）センサ等によって構成され
、連続的又は定期的に、或いはブラウザ部２２１からのリクエストに応じて現在位置情報
を取得する。取得された現在位置情報は、配信サーバ６に送信される。
【００６８】
　識別子記憶部２６は、情報コンテンツサーバ７へのアクセス時に１次アフィリエイター
ＩＤを記憶し、口コミ情報の受信時に２次アフィリエイターＩＤを記憶する。
【００６９】
　制御部２２は、無線通信部２１、表示部２３、操作部２４、位置検出部２５及び識別子
記憶部２６を制御する。具体的には、制御部２２は、ブラウザ部２２１と、情報受信部２
２２と、識別子送信部２２３とを備える。
【００７０】
　ブラウザ部２２１は、Ｗｅｂブラウザによって構成され、Ｗｅｂページ、広告主広告情
報又は口コミ情報、付随するボタン類、及びリンク情報等を表示部２３上に表示する。
【００７１】
　情報受信部２２２は、情報コンテンツサーバ７及び配信サーバ６から、情報コンテンツ
、広告取得用情報、広告主広告情報又は口コミ情報等を受信する。なお、上述したように
、広告主広告情報又は口コミ情報には、広告内容を記述した文章コンテンツとリンク情報
が含まれている。口コミ情報には、文章コンテンツとリンク情報に加え、口コミ情報を提
供したユーザを識別するため２次アフィリエイターＩＤが含まれている。広告情報提示後
、ユーザがリンク情報を選択すると、広告主サーバ８にアクセスすることが可能となる。
【００７２】
　識別子送信部２２３は、広告主サーバ８にアクセスする際、識別子記憶部２６に記憶さ
れている１次アフィリエイターＩＤのみ、或いは１次アフィリエイターＩＤ及び２次アフ
ィリエイターＩＤを広告主サーバ８へ送信する。
【００７３】
　（１．７）広告主サーバの詳細構成
　図９は、広告主サーバ８の詳細構成を示す機能ブロック図である。広告主サーバ８は、
通信Ｉ／Ｆ部８１と、商品情報管理部８２と、商品情報記憶部８３と、アフィリエイター
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特定部８４とを備える。
【００７４】
　通信Ｉ／Ｆ部８１は、通信ネットワーク１とのインタフェースとして機能する。
【００７５】
　商品情報記憶部８３は、広告主が取り扱う各種商品に関する情報を記憶する。
【００７６】
　商品情報管理部８２は、ユーザ端末２からのリクエストに応じて、商品情報記憶部８３
に記憶されている商品情報をユーザ端末２へ送信する。
【００７７】
　アフィリエイター特定部８４は、ユーザ端末２内のユーザ端末２を介して、識別子記憶
部２６内からアフィリエイターＩＤ（１次アフィリエイターＩＤのみ、或いは１次アフィ
リエイターＩＤ及び２次アフィリエイターＩＤ）を取得することで、現在アクセスしてい
るユーザが、どのアフィリエイターを経由してきたか（誘導されてきたか）を特定する。
例えば、Cookie（Webサイトの管理者がWebブラウザを通じて一時的にデータを書き込んで
保存させる仕組み）を用いて実現される。なお、特定されたアフィリエイターには、広告
主によって報酬が支払われる。
【００７８】
　（２）配信システムの動作
　次に、図１０～図１５を参照して、上述した配信システムの動作について説明する。
【００７９】
　（２．１）広告主広告情報の登録動作
　図１０は、広告情報管理サーバ４による広告主広告情報の登録動作を示すフローチャー
トである。
【００８０】
　ステップＳ１０１において、広告情報管理サーバ４は、広告主サーバ８から広告情報登
録要求を受付ける。
【００８１】
　ステップＳ１０２において、広告情報管理サーバ４は、広告主広告情報を登録する。
【００８２】
　（２．２）口コミ情報の登録動作
　図１１は、口コミ情報管理サーバ５による口コミ情報の登録動作を示すフローチャート
である。
【００８３】
　ステップＳ２０１において、口コミ情報管理サーバ５は、情報提供端末３から口コミ情
報登録要求を受付ける。
【００８４】
　ステップＳ２０２において、口コミ情報管理サーバ５は、上述した方法によって、ステ
ップＳ２０１で受付けた口コミ情報の正当性を判定する。口コミ情報が正当であると判定
された場合、ステップＳ２０３の処理に進む。一方、口コミ情報が不当であると判定され
た場合、ステップＳ２０５の処理に進む。
【００８５】
　ステップＳ２０３において、口コミ情報管理サーバ５は、ステップＳ２０１で受信した
口コミ情報登録要求を許可して口コミ情報を登録する。
【００８６】
　ステップＳ２０４において、口コミ情報管理サーバ５は、口コミ情報を登録した旨を情
報提供端末３に通知する。
【００８７】
　ステップＳ２０５においては、口コミ情報管理サーバ５は、口コミ情報の登録を拒否し
た旨を情報提供端末３に通知する。
【００８８】



(12) JP 2008-176570 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

　（２．３）広告取得用情報の挿入動作
　図１２は、配信サーバ６による広告取得用情報の挿入動作を示すフローチャートである
。
【００８９】
　ステップＳ３０１において、配信サーバ６は、上述した広告取得用情報を生成する。
【００９０】
　ステップＳ３０２において、配信サーバ６は、ステップＳ３０１で生成した広告取得用
情報を情報コンテンツサーバ７に通知する。情報コンテンツサーバ７は、通知された広告
取得用情報を情報コンテンツに挿入し、情報コンテンツを公開する。
【００９１】
　（２．４）配信システム全体の動作（パターン１）
　図１３は、配信システム全体の動作を示すシーケンス図である。ここでは、広告主広告
情報をユーザ端末２に配信する場合について説明する。
【００９２】
　ステップＳ４０１において、ユーザ端末２は、情報コンテンツサーバ７にアクセスし、
情報コンテンツの送信を要求する。
【００９３】
　ステップＳ４０２において、情報コンテンツサーバ７は、１次アフィリエイターＩＤ及
び広告取得用情報を含む情報コンテンツをユーザ端末２に送信する。
【００９４】
　ステップＳ４０３において、ユーザ端末２は、ステップＳ４０２で受信した情報コンテ
ンツに含まれている１次アフィリエイターＩＤを記憶する。
【００９５】
　ステップＳ４０４において、ユーザ端末２は、自端末の現在位置を検出する。
【００９６】
　ステップＳ４０５において、ユーザ端末２は、ステップＳ４０２で受信した情報コンテ
ンツに含まれている広告取得用情報に基づいて広告配信要求を配信サーバ６に送信する。
広告配信要求には、ステップＳ４０４で検出された自端末の現在位置を示す現在位置情報
が含まれている。
【００９７】
　ステップＳ４０６において、配信サーバ６は、広告情報取得要求を広告情報管理サーバ
４に送信する。広告情報取得要求には、ステップＳ４０４で生成された現在位置情報が含
まれている。
【００９８】
　ステップＳ４０７において、広告情報管理サーバ４は、広告情報取得要求に含まれてい
る現在位置情報を元に、広告主広告情報を取得する。具体的には、広告情報管理サーバ４
は、広告情報取得要求に含まれている現在位置情報に一致する位置情報を有する広告主広
告情報を検索し、検索された広告主広告情報に含まれている文章コンテンツ及びリンク情
報を取得する。
【００９９】
　ステップＳ４０８において、広告情報管理サーバ４は、ステップＳ４０７で取得した広
告主広告情報（文章コンテンツ及びリンク情報）を配信サーバ６に送信する。
【０１００】
　ステップＳ４０９において、配信サーバ６は、ステップＳ４０８で受信した広告主広告
情報（文章コンテンツ及びリンク情報）をユーザ端末２に送信する。
【０１０１】
　ステップＳ４１０において、ユーザ端末２は、ステップＳ４０９で受信した文章コンテ
ンツ及びリンク情報を表示する。この処理は、文章コンテンツが表示された際、ユーザが
文章コンテンツを選択することで、リンク情報に従い、広告主サーバ８（広告主サイト）
にアクセスする。
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【０１０２】
　ステップＳ４１１において、ユーザが操作部２４を用いてリンク情報を選択することで
、広告主サーバ８にアクセスする。
【０１０３】
　ステップＳ４１２において、広告主サーバ８は、アフィリエイターＩＤの送信を要求す
るアフィリエイターＩＤ送信要求をユーザ端末２に送信する。アフィリエイターＩＤ送信
要求は、Java（登録商標）Script等のプログラムによって記述されている。
【０１０４】
　ステップＳ４１３において、ユーザ端末２は、識別子記憶部２６からアフィリエイター
ＩＤ（１次アフィリエイターＩＤ）を取得し、アフィリエイターＩＤ（１次アフィリエイ
ターＩＤ）を広告主サーバ８に送信する。
【０１０５】
　（２．５）配信システム全体の動作（パターン２）
　図１４は、配信システム全体の動作を示すシーケンス図である。ここでは、口コミ情報
をユーザ端末２に配信する場合について説明する。なお、上述した広告主広告情報を配信
する場合と同様の動作については、重複する説明を省略する。
【０１０６】
　ステップＳ５０１～ステップＳ５０４においては、図１３のステップＳ４０１～Ｓ４０
４と同様の動作が実行される。
【０１０７】
　ステップＳ５０５において、ユーザ端末２は、ステップＳ５０２で受信した情報コンテ
ンツに含まれている広告取得用情報に基づいて口コミ情報配信要求を配信サーバ６に送信
する。
【０１０８】
　ステップＳ５０６において、配信サーバ６は、口コミ情報取得要求を口コミ情報管理サ
ーバ５に送信する。
【０１０９】
　ステップＳ５０７において、口コミ情報管理サーバ５は、口コミ情報取得要求に含まれ
ている現在位置情報を元に、口コミ情報を取得する。具体的には、口コミ情報管理サーバ
５は、口コミ情報取得要求に含まれている現在位置情報に一致する位置情報を有する口コ
ミ情報を検索し、検索された口コミ情報に含まれている文章コンテンツ、リンク情報及び
情報提供者識別子（２次アフィリエイターＩＤ）を取得する。
【０１１０】
　ステップＳ５０８において、広告情報管理サーバ４は、ステップＳ５０７で取得した口
コミ情報（文章コンテンツ、リンク情報及び情報提供者識別子（２次アフィリエイターＩ
Ｄ））を配信サーバ６に送信する。
【０１１１】
　ステップＳ５０９において、配信サーバ６は、ステップＳ５０８で受信した口コミ情報
（文章コンテンツ、リンク情報及び情報提供者識別子（２次アフィリエイターＩＤ））を
ユーザ端末２に送信する。
【０１１２】
　ステップＳ５１０において、ユーザ端末２は、ステップＳ５０９で受信した２次アフィ
リエイターＩＤを記憶する。
【０１１３】
　ステップＳ５１１において、ユーザ端末２は、ステップＳ５０９で受信した文章コンテ
ンツ及びリンク情報を表示する。ここでユーザ端末２の表示部２３上に表示される表示画
面例を図１５に示す。
【０１１４】
　ステップＳ５１２において、ユーザ端末２は、広告主サーバ８にアクセスする。
【０１１５】
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　ステップＳ５１３において、広告主サーバ８は、アフィリエイターＩＤの送信を要求す
るアフィリエイターＩＤ送信要求をユーザ端末２に送信する。
【０１１６】
　ステップＳ５１３において、ユーザ端末２は、識別子記憶部２６からアフィリエイター
ＩＤ（１次アフィリエイターＩＤ及び２次アフィリエイターＩＤ）を取得し、アフィリエ
イターＩＤ（１次アフィリエイターＩＤ及び２次アフィリエイターＩＤ）を広告主サーバ
８に送信する。
【０１１７】
　（３）作用・効果
　以上詳細に説明したように、配信サーバ６は、ユーザ端末２の現在位置に応じた文章コ
ンテンツ、情報提供者ＩＤ（２次アフィリエイターＩＤ）及びリンク情報をユーザ端末２
に配信する。ユーザ端末２は、文章コンテンツを表示するとともに、リンク情報を用いて
広告主サーバ８へアクセスする場合に情報提供者ＩＤ（２次アフィリエイターＩＤ）を広
告主サーバ８へ送信する。
【０１１８】
　したがって、広告主は、広告主サーバ８にアクセスしたユーザが、どの情報提供者の口
コミ情報を閲覧（経由）したのかを明確に把握することができる。
【０１１９】
　このような仕組みを用いて、Ｗｅｂページやブログを閲覧しているユーザが、画面内に
提示された口コミ情報を閲覧し、その情報により広告主サイトへ誘導された場合、最初の
Ｗｅｂページやブログを提供するアフィリエイト（１次アフィリエイター）だけでなく、
口コミ情報を提供した情報提供者もアフィリエイト（２次アフィリエイター）として機能
し、報酬の一部を受け取ることができる。
【０１２０】
　これにより、Ｗｅｂページやブログ等を所有せずとも、アフィリエイトとして参加する
ことが可能となる。また、位置に依存した口コミ情報も増加し、品質向上も図れる。
【０１２１】
　さらに、口コミ情報を用いた広告によって、広告主の広告情報が前面に出てくることな
く、評判情報を見る感覚で広告主サイトへ誘導されることが可能となり、より広告効果が
高まる。
【０１２２】
　（４）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【０１２３】
　上述した実施形態では、ユーザ端末２が、携帯電話端末、ＰＨＳ端末、又はＩＰ電話端
末であることを前提に説明したが、ノートＰＣ等であってもよい。また、情報提供端末３
は、携帯端末に限らず、デスクトップＰＣ等の固定端末であってもよい。
【０１２４】
　また、上述した実施形態では、情報提供者（２次アフィリエイター）として参加するメ
ンバーに制限を設けていなかったが、ユーザ端末２のユーザが属しているＳＮＳコミュニ
ティメンバーからの口コミ情報のみを提供する構成でもよい。
【０１２５】
　さらに、上述した実施形態では、広告情報管理サーバ４、口コミ情報管理サーバ５、配
信サーバ６、広告主サーバ８及び情報コンテンツサーバ７のそれぞれに複数の機能ブロッ
クを設けていたが、各機能ブロックを独立したサーバとして構成してもよい。また、広告
情報管理サーバ４、口コミ情報管理サーバ５、配信サーバ６、広告主サーバ８及び情報コ
ンテンツサーバ７は、ＬＡＮによって相互に接続される構成であってもよい。
【０１２６】
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　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の実施形態に係る配信システムの全体概略構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る広告主広告情報管理サーバの詳細構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【図３】本発明の実施形態に係る広告主広告情報管理サーバに記憶される広告情報の一例
を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る口コミ情報管理サーバの詳細構成を示す機能ブロック図
である。
【図５】本発明の実施形態に係る口コミ情報管理サーバが記憶する口コミ情報の一例を示
す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る配信サーバの詳細構成を示す機能ブロック図である。
【図７】本発明の実施形態に係る情報コンテンツサーバの詳細構成を示す機能ブロック図
である。
【図８】本発明の実施形態に係るユーザ端末の詳細構成を示す機能ブロック図である。
【図９】本発明の実施形態に係る広告主サーバの詳細構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る広告主広告情報管理サーバによる広告情報の登録動作
を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態に係る口コミ情報管理サーバによる口コミ情報の登録動作を
示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態に係る配信サーバによる広告情報の挿入動作を示すフローチ
ャートである。
【図１３】本発明の実施形態に係る配信システム全体の動作を示すシーケンス図である（
パターン１）。
【図１４】本発明の実施形態に係る配信システム全体の動作を示すシーケンス図である（
パターン２）。
【図１５】本発明の実施形態に係るユーザ端末における画面表示例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１…通信ネットワーク、２…ユーザ端末、３…情報提供端末、４…広告主広告情報管理
サーバ、５…口コミ情報管理サーバ、６…配信サーバ、７…情報コンテンツサーバ、８…
広告主サーバ、２１…無線通信部、２２…制御部、２３…表示部、２４…操作部、２５…
位置検出部、２６…識別子記憶部、４１…通信Ｉ／Ｆ部、４２…広告情報管理部、４３…
広告情報記憶部、５１…通信Ｉ／Ｆ部、５２…口コミ情報登録部、５３…口コミ情報記憶
部、５４…禁止用語記憶部、５５…判定用位置情報記憶部、５６…口コミ情報取得部、６
１…通信Ｉ／Ｆ部、６２…現在位置判定部、６３…広告情報取得部、６４…配信部、７１
…通信Ｉ／Ｆ部、７２…情報コンテンツ管理部、７３…情報コンテンツ記憶部、７４…広
告取得用情報挿入部、８１…通信Ｉ／Ｆ部、８２…商品情報管理部、８３…商品情報記憶
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