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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを表示画面上に表示する表示手段と、
　ウェブコンテンツを外部から受信する通信手段と、
　閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を有する特定のウェブコンテンツに対応して、当該
ウェブコンテンツの表示箇所に対応する位置に閲覧者の注意を引く表示要素を有する視線
誘導用コンテンツを記憶する記憶手段と、
　前記特定のウェブコンテンツの表示に先立って前記視線誘導用コンテンツを表示するよ
う前記表示手段を制御する制御手段と、
を備えた
コンテンツ表示端末。
【請求項２】
　前記視線誘導用コンテンツは、
　　前記特定のウェブコンテンツの表示ページ上の閲覧者の視線を誘導したい表示箇所に
対応する位置に、前記閲覧者の注意を引く表示要素を有する
請求項１に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　　前記ウェブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所が前記表示要素に一致しない場合
、一致するように前記視線誘導用コンテンツに対して相対的に前記ウェブコンテンツの表
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示ページをずらして表示するよう前記表示手段を制御する
請求項１又は請求項２に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　　前記ウェブコンテンツの表示ページ上の視線を誘導したい表示箇所をポインティング
する
請求項１から請求項３の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　　前記視線誘導用コンテンツのサイズを端末の画面サイズに応じて変倍する
請求項１から請求項４の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項６】
　前記閲覧者の注意を引く表示要素を表示する位置は可変に指定することができる
請求項１から請求項４の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項７】
　前記視線誘導用コンテンツは前記特定のウェブコンテンツの表示ページ上の当該表示箇
所の誘導先座標とともに前記記憶手段に記憶され、
　前記制御手段は、
　　前記視線誘導用コンテンツを表示する際、前記視線誘導用コンテンツおよび前記誘導
先座標を前記記憶手段から読み出し、表示画面上に当該ウェブコンテンツを表示するとと
もに当該誘導先座標で指示された箇所をポインティングするよう制御手段を制御する
請求項１から請求項４の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項８】
　前記誘導先座標として直接的に座標値が指定される
請求項７に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項９】
　前記ウェブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所の座標である誘導先座標が前もって
判明しない場合、前記誘導先座標として、当該表示箇所の文字列が指定され、前記ウェブ
コンテンツの表示処理の過程で、当該文字列から間接的に座標値が求められる
請求項７に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　　自端末の表示画面のサイズが特定できる識別情報を視線誘導用コンテンツの配信サー
バへ通知し、この配信サーバから当該識別情報に対応した視線誘導用コンテンツの配信を
受ける
請求項１から請求項９の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１１】
　前記制御手段は、
　　前記特定のウェブコンテンツの誘導先に設定されたリンク設定箇所が指示されたとき
、その旨をサーバへ送信する
請求項１０に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１２】
　前記視線誘導用コンテンツは静止画である
請求項１から請求項５の何れか一項又は請求項７又は請求項８に記載のコンテンツ表示端
末。
【請求項１３】
　前記視線誘導用コンテンツは動画であり、前記表示要素は移動した後、前記ウェブコン
テンツの表示箇所に対応する位置に移動する
請求項１から請求項４の何れか一項又は請求項６又は請求項７又は請求項９に記載のコン
テンツ表示端末。
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【請求項１４】
　前記特定のウェブコンテンツは、前記表示手段の一部であるウェブコンテンツ表示プロ
グラムの起動時に最初に取得され表示されるウェブコンテンツである
請求項１から請求項１３の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１５】
　前記視線誘導用コンテンツは電子メールの添付書類として受信され、当該添付書類に含
まれる前記ウェブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所の座標である誘導先座標は、当
該電子メールの本文内に設定されたリンク設定箇所が指示されたことにより前記表示手段
の一部であるウェブコンテンツ表示プログラムが起動されるとき、そのリンク先のウェブ
コンテンツの特定の表示箇所に対して視線誘導を行う
請求項１に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１６】
　前記ウェブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所の座標である誘導先座標は、データ
放送により受信され、データ放送により受信されたＢＭＬ文書データ内に設定されたリン
ク設定箇所が指示されたことにより前記表示手段の一部であるウェブコンテンツ表示プロ
グラムが起動されるとき、当該誘導先座標に基づいて、そのリンク先のウェブコンテンツ
の特定の表示箇所に対して視線誘導が行われる
請求項１に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１７】
　前記特定のウェブコンテンツは前記表示手段の一部であるウェブコンテンツ表示プログ
ラムの起動後に、表示ページ上の所定のリンク設定箇所が指示されたときに取得され表示
されるウェブコンテンツである
請求項１から請求項１６の何れか一項に記載のコンテンツ表示端末。
【請求項１８】
　コンテンツ表示端末におけるコンテンツ表示方法であって、
　閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を有する特定のウェブコンテンツの表示に先立って
、当該特定のウェブコンテンツの表示箇所に対応する位置に閲覧者の注意を引く表示要素
を有する視線誘導用コンテンツを表示する
コンテンツ表示方法。
【請求項１９】
　前記視線誘導用コンテンツを記憶するステップを有する
請求項１８に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項２０】
　前記ウェブコンテンツの表示ページ上の視線を誘導したい表示箇所をポインティングす
るステップを有する
請求項１８又は請求項１９に記載のコンテンツ表示方法。
【請求項２１】
　コンテンツ表示端末において実行されるコンテンツ表示プログラムであって、
　閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を有する特定のウェブコンテンツを表示するステッ
プと、
　このステップに先立って、当該特定のウェブコンテンツの表示箇所に対応する位置に閲
覧者の注意を引く表示要素を有する視線誘導用コンテンツを表示するステップと、
をコンピュータに実行させるコンテンツ表示プログラム。
【請求項２２】
　前記視線誘導用コンテンツを記憶するステップをさらにコンピュータに実行させる
請求項２１に記載のコンテンツ表示プログラム。
【請求項２３】
　前記ウェブコンテンツの表示ページ上の視線を誘導したい表示箇所をポインティングす
るステップをさらにコンピュータに実行させる
請求項２１又は請求項２２に記載のコンテンツ表示プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示画面上にコンテンツを表示するコンテンツ表示端末およびコンテンツ表
示プログラム、ならびにコンテンツ表示端末に視線誘導用コンテンツを配信する配信サー
バに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、パーソナルコンピュータや携帯電話端末などの端末からインターネット等の通信
ネットワーク上のウェブ（ＷＥＢ）サイトにアクセスし、ウェブページを閲覧することが
できる。その場合、閲覧用のアプリケーションソフトウェアとしてブラウザと呼ばれるプ
ログラムが利用される。
【０００３】
　ユーザはウェブページを閲覧しようとするとき、まず、ブラウザを起動する必要がある
。その際、ブラウザが動作を開始して最初のウェブページ、例えばポータルサイトと呼ば
れるサイトや、「ＨＯＭＥ」として指定されたサイトのウェブページが表示されるまでに
、通信およびデータ処理に所要の時間を要する。すなわち、ユーザにとって不可避的に待
ち時間が発生する。
【０００４】
　特許文献１には、ブラウザの起動時ではないが、ブラウザの起動後にあるページから他
のページへ移行する際に、数秒間、動画などで広告を流す技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１４８９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、通常、一つのコンテンツの中には種々雑多な情報が含まれているが、コンテ
ンツの提供者の側ではそれらのうちの特定の一部についてそのコンテンツの閲覧者の注意
を喚起したい場合がある。そのような箇所にはいわゆるリンクが設定されており、閲覧者
をリンク先へ誘導してさらに詳細な情報を提供したいという思惑がある。
【０００７】
　一般的に雑誌メディアなどでは、各ページのレイアウトや漫画のコマ割などで読者の視
線の動きを誘導する試みがなされている。また、テレビのＣＭコンテンツでは、認知心理
学に基づいて人間が認識し易い「人の顔」や色の特性(誘目性)を利用して、視聴者の注視
を促すことが行われている。
【０００８】
　しかし、これらは全て表示されたコンテンツ上でのデザイン技術でしかなかった。すな
わち、従来の視線誘導は表示されたコンテンツ内での視線を誘導するものにすぎなかった
。
【０００９】
　一方、ウェブコンテンツのようなメディアでは「ページを捲る」ことによって、ユーザ
の視線は常に初期化されてしまい、次のコンテンツで改めて視線を誘導する必要があった
。このため、ＣＭなどの特定の情報をユーザに提供するためにはコンテンツ作成側にも専
門的な知識や工夫が必要とされた。
【００１０】
　特許文献１に記載の従来技術では、このような閲覧者の視線を誘導するような仕組みに
ついては何ら考慮されていない。
【００１１】
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　本発明はこのような背景においてなされたものであり、その目的は、特定のウェブコン
テンツにおいて、何らその構成を変更する必要なく、そのウェブコンテンツ上の特定の箇
所に閲覧者の視線を誘導することを可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によるコンテンツ表示端末は、コンテンツを表示画面上に表示する表示手段と、
ウェブコンテンツを外部から受信する通信手段と、閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を
有する特定のウェブコンテンツに対応して、当該ウェブコンテンツの表示箇所に対応する
位置に閲覧者の注意を引く表示要素を有する視線誘導用コンテンツを記憶する記憶手段と
、前記特定のウェブコンテンツの表示に先立って前記視線誘導用コンテンツを表示するよ
う前記表示手段を制御する制御手段とを備えたものである。ここに、「コンテンツを表示
画面上に表示する表示手段」における「コンテンツ」とはウェブコンテンツおよび視線誘
導用コンテンツの両方を含む。また、「表示手段」とは、表示デバイスや表示制御装置の
ようなハードウェアの他、それらのコンテンツを表示するためのソフトウェア（コンピュ
ータプログラム）を含む。このソフトウェアには、ウェブコンテンツ表示プログラムとし
てのいわゆるウェブブラウザを含むが、これに加えて視線誘導用コンテンツを表示するた
めのアプリケーションプログラムを別途含んでもよい。また、実施の形態によっては、ウ
ェブブラウザが視線誘導用コンテンツを表示するプログラムを兼ねることもありうる。
【００１３】
　特定のウェブコンテンツの表示に先立って視線誘導用コンテンツが表示されることによ
り、表示画面上の特定の位置に閲覧者の視線を誘導する。視線誘導用コンテンツによる閲
覧者の視線誘導が完了した時点でウェブコンテンツが表示される。その結果、ウェブコン
テンツの提供者が予め意図するウェブコンテンツの表示箇所に閲覧者を注目させる効果が
期待できる。
【００１４】
　前記視線誘導用コンテンツは、前記特定のウェブコンテンツの表示ページ上の閲覧者の
視線を誘導したい表示箇所に対応する位置に、前記閲覧者の注意を引く表示要素を有する
ものである。
【００１５】
　前記制御手段は、前記ウェブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所が前記表示要素に
一致しない場合、一致するように前記視線誘導用コンテンツに対して相対的に前記ウェブ
コンテンツの表示ページをずらして表示するよう表示手段を制御することができる。
【００１６】
　前記制御手段は、前記ウェブコンテンツの表示ページ上の視線を誘導したい表示箇所を
ポインティングするようにしてもよい。これにより、端末のユーザは当該箇所にリンクが
設定されている場合に、閲覧者が手動によるポインティング操作を行うことなく、直ちに
当該箇所を指示する操作（例えばクリック操作）を行って、当該リンク先へ移行すること
ができる。
【００１７】
　本発明によるコンテンツ表示端末におけるコンテンツ表示方法およびプログラムは、閲
覧者の視線を誘導したい表示箇所を有する特定のウェブコンテンツの表示に先立って、当
該特定のウェブコンテンツの表示箇所に対応する位置に閲覧者の注意を引く表示要素を有
する視線誘導用コンテンツを表示するものである。このコンテンツ表示プログラムには、
ウェブコンテンツ表示プログラムと視線誘導用コンテンツを表示するためのアプリケーシ
ョンプログラムとを含みうる。また、実施の形態によっては、ウェブブラウザが視線誘導
用コンテンツを表示するプログラムを兼ねることもありうる。
【００１８】
　前記ウェブコンテンツの表示ページ上の視線を誘導したい表示箇所をポインティングす
るステップをさらに有してもよい。
【００１９】
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　本発明による配信サーバは、ウェブコンテンツを表示するコンテンツ表示端末と通信ネ
ットワークを介して接続されるサーバであって、閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を有
する特定のウェブコンテンツに対応して、当該ウェブコンテンツの表示箇所に対応する位
置に閲覧者の注意を引く表示要素を有する視線誘導用コンテンツを格納したデータベース
と、端末識別情報に対応して該当する視線誘導用コンテンツを当該端末へ配信する配信手
段とを備えたものである。
【００２０】
　配信サーバは、前記特定のウェブコンテンツの誘導先に設定されたリンク設定箇所が指
示されたコンテンツ表示端末からその旨を受信し、集計する手段を備えてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、コンテンツ閲覧者の視線を誘導したい箇所があるウェブコンテンツ自
体に何ら手を加えることなく、別途、視線誘導用コンテンツを用意することにより、閲覧
者の視線を目的の表示箇所に誘導することができる。従って、ウェブコンテンツを改変す
る権限がない第三者でも、視線誘導を行うことができる。しかも、視線誘導用コンテンツ
は視線誘導のための専用のコンテンツであり、基本的には視線誘導のみを考慮して作成す
ればよいので、その作成は比較的容易である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による実施の形態におけるシステム全体を示す図である。
【図２】図１内に示したコンテンツ表示端末の概略のハードウェア構成を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における基本的な動作を説明するための概念図である。
【図４】本発明の実施の形態における視線誘導用コンテンツの説明図である。
【図５】本発明の実施の形態における携帯ブラウザのコンテンツの表示例を示す図である
。
【図６】携帯ブラウザとフルブラウザとの差の説明図である。
【図７】本発明の実施の形態でのフルブラウザにおける次表示コンテンツのスクロールの
説明図である。
【図８】本発明の実施の形態におけるフルブラウザで静的コンテンツを用いる場合の説明
図である。
【図９】モニタ画面の上端または左端に生じうる余白部の説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態におけるフルブラウザで動的コンテンツを用いる場合の説
明図である。
【図１１】本発明の実施の形態における端末内における視線誘導用コンテンツの更新の様
子を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における配信情報ＤＢ内に格納されるデータ構成例を示す
図である。
【図１３】本発明の実施の形態における視線誘導用コンテンツに付加される情報の構成例
を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態におけるウェブブラウザを起動する異なる起動要因による
視線誘導用コンテンツの配信形態を示した説明図である。
【図１５】本発明の実施の形態における典型的な動作の説明図である。
【図１６】本発明の実施の形態における視線誘導サービスを受ける端末を配信サーバに登
録する場合の手順例を示すシーケンス図である。
【図１７】本発明の実施の形態の典型的な動作を表したシーケンス図である。
【図１８】本発明の実施の形態における端末の典型的な動作の説明図である。
【図１９】本発明の実施の形態における視線誘導用コンテンツのプル型の更新の様子を示
したシーケンス図である。
【図２０】本発明の実施の形態におけるプル型のコンテンツ更新の場合の配信サーバの動
作例を示したフローチャートである。



(7) JP 5165628 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

【図２１】本発明の実施の形態における視線誘導用コンテンツの変倍についての説明図で
ある。
【図２２】本発明の実施の形態におけるプッシュ型のコンテンツ更新の場合の配信サーバ
の動作例を示したシーケンス図である。
【図２３】本発明の実施の形態におけるプッシュ型のコンテンツ更新の場合の配信サーバ
の動作例を示すフローチャートである。
【図２４】本発明の実施の形態の例外的な動作を表したシーケンス図である。
【図２５】本発明によるメーラー連携の場合のシステム構成例を示す図である。
【図２６】本発明によるＢＭＬ連携の場合のシステム構成例を示す図である。
【図２７】本発明による他の実施の形態のシステム構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本実施の形態におけるコンテンツ表示端末と各種サーバ等を含むシステム全体
を示す図である。
【００２５】
　コンテンツ表示端末１００は、ウェブコンテンツを代表とする種々のコンテンツを再生
して表示画面上に表示する端末装置であり、携帯電話端末や携帯情報端末（ＰＤＡ）等の
携帯端末、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、テレビジョン（ＴＶ）装置等を含み、本明
細書では単に端末ともいう。本明細書におけるコンテンツとは、テキストや画像（静止画
、動画を含む）等のデータで構成される表示内容を意味する。
【００２６】
　コンテンツ表示端末１００は、通信ネットワーク１５０を介して、各種のサーバに接続
しうる。通信ネットワーク１５０は、携帯電話通信事業者が提供するデータ通信ネットワ
ークやインターネット等を含む。各種のサーバには、視線誘導用コンテンツ配信サーバ２
００、ウェブサーバ３００、メールサーバ４００等を含む。視線誘導用コンテンツ配信サ
ーバ２００は、本発明に特有のサーバであり、配信情報データベース（ＤＢ）２１０に接
続され、後述する視線誘導用コンテンツをコンテンツ表示端末１００に提供するサービス
を行う。配信情報ＤＢ２１０は端末機種に応じた視線誘導用コンテンツ、配信先の端末情
報等を格納している。配信情報ＤＢ２１０は配信サーバ２００と別の情報処理装置で構成
されてもよいし、同一の情報処理装置で構成されてもよい。
【００２７】
　ウェブサーバ３００は、端末１００に対してウェブコンテンツを提供するサーバである
。メールサーバ４００は、端末１００に電子メール等のメール送受信サービスを提供する
サーバであり、本発明の一実施の形態における所定のメールを作成するサーバも含む。本
発明の他の実施の形態では、端末１００はデジタル放送局５００からのデータ放送を受信
する機能を有する。
【００２８】
　図２は、コンテンツ表示端末１００の概略のハードウェア構成を示している。
【００２９】
　この端末１００は、ＣＰＵ（制御手段）１０１、記憶部１０２、表示制御部１０４と、
表示部（表示手段）１０５、通信部（通信手段）１０６、操作部１０７、時計部１０９、
アンテナ１１１、ＴＶ信号受信部１１２、音声処理部１１３、マイク１１４、およびスピ
ーカ１１５を有している。
【００３０】
　ＣＰＵ１０１、記憶部１０２、表示制御部１０４、通信部１０６、操作部１０７、時計
部１０９、ＴＶ信号受信部１１２、および音声処理部１１３はバス１１０に接続されてお
り、このバス１１０を介して相互にデータの授受、コマンドの送受などが行われるように
なっている。
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【００３１】
　記憶部１０２は、オペレーティングシステム（ＯＳ）や各種アプリケーション等のプロ
グラム、ＣＰＵ１０１の演算結果や外部から取得したデータ（後述するコンテンツを含む
）を一時的に保持格納するメモリ等の記憶手段である。ＣＰＵ１０１が記憶部１０２から
所定のプログラムを読み取り、プログラムに従って所定の処理を実行する。記憶部１０２
は、さらに、外部から取得したデータや、メールアドレス、ＵＲＬ（Uniform Resource L
ocator）などの情報を後の処理のために保持しておく再書き込み可能な不揮発性の領域を
有する。
【００３２】
　通信部１０６は、通信ネットワーク１５０との接続を確立し、通信ネットワーク１５０
を介した他の装置とのデータの送受信を行う機能を有する。操作部１０７は、テンキーや
各種指示キーを有し、ユーザの入力インタフェースを提供する。
【００３３】
　表示制御部１０４は、ＣＰＵ１０１からテキストや画像等の表示情報を受け取り、これ
に基づいて表示部１０５を駆動する機能を有する。外部からの表示情報としては、ネット
ワーク経由の情報および放送による情報の両方を切り替えて、または、重ねて表示するこ
とが可能である。表示部１０５は、液晶デバイス、有機ＥＬデバイス等の任意の表示デバ
イスを含み、表示制御部１０４からの駆動信号に従って画像を光学的に表示する機能を有
する。
【００３４】
　ＴＶ信号受信部１１２はアンテナ１１１で受信された放送波から所望のチャンネルの信
号を抽出し、復調再生する機能を有する。ＴＶ信号受信部１１２には、デジタルデータ放
送によるＢＭＬ(Broadcast Markup Language)言語で記述された文書を解釈して表示する
ブラウザ機能を含む。音声処理部１１３は、スピーカ１１５から音声を出力させたり、マ
イク１１４からの入力音声を所定の信号に変換する処理を行う。ただし、ＴＶ信号受信部
１１２およびアンテナ１１１は本発明の一部の実施の形態にのみ利用される要素であり、
他の実施の形態には必須の要素ではない。
【００３５】
　時計部１０９は、リアルタイムクロックを含み、カレンダーや時計、タイマーの機能を
提供する。
【００３６】
　図１に示した各種サーバの内部構成は特に図示しないが、いずれもコンピュータ装置で
あり、ＣＰＵ、通信部、記憶装置、各種入出力装置を有する。
【００３７】
　図３は、本実施の形態における基本的な動作を説明するための概念図である。
【００３８】
　端末１００において所定の要因により、前記表示手段の一部であるウェブコンテンツ表
示アプリケーションであるウェブブラウザ（単にブラウザともいう）により、予定のまた
は指定されたサイト（ＵＲＬ）のウェブコンテンツとしての次表示コンテンツ１３５が通
信ネットワークを介して取得され、表示画面上に表示される。次表示コンテンツ１３５が
表示されるまでには相応の待ち時間が必要である。特にブラウザの起動時にはより長い待
ち時間が生じる。
【００３９】
　一方、次表示コンテンツ１３５のページ内にはそのコンテンツの提供者側が閲覧者に注
視して欲しい特定の表示箇所が存在しうる。そこで、本発明では、次表示コンテンツ１３
５が表示されるまでの間、表示画面上に表示される視線誘導用コンテンツ１３０を用意し
ておく。閲覧者の視線を誘導したい表示箇所を有する次表示コンテンツ１３５に対して、
視線誘導用コンテンツ１３０は、その表示箇所に対応する位置に閲覧者の注意を引く表示
要素を有する。
【００４０】
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　図３の例では、当該表示箇所に閲覧者の注意を喚起する表示要素１３３としてワンポイ
ントのアイコン（ここではランプの点灯した絵柄）を表示している。表示要素１３３はラ
ンプの絵柄に限るものではなく、矢印等任意のアイコンであってよい。また、表示要素１
３３はアイコンに限るものでもなく、閲覧者の視線を誘導することができる任意の表示要
素や表示形態を含む。
【００４１】
　本実施の形態では、視線誘導用コンテンツの表示処理はブラウザが担当するのではなく
、端末のＯＳの表示機能または所定のビューワアプリケーションが担当する。
【００４２】
　視線誘導用コンテンツ１３０は、少なくとも誘導先座標１３２を含む付加情報とともに
端末１００内に保存される。誘導先座標１３２は、基本的には、ブラウザによる次表示コ
ンテンツ１３５の表示ページ上で閲覧者の視線を誘導したい表示箇所の座標である。視線
誘導用コンテンツ１３０に対応づけられた誘導先座標１３２はウェブブラウザに渡され、
ウェブブラウザは次表示コンテンツ１３５の表示時に当該表示箇所にカーソル（またはポ
インタ）１３６の表示を行う。カーソル１３６はポインティングデバイスで操作され、画
面上の任意の位置に表示することができる表示要素である。
【００４３】
　このように、次表示コンテンツ１３５の表示に先立って視線誘導用コンテンツ１３０が
表示され、その画面上の表示要素１３３により閲覧者の視線を当該箇所に引きつけた後、
次表示コンテンツ１３５が表示されたとき閲覧者の視線がそのまま維持される。これによ
り、次表示コンテンツ１３５上の同じ位置の表示箇所に注がれることが期待される。また
、次表示コンテンツ１３５のページ上のカーソル１３６もその位置にあるので、その表示
箇所にリンクが設定されていれば閲覧者がそのままクリック操作を行うことにより、直ち
にそのリンク先へ移行することができる。
【００４４】
　なお、カーソル１３６は本発明によらなければ、予定の初期位置（例えば図の一点鎖線
で示したブラウザの原点位置）に表示される。
【００４５】
　表示画面上の表示要素１３３の位置は、視線誘導用コンテンツ１３０毎に固定的に定ま
っている場合と、表示時に可変となる場合がある。前者の視線誘導用コンテンツを静的コ
ンテンツといい、後者の視線誘導用コンテンツを動的コンテンツという。静的コンテンツ
は、また、複雑な描画や、デザインなどを重視する時に有用である。
【００４６】
　静的コンテンツのサイズとモニタの画面サイズに不一致（乖離）がある場合は、画面サ
イズに合うように静的コンテンツを変倍するようにしてもよい。これに伴ってフォーカス
座標が変化したとき、次表示コンテンツの表示時にその誘導先座標の表示箇所がフォーカ
ス座標に一致するように表示の補正（例えばスクロール）を行う。本明細書における「ス
クロール」とは、表示ページをその画面上の上下方向（縦方向）および左右方向（横方向
）の少なくとも一方において与えられた量だけ原点位置からずらして表示することをいう
。表示ページを移動の途中経過（流れる様子）が見える必要はなく、移動結果が表示され
れば足りる。
【００４７】
　なお、静的コンテンツであっても、例えば携帯端末のブラウザ（いわゆる携帯ブラウザ
）のように、そのモニタの画面サイズに合わせた視線誘導用コンテンツを配信する場合に
はコンテンツの変倍は必要ない。
【００４８】
　動的コンテンツは、ブラウザでの文字サイズ設定などにより、次表示コンテンツの作成
者が意図しないようなレイアウトで表示されるサイトに対して有効である。すなわち、動
的コンテンツ作成者はユーザの表示環境を想定する必要がない。フォーカス座標がx軸、
ｙ軸ともに動的になり、予め用意された静的コンテンツでは対処が不可能となるため、ワ
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ンポイントアイコンの移動などだけを実行する汎用的な動的視線誘導用コンテンツを表示
する。典型的には、ワンポイントアイコンなどを使用して、ランダムに生成された開始座
標から、取得した座標情報を元に決定した最終停止位置に対して移動する。最終座標に移
動後は、その場で暫く停止する（点滅などの色調変化処理、拡大縮小などのアニメーショ
ン処理によって視線を誘導するようにしてもよい）。動的コンテンツは、ブラウザ起動開
始後のコンテンツ誘導や、事前にコンテンツ配信が困難な例えばＢＭＬからの連携や、キ
ャスティングからの連携で使用して好適である。動的コンテンツの表示要素１３３の表示
開始位置は任意であり、例えばランダムに決定してもよい。表示要素１３３の最終的な位
置（フォーカス座標）は予め定めたモニタの画面内の座標位置（例えば画面の中心位置）
または、所定の領域（例えば画面中心の周囲の領域）内の任意の位置とする。動的コンテ
ンツにおける表示要素１３３の最終的な位置に対して、次表示コンテンツの求められた誘
導先座標の表示箇所が一致するよう、次表示コンテンツの表示ページを移動させた状態で
表示する。
【００４９】
　図４（ａ）（ｂ）にそれぞれ示すように、視線誘導用コンテンツ１３０は静止画と動画
の二つの種類がありうる。図４（ａ）の静止画の場合、フォーカス座標（ｘ，ｙ）に表示
要素１３３が固定的に配置されている。図４（ｂ）の動画の場合、図の例では、表示要素
１３３がランダムな開始位置から移動していき、視線誘導用コンテンツ１３０から次表示
コンテンツ１３５へ切り替わる直前に目的の表示箇所へ達して停止する。例えば、ワンポ
イントアイコン（図ではランプの絵柄）を視線誘導用コンテンツ１３０の再生終了前の数
フレームで、目的の位置に停止させる。
【００５０】
　なお、静的コンテンツは静止画の場合も動画の場合もありうる。動的コンテンツは動画
で構成される。
【００５１】
　図５に示すように、携帯ブラウザなどでのウェブコンテンツの表示で、ウェブコンテン
ツの視線誘導先である表示箇所（例えばリンク設定箇所）が端末のモニタの表示ページ上
でどの座標位置に表示されるかは前もって予測できる場合には、誘導先座標（Ｘ，Ｙ）１
３２は視線誘導用コンテンツ１３０の配信元で予め具体的な座標値として直接的に指定す
ることができる。図５（ａ）は、誘導先座標（Ｘ，Ｙ）がモニタの画面内に納まる場合を
示している。この例では、静的な視線誘導用コンテンツ１３０の付加情報として誘導先座
標１３２の他、フォーカス座標１３１を含めている。但し、図５（ａ）の場合、フォーカ
ス座標（ｘ，ｙ）は誘導先座標（Ｘ，Ｙ）と同じであるので、フォーカス座標１３１は省
略してもよい。
【００５２】
　次表示コンテンツ１３５を上端からそのままモニタ上に表示したとき、誘導先座標（Ｘ
，Ｙ）が画面外となってしまう場合、図５（ｂ）に示すように、フォーカス座標（ｘ，ｙ
）のｘ＝Ｘとするとともに、次表示コンテンツ１３５の表示時に、そのページ上の誘導先
座標（Ｘ，Ｙ）の表示箇所がフォーカス座標１３１に一致するように、ページを上下方向
にずらして表示する。図５（ｂ）の場合、フォーカス座標（ｘ，ｙ）と誘導先座標（Ｘ，
Ｙ）が共に配信元で既知なので、図５（ａ）の静的コンテンツとは別途用意した静的コン
テンツを用いてもよいし、動的コンテンツを用いてもよい。
【００５３】
　しかし、表示されるモニタの画面サイズや設定される文字サイズ等の変化によって、同
じウェブコンテンツであってもその視線誘導先の座標（Ｘ，Ｙ）が端末の種別によって変
化し、また、同じ端末に対しても状況（例えば文字サイズやウィンドウサイズの変更等）
により変化し、事前に不明である場合がある。
【００５４】
　このような場合に対する対策として、一つは、端末の種別が定まれば視線誘導先の座標
が定まる場合、端末の種別毎に対応する視線誘導用コンテンツを用意して、配信先の端末
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種別を確認して、該当する視線誘導用コンテンツを選択して配信することである。
【００５５】
　端末の種別が定まっても視線誘導先の座標がなお定まらない場合、個々の端末において
誘導先座標１３２を事後的に（すなわちブラウザの起動開始後に実際に当該次表示コンテ
ンツを解析・処理して）決定する。そのために、当該視線誘導先の表示箇所を特定できる
データ（例えばＵＲＬの文字列等）で誘導先座標を検索する。次表示コンテンツの表示ペ
ージの、検索により得られた誘導先座標の表示箇所を動的コンテンツの最終停止位置のフ
ォーカス座標の位置に合わせるように、次表示コンテンツの表示ページを上下方向および
左右方向の一方または両方にスクロールして表示する。すなわち動的コンテンツにおける
表示要素１３３を表示する位置は可変に指定することができる。
【００５６】
　図６に示すように、携帯ブラウザといわゆるフルブラウザとの差は、モニタの画面サイ
ズにウェブコンテンツの表示ページの横幅が一致するのに対し、フルブラウザでは画面サ
イズにウェブコンテンツの表示ページの横幅が一致しないことである。したがって、携帯
ブラウザでは表示されたページのスクロールの方向が、携帯ブラウザでは縦方向のみであ
るが、フルブラウザでは縦と横の両方向である。
【００５７】
　図７により、フルブラウザにおける次表示コンテンツ１３５のスクロールについて、よ
り具体的に説明する。次表示コンテンツ１３５の表示サイズ（解像度）がブラウザ画面の
表示サイズ（解像度）より大きい場合、表示ページがスクロールして表示される。例えば
、図７（ａ）に示すように、次表示コンテンツ１３５上のカーソル１３６の位置が同コン
テンツのスクロールを必要としない座標位置にある場合には表示ページのスクロールは生
じない。しかし、図７（ａ）の画面外にある表示箇所をカーソル１３６で指示しようとす
れば、図７（ｂ）に示すように、次表示コンテンツ１３５の表示ページがスクロールされ
る。このようなスクロールが生じた場合、カーソル１３６のモニタ画面上での座標と、次
表示コンテンツ１３５の表示ページ上での同箇所の座標とは一致しない。視線誘導を有効
に行うためには、視線誘導先の表示箇所にカーソル１３６を合わせ、かつカーソル１３６
の位置が表示要素１３３の位置と一致するようにそのいずれかを調整する必要がある。
【００５８】
　上記のように、次表示コンテンツ１３５のスクロールが生じる場合には、表示要素１３
３と誘導先座標１３２とは一致しないことになる。このような場合、本実施の形態ではカ
ーソル１３６は所定の位置（例えば画面中央）に位置させるとともに、次表示コンテンツ
１３５は誘導先座標１３２に対応する視線誘導先の表示箇所が当該所定の位置に位置する
ように次表示コンテンツ１３５のページをスクロールさせる。この次表示コンテンツ１３
５の直前に表示される視線誘導用コンテンツ１３０の表示要素１３３も所定の位置に位置
させる。そのために、次表示コンテンツ１３５用の視線誘導用コンテンツ１３０として、
所定の位置に表示要素１３３を有する静止画を表示するか、または、最終移動位置が所定
の位置となる動画を表示する。
【００５９】
　図８は、フルブラウザで視線誘導用コンテンツ１３０（この例では静的コンテンツ）を
用いる場合の説明図である。
【００６０】
　基本的には、図８（ａ）に示すように、フォーカス座標１３１を視線誘導用コンテンツ
１３０の付加情報として指定して、次表示コンテンツ１３５の視線誘導先の表示箇所を、
当該フォーカス座標１３１の画面上位置に一致させるように、次表示コンテンツ１３５の
ページのスクロールを行うものである。ただし、図８（ｂ）の例に示すようにＸ＜ｘまた
はＹ＜ｙのとき、静的コンテンツの表示要素１３３の位置に誘導先座標１３２を合わせよ
うとすると、図９に示すように、モニタ画面の上端または左端に余白部１３７が生じてし
まう。そこで、使用する視線誘導用コンテンツ１３０として静的コンテンツから動的コン
テンツに切り替えることにより、フォーカス座標１３１を補正して補正後のフォーカス座
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標（ｘ’、ｙ’）を座標（Ｘ，Ｙ）に一致させるよう補正している。そのためには、端末
に静的コンテンツと動的コンテンツの両方を提供する。
【００６１】
　図１０はいわゆるフルブラウザで、この例では動的コンテンツである視線誘導用コンテ
ンツ１３０を用いる場合の説明図である。動的コンテンツの場合には、絶対座標の代わり
に、後述する検索文字列および追加検索回数として間接的に指定され、ブラウザ起動開始
後に誘導先座標（Ｘ，Ｙ）が得られる。
【００６２】
　図１０（ａ）に示すように、所定の条件において誘導先座標（Ｘ，Ｙ）をフォーカス座
標（ｘ，ｙ）として用いる。すなわち、Ｘ≦ＷｒかつＹ≦Ｈｒであれば、座標（Ｘ，Ｙ）
を表示要素１３３およびカーソル１３６の画面内座標（ｘ，ｙ）とする。ここに、Ｗｒは
０より大きく画面幅Ｗより小さい予め定められた基準値であり、Ｈｒは０より大きく画面
高さＨより小さい予め定められた基準値であり、それぞれ個々の端末において定められる
。このとき、次表示コンテンツ１３５のスクロールは行わない。
【００６３】
　これに対して、Ｘ＞ＷｒまたはＹ＞Ｈｒであれば、表示要素１３３の画面内座標（ｘ，
ｙ）として座標（Ｘ，Ｙ）をそのまま用いるのではなく、Ｘ＞Ｗｒのときｘ＝Ｗｒとする
とともに、Ｙ＞Ｈｒのときｙ＝Ｈｒとする。このようにフォーカス座標は動的に決定する
。特に、図１０（ｂ）の例は、Ｘ＞ＷｒかつＹ＞Ｈｒで、フォーカス座標を（Ｗｒ，Ｈｒ
）に一致させた場合を示している。かつ、次表示コンテンツ１３５のページは座標（Ｘ，
Ｙ）の箇所が座標（Ｗｒ，Ｈｒ）に位置するようにスクロールを行う。
【００６４】
　一例として、Ｗｒ＝Ｗ／２、Ｈｒ＝Ｈ／２である。ＷｒとＨｒをこのように設定すれば
、表示要素１３３およびカーソル１３６の画面内座標（ｘ，ｙ）は便宜上、画面中央とな
る。すなわち、視線誘導箇所を画面中央とすることができる。ただし、ＷｒとＨｒはこれ
に限るものではない。図１０の場合、視線誘導用コンテンツの配信時に「フォーカス座標
（ｘ，ｙ）」を配信する必要がなく、端末もフォーカス座標１３１を保存する必要がない
。
【００６５】
　図１１は、端末１００内における視線誘導用コンテンツ１３０の更新の様子を示してい
る。視線誘導用コンテンツ１３０は、事前に端末１００内に保持しておく場合、端末１０
０の主導によりまたは外部主導により、サーバ２００から新たな視線誘導用コンテンツを
受信して更新することができる。アプリケーションに対応した視線誘導用コンテンツの更
新を行う場合には、アプリケーション毎に更新管理を行うことができる。また、視線誘導
用コンテンツ１３０は、ＲＳＳやキャスティングなどの他のサービスで一括更新管理を行
うことも可能である。
【００６６】
　図１２は、配信情報ＤＢ２１０内に格納されるデータの構成例を示している。図１２（
ａ）は、端末の種別（機種）によって画面サイズが異なることに対応するために、端末識
別情報と、画面サイズ、更新情報、リンク指示履歴情報、等との対応関係を定めた端末登
録テーブル１２１を示している。
【００６７】
　端末識別情報とは、端末を識別するための情報であり、携帯端末の場合には、例えば国
際移動体装置識別番号（ＩＭＥＩ）を利用することができる。国際移動体装置識別番号と
は、携帯電話端末やデータ通信カードが１台ずつ保持している識別番号である。ＩＭＥＩ
には、その装置のメーカ・機種固有番号、原産国、シリアル番号等が含まれている。この
ような端末識別情報を配信サーバに登録しておけば、プッシュ型の配信の場合に、配信サ
ービスを受けているユーザ毎の配信スケジュールを管理することに利用できる。また、端
末の画面サイズ（解像度）もその機種固有番号に基づいて認識することができる。携帯端
末以外の端末については、端末識別情報はＭＡＣアドレスや任意のユーザＩＤを含みうる
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。プル型の配信についてはサービス提供に登録は必要ないが、登録をしておけば視線誘導
サービスの有効性（効果）確認のために利用できる。
【００６８】
　更新情報は、登録された各端末について視線誘導先コンテンツの更新の完了／未完了の
別、コンテンツバージョン、更新日時等である。リンク指示履歴情報は、視線誘導サービ
スの有効性（効果）確認するための情報であり、視線誘導時に閲覧者により視線誘導先の
リンクの指示が行われた場合の日時、回数等の履歴情報である。
【００６９】
　なお、端末識別情報は国際移動体装置識別番号に限るものではなく、他に代用できる情
報であれば他のものであってもよい。例えば、ＵＳＩＭカードに割り振られている国際移
動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）などを用いうる。ＩＭＳＩは、携帯電話の加入者識別子
であり、ＭＣＣ（Mobile Country Code）、ＭＮＣ(Mobile Network Code)、ＭＳＩＮ(Mob
ile Subscriber Identification Number)を含む。
【００７０】
　図１２（ｂ）は、異なる画面サイズの端末に対応して別個の視線誘導用コンテンツを提
供する場合に対応した誘導情報テーブルである。誘導情報テーブル１２２は、画面サイズ
に対応する視線誘導用コンテンツと、そのページ内のフォーカス座標（ｘ，ｙ）と、誘導
先座標（Ｘ，Ｙ）と、その誘導先座標を求めるための検索用文字列（追加検索回数を含み
うる）とを定めている。動的コンテンツについては、上述したようにフォーカス座標は省
略することができる。なお、配信サーバの視線誘導用コンテンツの配信対象の端末の画面
サイズが特定サイズに限られているような場合、あるいは、端末側で視線誘導用コンテン
ツの変倍を行ってコンテンツサイズと異なる画面サイズに対応する場合には単一のサイズ
の視線誘導用コンテンツを用意すれば足りる。
【００７１】
　図１２（ａ）（ｂ）に別々に示したデータテーブルは一体化することも可能である。ま
た、視線誘導用コンテンツは、後述する起動要因によって別々に端末内に保持することが
できる。起動要因によっては複数の視線誘導用コンテンツを保持することもできる。
【００７２】
　図１３は、視線誘導用コンテンツに付加される情報の構成例を示している。この視線誘
導用コンテンツ付加情報は、「コンテンツ種別」「フォーカス座標」「誘導先座標」（直
接）、「誘導先座標」（間接）、および「有効期限」を含んでいる。「コンテンツ種別」
はこの情報が付加される視線誘導用コンテンツが静的コンテンツか動的コンテンツかを示
している。「フォーカス座標」はモニタ上の座標であり、上述した座標（ｘ，ｙ）であり
、場合によって省略可能である。「誘導先座標」は、ユーザの最終的な視線位置であり、
解像度に応じて補正される。「誘導先座標」は、静的コンテンツに対して直接的に座標（
Ｘ，Ｙ）が指定される場合と、動的コンテンツに対して間接的に指定される場合とがある
。間接的に指定される場合は、次表示コンテンツに対する目的の文字列の検索により得ら
れる。検索条件は、誘導先座標を求めるために検索対象の文字列とその追加検索回数が指
定される。「追加検索回数」は同じ文字列が複数回現れる場合に何番目に現れる文字列か
を指定するためのものである。「追加検索回数」の指定は必須ではなく、不指定の場合に
は”０”（追加で検索はしない）とみなされる。「文字列」は次表示コンテンツのページ
上の視線誘導先の表示箇所に位置する文字列である。この文字列は表示される文字列の他
、表示されないタグ内の文字列（例えばＵＲＬ）であってもよい。「有効期限」は当該視
線誘導用コンテンツの有効期限であり、例えば配信時にサーバ側で付加されて端末へ配信
される。端末内に保存された視線誘導用コンテンツについて、この有効期限が過ぎたあと
は、その視線誘導用コンテンツの利用が抑止される。
【００７３】
　図１４は、ウェブブラウザを起動する異なる起動要因について、ブラウザ起動時ページ
（すなわち次表示コンテンツ）、その視線誘導用コンテンツの配信形態をまとめて示した
説明用の図である。本実施の形態では、以下の５種類のブラウザ起動要因を想定している
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。
【００７４】
（１）ブラウザ直接起動
　端末のユーザの操作によりウェブブラウザが直接起動された場合である。このとき表示
されるページ（次表示コンテンツ）は、予定のポータルサイトＵＲＬで指定されたページ
である。
【００７５】
（２）ＲＳＳ連携
　ＲＳＳとは、RDF Site SummaryまたはRich Site Summaryの略であり、ウェブサイトの
要約などのデータを構造化して記述するＸＭＬベースのフォーマットである。ＲＳＳアイ
テム（記事）は定期的に取得され、ユーザの指示に応じてRSS Viewerで開いたRSSアイテ
ムがリスト表示される。このリストの中からいずれかの記事が選択指示されたとき、ウェ
ブブラウザが起動され、その記事で指定されたサイトＵＲＬのウェブコンテンツが要求さ
れ、表示される。また、 当該アイテムに対応付けられたＲＳＳ用の視線誘導用コンテン
ツをデータフォルダから読み出す。視線誘導用コンテンツの配信形態は端末側の主導で配
信を要求するクライアント「プル」型である。この「プル」型は手動の場合と自動の場合
とがありうる。同一アイテム内の複数のリンク設定箇所を個別に管理するため、ＲＳＳ連
携視線誘導用コンテンツでは呼び出し時に引数を付加する。
【００７６】
（３）キャスティング連携
　キャスティングとは、サーバから定期的に情報を提供するサービスであり、定期的に受
信される記事について、ユーザの指示があったとき、その記事に指定されているサイトＵ
ＲＬのコンテンツが要求され、表示される。その配信形態はサーバ側の主導で配信を行う
サーバ「プッシュ」型である。例えば、１行ティッカーからキャスティングデータをビュ
ーアで表示し、そのデータからウェブブラウザを起動したとき、当該キャスティングデー
タに対応づけられている視線誘導用コンテンツをデータフォルダから読み出して表示する
。そのために、キャスティングデータの配信時に、視線誘導用コンテンツも併せて配信さ
れる。
【００７７】
（４）メーラー連携
　メールは単なるテキストではなく、属性情報付テキストであるマークアップ言語で記述
することができる。例えばＨＴＭＬで記述されたメール文書（本文）内にはリンク先のＵ
ＲＬを含めたリンクの設定を行うことができる。受信メールの表示画面上でこのようなリ
ンク設定箇所が指示されると、ウェブブラウザが起動され、当該ＵＲＬに対してウェブコ
ンテンツが要求される。このような前提において、本実施の形態では受信メールは、例え
ば、Ｈｉｄｄｅｎ属性の添付書類（添付ファイル）の形式で視線誘導用コンテンツを含ん
でおり、この添付ファイルはデータフォルダ内に保存される。Ｈｉｄｄｅｎ属性の添付書
類は可視化されないので、ユーザに視認されない。その受信メールからのウェブブラウザ
の起動時には、その添付ファイルの視線誘導用コンテンツが再生、表示される。この配信
形態は自動のサーバプッシュ型である。
【００７８】
（５）ＢＭＬ連携
　ＢＭＬはデータ放送により提供されるマークアップ言語であり、ＢＭＬで記述された文
書内にもリンク先のＵＲＬを指定したリンク設定が可能である。データ放送表示領域内で
そのリンク設定箇所が指示されたとき、ウェブブラウザが起動され、当該ＵＲＬのウェブ
コンテンツが要求され、取得されたウェブコンテンツがウェブブラウザ画面に表示される
。その際、当該ウェブコンテンツの表示前に、視線誘導用コンテンツを表示させる。ウェ
ブコンテンツの視線を誘導したい表示箇所の座標である誘導先座標はデータ放送により受
信される。データ放送により受信されたＢＭＬ文書データ内に設定されたリンク設定箇所
が指示されたことによりブラウザが起動されたとき、その誘導先座標に基づいて、そのリ
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ンク先のウェブコンテンツの特定の表示箇所に対して視線誘導を行う。
【００７９】
　ＢＭＬ連携では、視線誘導用コンテンツの配信は基本的にはプッシュである。しかし、
データ放送の性質上、個々の記事の配信時にデータサイズの大きい視線誘導用コンテンツ
を配信することは現実的でない。そこで、ＢＭＬ連携の視線誘導用コンテンツは比較的小
さいデータサイズにするか、または、事前に記憶済みの動的な視線誘導用コンテンツを用
いる。また、データ放送表示領域のリンク設定箇所が指示されたときに、比較的小さいサ
イズの視線誘導用コンテンツをサーバからダウンロードしてウェブコンテンツの表示前に
表示するようにしてもよい。
【００８０】
　本実施の形態では、記憶部内の複数のデータフォルダを利用して選択的に視線誘導用コ
ンテンツを呼び出す。その際にCallされるＡＰＩ（Application Program Interface）は
３つの引数を用いることができる。
ＡＰＩ仕様概略：
＃１　静的／動的の視線誘導用コンテンツ指定
＃２　アプリ連携の指定
　ブラウザ直接起動時
　キャスティング連携
　ＲＳＳ連携
　メーラー連携
　ＢＭＬ連携
＃３　コンテンツＩＤ
　ＲＳＳ連携用など、複数のコンテンツが保存されている時に使用する
【００８１】
　図１５により本実施の形態における典型的な動作を説明する。端末１００は、配信サー
バ２００から視線誘導用コンテンツ１３０と少なくとも誘導先座標１３２を含む付加情報
の配信を受けて、内部に記憶しておく。制御部１２０は、ウェブブラウザが起動されたと
き、視線誘導用コンテンツ１３０とその誘導先座標１３２等を読み出して、視線誘導用コ
ンテンツ１３０を表示し、必要に応じて次表示コンテンツ１３５の補正を行う。視線誘導
用コンテンツ１３０に続いて次表示コンテンツ１３５を表示し、その視線誘導先の表示箇
所のリンクが指示されたとき、その旨を配信サーバ２００に視線誘導先リンク指示情報と
して通知する。この通知は本発明において必須ではないが、視線誘導先リンク指示情報を
収集することにより、上述したように視線誘導の効果を確認することができる。
【００８２】
　図１６は、本実施の形態における視線誘導サービスを受ける端末を配信サーバ２００に
登録する場合の手順例を示すシーケンス図である。個々の端末は、初期設定によって、望
ましくは視線誘導機能をＯｎ／Ｏｆｆすることができる。誘導機能をＯｎにすると、端末
は端末識別情報を配信サーバに送信する（１）。これに応じて、配信サーバ２００は配信
情報ＤＢ２１０に当該端末の情報を送信して、その登録を要求する（２）。配信情報ＤＢ
２１０はこの端末識別情報を配信情報ＤＢ２１０内に記録した後、登録終了の旨を配信サ
ーバ２００へ通知する（３）。配信サーバ２００はこれに応じて配信設定終了の旨を当該
端末１００へ通知する（４）。端末２００は、配信設定がなされた状態を記憶しておき、
以後、誘導機能が再度Ｏｎになったときでも再度の登録要求は行わない。
【００８３】
　図１７は、本実施の形態の典型的な動作を表したシーケンス図である。前提条件として
、視線誘導用コンテンツが端末内に記憶済みで、かつ、視線誘導用コンテンツの有効期限
がある場合には有効期限内であるものとする。
【００８４】
　上記の登録後、所定の要因に基づいてＯＳからブラウザが起動される（１）。起動され
たブラウザは、ポータルサイト等、所定のＵＲＬに対してコンテンツの送信を要求するリ
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クエストを送信する（２）。これとともに、記憶部１０２内の所定のデータフォルダ（広
義には記憶部）から視線誘導用コンテンツを呼び出し（３）、ＯＳに表示を依頼する（４
）。また、ブラウザは当該視線誘導用コンテンツに対応する付加情報のうちの座標情報を
受信する（５）。この「座標情報」は、誘導先座標（およびフォーカス座標）である。誘
導先座標は、静的コンテンツの場合は絶対座標（Ｘ，Ｙ）が直接指定されるが、動的コン
テンツの場合には、絶対座標の代わりに、後述する検索文字列および追加検索回数として
間接的に指定される。ブラウザはフォーカス座標（ｘ，ｙ）に基づいてカーソルを表示す
る位置を決定する。
【００８５】
　一方、ＯＳは、必要に応じて補正用情報をブラウザに通知する（６）。この補正用情報
は、視線誘導用コンテンツ（静的コンテンツ）のサイズと端末の画面サイズ（モニタサイ
ズ）が一致しないサイズ乖離時に、変更されたフォーカス座標情報、あるいは、後述する
静的コンテンツから動的コンテンツへの切替が発生した旨の情報等を含む。
【００８６】
　ブラウザは、先にリクエストしていた次表示コンテンツをポータルサイトから受信する
（７）。これに応じて、ブラウザは受信済の座標情報および補正用情報に基づいて、誘導
先座標（Ｘ，Ｙ）の変更、および／または、視線誘導先の表示箇所を当該フォーカス座標
に一致させるように表示内容の補正（例えばスクロール）を行い、補正済の画面の表示を
ＯＳに要求する（８）。
【００８７】
　その後、ＯＳは、ブラウザから、誘導先座標の表示箇所に設定されたリンクに対するユ
ーザの指示があったことを検知したとき（９）、そのリンク先のコンテンツのリクエスト
に端末識別情報を付加して（１０）、ブラウザからポータルサイトへ送信させる（１１）
。これにより、どの端末がいつ視線誘導に応じてその誘導先のリンクを指示したかをポー
タルサイト側で認識することができ、そのデータを集計することにより視線誘導の効果を
測定することができる。
【００８８】
　図１８により、本実施の形態における端末１００の典型的な動作を説明する。
【００８９】
　端末１００（制御部またはＯＳ）は、ブラウザが起動されると（Ｓ１１）、まず、自端
末内での視線誘導機能の設定の有無を確認する（Ｓ１２）。この機能設定がなされていな
ければ、通常通り、指定サイトから次表示コンテンツ２５を取得して、表示する（Ｓ２５
）。
【００９０】
　視線誘導機能の設定がなされている場合（すなわち機能Ｏｎの場合）、当該付加情報に
基づいてその有効期限をチェックする（Ｓ１３）。有効期限が経過している場合には、上
記ステップＳ２５へ移行する。有効期限が経過していない場合には、当該視線誘導用コン
テンツが静的か動的か（すなわち静的誘導か動的誘導か）をチェックする（Ｓ１４）。
【００９１】
　静的誘導の場合、ブラウザに誘導先座標を絶対座標（Ｘ，Ｙ）で通知する（Ｓ１５）。
ついで、データフォルダからモニタ上のフォーカス座標（ｘ，ｙ）を確認する（Ｓ１６）
。さらに、上述したように、静的コンテンツのサイズと画面サイズに不一致（乖離）時に
フォーカス座標の修正があった場合、ＯＳからブラウザに修正したフォーカス座標を通知
する（Ｓ１７）。このフォーカス座標（ｘ，ｙの両方）が誘導先座標より小さい場合（Ｓ
１８，Ｙｅｓ）、その静的コンテンツを表示し（Ｓ１９）、所定の時間経過後に静的コン
テンツの表示に代えて次表示コンテンツの表示を行う（Ｓ２５）。ステップＳ１８におい
て、フォーカス座標ｘ，ｙのいずれかが誘導先座標Ｘ，Ｙ以上である場合、後述するステ
ップＳ２３の動的コンテンツの表示へ移行する。この場合にそのままフォーカス座標（ｘ
，ｙ）に合わせて次表示コンテンツの表示（スクロール）を行うと、図９で上述したよう
に、画面の上端または左端に余白部１３７が生じてしまうからである。
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【００９２】
　ステップＳ１４において、誘導が動的であると判定された場合、ブラウザに対して誘導
先座標として検索用文字列（および追加検索回数）を通知する（Ｓ２０）。ついで、デー
タフォルダからモニタ上のフォーカス座標（ｘ，ｙ）を確認する（Ｓ２１）。さらに検索
の結果に基づいて決定された誘導先座標により修正したフォーカス座標をＯＳからブラウ
ザに通知する（Ｓ２２）。この修正したフォーカス座標に基づいて動的コンテンツを表示
する（Ｓ２３）。この際、誘導先座標での動的誘導処理を行う（Ｓ２４）。動的コンテン
ツの表示終了後に次表示コンテンツの表示へ移行する（Ｓ２５）。なお、検索文字列がヒ
ットしない場合、フォーカス座標（ｘ，ｙ）は予め定めた座標、例えば（０，０）で上書
きされる。
【００９３】
　なお、異なる誘導先座標の複数の静的コンテンツを記憶しておき、選択的に利用するこ
とにより、静的コンテンツを用いても擬似的に動的誘導を行うことも可能である。
【００９４】
　図１９は、視線誘導用コンテンツのプル型の更新の様子を示したシーケンス図である。
これは、ブラウザメニュー、ＲＳＳ自動更新、Widget等の視線誘導用コンテンツの更新に
対応する。端末１００から手動および自動で更新要求が発生する（１）。端末１００はそ
の更新要求に自身の端末識別情報を付加する。視線誘導用コンテンツは各アプリ連携毎に
必要なもののみ更新される。配信サーバ２００は、受信した端末識別情報を基に登録情報
確認を配信情報ＤＢ２１０に要求する（２）。
【００９５】
　情報ＤＢ２１０は、端末識別情報を基に視線誘導用コンテンツの更新の要否を判断し、
配信サーバ２００にその確認結果を通知する（３）。更新が必要である場合、配信サーバ
２００は更新が必要な視線誘導用コンテンツの通知を受けて、端末に通知する（４）。つ
いで、配信サーバ２００は当該視線誘導用コンテンツを端末へ配信する（Ｓ５）。端末１
００はその更新の完了を配信サーバ２００へ通知する（６）。配信サーバ２００は配信情
報ＤＢ２１０へ配信済み通知を行う（Ｓ７）。これに応じて、配信情報ＤＢ２１０は配信
状況更新を配信サーバ２００へ通知する（８）。
【００９６】
　視線誘導用コンテンツの更新処理は、端末からの更新要求方法により異なる。手動で更
新を行う場合は、ブラウザのメニューリストから実行や、ＲＳＳのメニューリストから実
行に基づく。自動更新は、Widgetで自動更新用のアプリを設定しておく、または、ＲＳＳ
の自動更新機能を設定しておく。これらの更新の通信方法としては、ブラウザ／Widget／
ＲＳＳのアプリの標準的機能を通して行う。
【００９７】
　図２０は、プル型のコンテンツ更新の場合の配信サーバ２００の動作例を示したフロー
チャートである。
【００９８】
　配信サーバ２００は、端末から視線誘導用コンテンツの更新要求を受信すると（Ｓ３１
）、情報ＤＢに当該端末情報の登録があるかどうかを確認する（Ｓ３２）。なければ、更
新処理を終了する（Ｓ３７）。あれば、更新の必要があるかどうかをチェックする（Ｓ３
３）。更新の必要がなければ、更新処理を終了する（Ｓ３７）。あれば、端末に、新たな
視線誘導用コンテンツを配信する（Ｓ３４）。ついで、配信処理を終了し（Ｓ３５）、情
報ＤＢにその登録情報の更新を行わせる（Ｓ３６）。この情報の更新は例えば当該端末に
ついて当該視線誘導用コンテンツの更新が行われたことを示す更新情報（済、未、コンテ
ンツバージョン、更新日時等）を記録することである。その後、更新処理を終了する（Ｓ
３７）。
【００９９】
　静的コンテンツのサイズとモニタの画面サイズとの乖離がある場合の、モニタ上の座標
修正ロジックは次のとおりである。
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（１）モニタの画面サイズに合わせて横方向に視線誘導用コンテンツを変倍（拡大／縮小
）する
（２）コンテンツの変倍に伴って補正したフォーカス座標に従って移動した表示要素に合
わせて、モニタ画面上にカーソルを表示させる
（３）当該カーソルに、次表示コンテンツの誘導先座標の表示箇所を合わせるよう、次表
示コンテンツのページをスクロールする
【０１００】
　図２１により視線誘導用コンテンツの変倍について説明する。
【０１０１】
　視線誘導用コンテンツ（論理サイズ）とモニタサイズ（物理サイズ）のポートレート（
縦長）での横方向の最大解像度の縮尺比に応じて拡大/縮小を実施する。
【０１０２】
　例えば、解像度がＱＶＧＡ２４０×３２０からＦＷＶＧＡ（４８０×８６４）への拡大
／縮小は、横方向の２００％（４８０／２４０）で拡大して視線誘導用コンテンツを表示
する。この場合、６４１～８６４の２２４行に誘導不可能領域が発生する。また、当初の
フォーカス座標が例えば（１００，１００）であるとすると、同様に拡大され、（２００
，２００）と修正される。この場合、モニタ画面上の修正されたフォーカス座標に対して
、次表示コンテンツの誘導先位置を合わせる必要があるので、ＯＳ側はブラウザにコンテ
ンツ描画時の補正用情報として通知する。
【０１０３】
　なお、縦方向で画面の下部に誘導不可能領域が発生するが、ユーザの視線を誘導する座
標が画面下部にあることは好ましくないため、特に不都合はない。
【０１０４】
　次に、コンテンツ表示の原点位置が異なる場合の表示方法について説明する。
【０１０５】
　視線誘導用コンテンツの原点は左上の場合と中央の場合とがありうる。これに対してブ
ラウザの原点は通常左上である。
【０１０６】
　視線誘導用コンテンツの原点が「左上」の場合、視線誘導用コンテンツとブラウザの仕
様が同一のため特別な処理は不要である。
【０１０７】
　視線誘導用コンテンツの原点が「中央」の場合、座標修正は上記のとおり実施し、視線
誘導用コンテンツの描画位置を修正する。「左上」と同様の表示になるように、縦方向に
誘導不可領域が発生する場合、その半分の行だけ上方に視線誘導用コンテンツの描画開始
位置をずらす。
【０１０８】
　例えば、ＱＶＧＡ（２４０×３２０）からＦＷＶＧＡ（４８０×８６４）への変倍は、
横方向の２００％（４８０／２４０）で拡大を実施する。このとき、６４１～８６４の２
２４行に誘導不可能領域が発生するため、視線誘導用コンテンツの描画開始位置を１１２
行分上にずらす。
【０１０９】
　図２２は、プッシュ型のコンテンツ更新の場合の配信サーバ２００の動作例を示したシ
ーケンス図である。この場合、視線誘導用コンテンツは各アプリ連携毎に必要なもののみ
更新される。プッシュ型で更新されるコンテンツは典型的にはキャスティング連携の場合
である。端末に視線誘導用コンテンツを配信するか否かは、情報ＤＢにその端末のユーザ
によるキャスティングサービス登録時に設定された視線誘導用コンテンツの配信の可否情
報に基づいて決定される。配信サーバは、「視線誘導用コンテンツの配信の可」の端末に
のみ更新処理を働きかける。なお、メーラー連携はプッシュ型であっても、個々にメール
を受信するため、更新という概念はない。
【０１１０】
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　配信情報ＤＢ２１０は、所定の周期の到来を示すタイマー満了等により、配信サーバ２
００に対して更新通知を行う（１）。これに応じて、配信サーバ２００は、端末１００に
対して更新処理要求を送信する（２）。端末１００は、この要求に応じて、機能設定情報
を確認し、更新処理承認を配信サーバ２００に返送する（３）。この返送は、ユーザの承
認を得て、または自動的に行うことができる。この更新処理承認に応じて配信サーバ２０
０は、当該端末に対する新たな視線誘導用コンテンツを配信する（４）。端末はこの新た
な視線誘導用コンテンツを受信して、内部で更新処理を行い、更新完了通知を配信サーバ
２００に返す。配信サーバ２００は、配信済み通知を配信情報ＤＢ２１０に送る（６）。
配信情報ＤＢ２１０はこれに対して登録更新完了後にその旨を配信サーバ２００に返送す
る（７）。
【０１１１】
　図２３は、プッシュ型のコンテンツ更新の場合の配信サーバ２００の動作例を示してい
る。
【０１１２】
　情報ＤＢからタイマー満了の端末（識別情報）の通知を受信すると（Ｓ４１）、その端
末のキャスティングサービス登録時に設定された登録内容（視線誘導用コンテンツの配信
の可否情報）を確認する（Ｓ４２）。当該端末の視線誘導用コンテンツの配信が可であれ
ば（Ｓ４３，Ｏｆｆ）、ステップＳ４８へ移行する。視線誘導用コンテンツの配信が不可
であれば、更新可能状態かどうかをチェックする（Ｓ４４）。電源Ｏｆｆや通信状態によ
って更新可能状態になければ、再送信の設定を行い（Ｓ４５）、ステップＳ４２に戻る。
更新可能状態であれば、当該端末に視線誘導用コンテンツを配信する（Ｓ４６）。その後
、配信処理を終了する（Ｓ４７）。ついで、情報ＤＢの登録情報を更新する（Ｓ４８）。
その後、更新処理を終了する（Ｓ４９）。
　なお、端末操作の「設定Off」時に情報ＤＢの情報を更新しない場合、情報ＤＢでは最
後に更新された情報を元に配信サーバに通知するケースもあるため、配信サーバが端末設
定を問い合わせることも考えられる。この場合、配信サーバは、端末の「設定がＯｎ」の
アプリにのみ更新処理を働きかけ、「設定Ｏｆｆ」のアプリ連携の設定を情報ＤＢにフィ
ードバックして、次回の更新処理から除外する。再度の設定手順により、ユーザは再度の
更新通知を受けることができる。
【０１１３】
　図２４は、本実施の形態の例外的な動作を表したシーケンス図である。
【０１１４】
　上記の登録後、所定の要因に基づいてＯＳからブラウザが起動される（１）。起動され
たブラウザは、ポータルサイト等の指定されたＵＲＬに対してコンテンツの送信を要求す
るリクエストを送信する（２）。これとともに、記憶部１０２内の所定のデータフォルダ
から視線誘導用コンテンツを呼び出す（３）。誘導先座標がフォーカス座標より小さいと
き、上述のように静的誘導から動的誘導に切り替える（x軸、y軸にor条件でエラー判定）
。このような誘導エラーが発生したら（４）、ＯＳが動的コンテンツをデータフォルダか
ら呼び出し（５）、この動的コンテンツの表示を行う（６）。このとき、フォーカス座標
は誘導先座標値で上書きされる。また、ブラウザは対応する座標情報を受信する（７）。
ＯＳは、補正用情報をブラウザに通知する（８）。
【０１１５】
　ブラウザは、先にリクエストしていた次表示コンテンツをポータルサイトから受信する
（９）。これに応じて、ブラウザは受信済の座標情報および補正用情報に基づいて、視線
誘導先の表示箇所を当該フォーカス座標に一致させるように表示内容の補正（例えばスク
ロール）を行い、補正済の画面の表示をＯＳに要求する（１０）。
【０１１６】
　その後、ＯＳは、ブラウザから、誘導先座標の表示箇所に設定されたリンクに対するユ
ーザの指示があったことを検知したとき（１１）、そのリンク先のコンテンツのリクエス
トに端末識別情報を付加して（１２）、ブラウザからポータルサイトへ送信させる（１３
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）。これにより、どの端末がいつ視線誘導に応じてその誘導先のリンクを指示したかをポ
ータルサイト側で認識することができ、そのデータを集計することにより視線誘導の効果
を測定することができる。
【０１１７】
　図２５は、メーラー連携の場合のシステム構成例を示す。図１に示した構成要素と同様
の要素には同じ参照番号を付して、重複した説明は省略する。
【０１１８】
　この構成では、配信情報ＤＢ２１０が配信サーバ２００に対してメーラー連携の視線誘
導用コンテンツの配信指示を行う（１）。この指示に応じて、配信サーバ２００は、配信
メール作成サーバ２２０に対して、視線誘導用コンテンツ付のメールの作成を指示する（
２）。配信メール作成サーバ２２０は、視線誘導用コンテンツをＨｉｄｄｅｎ（隠れ）属
性の添付ファイルとしてメール送信する（３）。なお、図示しないが、端末のメールアド
レスは端末識別情報として配信情報ＤＢ２１０に登録しておくか、その都度メールアドレ
スを指示する。このメールを受けたメールサーバ４００は宛先として指定された端末にそ
のメールを転送する（４）。端末１００は、そのメールを表示し、その表示文書中に配置
されたウェブサイトへのリンク設定箇所の指示が行われたとき、ウェブブラウザが起動さ
れ、ウェブコンテンツがウェブサーバ３００へリクエストされる。かつ、そのウェブコン
テンツが受信され表示されるまでに、それに対応づけられた視線誘導用コンテンツを表示
する。
【０１１９】
　他の構成および動作については上記の基本システムと同じであり、重複した説明は省略
する。
【０１２０】
　図２６は、ＢＭＬ連携の場合のシステム構成例を示す。図１に示した構成要素と同様の
要素には同じ参照番号を付して、重複した説明は省略する。
【０１２１】
　この構成では、配信情報ＤＢ２１０が配信サーバ２００に対してＢＭＬ連携の視線誘導
用コンテンツの配信指示を行う（１）。この指示に応じて、配信サーバ２００は、配信Ｂ
ＭＬ作成サーバ２３０に対して、座標情報を与えて配信ＢＭＬ文書の作成を指示する（２
）。配信ＢＭＬ作成サーバ２３０は、座標情報を含めたＢＭＬ文書データの送信を指示す
る（３）。このＢＭＬ文書データを受けたデジタル放送局５００はデジタル放送によりデ
ータ送信する（４）。端末１００は、このＢＭＬ文書データを受信し、表示する。その表
示文書中に配置されたウェブサイトへのリンク設定箇所の指示が行われたとき、ウェブブ
ラウザが起動され、ウェブコンテンツがウェブサーバ３００へリクエストされる。かつ、
そのウェブコンテンツが受信され表示されるまでに、それに対応づけられた視線誘導用コ
ンテンツを表示する。
【０１２２】
　図２７は、本発明の他の実施の形態のシステム構成例を示す。図１に示した構成要素と
同様の要素には同じ参照番号を付して、重複した説明は省略する。以上に説明したシステ
ムはすべて、ブラウザ起動時に、その要求した次表示コンテンツが表示される前に視線誘
導用コンテンツが表示される例を説明した。
【０１２３】
　しかし、上記実施の形態の拡張例として、ブラウザ起動時に限らず、ブラウザの起動完
了後に通常ウェブサーバに対してウェブコンテンツを要求し、表示する際にも本発明を適
用することが可能である。
【０１２４】
　図２７のシステムにおける第１の構成例として、端末における動的誘導を前提としたシ
ステムを説明する。誘導機能設定をＯｎにした端末は、ウェブコンテンツの要求時に必ず
配信サーバ２００にそのＵＲＬ情報を送信し（１）、配信情報ＤＢ２１０に登録されたＵ
ＲＬであるかどうかを検索する（２）。配信情報ＤＢ２１０に登録されたＵＲＬにアクセ
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スする場合、配信サーバ２００が端末１００に対して視線誘導用コンテンツを送信して、
動的な視線誘導を実行させる（３）。この配信結果は配信情報ＤＢ２１０に通知され、そ
の内容を更新させる（４）。端末１００は、ウェブサーバ３００に要求したウェブコンテ
ンツを受信して（５）、動的コンテンツの表示後にそのウェブコンテンツを次表示コンテ
ンツとして表示する。ユーザがその次表示コンテンツにおいて誘導されたウェブサーバ３
００へのリンク設定箇所をクリックすると、この操作が視線誘導先リンク指示情報（すな
わち登録ＵＲＬクリック情報）としてウェブサーバ３００に通知され、ウェブサーバ３０
０でリアルタイムに集計され、視線誘導の効果の測定（誘導結果管理）に利用される（６
）。なお、次表示コンテンツにおいてウェブサーバ３００へのリンク設定箇所がクリック
されたとき、視線誘導先リンク指示情報登録ＵＲＬクリック情報を誘導結果として配信サ
ーバ２００へ通知し、配信システム側で集計を行うことも可能である。
【０１２５】
　また、図２７のシステムにおける第２の構成例として、本出願人が先に特願2007－3398
78号にて提案したマークアップ言語文書変換装置の機能を配信サーバ２００に兼備させる
構成を説明する。このマークアップ言語文書変換装置は、主として携帯端末を対象とし、
ＰＣ用ｗｅｂページを比較的忠実にモバイル用ウェブページに変換することを可能とする
ものである。このマークアップ言語文書変換装置は、端末１００からＰＣ用マークアップ
言語文書のリクエストを受けると、リクエストされたＰＣ用マークアップ言語文書をＰＣ
用ウェブサーバ３００から取得してレンダリングし、規定のサイズの表示画面上で描画す
べき各表示要素の配置座標を確認する。ついで、確認された各表示要素およびその配置座
標に基づいてＰＣ用マークアップ言語文書を、モバイル端末の仕様に対応して表示要素の
配置替えを行ったモバイル用マークアップ言語文書に変換する。（ここにいう「表示要素
」は表示要素１３３とは無関係である。）
【０１２６】
　この仕組みによれば、ウェブサーバ３００へのウェブコンテンツの要求も配信サーバ２
００に対して行われ、配信サーバ２００で既知のフォーマットのモバイル用ウェブページ
に変換するので、誘導先座標が判明した後にこれに合わせて視線誘導用コンテンツ（例え
ば静的コンテンツ）を作成し、要求されたウェブページに先立って当該視線誘導用コンテ
ンツを端末へ送信し、ウェブページの前に当該視線誘導用コンテンツを表示させる。配信
サーバ２００では、視線誘導用コンテンツとして静的コンテンツを作成する場合、予めテ
ンプレート的な画像を用意しておき、その上に決定されたフォーカス座標位置に表示要素
１３３を追加するようにすれば、作成時間は最小で済む。この拡張例では、端末における
視線誘導用コンテンツの表示時にはすでにブラウザの起動は完了しているので、ブラウザ
により視線誘導用コンテンツを表示してもよい。この拡張例によれば、本発明に伴う端末
側の処理負荷が軽減される。次表示コンテンツにおいてウェブサーバ３００へのリンク設
定箇所がクリックされたときの誘導結果の集計も配信システム側で行うことができる。
【０１２７】
　他の構成および動作については上記の基本システムと同じであり、重複した説明は省略
する。
【０１２８】
　上記の実施の形態によれば、コンテンツ閲覧者の視線を誘導したい箇所があるウェブコ
ンテンツ自体に何ら手を加えることなく、別途、視線誘導用コンテンツを用意することに
より、閲覧者の視線を目的の表示箇所に誘導することができる。しかも、視線誘導用コン
テンツは視線誘導のための専用のコンテンツであり、基本的には視線誘導のみを考慮して
作成すればよいので、その作成は比較的容易である。
【０１２９】
　また、ブラウザ起動の待ち時間を有効に利用することにより、設計段階からの作り変え
が必要となるような起動時間の高速化など対応が困難な課題から解放される。
【０１３０】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外にも種々の
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【０１３１】
　例えば、静的誘導においてフォーカス座標の変更が必要となったとき、静的誘導から動
的誘導に切り替えるようにしたが、静的コンテンツの表示要素１３３の位置を誘導先のカ
ーソル位置に合わせるように、静的コンテンツをモニタ画面に対してずらす（すなわち縦
方向または横方向の描画開始位置を変更する）ようにしてもよい。この場合、静的コンテ
ンツの表示画像が本来の位置からずれて表示されることになるが、動的誘導への変更は必
要なくなる。
【０１３２】
　視線誘導用コンテンツとして広告を兼ねることもできる。その場合、例えば携帯電話通
信事業者主導で、携帯端末のユーザへの広告を提供するとともに、その広告に対応するＵ
ＲＬの表示箇所に視線誘導を行うことができる。これにより広告に対して付加価値を与え
ることができる。
【０１３３】
　リンク設定箇所が誘導先である場合、カーソルを表示することは必須ではなく、カーソ
ルの代わりにそのリンク設定箇所の文字や図形等の要素が反転、輝度変化等の強調表示に
よりポインティングされれば足りる。
【０１３４】
　上記実施の形態で説明した機能をコンピュータで実現するためのコンピュータプログラ
ムおよびプログラムをコンピュータ読み取り可能に格納した記録媒体も本願発明に含まれ
る。プログラムを供給するための「記録媒体」としては、例えば、磁気記憶媒体（フレキ
シブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等）、光ディスク（ＭＯやＰＤ等の光磁気
ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ等）、半導体ストレージ、紙テープなどを挙げることができる。
【符号の説明】
【０１３５】
１００…コンテンツ表示端末、１０２…記憶部、１０４…表示制御部、１０５…表示部、
１０６…通信部、１０７…操作部、１０９…時計部、１１０…バス、１１１…アンテナ、
１１２…信号受信部、１１３…音声処理部、１１４…マイク、１１５…スピーカ、１２０
…制御部、１２１…端末登録テーブル、１２２…誘導情報テーブル、１３０…視線誘導用
コンテンツ、１３１…フォーカス座標、１３２…誘導先座標、１３３…表示要素、１３５
…次表示コンテンツ、１３６…カーソル、１３７…余白部、１５０…通信ネットワーク、
２００…視線誘導用コンテンツ配信サーバ、２２０…配信メール作成サーバ、２３０…作
成サーバ、３００…ウェブサーバ、４００…メールサーバ、５００…デジタル放送局
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