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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のページレイアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの
前記所定のページレイアウト内での前記配信情報の配置位置と、その配置位置における前
記配信情報のクリック率とを取得する第１取得手段と、
　前記表示画面に表示された前記所定のページレイアウト内の特定位置と、前記所定のペ
ージレイアウト内の他の位置との比較における前記特定位置の注目度の高さを示す注目度
指数とを取得する第２取得手段と、
　前記配信情報の配置位置に対応する特定位置の前記注目度指数に基づき、前記配信情報
のクリック率を補正する補正手段と、を有する補正装置。
【請求項２】
　前記補正手段は、前記配信情報の配置位置に対応する特定位置の前記注目度指数が、他
の位置の注目度指数よりも低い注目度を示す場合に、前記配信情報のクリック率を高くす
る補正をする、請求項１記載の補正装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記配信情報の配置位置に対応する特定位置の前記注目度指数が、他
の位置の注目度指数より高い注目度を示す場合に、前記配信情報のクリック率を低くする
補正をする、請求項１又は請求項２に記載の補正装置。
【請求項４】
　前記補正手段による補正結果に基づき、前記所定のページレイアウトを所定の評価基準
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に従って段階評価する評価手段と、
　前記評価手段による前記所定のページレイアウトの評価結果を、前記所定のページレイ
アウトでＷｅｂコンテンツ情報を提供するコンテンツサーバに向けて送信する送信手段と
、を更に有する、請求項１から請求項３のうちいずれか１項に記載の補正装置。
【請求項５】
　前記第１取得手段で取得した前記配置位置と、その配置位置における前記配信情報のク
リック率とをデータベース化する第１データベース生成手段、を更に有する請求項１から
請求項４のうちいずれか１項に記載の補正装置。
【請求項６】
　前記第２取得手段で取得した前記所定のページレイアウト内の前記特定位置と、前記注
目度指数とをデータベース化する第２データベース生成手段、を更に有する請求項１から
請求項５のうちいずれか１項に記載の補正装置。
【請求項７】
　前記配置位置は、前記ページレイアウトの縦方向における配置位置であり、
　前記特定位置は、前記ページレイアウトの縦方向における特定位置であり、
　前記他の位置は、前記ページレイアウトの縦方向における他の位置である、請求項１か
ら請求項６のうちいずれか１項に記載の補正装置。
【請求項８】
　コンピュータに、
所定のページレイアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの前
記所定のページレイアウト内での前記配信情報の配置位置と、その配置位置における前記
配信情報のクリック率とを取得するステップと、
　前記表示画面に表示された前記所定のページレイアウト内の特定位置と、前記所定のペ
ージレイアウト内の他の位置との比較における前記特定位置の注目度の高さを示す注目度
指数とを取得するステップと、
　前記配信情報の配置位置に対応する特定位置の前記注目度指数に基づき、前記配信情報
のクリック率を補正するステップと、
を実行させる補正方法。
【請求項９】
　コンピュータを、
所定のページレイアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの前
記所定のページレイアウト内での前記配信情報の配置位置と、その配置位置における前記
配信情報のクリック率とを取得する第１取得手段、
　前記表示画面に表示された前記所定のページレイアウト内の特定位置と、前記所定のペ
ージレイアウト内の他の位置との比較における前記特定位置の注目度の高さを示す注目度
指数とを取得する第２取得手段、及び、
　前記配信情報の配置位置に対応する特定位置の前記注目度指数に基づき、前記配信情報
のクリック率を補正する補正手段、
として機能させる補正プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、補正装置、補正方法及び補正プログラムに係り、特に、広告情報等の配信情
報のクリック率を補正する補正装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、広告情報の配信は、広告配信サーバ側で広告順位付けを行い、その順位に基づき
配信頻度や配信位置を決定している。広告情報の順位付けは、例えば、ＣＴＲ（クリック
スルーレート：クリック率、クリックレートともいう。）等に基づいて行われる（例えば
、特許文献１を参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００７－５２４９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　端末の表示画面等に表示されたページレイアウトでの表示位置により、同じ広告情報で
あってもＣＴＲが変動する場合がある。例えば、掲載順位として２番目に順位付けされた
広告情報であっても、その２番目の広告枠のページレイアウト中での掲載位置が、表示画
面における中央付近の位置なのか、下部近傍位置なのかで、その広告情報の注目度（クリ
ックのされ易さ）が異なってしまう場合がある。
【０００５】
　また、１つの表示画面に収まり切らず、複数画面（複数ビュー）にわたる一連のＷｅｂ
コンテンツ内に広告情報を掲載する場合において、２番目の順位の広告情報の掲載位置が
Ｗｅｂコンテンツのファーストビューの下部近傍であり、３番目の順位の広告情報の掲載
位置がＷｅｂコンテンツのセカンドビューの上部近傍である場合に、３番目の広告情報の
注目度が２番目の広告情報の注目度よりも高くなってしまう場合もある。
【０００６】
　ここで、「ビュー」とは、Ｗｅｂコンテンツ全体のうち端末の表示画面内に表示された
部分を意味する。例えば、Ｗｅｂコンテンツの内容が多く、すべてのコンテンツを表示さ
せるには、Ｗｅｂコンテンツを順次スクロールする必要がある場合において、最初に表示
画面に表示された部分（必ずしも最上部とは限らないが、通常は、Ｗｅｂコンテンツの最
上部から表示画面の一面分のコンテンツ。）をファーストビューという。ファーストビュ
ーの下方に続くコンテンツであって、ファーストビューからスクロールすることにより表
示画面に表示されるコンテンツ部分をセカンドビューという。
【０００７】
　このように、従来は、必ずしも広告情報の順位とその掲載位置とが適正に対応していな
い場合があるという課題があった。出願人は、広告情報のＣＴＲがページレイアウト内で
の掲載位置の影響により異なってしまうと、広告情報のＣＴＲの計測を精度よく行うこと
が難しくなってしまうという課題を見出し、本来的には高いＣＴＲを有するはずの広告情
報のＣＴＲ値が、低く見積もられてしまい、その広告情報にとって不利益となってしまう
との不都合を解決するために、ページレイアウト内での掲載位置による影響を補正し、広
告情報自体が本来的に有するＣＴＲを高精度に計測する新たな方策を提案するに至った。
【０００８】
　本発明は、上記の事項に鑑みてなされたもので、広告情報等の配信情報のＣＴＲ（クリ
ック率）を、配信先における表示画面中の配置位置に応じて補正することのできる補正装
置、補正方法及び補正プログラムを提供することを例示的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の例示的側面としての補正装置は、所定のページレ
イアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの所定のページレイ
アウト内での配信情報の配置位置と、その配置位置における配信情報のクリック率とを取
得する第１取得手段と、表示画面に表示された所定のページレイアウト内の特定位置と、
所定のページレイアウト内の他の位置との比較における特定位置の注目度の高さを示す注
目度指数とを取得する第２取得手段と、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度
指数に基づき、配信情報のクリック率を補正する補正手段と、を有する。
【００１０】
　本発明の他の例示的側面としての補正方法は、コンピュータに、所定のページレイアウ
ト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの所定のページレイアウト
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内での配信情報の配置位置と、その配置位置における配信情報のクリック率とを取得する
ステップと、表示画面に表示された所定のページレイアウト内の特定位置と、所定のペー
ジレイアウト内の他の位置との比較における特定位置の注目度の高さを示す注目度指数と
を取得するステップと、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度指数に基づき、
配信情報のクリック率を補正するステップと、を実行させる。
【００１１】
　本発明の更に他の例示的側面としてのプログラムは、コンピュータに、所定のページレ
イアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示されたときの所定のページレイ
アウト内での配信情報の配置位置と、その配置位置における配信情報のクリック率とを取
得する第１取得手段と、表示画面に表示された所定のページレイアウト内の特定位置と、
所定のページレイアウト内の他の位置との比較における特定位置の注目度の高さを示す注
目度指数とを取得する第２取得手段と、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度
指数に基づき、配信情報のクリック率を補正する補正手段と、して機能させる。
【００１２】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴を、以下添付図面を参照して説明される好ましい
実施の形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、広告情報等の配信情報のＣＴＲ（クリック率）を、配信先における表
示画面中の配置位置に応じて補正することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施形態１に係る補正システムの全体構成図である。
【図２】補正装置の内部構成の概略を示すブロック図である。
【図３】端末の表示画面にコンテンツ情報が所定のページレイアウトで表示された表示例
である。
【図４】端末の表示画面に表示された所定のページレイアウトにおける表示位置ごとの注
目度の高さ（度合い）の分布を示すグラフである。
【図５】ページレイアウト内の各表示位置ごとの注目度指数の縦方向分布を示すグラフで
ある。
【図６】第１データベースのデータ構造の概略を示す図である。
【図７】第２データベースのデータ構造の概略を示す図である。
【図８】第３データベースのデータ構造の概略を示す図である。
【図９】実施形態１に係る補正プロセスを説明するためのフローチャートである。
【図１０】実施形態２に係る広告配信システムの全体構成図である。
【図１１】広告配信装置の内部構成の概略を示すブロック図である。
【図１２Ａ】端末の表示画面にコンテンツ情報が所定のページレイアウトで表示された表
示例である。
【図１２Ｂ】端末の表示画面にコンテンツ情報が所定のページレイアウトで表示された表
示例である。
【図１３】実施形態２に係る広告配信プロセスを説明するためのフローチャートである。
【図１４Ａ】第２データベースのデータ構造の概略を示す図である。
【図１４Ｂ】第２データベースのデータ構造の概略を示す図である。
【実施するための形態】
【００１５】
　　［実施形態１］
　以下、実施形態１を、添付図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施形態１に係る
補正システムＳの全体構成図である。補正システムＳは、端末２、コンテンツサーバ４、
補正装置６、広告主サーバ８がインターネットＷを介して接続されて構成される。
【００１６】
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　　＜端末２＞
　端末２は、ユーザが所有、使用又は管理する端末であり、例えば、携帯電話、パーソナ
ルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等が適用可能である。端末２は、内部
に演算処理装置及びメモリを有し、表示画面を備える。端末２は、キーボード等の入力手
段を有することが好ましく、キーボードはソフトウェアキーボードであってもよい。端末
２は、インターネットＷに直接又は間接に接続され、インターネットＷを介して、コンテ
ンツサーバ４と通信可能である。
【００１７】
　端末２においては、例えば、インターネットブラウザ等のアプリケーションプログラム
を用いることにより、インターネットＷを介してコンテンツサーバ４より送信され、所定
のページレイアウト内に配置された広告情報（配信情報）を表示画面に表示することがで
きるようになっている。
【００１８】
　　＜コンテンツサーバ４＞
　コンテンツサーバ４は、Ｗｅｂコンテンツ情報（以下、単にコンテンツ情報という。）
をユーザに提供するものである。コンテンツ情報としては、例えば、ニュース情報、ブロ
グ情報、インターネットショップ情報等がある。コンテンツサーバ４は、有線又は無線に
より端末２と情報送受信可能とされ、端末２に向けてのコンテンツ情報を送信可能である
。
【００１９】
　コンテンツ情報が端末２の表示画面に表示された際には、そのコンテンツ情報のページ
レイアウト内の一部に広告枠が配置される。広告枠に掲載される広告情報（配信情報）は
、図示しない広告配信装置から配信される。
【００２０】
　　＜広告主サーバ８＞
　広告主サーバ８は、端末２からのリクエストに応じて、端末２に向けて商品等の詳細情
報を提供する機能を有する。広告主サーバ８は、内部に広告主サイトを構築するサイトペ
ージを有しており、そのサイトページに商品等の詳細情報が掲載されている。
【００２１】
　端末２に表示された広告情報がバナー広告であり、そのバナー広告に広告主サーバ８へ
のリンク情報が埋め込まれていると、端末２でバナー広告をクリック（選択）した場合に
、端末２から広告主サーバ８へとリクエスト信号が送信される。そのリクエスト信号に応
じて、広告主サーバ８は商品等の詳細情報を掲載したサイトページの情報を端末２に向け
て送信する。端末２の表示画面に、広告主サーバ８のサイトページが表示されて、端末２
のユーザに商品等の詳細情報が提供される。
【００２２】
　　＜補正装置６＞
　図２は、補正装置６の内部構成の概略を示すブロック図である。補正装置６は、内部に
コンピュータの主要部としてのＣＰＵ（演算処理装置）６ａとメモリ６ｂとを有している
。メモリ６ｂ内部には、補正プログラムＰ、第１データベースＤＢ１，第２データベース
ＤＢ２が格納されている。
【００２３】
　この補正プログラムＰによって、ＣＰＵ６ａは、第１取得手段Ｐ１、第２取得手段Ｐ２
、第１データベース生成手段Ｐ３、第２データベース生成手段Ｐ４、補正手段Ｐ５として
機能する。以下、補正プログラムＰによってＣＰＵ６ａが発揮する各機能について説明す
る。
【００２４】
　　＜第１取得手段Ｐ１＞
　第１取得手段Ｐ１は、所定のページレイアウト内に配置された広告情報が端末２の表示
画面に表示されたときの所定のページレイアウト内での広告情報の配置位置と、その配置
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位置における配信情報のクリック率とを、取得する機能を有する。
【００２５】
　図３は、端末２の表示画面にコンテンツ情報４ａが所定のページレイアウト４ｂで表示
された表示例である。第１取得手段Ｐ１は、端末２の表示画面に所定のページレイアウト
４ｂで表示されたコンテンツ情報４ａの中で、広告情報Ｈがどの表示位置に配置されるか
を示す配置位置情報Ｌを取得する。そして、その配置位置情報Ｌに対応して、広告情報Ｈ
がどの程度クリック（選択）されたかを示すクリック率（ＣＴＲ）Ｃを取得する。
【００２６】
　配置位置情報Ｌは、広告情報Ｈのページレイアウト４ｂ内での表示位置における中央部
に対応するＸＹ座標値（ＸＹ方向のピクセル値）であってもよい。すなわち、広告情報Ｈ
のページレイアウト４ｂ内での表示位置が横方向（Ｘ方向）においてｘ１～ｘ２、縦方向
（Ｙ方向）においてｙ１～ｙ２である場合、配置位置情報Ｌに対応するＸＹ座標値は、ｘ
＝（ｘ１＋ｘ２）／２、ｙ＝（ｙ１＋ｙ２）／２であってもよい。
【００２７】
　また、配置位置情報Ｌは、広告情報Ｈのページレイアウト４ｂ内での表示位置における
縦方向の中央位置のＹ座標値（Ｙ方向のピクセル値）であってもよい。すなわち、広告情
報Ｈのページレイアウト４ｂ内での表示位置が縦方向（Ｙ方向）においてｙ１～ｙ２であ
る場合、配置位置情報Ｌは（ｙ１＋ｙ２）／２であってもよい（図３参照）。
【００２８】
　配置位置情報Ｌは、広告情報Ｈの位置を特定する情報であればよく、特に限定されない
。上記では、広告情報Ｈの中央部のＸＹ座標値又は縦方向の中央位置のＹ座標値を例とし
て説明したが、広告情報Ｈの左上隅のＸＹ座標値であってもよい。もちろん、右上隅、左
下隅、右下隅のいずれのＸＹ座標値であってもよく、縦方向における上部又は下部のＹ座
標値であっても、横方向における右側部又は左側部のＸ座標値であってもよい。
【００２９】
　クリック率Ｃは、広告情報Ｈが端末２に配信された回数のうち、広告情報Ｈがクリック
された回数の割合である。例えば、配信数１００回のうちクリック数が１０回の場合は、
クリック率は１０％となる。クリック率Ｃは、上述のように過去の統計結果を用いて実際
に算出される数値であってもよいが、予測モデルを用いた予測ＣＴＲ（クリック率）であ
ってもよい。予測モデルは、例えば、特定のユーザに対し、特定の時間帯に配信した広告
情報がクリックされたか否か等の統計情報に基づき機械学習を行うことにより、生成され
たＣＴＲの予測モデルである。その予測ＣＴＲに基づき、例えば、ユーザごと、配信の時
間帯ごとに、配信した広告情報がクリックされる率（ＣＴＲ）を予測することができる。
その予測モデルに基づいて算出された（予測された）ＣＴＲが予測ＣＴＲである。
【００３０】
　なお、ページレイアウト４ｂ内のピクセルごとにクリック率Ｃの情報を有していてもよ
い。すなわち、ユーザが広告情報Ｈをクリックするごとに、クリック箇所のピクセルのＸ
Ｙ座標（ピクセル座標）とクリック回数とを関連付けて集計し、ピクセル座標ごとにクリ
ック率Ｃを有するように構成してもよい。この場合に、広告情報Ｈのクリック率Ｃは広告
情報Ｈの表示位置に対応するピクセル座標の各クリック率Ｃの合計値であってもよい。
【００３１】
　　＜第２取得手段Ｐ２＞
　第２取得手段Ｐ２は、端末２の表示画面に表示された所定のページレイアウト内の特定
位置と、所定のページレイアウト内の他の位置との比較における特定位置の注目度の高さ
を示す注目度指数とを取得する機能を有する。
【００３２】
　図４は、端末２の表示画面に表示された所定のページレイアウト４ｂにおける表示位置
ごとの注目度の高さ（度合い）の分布を示すグラフである。図４においては、注目度の高
い表示位置（例えば、領域Ｒ１）が明るく表示されており、注目度の低い表示位置（例え
ば、領域Ｒ２）が暗く表示されている。全体の傾向として、例えば注目度の高い表示位置
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はページレイアウト４ｂの上部近傍であり、注目度の低い表示位置はページレイアウト４
ｂの下部近傍である。
【００３３】
　注目度の高さは、注目度指数Ｆとして数値化することができる。ページレイアウト４ｂ
内の特定位置における注目度指数Ｆは、その特定位置におけるクリック率Ｃで代替するこ
とができる。すなわち、表示内容による影響を除去したその特定位置でのクリック率Ｃ、
換言すれば、同じ情報を表示した場合の他の位置との比較におけるその特定位置のクリッ
ク率Ｃ、を注目度指数Ｆとして概念することができる。
【００３４】
　ページレイアウト４ｂ内の各表示位置、すなわち各ピクセル座標は、各々注目度指数Ｆ
（クリック率Ｃ、すなわち、そのピクセル座標位置のクリックされ易さ）を有している。
ページレイアウト４ｂ内での広告情報Ｈの表示位置のクリック率Ｃ、すなわち、図３にお
ける広告枠Ｚの位置に対応するクリック率Ｃは、広告枠Ｚ内に含まれるピクセル座標の各
々のクリック率Ｃの合計値である。したがって、広告枠Ｚの面積に応じて、その広告枠Ｚ
に対応するクリック率Ｃの指標値が変化する。一般的に、広告枠Ｚの面積が大きくなれば
、広告枠Ｚに対応するクリック率Ｃも大きくなり、広告枠Ｚの面積が小さくなれば、広告
枠Ｚに対応するクリック率Ｃも小さくなる。
【００３５】
　広告枠Ｚの位置に対応するクリック率Ｃは、上述のようにピクセル座標の各々のクリッ
ク率Ｃの合計値として把握してもよいし、ページレイアウト４ｂ上での配置位置の割合と
して把握してもよい。例えば、図４に示す例において、ページレイアウト４ｂの領域Ｒ１
（例えば、上部から１０％の高さの範囲）は、高いクリック率（例えば、０．５）であり
、領域Ｒ２（例えば、下部から１０％の高さの範囲）は、低いクリック率（例えば、０．
１）であり、領域Ｒ１と領域Ｒ２との間の領域（例えば、中央付近の８０％の高さの範囲
）は中間的なクリック率（例えば、０．３）であるとして把握してもよい。
【００３６】
　なお、注目度指数Ｆは、ページレイアウト４ｂ内での左右位置によっても異なるが、図
４に示すように、全体として、左右方向（横方向）による影響よりも上下方向（縦方向）
による影響が大きい場合がある。したがって、ページレイアウト４ｂ内の各表示位置ごと
の注目度指数Ｆの縦方向分布を、注目度指数Ｆの左右方向に沿った平均値として把握する
ことができる。図５は、ページレイアウト４ｂ内の各表示位置ごとの注目度指数Ｆの縦方
向分布を示すグラフである。図５においては、縦軸を注目度指数Ｆ（すなわち、クリック
率Ｃ）の左右方向における平均値とし、横軸をページレイアウト４ｂ内での縦方向位置（
ページ深さ）としている。ページ深さは、ページレイアウト４ｂにおける最上部を０とし
、表示画面中のページレイアウト４ｂの最下部を１００％としている。
【００３７】
　　＜第１データベース生成手段Ｐ３＞
　第１データベース生成手段Ｐ３は、第１取得手段Ｐ１で取得した広告情報Ｈの配置位置
と、その配置位置における広告情報Ｈのクリック率とをデータベース化して、第１データ
ベースＤＢを生成する機能を有する。
【００３８】
　図６は、第１データベースＤＢ１のデータ構造の概略を示す図である。第１データベー
スＤＢ１は、広告情報Ｈごとに、配置位置情報Ｌとクリック率Ｃとが相互に関連付けられ
て構築されている。例えば、広告情報Ｈ１をＬ１の配置位置に表示したときのクリック率
がＣ１１である。広告情報Ｈ１をＬ２の配置位置に表示したときのクリック率がＣ１２で
ある。広告情報Ｈ２をＬ１の配置位置に表示したときのクリック率がＣ２１である。
【００３９】
　広告情報Ｈを配信するごとに、その配置位置情報Ｌとその配置位置におけるクリック率
Ｃを第１取得手段Ｐ１が取得し、第１データベースＤＢ１に格納する。第１データベース
ＤＢ１は、情報の取得数が増加するほどその情報の精度が向上する。特定の広告情報Ｈが
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ページレイアウト４ｂ内のどの配置位置に表示されたときにどの程度のクリック率Ｃとな
るかの情報を高精度に蓄積する。また、ページレイアウト４ｂ内の特定の配置位置Ｌに複
数の広告情報が表示されたときに、どの広告情報のクリック率Ｃがどの程度となるかの情
報を高精度に蓄積する。
【００４０】
　　＜第２データベース生成手段Ｐ４＞
　第２データベース生成手段Ｐ４は、第２取得手段Ｐ２で取得したページレイアウト４ｂ
内の特定位置とその特定位置の注目度指数とをデータベース化して第２データベースＤＢ
２を生成する機能を有する。
【００４１】
　図７は、補正第２データベースＤＢ２のデータ構造の概略を示す図である。補正第２デ
ータベースＤＢ２は、ページレイアウト４ｂ内の特定位置Ｍとその特定位置Ｍにおける注
目度指数Ｆとが相互に関連付けられて構築されている。特定位置Ｍは、例えば、ページレ
イアウト４ｂ内におけるＸＹ座標である。注目度指数Ｆは、例えば、特定位置Ｍにおける
クリック率Ｃである。
【００４２】
　したがって、第２データベースＤＢ２は、図４に示すグラフの各表示位置のＸＹ座標を
特定位置Ｍとし、各表示位置における明るさの度合い（注目度の高さ）を注目度指数Ｆ（
クリック率Ｃ）で表したものであってもよい。また、ページレイアウト４ｂ内の左右方向
の要因を考慮せず、縦方向の要因のみを考慮する場合は、図５に示すグラフの横軸（特定
位置のＹ座標に相当）を特定位置Ｍとし、縦軸を注目度指数Ｆとしてもよい。
【００４３】
　なお、第２データベースＤＢ２は、データベース作成用の特定情報をページレイアウト
４ｂ内の各位置に表示し、その表示位置ごとのクリック率Ｃを計測することにより、デー
タ蓄積して生成してもよい。また、データベース作成用の特定情報を準備しない場合は、
特定の広告情報Ｈ（例えば、広告情報Ｈ１）のページレイアウト４ｂ内での複数の配置位
置Ｌと各配置位置ごとのクリック率Ｃとの関係をもって、第２データベースＤＢ２として
もよい。すなわち、第１データベースＤＢ１内の特定の広告情報Ｈ１のデータを第２デー
タベースＤＢ２のデータとして代用することができる。
【００４４】
　　＜補正手段Ｐ５＞
　補正手段Ｐ５は、広告情報Ｈの配置位置Ｌに対応する特定位置Ｍの注目度指数Ｆに基づ
き、広告情報Ｈのクリック率Ｃを補正する機能を有する。具体的には、特定の広告情報Ｈ
に関し、第１取得手段Ｐ１で取得した配置位置Ｌに対応する特定位置Ｍとその特定位置Ｍ
の注目度指数Ｆとを第２データベースＤＢ２に基づき抽出する。この特定位置Ｍの注目度
指数Ｆが他の位置の注目度指数Ｆとの相対比較において高い場合や低い場合に、補正手段
Ｐ５は、各々の状況に応じて広告情報Ｈの配信位置Ｌにおけるクリック率Ｃを補正する。
【００４５】
　例えば、広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ２と特定位置Ｍ２とが対応する場合において、特定
位置Ｍ２に対応する注目度指数Ｆ２が他の位置Ｍ（Ｍ１，Ｍ３等）に対応する注目度指数
Ｆ（Ｆ１，Ｆ３等）より低い注目度を示す場合、広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ２に対応する
クリック率Ｃ１２を高くする補正を行う。これにより、配置位置Ｌ２の要因で広告情報Ｈ
１のクリック率Ｃ１２が低くなっている状況を改善し、広告情報Ｈ１のクリック率Ｃ１２
を適正な値（配置位置による影響を低減した値）に補正することができる。
【００４６】
　広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ３と特定位置Ｍ３とが対応する場合において、特定位置Ｍ３
に対応する注目度指数Ｆ３が他の位置Ｍ（Ｍ１，Ｍ２等）に対応する注目度指数Ｆ（Ｆ１
，Ｆ２等）より高い注目度を示す場合、広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ３に対応するクリック
率Ｃ１３を低くする補正を行う。これにより、配置位置Ｌ３の要因で広告情報Ｈ１のクリ
ック率Ｃ１３が高くなっている状況を改善し、広告情報Ｈ１のクリック率Ｃ１３を適正な
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値（配置位置による影響を低減した値）に補正することができる。
【００４７】
　なお、ここで、特定位置Ｍ２との比較における他の位置の注目度指数は、第２データベ
ースＤＢ２内の特定位置Ｍ２以外のすべての特定位置Ｍの注目度指数の平均であってもよ
いし、特定位置Ｍ２を含むすべての特定位置Ｍの注目度指数であってもよい。この「他の
位置の注目度指数」は何らかの相対比較の基準であればよく、特段どの位置の注目度指数
であるかを限定しない。
【００４８】
　例えば、補正手段Ｐ５による補正プロセスの具体例としては、以下のものを例示するこ
とができる。広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ２におけるクリック率Ｃ１２、広告情報Ｈ１の配
置位置Ｌ３におけるクリック率Ｃ１３、広告情報Ｈ２の配置位置Ｌ２におけるクリック率
Ｃ２２を補正する場合について説明する。第２データベースＤＢ２内のすべての特定位置
Ｍの注目度指数Ｆの平均値が相対値として仮に１００であり、配置位置Ｌ２に対応する特
定位置Ｍ２の注目度指数Ｆ２が８０であり、配置位置Ｌ３に対応する特定位置Ｍ３の注目
度指数Ｆ３が２００であるとする。
【００４９】
　広告情報Ｈ１やＨ２の配置位置Ｌ２におけるクリック率Ｃ１２，Ｃ２２は、全体の注目
度に比較して、配置位置要因で８０％となっている。したがって、クリック率Ｃ１２，Ｃ
２２について、補正手段Ｐ５は補正係数１．２５を乗ずる。広告情報Ｈ１の配置位置Ｌ３
におけるクリック率Ｃ１３は、全体の注目度に比較して、配置位置要因で２００％となっ
ている。したがって、クリック率Ｃ１３について、補正手段Ｐ５は補正係数０．５を乗ず
る。このように、補正手段Ｐ５は、他の位置の注目度指数との相対比較において、比率に
応じた補正を行ってもよい。
【００５０】
　補正プログラムＰによってＣＰＵ６ａが発揮する機能としての第３データベース生成手
段（図示せず）によって、第３データベースＤＢ３が生成され（図８参照）、補正後の各
クリック率Ｃ１２，Ｃ１３，Ｃ２２が広告情報Ｈ（Ｈ１～Ｈ３）、配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ
３）に関連付けられて格納されてもよい。
【００５１】
　　＜補正プロセス＞
　次に、この補正装置６による補正プロセスについて、図９のフローチャートを用いて説
明する。
【００５２】
　端末２の表示画面に表示されたページレイアウト４ｂ内の特定位置Ｍとその特定位置Ｍ
における注目度指数Ｆとを補正装置６が取得する（Ｓ１）。補正装置６は、ページレイア
ウト４ｂ内のあらゆる位置についての注目度指数Ｆを取得してデータを蓄積し、第２デー
タベースＤＢ２を生成する（Ｓ２）。
【００５３】
　広告情報Ｈが端末２に配信された場合に、端末２の表示画面に表示されたページレイア
ウト４ｂ内での広告情報Ｈの配置位置Ｌとその配置位置Ｌにおける広告情報Ｈのクリック
率Ｃとを補正装置６が取得する（Ｓ３）。補正装置６は、取得した配置位置Ｌとクリック
率Ｃとを広告情報Ｈに対応付けて第１データベースＤＢ１を生成する（Ｓ４）。補正装置
６は、配置位置Ｌに対応する特定位置Ｍの注目度指数Ｆを抽出する（Ｓ５）。配置位置Ｌ
に対応する特定位置Ｍの注目度指数Ｆが他の位置の注目度指数Ｆより低い場合は（Ｓ６）
、クリック率Ｃを高くする補正を実行する（Ｓ７）。配置位置Ｌに対応する特定位置Ｍの
注目度指数Ｆが他の位置の注目度指数Ｆより高い場合は（Ｓ８）、クリック率Ｃを低くす
る補正を実行する（Ｓ９）。
【００５４】
　なお、本実施形態１においては、ページレイアウト４ｂ内に複数の広告枠Ｚが配置され
、各広告枠Ｚに対して各々広告情報Ｈが配信される例について説明している。例えば、広
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告情報がバナー画像である場合に、１つの広告枠Ｚに対して１つのバナー画像が配信され
る場合がある。しかしながら、１つの広告枠Ｚに対し、複数の広告情報が配信されてもも
ちろんよい。例えば、リンクが貼られたテキスト情報を主とする広告情報（テキスト広告
）が、１つの広告枠Ｚに対して複数配信されてもよい。この場合において、各広告情報の
配置位置は、１つの広告枠Ｚ内でのテキスト広告の各々の表示位置となる。
【００５５】
　補正装置６は、補正手段Ｐ５による補正結果に基づき、ページレイアウト４ｂを所定の
評価基準に従って段階評価する評価手段を有してもよい。この評価手段は、補正プログラ
ムＰによりＣＰＵ６ａが発揮する機能である。評価手段は、広告情報Ｈの配信位置Ｌにお
けるクリック率Ｃをどの程度補正したかに応じて、ページレイアウト４ｂを段階評価する
。
【００５６】
　所定の評価基準は、メモリ６ｂ内に格納されている。所定の評価基準は、２段階評価の
評価基準であってもよいし、それ以上の複数段階の評価基準であってもよい。所定の評価
基準は、例えば、補正係数に基づくものである。補正係数は、例えば「１」であり、評価
手段は、広告情報に関する補正係数が補正係数未満の場合に、そのページレイアウト４ｂ
を段階１（広告情報が注目され易いレイアウト＝良いレイアウト）と評価し、補正係数以
上の場合に、そのページレイアウト４ｂを段階２（広告情報が注目され難いレイアウト＝
悪いレイアウト）と評価する２段階評価を行ってもよい。
【００５７】
　なお、補正手段Ｐ５による補正結果に基づきページレイアウト４ｂを評価することは、
広告情報Ｈの配置位置Ｌに対応する注目度指数Ｆに基づきページレイアウト４ｂを評価す
ることと略同義である。
【００５８】
　補正装置６は、評価手段によるページレイアウト４ｂの評価結果を、コンテンツ情報４
ａを提供するコンテンツサーバ４に向けて送信する送信手段を有してもよい。この送信手
段は、補正プログラムＰによりＣＰＵ６ａが発揮する機能である。送信手段によりコンテ
ンツサーバ４に向けてページレイアウト４ｂの評価結果を送信することにより、コンテン
ツサーバ４側でもページレイアウト４ｂにおける広告情報の配置が、広告情報にとって注
目され易い配置になっているか注目され難い配置になっているかを把握することができる
。例えば、「いいね！」ボタンの近くに広告情報を配置した場合に、そのページレイアウ
ト４ｂの評価が向上すれば、「いいね！」ボタンの近くは広告情報が注目され易い配置位
置であることをコンテンツサーバ４側でも認識することができる。コンテンツサーバ４側
でも、広告情報の配置位置を改善して、より一層の広告効果の向上を図ることができる。
【００５９】
　　［実施形態２］
　以下、実施形態２について、図面を用いて説明する。実施形態２において、実施形態１
と同様の構成については、同様の符号を付し、その説明を省略する。図１０は、実施形態
２に係る広告配信システムＳ２の全体構成図である。広告配信システムＳ２は、端末２、
コンテンツサーバ４、補正装置６、広告主サーバ８、広告配信装置（情報配信装置）２０
が、インターネットＷを介して情報送受信可能に接続されて構成されている。
【００６０】
　実施形態２において、端末２、コンテンツサーバ４、補正装置６、広告主サーバ８の構
成及び機能については、実施形態１で説明したものと略同様であるので、ここでは詳細な
説明を省略する。
【００６１】
　　＜広告配信装置２０＞
　図１１は、広告配信装置２０の内部構成の概略を示すブロック図である。広告配信装置
２０は、内部にコンピュータの主要部としてのＣＰＵ（演算処理装置）２０ａとメモリ２
０ｂとを有している。メモリ２０ｂの内部には、広告配信プログラムＰ２０、広告情報デ
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ータベースＤＢ４が格納されている。広告情報データベースＤＢ４は、広告配信装置２０
とは別の装置内に格納されていてももちろんよい。
【００６２】
　広告配信プログラムＰ２０によって、ＣＰＵ２０ａは、配置位置取得手段Ｐ２１、注目
度指数抽出手段Ｐ２２、配置位置順位付け手段Ｐ２３、広告情報順位付け手段（配信情報
順位付け手段）Ｐ２４、配信手段Ｐ２５として機能する。以下、広告配信プログラムＰ２
０によってＣＰＵ２０ａが発揮する各機能について説明する。
【００６３】
　　＜配置位置取得手段Ｐ２１＞
　配置位置取得手段Ｐ２１は、広告情報Ｈを表示する端末２の表示画面における複数の広
告情報Ｈの配置位置Ｌを取得する機能を有する。具体的には、端末２がコンテンツサーバ
４にアクセスすると、コンテンツサーバ４からコンテンツ情報４ａの表示画面上でのペー
ジレイアウト４ｂに関する情報が広告配信装置２０へと送信される。そのページレイアウ
ト４ｂの情報を配置位置取得手段Ｐ２１が取得する。
【００６４】
　ページレイアウト４ｂの情報には、ページ内のどの位置に広告枠が配置されているかに
ついての情報が含まれる。すなわち、広告情報Ｈを配信してページレイアウト４ｂ内に配
置する際の配置位置Ｌの情報が含まれる。その配置位置Ｌの情報は、各広告枠の縦方向に
おける中央部の位置情報であってもよい。
【００６５】
　　＜注目度指数抽出手段Ｐ２２＞
　注目度指数抽出手段Ｐ２２は、端末２の表示画面上の特定位置Ｍと、その特定位置Ｍの
注目度指数Ｆとを取得したことに基づき、複数の配置位置Ｌの注目度指数Ｆを各々抽出す
る機能を有する。ここで、特定位置Ｍは、端末２の表示画面上のある１点を指すのではな
く、表示画面上の任意の点であり、望ましくはあらゆる点である。表示画面上の特定位置
Ｍとそれに対応する注目度指数Ｆとの関係は、補正装置６内の第２データベースＤＢ２に
格納されている。したがって、注目度指数抽出手段Ｐ２２は、補正装置６から特定情報Ｍ
と対応する注目度指数Ｆとを取得してもよい。
【００６６】
　注目度指数抽出手段Ｐ２２は、取得した特定位置Ｍと広告情報Ｈの配置位置Ｌとを照合
し、広告情報Ｈの配置位置Ｌに対応する特定位置Ｍを特定する。そして、特定された特定
位置Ｍに対応する注目度指数Ｆを抽出する。これにより、広告情報Ｈの配置位置Ｌ、すな
わちページレイアウト４ｂ内での広告枠の位置が、他の位置との相対比較においてユーザ
によってどの程度注目されるかについての指標を得ることができる。ページレイアウト４
ｂ内での広告情報Ｈの配置位置Ｌが複数である場合には、注目度指数抽出手段Ｐ２２は、
各々に対応する複数の注目度指数Ｆを抽出する。
【００６７】
　　＜配置位置順位付け手段Ｐ２３＞
　配置位置順位付け手段Ｐ２３は、注目度指数抽出手段Ｐ２２により抽出された複数の注
目度指数Ｆに基づき、複数の配置位置Ｌの順位付けを行う機能を有する。例えば、図１２
Ａに示すように、ページレイアウト４ｂ内に、１つの広告枠Ｚが配置され、その広告枠Ｚ
内に上から順にテキスト広告を表示する表示エリアＺ１，Ｚ２，Ｚ３が配置されている場
合、注目度指数Ｆを考慮しない従来の順位付けでは、表示エリアＺ１，Ｚ２，Ｚ３の順位
付けを予め設定する必要がある。通常、上から順に第１位、第２位、第３位と設定するこ
とが多い。
【００６８】
　配信すべきテキスト広告としての広告情報Ｈ（Ｈ１～Ｈ３）の順位付けが、広告情報Ｈ
１が第１位、広告情報Ｈ２が第２位、広告情報Ｈ３が第３位である場合に、広告情報Ｈ１
が表示エリアＺ１に、広告情報Ｈ２が表示エリアＺ２に、広告情報Ｈ３が表示エリアＺ３
に配信される。



(12) JP 5683624 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

【００６９】
　この実施形態２の配置位置順位付け手段Ｐ２３は、表示エリアＺ１～Ｚ３の順位付けを
各表示エリアの注目度指数Ｆに基づいて自動的に行う。すなわち、表示エリアＺ２の注目
度指数Ｆ２が最も注目度が高く、表示エリアＺ１の注目度指数Ｆ１が次に注目度が高く、
表示エリアＺ３の注目度指数Ｆ３が最も注目度が低い場合、表示エリアＺ２が第１位、表
示エリアＺ１が第２位、表示エリアＺ３が第３位となる。この表示エリアＺ１～Ｚ３の順
位付けに応じて、図１２Ｂに示すように、広告情報Ｈ１を最も注目度の高い表示エリアＺ
２に、広告情報Ｈ２を次に注目度の高い表示エリアＺ１に、広告情報Ｈ３を最も注目度の
低い表示エリアＺ３に配信することができる。
【００７０】
　　＜広告情報順位付け手段Ｐ２４＞
　広告情報順位付け手段Ｐ２４は、複数の広告情報Ｈ（Ｈ１～Ｈ３）について所定の順位
付けプロセスに基づき順位付けを行う機能を有する。この広告情報Ｈの順位付けプロセス
については、広告情報Ｈごとのクリック率Ｃや広告単価に基づいて行われてもよいが、公
知の技術を適用可能であるので、詳細な説明は省略する。また、広告情報Ｈが掲載される
コンテンツ情報４ａのジャンルや配信先の端末２のユーザの行動履歴に基づいて、広告情
報Ｈの順位付けが行われてもよい。これについては、後述する。
【００７１】
　広告情報順位付け手段Ｐ２４の機能に基づき、複数の広告情報Ｈ１～Ｈ３が順位付けさ
れる。本実施形態２では、広告情報Ｈ１が第１位、広告情報Ｈ２が第２位、広告情報Ｈ３
が第３位に順位付けされる。
【００７２】
　　＜配信手段Ｐ２５＞
　配信手段Ｐ２５は、複数の広告情報Ｈの順位と複数の配置位置Ｌの順位とに基づき、複
数の広告配信Ｈを配信する機能を有する。ここで、複数の広告情報Ｈは、広告情報Ｈ１～
Ｈ３である。複数の配置位置Ｌは、広告情報Ｈ１～Ｈ３を配信するページレイアウト４ｂ
内の配置位置Ｌ１～Ｌ３であり、本実施形態２では、広告枠Ｚ１～Ｚ３の配置位置である
。
【００７３】
　配信手段Ｐ２５は、配置位置Ｌ１～Ｌ３の注目度指数Ｆ１～Ｆ３に基づき、広告情報Ｈ
１を表示エリアＺ２に、広告情報Ｈ２を表示エリアＺ１に、広告情報Ｈ３を表示エリアＺ
３に掲載するように、広告情報Ｈ１～Ｈ３を配信する。広告情報Ｈ１～Ｈ３の配信先は、
最終的には端末２である。端末２に向けて直接広告情報Ｈ１～Ｈ３を配信することも可能
であるし、コンテンツサーバ４に向けて広告情報Ｈ１～Ｈ３を配信し、コンテンツサーバ
４からコンテンツ情報４ａと共に広告情報Ｈ１～Ｈ３が端末２に向けて配信されてもよい
。
【００７４】
　次に、広告配信プロセスについて、図１３のフローチャートを用いて説明する。
【００７５】
　端末２がコンテンツサーバ４にアクセスすると（Ｓ２１）、コンテンツサーバ４からペ
ージレイアウト４ｂが広告配信装置２０へと送信され、広告配信装置２０がページレイア
ウト４ｂ内の広告情報Ｈの配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ３）（表示エリアＺ１～Ｚ３の位置）を
取得する（Ｓ２２）。広告配信装置２０は、ページレイアウト４ｂの特定位置Ｍとその注
目度指数Ｆとの関係に基づき、取得した配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ３）に対応する位置の注目
度指数Ｆ（Ｆ１～Ｆ３）を抽出する（Ｓ２３）。
【００７６】
　広告配信装置２０は、配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ３）の注目度指数Ｆ（Ｆ１～Ｆ３）に基づ
き、配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ３）の順位付けを行う（Ｓ２４）。広告配信装置２０は、配信
すべき広告情報Ｈ（Ｈ１～Ｈ３）に対し所定のプロセスに基づく順位付けを行う（Ｓ２５
）。広告配信装置２０は、配置位置Ｌ（Ｌ１～Ｌ３）の順位と広告情報Ｈ（Ｈ１～Ｈ３）
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の順位とに基づき、広告情報Ｈ１を表示エリアＺ２に、広告情報Ｈ２を表示エリアＺ１に
、広告情報Ｈ３を表示エリアＺ３に掲載するように、広告情報を配信する（Ｓ２６）。
【００７７】
　　［変形例１］
　上記実施形態２においては、コンテンツ情報４ａのジャンルを考慮していないが、コン
テンツ情報４ａのジャンル別に配置位置の順位付けを行なってもよい。ここで、コンテン
ツ情報４ａのジャンル別とは、例えば、コンテンツ情報４ａのカテゴリ別、ドメイン名別
、ページレイアウトの類似性別を意味する。
【００７８】
　カテゴリ別とは、例えば、ブログサイト、ショッピングサイト、ニュースサイト、等の
サイトページの種類別を意味する。ドメイン名別とは、例えば、コンテンツサーバ４のド
メイン名が一致又は共通するものを同じジャンルとして、ドメインが異なるものを別ジャ
ンルとすることを意味する。ページレイアウトの類似性別とは、例えば、ページレイアウ
トが類似するサイトページ同士を同じジャンルとし、ページレイアウトが大きく異なるサ
イトページを異なるジャンルとすることを意味する。類似性は、所定の基準に基づいて判
断され、例えば、１ページに配置される広告枠の数に基づいて類似性が判断されてもよい
し、サイトページの色彩やデザインに基づいて類似性が判断されてもよい。
【００７９】
　この場合、広告配信装置２０のコンテンツ取得手段が、広告情報Ｈの掲載先であるコン
テンツサーバ４のコンテンツ情報４ａを取得すると、広告配信装置２０は、まずジャンル
別判定手段により、コンテンツ情報４ａのジャンルを判定する。補正装置６内には、特定
位置Ｍとその注目度指数Ｆとの関係を示す第２データベースＤＢ２が、ジャンル別に複数
格納されている。広告配信装置２０は、ジャンル別判定手段により判定されたコンテンツ
情報４ａのジャンルに基づき、同じジャンルの第２データベースＤＢ２から注目度指数Ｆ
を抽出する。
【００８０】
　　[変形例２] 
　広告情報順位付け手段Ｐ２４が複数の広告情報Ｈの順位付けを行う場合に、２種類の順
位付けプロセスに基づき順位付けを行ってもよい。例えば、第１順位付けプロセスは、広
告情報Ｈの掲載先であるコンテンツ情報４ａの情報に応じた順位付けであってもよい。第
２順位付けプロセスは、端末２のユーザの行動履歴に応じた順位付けであってもよい。
【００８１】
　この第１順位付けプロセスは、広告配信装置２０のコンテンツ取得手段がコンテンツ情
報４ａを取得することにより実現される。すなわち、これから広告情報Ｈを配信する配信
先のコンテンツ情報４ａの内容を配信前に取得しておき、そのコンテンツ情報４ａの内容
に応じて、広告効果が高いと推測される広告情報Ｈを高い順位に順位付けする。
【００８２】
　また、第２順位付けプロセスは、広告情報Ｈの配信先である端末２のユーザの、過去の
サイト閲覧履歴、商品購入履歴、住所や年齢等の属性情報に基づき、端末２のユーザに対
して広告効果が高いと推測される広告情報Ｈを高い順位に順位付けするものである。広告
配信装置２０の属性情報取得手段は、端末２からクッキー情報等の属性情報を取得したり
、インターネットＷに接続される他の装置から端末２のユーザに関連する登録情報等を取
得することにより、ユーザの属性情報を得る。
【００８３】
　第１順位付けプロセスと第２順位付けプロセスとは、広告情報Ｈの順位付けのロジック
が異なるプロセスであるが、配信する広告情報Ｈはいずれも共通である。つまり、共通す
る複数の広告情報Ｈの中から第１順位付けプロセスに基づき複数の広告情報Ｈを順位付け
し、また、第２順位付けプロセスに基づき複数の広告情報Ｈを順位付けする。
【００８４】
　第１順位付けプロセスによる順位に基づき高い順位の広告情報を配信してもよいし、第
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２順位付けプロセスによる順位に基づき高い順位の広告情報を配信してもよいし、第１順
位付けプロセスによる順位付けと第２順位付けプロセスによる順位付けとの両方の順位に
基づき高い順位の広告情報を配信してもよい。
【００８５】
　いずれのプロセスに基づき順位付けされた場合であっても、ページレイアウト４ｂ内に
広告情報が表示された場合の見た目に違いがなく、ユーザは、Ｗｅｂコンテンツ情報４ａ
を見たときに、そのページレイアウト４ｂ内に表示された広告情報が、第１順位付けプロ
セスに基づく順位付けにより配信されたものか、第２順位付けプロセスに基づく順位付け
により配信されたものか、第１順位付けプロセスと第２順位付けプロセスとの両方のプロ
セスに基づく順位付けにより配信されたものかの区別はできない。
【００８６】
　ここで、補正装置６が第１順位付けプロセスに基づく第２データベースＤＢ２１（図１
４Ａ）と第２順位付けプロセスに基づく第２データベースＤＢ２２（図１４Ｂ）とを有し
ていれば、より広告効果の高い広告情報Ｈの配信が実現する。
【００８７】
　補正装置６は、第１順位付けプロセスに基づいて広告情報Ｈを配信したときの表示画面
における特定位置Ｍとその注目度指数Ｆとの関係を第２データベースＤＢ２１として格納
し、第２順位付けプロセスに基づいて広告情報Ｈを配信したときの表示画面における特定
位置Ｍとその注目度指数Ｆとの関係を第２データベースＤＢ２２として格納している。
【００８８】
　第２データベースＤＢ２１に基づく表示エリアＺ１～Ｚ３の順位と第２データベースＤ
Ｂ２２に基づく表示エリアＺ１～Ｚ３の順位とが異なる場合に、それらを適切な係数で重
み付けすることにより、表示エリアＺ１～Ｚ３の順位付けを更に調整してもよい。例えば
、第１順位付けプロセスに基づく表示エリアＺ１のクリック率Ｃの指標値が０．２であり
、第２順位付けプロセスに基づく同じ表示エリアＺ１のクリック率Ｃの指標値が０．３で
ある場合には、表示エリアＺ１の順位を、第２データベースＤＢ２１に基づく順位を６０
％、第２データベースＤＢ２２に基づく順位を４０％の重み付け比率として決定してもよ
い。第２データベースＤＢ２１に基づく順位の重み付けを６０％、第２データベースＤＢ
２２に基づく順位の重み付けを４０％とした場合には、例えば、表示エリアＺ１内に５つ
の広告情報を表示する場合に、第１順位付けプロセスにより高い順位とされた広告情報を
３つ表示し、第２順位付けプロセスにより高い順位とされた広告情報を２つ表示してもよ
い。また、例えば、表示エリアＺ１内に広告情報を５回表示する場合に、第１順位付けプ
ロセスにより高い順位とされた広告情報を３回表示し、第２順位付けプロセスにより高い
順位とされた広告情報を２回表示してもよい。重み付けによる第１順位付けプロセスによ
る広告配信と第２順位付けプロセスによる広告配信の配信個数又は配信回数の割合の調整
は、配信先としての１つの端末２への広告配信で完結させる必要はない。結果的に、全体
としての広告配信において、各々の表示エリアのインプレッションの割合が６０％：４０
％となればよい。
【００８９】
　表示エリアＺ２の順位を、第２データベースＤＢ２１に基づく順位を３０％、第２デー
タベースＤＢ２２に基づく順位を７０％の重み付け比率として決定してもよい。表示エリ
アＺ３の順位を、第２データベースＤＢ２１に基づく順位を２０％、第２データベースＤ
Ｂ２２に基づく順位を８０％の重み付け比率として決定してももちろんよい。
【００９０】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はこれに限定されることなく、その要
旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【００９１】
本発明は、以下の趣旨をも含む。
【００９２】
　補正装置は、所定のページレイアウト内に配置された配信情報が端末の表示画面に表示
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されたときの所定のページレイアウト内での配信情報の配置位置と、その配置位置におけ
る配信情報のクリック率とを取得する第１取得手段と、表示画面に表示された所定のペー
ジレイアウト内の特定位置と、所定のページレイアウト内の他の位置との比較における特
定位置の注目度の高さを示す注目度指数とを取得する第２取得手段と、配信情報の配置位
置に対応する特定位置の注目度指数に基づき、配信情報のクリック率を補正する補正手段
と、を有する。
【００９３】
　第２取得手段は、所定ページレイアウト内の特定位置の注目度指数を取得し、補正手段
は、特定位置の注目度指数に基づいて配信情報のクリック率を補正するので、配信情報の
クリック率から、ページレイアウトに起因するバイアス分を除去することができる。その
ため、表示位置による影響を排除した補正後のクリック率を得ることができ、配信情報の
クリック率の精度を高めることができる。
【００９４】
　補正手段は、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度指数が、他の位置の注目
度指数よりも低い注目度を示す場合に、配信情報のクリック率を高くする補正をしてもよ
い。
【００９５】
　特定位置の注目度指数が、他の位置の注目度指数より低い注目度指数を示す場合、特定
位置に対応する配信情報のクリック率は、ページレイアウトに起因して見かけ上低い値と
なっていると判断することができる。そのクリック率を高くすることにより、ページレア
ウトに起因するバイアスを除去して精度の高いクリック率を得ることができる。
【００９６】
　補正手段は、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度指数が、他の位置の注目
度指数より高い注目度を示す場合に、配信情報のクリック率を低くする補正をしてもよい
。
【００９７】
　特定位置の注目度指数が、他の位置の注目度指数より高い注目度指数を示す場合、特定
位置に対応する配信情報のクリック率は、ページレイアウトに起因して見かけ上高い値と
なっていると判断することができる。そのクリック率を低くすることにより、ページレア
ウトに起因するバイアスを除去して精度の高いクリック率を得ることができる。
【００９８】
　補正手段による補正結果に基づき、所定のページレイアウトを所定の評価基準に従って
段階評価する評価手段と、評価手段による所定のページレイアウトの評価結果を、所定の
ページレイアウトでＷｅｂコンテンツ情報を提供するコンテンツサーバに向けて送信する
送信手段と、を更に有してもよい。
【００９９】
　所定のページレイアウトのレイアウトデザインを、広告情報の配信に際して好ましいレ
イアウトであるか、好ましくないレイアウトであるかについて、段階評価することができ
る。例えば、良いレイアウトか悪いレイアウトかの２段階評価であってもよいし、それ以
上の複数段階評価であってもよい。その段階評価の評価結果をコンテンツサーバに向けて
送信することにより、コンテンツサーバ側でも自身の提供するＷｅｂコンテンツ情報のレ
イアウトの良し悪しを把握することができる。
【０１００】
　補正装置は、第１取得手段で取得した配置位置と、その配置位置における配信情報のク
リック率と、をデータベース化する第１データベース生成手段を有してもよい。第２取得
手段で取得した所定のページレイアウト内の特定位置と、注目度指数と、をデータベース
化する第２データベース生成手段を有してもよい。
【０１０１】
　第１取得手段により取得した配置位置とクリック率とをデータベース化したり、第２取
得手段により取得した特定位置と注目度指数とをデータベース化したりすることにより、
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データを蓄積することができ、クリック率の補正において一層高精度化（バラつきの低減
）を図ることができる。なお、データベース化により、補正手段による補正演算プロセス
やデータの管理も簡便となり、演算処理負荷の低減に寄与する。
【０１０２】
　配置位置は、ページレイアウトの縦方向における配置位置であり、特定位置は、ページ
レイアウトの縦方向における特定位置であり、他の位置は、ページレイアウトの縦方向に
おける他の位置であってもよい。注目度指数がページレイアウトにおける横方向であまり
変化せず、縦方向で大きく変化する場合には、このように構成することで、補正の精度を
殆ど劣化させることなく、演算処理負荷を低減することができる。
【０１０３】
　補正方法は、コンピュータに、所定のページレイアウト内に配置された配信情報が端末
の表示画面に表示されたときの所定のページレイアウト内での配信情報の配置位置と、そ
の配置位置における配信情報のクリック率とを取得するステップと、表示画面に表示され
た所定のページレイアウト内の特定位置と、所定のページレイアウト内の他の位置との比
較における特定位置の注目度の高さを示す注目度指数とを取得するステップと、配信情報
の配置位置に対応する特定位置の注目度指数に基づき、配信情報のクリック率を補正する
ステップと、を実行させる。
【０１０４】
　配信情報のクリック率から、ページレイアウトに起因するバイアス分を除去することが
できる。そのため、表示位置による影響を排除した補正後のクリック率を得ることができ
、配信情報のクリック率の精度を高めることができる。
【０１０５】
　補正プログラムは、コンピュータを、所定のページレイアウト内に配置された配信情報
が端末の表示画面に表示されたときの所定のページレイアウト内での配信情報の配置位置
と、その配置位置における配信情報のクリック率とを取得する第１取得手段、表示画面に
表示された所定のページレイアウト内の特定位置と、所定のページレイアウト内の他の位
置との比較における特定位置の注目度の高さを示す注目度指数とを取得する第２取得手段
、及び、配信情報の配置位置に対応する特定位置の注目度指数に基づき、配信情報のクリ
ック率を補正する補正手段、として機能させる。
【０１０６】
　第２取得手段は、所定ページレイアウト内の特定位置の注目度指数を取得し、補正手段
は、特定位置の注目度指数に基づいて配信情報のクリック率を補正するので、配信情報の
クリック率から、ページレイアウトに起因するバイアス分を除去することができる。その
ため、表示位置による影響を排除した補正後のクリック率を得ることができ、配信情報の
クリック率の精度を高めることができる。
【符号の説明】
【０１０７】
クリック率（ＣＴＲ）：Ｃ，Ｃ１１～Ｃ１３，Ｃ２１～Ｃ２３，Ｃ３１～Ｃ３３
第１データベース：ＤＢ１
第２データベース：ＤＢ２，ＤＢ２１，ＤＢ２２
第３データベース：ＤＢ３
広告情報データベース：ＤＢ４
注目度指数：Ｆ，Ｆ１～Ｆ３
広告情報：Ｈ，Ｈ１～Ｈ３
配置位置情報：Ｌ，Ｌ１～Ｌ３
第１取得手段：Ｐ１
第２取得手段：Ｐ２
第１データベース生成手段：Ｐ３
第２データベース生成手段：Ｐ４
補正手段：Ｐ５
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領域：Ｒ１，Ｒ２
補正システム：Ｓ
広告配信システム：Ｓ２
インターネット：Ｗ
広告枠：Ｚ
表示エリア：Ｚ１～Ｚ３
端末：２
コンテンツサーバ：４
コンテンツ情報（Ｗｅｂコンテンツ情報）：４ａ
ページレイアウト：４ｂ
補正装置（コンピュータ）：６
ＣＰＵ（コンピュータの主要部）：６ａ
メモリ：６ｂ
広告主サーバ：８
広告配信装置（情報配信装置）：２０
ＣＰＵ（演算処理装置）：２０ａ
メモリ：２０ｂ
広告配信プログラム：Ｐ２０
配置位置取得手段：Ｐ２１
注目度指数抽出手段：Ｐ２２
配置位置順位付け手段：Ｐ２３
広告情報順位付け手段（配信情報順位付け手段）：Ｐ２４
配信手段：Ｐ２５
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