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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告主によって入力される広告関連情報に予め設定されたキーワードが含まれているか
否かを確認するキーワード確認部と、
　前記広告のタイトル及び説明語句に前記キーワードが含まれる場合、前記広告主がキー
ワード関連サービスに加入しているか否かに応じて前記広告関連情報の登録の有無を管理
する登録管理部と、
　前記キーワードを前記キーワード関連サービスのデータベースを参照して前記データベ
ースの内容と同期化する同期化部と、
　を備え、
前記キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の商品またはサービスの購入に
よる取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
　前記登録管理部は、前記広告関連情報として入力される前記広告のタイトル及び説明語
句に、積立金に関連して予め設定されたキーワードが、含まれる場合、前記広告主の加盟
店の加入有無に応じて前記タイトル及び説明語句の登録を許可または制限する登録管理部
をさらに備える
ことを特徴とする広告提供システム。
【請求項２】
　前記キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の商品またはサービスの購入
による取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
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　前記積立金は、前記広告が提示されるパブリッシャーの会員が前記パブリッシャーに関
連するウェブページに含まれる前記広告によって加盟店を訪問して商品またはサービスを
購入する場合に、前記会員に提供されることを特徴とする請求項１に記載の広告提供シス
テム。
【請求項３】
　前記広告関連情報として入力される前記広告のタイトル及び説明語句に前記広告の現在
の積立率が含まれるキーワードを追加するキーワード追加部を備えることを特徴とする請
求項１に記載の広告提供システム。
【請求項４】
　前記キーワード追加部は、前記広告が提示されるパブリッシャーから受信された前記現
在の積立率に応じる情報に基づいて前記現在の積立率が含まれるキーワードを生成するこ
とを特徴とする請求項３に記載の広告提供システム。
【請求項５】
　コンピュータにより実現されるキーワード確認部、登録管理部及び同期化部を有する広
告提供方法であり、
　前記キーワード確認部によって広告主によって入力される広告関連情報に予め設定され
たキーワードが含まれているか否かを確認し、
　前記広告のタイトル及び説明語句に前記キーワードが含まれる場合、前記登録管理部に
よって前記広告主がキーワード関連サービスに加入しているか否かに応じて前記広告関連
情報の登録の有無を管理し、
　前記同期化部によって前記キーワードを前記キーワード関連サービスのデータベースを
参照して前記データベースの内容と同期化すること、
　を含み、
前記キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の商品またはサービスの購入に
よる取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
　前記登録の有無を管理することは、前記広告関連情報として入力される前記広告のタイ
トル及び説明語句に、積立金に関連して予め設定されたキーワードが、含まれた場合、前
記広告主の加盟店の加入有無に応じて前記のタイトル及び説明語句の登録を許可または制
限することを特徴とする広告提供方法。
【請求項６】
　前記キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の商品またはサービスの購入
による取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
　前記積立金は、前記広告が提示されるパブリッシャーの会員が前記パブリッシャーに関
連するウェブページで前記広告によって加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する
場合に前記会員に提供されることを特徴とする請求項５に記載の広告提供方法。
【請求項７】
　前記広告関連情報として入力される前記広告のタイトル及び説明語句に前記広告の現在
の積立率が含まれるキーワードを追加することをさらに含むことを特徴とする請求項５に
記載の広告提供方法。
【請求項８】
　前記キーワードを追加するステップは、前記広告が提示するパブリッシャーから受信さ
れた前記現在の積立率に応じる情報に基づいて前記現在の積立率が含まれるキーワードを
生成することを特徴とする請求項７に記載の広告提供方法。
【請求項９】
　請求項５から請求項８のいずれか１項の方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムを記録したコンピュータで読み出し可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、広告の説明と積立条件とを同期化する広告提供システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、積立金は、ユーザが商品やサービスの提供を受けて、提供された商品やサービス
に対する決済するときに決済された金額、すなわち、取引代金に基づいて決定される。し
たがって、一般的には販売された商品やサービスの取引代金と提供される積立金は互いに
比例している。特に、販売された商品やサービスの取引代金に対する積立率が全ての商品
または全てのサービスに同一であれば、全体の取引代金と積立金の総額は比例し線形に変
化する。各商品またはサービスごとに取引代金に対する積立率が少しずつ異なるとしても
、全体の取引代金と積立金の総額はほぼ線形に変化する。
【０００３】
　すなわち、従来技術に係る積立金管理方法においては、積立金の財源は取引代金である
。したがって、全体の取引代金が大きくなるほど積立金の総額も大きくなるため、取引代
金に対する積立金の積立率を固定して提供することができる。言い換えれば、従来技術に
係る積立金管理方法では、容易かつ手軽に商品やサービスの販売前に積立率を予め決定し
てもよく、決定された積立率をユーザに予め知らせてもよい。
【０００４】
　しかし、積立金の財源が取引代金ではない場合、例えば、個別の取引において積立金は
取引代金の一定の比率に対して付与されるが、積立金の総額が他の財源によって満たされ
る場合には、取引代金に応じて積立金の金額や積立率を決定することが困難となるという
問題が発生する。特に、積立金の総額が取引代金とは異なる比率で発生する場合、固定さ
れている場合には取引代金に対してどれだけの積立金を提供しなければならないか、また
は、どれだけの積立率を適用しなければならないかを把握するのは困難である。
【０００５】
　例えば、大韓民国公開特許第１０－２００２－００６０８５５号公報はインターネット
電子商取引ウェブサイトの仲介方法に関し、商取引ウェブサイトを仲介するとき加入者が
様々な手段で仲介ウェブサイトに接続し、仲介された電子商取引ウェブサイトで物を購入
する場合、仲介された商取引ウェブサイトから一定金額が支給され、ユーザに一定金額を
積立して支給する従来技術が開示されている。すなわち、このような従来技術では商取引
ウェブサイトから積立金の財源が取引代金ではないため、ユーザに支給する金額を決定し
難いという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】大韓民国公開特許第１０－２００２－００６０８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明では、積立金の財源が取引代金ではない場合でも効率よく積立金を管理
することのできるシステム及び方法を提供することを課題の一つとする。
【０００８】
　本発明の目的の一つは、広告主から入力された広告のタイトル及び説明語句（Ｔｉｔｌ
ｅ　ａｎｄ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ、以下、「Ｔ＆Ｄ」）に積立金に関連するキーワー
ドが含まれる場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「Ｔ＆Ｄ」の登録可能の有無を決
定することのできる広告提供システム及び方法を提供することである。
【０００９】
　本発明の他の目的は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含まれた場合、広告の「Ｔ＆Ｄ」に
含まれる積立率を該当広告の現在の積立率と同期化することのできる広告提供システム及
び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　広告主によって入力される広告関連情報に予め設定されたキーワードが含まれているか
否かを確認するキーワード確認部と、広告のタイトル及び説明語句にキーワードが含まれ
る場合、広告主がキーワード関連サービスに加入しているか否かに応じて広告関連情報の
登録の有無を管理する登録管理部と、キーワードをキーワード関連サービスのデータベー
スを参照してデータベースの内容と同期化する同期化部とを備え、広告関連情報のうち同
期化されたキーワードを含む少なくとも一部の情報が広告主の広告として提示される広告
提供システムが提供される。
【００１１】
　本発明の一実施形態によると、キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の
商品またはサービスの購入による取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
登録管理部は、広告関連情報として入力される広告のタイトル及び説明語句に積立金に関
連して予め設定されたキーワードが含まれる場合、広告主の加盟店の加入有無に応じてタ
イトル及び説明語句の登録を許可または制限する登録管理部をさらに備えてもよい。
【００１２】
　本発明の一実施形態によると、キーワード関連サービスは、加盟店に加入した広告主の
商品またはサービスの購入による取引代金に基づいて積立金を提供するサービスを含み、
積立金は、広告が提示されるパブリッシャーの会員がパブリッシャーに関連するウェブペ
ージで広告によって加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合に会員に提供さ
れてもよい。
【００１３】
　本発明の一実施形態によると、広告関連情報として入力される広告のタイトル及び説明
語句に広告の現在の積立率が含まれたキーワードを追加するキーワード追加部を備えても
よい。
【００１４】
　本発明の一実施形態によると、キーワード追加部は、広告が提示されるパブリッシャー
から受信された現在の積立率に応じる情報に基づいて現在の積立率が含まれたキーワード
を生成してもよい。
【００１５】
　広告主によって入力される広告関連情報に予め設定されたキーワードが含まれているか
否かを確認し、広告のタイトル及び説明語句にキーワードが含まれる場合、広告主がキー
ワード関連サービスに加入しているか否かに応じて広告関連情報の登録の有無を管理し、
キーワードをキーワード関連サービスのデータベースを参照してデータベースの内容と同
期化することを含み、広告関連情報のうち同期化されたキーワードを含む少なくとも一部
の情報を広告主の広告として提示する広告提供方法が提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、広告主が提示した広告によってユーザが広告主の商品やサービスを購
入して、決済が行われる場合、ユーザに積立金を提供することができる。
【００１７】
　本発明によると、特定商品や特定サービスの購入、または特定ウェブサイトに含まれた
商品やサービスの購入による積立金をユーザに提供することによって、ユーザの関心を誘
導することができ、これによって加盟店に加入した広告主の広告効果を増大させることが
できる。
【００１８】
　本発明によると、当該媒体の立場から広告効果の増大により広告主の関心を誘導して広
告収益を高めることができる。
【００１９】
　本発明によると、広告主から入力された広告のタイトル及び説明語句（以下、「Ｔ＆Ｄ
」）に積立金に関連するキーワードが含まれる場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて
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「Ｔ＆Ｄ」の登録可能の有無を決定することができる。
【００２０】
　本発明によると、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含まれた場合、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含ま
れる積立率を該当広告の現在の積立率と同期化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る広告主、広告プラットフォーム、パブリッシャー及び
ユーザ間の関係を概括的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る会員、加盟店及び積立金管理システム間の関係を示す
図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る積立金の積立方法と使用方法を示すフローチャートで
ある。
【図４】本発明の一実施形態に係る広告主の広告を提示するウェブサイトを示す画面の一
例である。
【図５】本発明の一実施形態に係る広告主の広告を提示するウェブサイトを示す画面の他
の例である。
【図６】本発明の一実施形態に係る広告主に関連するウェブサイトの注文ページを示す一
例である。
【図７】本発明の一実施形態に係る積立率が表示された表式を示すウェブサイト画面の一
例である。
【図８】本発明の一実施形態に係る広告提供システムの内部構成を説明するためのブロッ
ク図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る広告提供方法を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施形態に係る広告提供システムの内部構成を説明するためのブ
ロック図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る広告提供方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る広告主、広告プラットフォーム、パブリッシャー、
およびユーザの間の関係を概括的に示す図である。すなわち、図１は、広告主１１０、広
告プラットフォーム１２０、パブリッシャー１３０、およびユーザ１４０を示している。
ここで、広告主１１０およびユーザ１４０は、実質的には広告主１１０またはユーザ１４
０が用いるパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、スマートフォンなどの端末を意味する場合
がある。すなわち、図１において矢印は、広告主１１０が用いる端末、広告プラットフォ
ーム１２０、パブリッシャー１３０、およびユーザ１４０が用いる端末間に有無線ネット
ワークを用いてデータが送受信される可能性があることを意味する場合がある。
【００２３】
　まず、広告プラットフォーム１２０は、広告主１１０の広告に対する入札、広告とキー
ワード間のマッチング、広告や広告主の整列、パブリッシャー１３０への広告提供、およ
び広告の提示による課金などを行なってもよい。広告プラットフォーム１２０の一般的な
技術的な事項に関して、インターネットを介して伝達される検索広告および／またはバナ
ー広告プラットフォームに対する従来技術を参照して理解でき、そのような事項はその説
明を省略する場合がある。
【００２４】
　本明細書において、「パブリッシャー」という用語は「ウェブサイト」という用語に置
換して用いてもよい。ただし、ウェブサイトという用語を用いた発明がモバイル端末で実
行されるアプリケーション画面など、一般的なＰＣによるウェブサイトへの接続ではない
環境における本発明の実施可能性を排除することはない。逆に、「ウェブサイト」という
用語は、パブリッシングウェブサイトまたは前述したパブリッシャーという用語に置換し
て用いてもよい。言い換えれば、各ウェブサイトは個別のパブリッシャーに対応してもよ
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い。ここで、「ウェブサイト」という用語は、広告提示が可能で有無線ネットワークを介
してユーザに提供可能な全ての種類のウェブサイトを含んでもよく、ウェブサイトを構成
する１つのウェブページを含んでもよい。
【００２５】
　また、広告の「提示」は、ウェブサイト（パブリッシャー）を介してその広告主に関連
するテキスト、イメージなど、音、動画、ハイパーリンクなどの閲覧可能なコンテンツを
当該ウェブサイトの訪問者へ提供することを含むように解釈できる。また、提示された広
告に対する「選択」は、ユーザ（ウェブサイト訪問者）が提供されたテキスト、イメージ
などの閲覧可能なコンテンツに対してマウスクリックなどの反応を示すことによって、広
告主が閲覧可能なコンテンツの伝達によって達成しようとする状況が発生することを意味
する。ここで、広告主が誘導した状況は、一例として、広告主に関連するページを、広告
を選択したユーザに提示することを含んでもよい。
【００２６】
　パブリッシャー１３０はユーザ１４０に自身のウェブサイトを提供してもよく、ウェブ
サイトを介してウェブサイトが含んでいるページを提供したり、入力されるキーワードを
介してキーワードの検索結果をユーザ１４０に提供したりしてもよい。ここで、パブリッ
シャー１３０は、広告プラットフォーム１２０にページを介して提示するための広告が伝
達され、ユーザ１４０に提供してもよい。また、パブリッシャー１３０は、ユーザ１４０
が入力したキーワードを広告プラットフォーム１２０に伝達してもよく、広告プラットフ
ォーム１２０からキーワードに対する広告が伝達され、検索結果としてユーザ１４０に提
供してもよい。
【００２７】
　パブリッシャー１３０は、ユーザ１４０に広告が直接提供される経路（画面）を提供し
てもよく、一般的なオンライン環境において、広告はウェブサイトを介して提供されても
よい。ここで、広告プラットフォーム１２０が含んでいる複数の個別の広告プラットフォ
ーム（第１の広告プラットフォーム、第２の広告プラットフォーム、・・・）それぞれは
パブリッシャー１３０が含んでいる複数の個別のパブリッシャー（第１のパブリッシャー
、第２のパブリッシャー、・・・）のうち少なくとも１つの個別のパブリッシャーを介し
て広告を提示してもよい。また、複数の個別のパブリッシャーそれぞれは、ユーザ１４０
に少なくとも１つのウェブサイトを介して前述した広告の提示を含む統合検索、キーワー
ド検索、ブログサービスなどのように有無線ネットワークによって提供可能な様々なサー
ビスのうち少なくとも１つを提供してもよい。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態に係る会員、加盟店、および広告提供システム間の関係を
示す図である。すなわち、図２は、広告提供システム２１０、加盟店２２０および会員２
３０の間の関係を概括的に表している。ここで、広告提供システム２１０は、図１を参照
して説明した個別の広告プラットフォームのシステムに含むまれ、または、関連するシス
テムであってもよい。また、加盟店２２０は、次に定義されるウェブサイトを意味する。
すなわち、加盟店２２０は、図１に示す広告主１１０のうち、広告提供システム２１０に
関連するウェブサイトを介して加盟店の加入をリクエストし、加盟の承認が完了した広告
主のウェブサイトを意味する。また、会員２３０は、図１に示すユーザ１４０のうち広告
提供システム２１０に関連するウェブサイトを介して会員加入の手続きを経たユーザを意
味する。例えば、広告提供システム２１０に関連するウェブサイトは、個別の広告プラッ
トフォームが広告に関する情報を提供するパブリッシャーのウェブサイトを含んでもよい
。すなわち、会員２３０がパブリッシャーのウェブサイトを訪問してパブリッシャーのウ
ェブサイトで加盟店としての加入が承認された広告主の広告によって広告主ページに訪問
し、広告主ページで商品またはサービスを購入する場合に会員２３０は取引代金に基づい
て決定される積立金が提供されてもよい。
【００２９】
　ここで、パブリッシャーのウェブサイトを介して広告主ページへのリンクが設定された
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広告のタイトル及び説明語句（Ｔｉｔｌｅ　ａｎｄ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ、以下、「
Ｔ＆Ｄ」）がユーザに提示され、さらに、積立金の積立率がユーザにさらに提示されても
よい。ここで、積立率とは、次の基準を含んでもよい。すなわち、積立率は、パブリッシ
ャーの会員２３０がパブリッシャーのウェブサイトで広告によって加盟店２２０に訪問し
て商品またはサービスを購入する場合、購入によって会員２３０に提供される積立金を決
定する基準を含んでもよい。例えば、積立率は、提供される積立金の取引代金に対する比
率を含んでもよい。ここで、取引代金は、商品またはサービスの購入により発生する取引
代金を意味する。
【００３０】
　このような広告提供システム２１０は、広告主から入力される広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立
金に関連するキーワードが含まれた場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「Ｔ＆Ｄ」
の登録が可能であるかどうかを決定してもよい。例えば、広告提供システム２１０は「Ｃ
ａｓｈＮ％」のようなキーワードが「Ｔ＆Ｄ」に含まれている場合、該当の「Ｔ＆Ｄ」を
入力する広告主が加盟店に加入した広告主であるかを確認してもよく、加盟店として加入
された広告主に限って、該当の「Ｔ＆Ｄ」の登録を可能としてもよい。もし、加盟店に加
入していない広告主によって「ＣａｓｈＮ％」のようなキーワードを含む「Ｔ＆Ｄ」に登
録された場合、ユーザが加盟店ではない広告主の広告によって積立金が提供されものと誤
認することがある。したがって、広告提供システム２１０は、加盟店に加入した広告主の
みが積立金に関連するキーワードを「Ｔ＆Ｄ」に含ませることによって、ユーザの混乱を
防止することができる。
【００３１】
　また、広告提供システム２１０は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含まれる場合、広告の
「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率を、広告の現在の積立率と同期化してもよい。いいかえると
、広告の現在の積立率を、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率とする。もちろん、逆であ
ってもよい。また、現在の積立率は、リアルタイム、日単位、週単位、または月単位のよ
うに期間ごとに可変的に変動してもよい。したがって、広告提供システム２１０は「Ｔ＆
Ｄ」に含まれた積立率を現在の積立率と同期化することによって、積立率に対する正確な
情報をユーザに提供することができる。例えば、「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率が２％であ
り、現在の積立率が２％から３％に変更された場合、「Ｔ＆Ｄ」の積立率と現在の積立率
との差が発生してユーザが混乱することがある。この場合、広告提供システム２１０は、
「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率を３％に変更して現在の積立率と同期化することで混乱の発
生を予防できる。
【００３２】
　また、本明細書で「積立金」とは、現実の世界で用いられる貨幣の単位によって表して
もよいが、必要に応じて現実の世界で用いられる貨幣に対応するポイントやマイレージな
どのサイバー貨幣によって表してもよい。サイバー貨幣の場合、例えば、現実の世界で用
いられる貨幣と１：１の比率の価値を有するサイバー貨幣、または１：１０の比率の価値
を有するサイバー貨幣などのよう必要に応じて自由に表してもよい。
【００３３】
　このような広告提供システムについては後で詳しく説明する。まず、図３から図７を参
照して本発明の実施形態に基本となる積立金の積立／使用方法、加盟店の表示方法、そし
て積立率に応じる情報の提供方法について説明する。
【００３４】
　図３は、本発明の一実施形態に係る積立金の積立方法および使用方法を示すフローチャ
ートである。図３において、本発明の一実施形態に係る積立金の積立方法および使用方法
が、積立ステップＳ３１０および使用ステップＳ３２０に大きく分けられることを示して
いる。
【００３５】
　まず、積立ステップＳ３１０は、会員が加盟店の商品またはサービスを購入するステッ
プＳ３１１、加盟店がパブリッシャーに積立代金を支払うステップＳ３１２、及びパブリ
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ッシャーが該当会員の積立金を積み立てるステップＳ３１３を含んでもよい。すなわち、
会員が加盟店を訪問して商品またはサービスを購入すると、加盟店でパブリッシャーに積
立金のための積立代金を先に支払い、パブリッシャーが当該会員の積立金を積み立てるこ
とによって積立ステップＳ３１０が行われてもよい。
【００３６】
　また、使用ステップＳ３２０は、会員が積立金を利用するステップＳ３２１とパブリッ
シャーが当該会員の積立金を差し引くステップＳ３２２、及びパブリッシャーが当該加盟
店に決済代金を支払うステップＳ３２３を含んでもよい。すなわち、会員が加盟店で商品
またはサービスを購入するとき、積み立てられた積立金の少なくとも一部を使用すると、
パブリッシャーは会員が利用した金額だけ積立金を差し引き、決済に利用された積立金額
に相当する決済代金を当該加盟店に支払うことで使用ステップＳ３２０が行われてもよい
。
【００３７】
　図２および図３を共に参照すると、パブリッシャーは広告提供システム２１０を運用す
る主体を意味する。ここで、広告提供システム２１０は、ウェブサイトを介して会員２３
０に提示する広告のうち、加盟店２２０の広告に加盟店の有無を示すマークなどが共に提
示されてもよい。
【００３８】
　図４は、本発明の一実施形態に係る広告主の広告を提示するウェブサイトにより示され
る画面の一例である。図４に示す画面４００は、図１を参照して説明した広告主１１０の
広告を提示するウェブサイト（パブリッシャー）画面の一部分を示す一例である。ここで
、「Ｃａｓｈ」アイコン４１０～４４０が設定された個別広告は、図１から図３を参照し
て説明した積立金を提供する広告を意味する。すなわち、加盟店としての加入が承認され
て積立金提供が許可された広告主の広告に対して「Ｃａｓｈ」アイコン４１０から４４０
が提示されてもよい。
【００３９】
　ここで、図２を参照して説明した会員２３０が「Ｃａｓｈ」アイコン４１０～４４０が
設定された広告のリンクを介して該当の商品ウェブサイトにアクセスして商品やサービス
を購入する場合、取引代金の一定金額を積立金として受けてもよい。
【００４０】
　図５は、本発明の一実施形態に係る広告主の広告を提示するウェブサイトにより示され
る画面の他の例である。図５に示す画面５００も図１を参照して説明した広告主１１０の
広告が提示されるウェブサイト（パブリッシャー）画面の一部分を示す一例である。画面
５００において、「Ｃａｓｈ」アイコン５１０及び５２０は個別商品ではない特定の広告
主ショッピングモール全体に対して積立金が設定される場合である。この場合、「Ｃａｓ
ｈ」アイコン５１０及び５２０は、特定の広告主ショッピングモールで販売される全ての
商品またはサービスに積立金が設定されていることを意味する。また、この場合にも「Ｃ
ａｓｈ」アイコン５３０と共に個別商品やサービスに積立金が設定されてもよい。
【００４１】
　図６は、本発明の一実施形態に係る広告主に関連するウェブサイトの注文ページを示す
一例である。画面６００は、特定の加盟店における注文ページ画面の一部分を示す一例で
ある。ここで、点線ボックス６１０は、積立金が積立てられることを示すアイコンと、予
め積立てられた積立金が存在する場合にこれを使用するユーザインタフェースを示す。こ
こで、積立金の積立や使用のためには本実施形態に係る広告提供システムに関連するウェ
ブサイトへのログインが必要である。ここで、ログインボックス６２０は、広告提供シス
テムに関連するウェブサイトへのログインのためのユーザインタフェースを示す。すなわ
ち、ユーザはログインボックス６２０を介して広告提供システムに関連するウェブサイト
にログインすることによって自身が加入した会員であることを認証できる。
【００４２】
　図７は、積立率が表示されている本発明の一実施形態に係るウェブサイト画面の一例で
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ある。図７は、上述した図４に示すように、加盟店として加入した広告主の広告に広告主
が加盟店であることを示す表示７１０～７３０を追加して提示されるウェブサイト画面の
一例である。ここで、図７に示す表示７１０～７３０には、図４に示す「Ｃａｓｈ」アイ
コン４１０～４４０とは異なる積立率が表示されている。積立率は上述したように会員が
加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、購入による取引金額のうちどれほ
どの比率が積立金に積立てられるかを示す。例えば、積立率が２．０％であり、取引代金
が２万ウォンである場合、会員には４００ウォンが積立てられる。また、図７に示された
点線ボックス７４０は、広告主によって入力された「Ｔ＆Ｄ」が提示される領域を示す。
【００４３】
　図８は、本発明の一実施形態に係る広告提供システムの内部構成を説明するためのブロ
ック図である。本実施形態に係る広告提供システム８００は、図１を参照して説明した個
別の広告プラットフォームのシステムに含まれるシステム、または、それに関連するシス
テムであってもよい。このような広告提供システム８００は、図８に示すようにキーワー
ド確認部８１０、登録管理部８２０、積立率同期化部８３０、及びキーワード追加部８４
０を備えてもよい。ここで、積立率同期化部８３０及びキーワード追加部８４０のうち少
なくとも１つは必要に応じて選択的に広告提供システム８００に含まれてもよい。
【００４４】
　キーワード確認部８１０は、広告主によって入力される広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関
連する予め設定されたキーワードが含まれるかどうかを確認する。ここで、積立金は、次
のようにパブリッシャーの会員に提供されてもよい。すなわち、パブリッシャーの会員が
パブリッシャーに関連するウェブページで広告によって加盟店に訪問して商品またはサー
ビスを購入する場合、購入による取引代金に基づいて決定されて、会員に提供されてもよ
い。すなわち、広告主が広告の「Ｔ＆Ｄ」を入力する場合、キーワード確認部８１０は、
このような積立金に関連するキーワードが予め設定されたキーワードが「Ｔ＆Ｄ」に含ま
れているかどうかを確認してもよい。ここで、会員はパブリッシャーが運用するウェブサ
イトに加入したユーザを含んでもよい。
【００４５】
　登録管理部８２０はキーワードが含まれた場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「
Ｔ＆Ｄ」の登録を許可または制限する。例えば、登録管理部８２０は、加盟店に加入した
広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワードが含
まれる場合には該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可してもよい。しかし、加盟店に加入していな
い広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワードが
含まれる場合には、ユーザが誤解する可能性が存在するため、該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許
可しなくてもよい。
【００４６】
　積立率同期化部８３０は広告の「Ｔ＆Ｄ」に広告の積立率が含まれた場合、広告の「Ｔ
＆Ｄ」に含まれた積立率を広告の現在の積立率と同期化する。ここで、積立率は、会員が
加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、購入によって会員に提供される積
立金を決定する基準を含む。例えば、積立金の取引代金に対する比率が積立率として決定
されてもよい。ここで、広告の積立率は時間の流れ（リアルタイムまたは日、週、月など
の時間単位）に応じて可変してもよい。一方、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率は固定
されている。すなわち、互いに異なる積立率がユーザに提供される場合に、ユーザが混乱
することがある。そこで、広告提供システム８００は、積立率同期化部８３０を介して広
告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率と広告の実際の積立率を同期化することによってユーザ
の混乱を予防できる。
【００４７】
　キーワード追加部８４０は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に広告の現在の積立率が含まれたキーワ
ードを追加する。一例として、キーワード追加部８４０は、積立率が含まれていない「Ｔ
＆Ｄ」に広告の現在の積立率を追加してユーザに追加情報を提供してもよい。ここで、キ
ーワード追加部８４０は、パブリッシャーから受信された現在の積立率に応じる情報に基
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づいて現在の積立率が含まれたキーワードを生成してもよい。ここで、追加されるキーワ
ードはタグの形態に追加され、積立率の数字部分が自動に現在の積立率に同期化されるよ
うにしてもよい。例えば、「ＣａｓｈＮ％積立」というキーワードを「Ｔ＆Ｄ」に追加す
ると、数字Ｎが現在の積立率を示す数字にリアルタイムまたは特定の時間単位に同期化で
きるようになっていてもよい。
【００４８】
　図９は、本発明の一実施形態に係る広告提供方法を示すフローチャートである。本実施
形態に係る広告提供方法は、図８を参照して説明した広告提供システム８００によって使
用されてもよい。図９では広告提供システム８００によってステップＳ９１０～ステップ
Ｓ９４０が行われる過程を説明することで広告提供方法について説明する。ここで、ステ
ップＳ９３０及びステップＳ９４０のうち少なくとも１つのステップは、必要に応じて選
択的に実行されてもよい。
【００４９】
　ステップＳ９１０において、広告提供システム８００は広告主によって入力される広告
の「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワードが含まれているか否かを確認
する。ここで、積立金は、パブリッシャーの会員がパブリッシャーに関連するウェブペー
ジで広告によって加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、購入による取引
代金に基づいて決定されて会員に提供されてもよい。すなわち、広告主が広告の「Ｔ＆Ｄ
」を入力する場合、広告提供システム８００は、このような積立金に関連するキーワード
が予め設定されたキーワードが「Ｔ＆Ｄ」に含まれているかを確認する。ここで、会員は
パブリッシャーが運用するウェブサイトに加入したユーザを含んでもよい。
【００５０】
　ステップＳ９２０において、広告提供システム８００は、予め設定されたキーワードが
含まれた場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可または制限す
る。例えば、広告提供システム８００は、加盟店に加入した広告主によって入力される「
Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワードを含む場合には該当「Ｔ＆Ｄ」の
登録を許可してもよい。しかし、加盟店に加入していない広告主によって入力される「Ｔ
＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワードを含む場合にはユーザが誤解する可
能性が存在するため、該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可しなくてもよい。
【００５１】
　ステップＳ９３０において、広告提供システム８００は広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立金の積
立率が含まれた場合、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率を広告の現在の積立率と同期化
する。ここで、積立率は、会員が加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、
購入によって会員に提供される積立金を決定する基準を含んでもよい。例えば、積立金の
取引代金に対する比率が積立率として決定されてもよい。ここで、広告の積立率は、時間
の流れ（リアルタイムまたは日、週、月などの時間単位）に応じて可変となっていてもよ
い。一方、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率は固定されていてもよい。すると、互いに
異なる積立率がユーザに提供され、ユーザは混乱することがあるため、広告提供システム
８００は、ステップＳ９３０によって広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率と広告の実際の
積立率とを同期化することによってユーザの混乱を予防できる。
【００５２】
　ステップＳ９４０において、広告提供システム８００は広告の「Ｔ＆Ｄ」に広告の現在
の積立率が含まれたキーワードを追加する。一例として、広告提供システム８００は、積
立率が含まれていない「Ｔ＆Ｄ」に広告の現在の積立率を追加してユーザに追加情報を提
供してもよい。ここで、広告提供システム８００は、パブリッシャーから受信された現在
の積立率に応じる情報に基づいて現在の積立率の含まれたキーワードを生成してもよい。
ここで、追加されるキーワードは、タグの形態に追加されて積立率の数字部分が自動に現
在の積立率に同期化されるようにしてもよい。例えば、「ＣａｓｈＮ％積立」というキー
ワードを「Ｔ＆Ｄ」に追加することにより、数字Ｎが現在の積立率を示す数字にリアルタ
イムまたは特定の時間単位に同期化できる。



(11) JP 5479539 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【００５３】
　図１０は、本発明の他の実施形態に係る広告提供システムの内部構成を説明するための
ブロック図である。本実施形態に係る広告提供システム１０００は、図１を参照して説明
した個別の広告プラットフォームのシステムに含まれるシステム、または関連するシステ
ムであってもよい。このような広告提供システム１０００は、図１０に示すように積立率
確認部１０１０、積立率同期化部１０２０、登録管理部１０３０、及びキーワード追加部
１０４０を備えてもよい。ここで、登録管理部１０３０及びキーワード追加部１０４０の
うち少なくとも１つは必要に応じて選択的に広告提供システム１０００に含まれてもよい
。
【００５４】
　積立率確認部１０１０は、広告主によって入力される広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含ま
れているか否かを確認する。ここで、積立率は、次のような積立金を決定する基準を含ん
でもよい。すなわち、パブリッシャーの会員がパブリッシャーに関連するウェブページで
広告によって加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、購入によって会員に
提供される積立金を決定する基準を含んでもよい。例えば、積立金の取引代金に対する比
率が積立率として決定されてもよい。すなわち、積立率確認部１０１０は広告の積立率が
広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれているかを確認してもよい。
【００５５】
　積立率同期化部１０２０は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に広告の積立率が含まれる場合、広告の
「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率を広告の現在の積立率と同期化する。ここで、広告の積立率
は、時間の流れ（リアルタイムまたは日、週、月などの時間単位）に応じて可変となって
いてもよい。一方、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率は固定されていてもよい。この場
合、互いに異なる積立率がユーザに提供されるために、ユーザが混乱することがあるため
、広告提供システム１０００は、積立率同期化部１０２０を介して広告の「Ｔ＆Ｄ」に含
まれた積立率と広告の実際の積立率とを同期化することによってユーザの混乱を予防でき
る。
【００５６】
　登録管理部１０３０は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連して予め設定されたキーワー
ドが含まれる場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可または制
限する。ここで、積立金は、パブリッシャーの会員がパブリッシャーに関連するウェブペ
ージで広告によって加盟店に訪問して商品またはサービスを購入する場合、購入による取
引代金に基づいて決定されて会員に提供されてもよい。すなわち、広告主が広告の「Ｔ＆
Ｄ」を入力する場合、登録管理部１０３０は、このような積立金に関連するキーワードが
予め設定されたキーワードとして「Ｔ＆Ｄ」に含まれているかを確認してもよい。ここで
、会員は、パブリッシャーが運用するウェブサイトに加入したユーザを含んでもよい。ま
た、登録管理部１０３０は、加盟店に加入した広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に積
立金に関連する予め設定されたキーワードが含まれる場合には該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許
可してもよい。しかし、加盟店に加入していない広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に
積立金に関連する予め設定されたキーワードが含まれる場合にはユーザが誤解する可能性
が存在するため、該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可しなくてもよい。
【００５７】
　キーワード追加部１０４０は、図８を参照して説明したキーワード追加部８４０と同一
に動作するため反復的な説明は省略する。
【００５８】
　図１１は、本発明の他の実施形態に係る広告提供方法を示すフローチャートである。本
実施形態に係る広告提供方法は、図１０を参照して説明した広告提供システム１０００に
よって使用されてもよい。図１１では、広告提供システム１０００によってステップＳ１
１１０からステップＳ１１４０が実行される過程を説明することで広告提供方法を説明す
る。ここで、ステップＳ１１３０及びステップＳ１１４０のうち少なくとも１つのステッ
プは必要に応じて選択的に実行されてもよい。



(12) JP 5479539 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【００５９】
　ステップＳ１１１０において、広告提供システム１０００は、広告主によって入力され
る広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含まれているか否かを確認する。ここで、積立率は、パブ
リッシャーの会員がパブリッシャーに関連するウェブページで広告によって加盟店に訪問
して商品またはサービスを購入する場合、購入により会員に提供される積立金を決定する
基準を含んでもよい。例えば、積立金の取引代金に対する比率が積立率として決定されて
もよい。すなわち、広告提供システム１０００は広告の積立率が広告の「Ｔ＆Ｄ」に含ま
れているか否かを確認してもよい。
【００６０】
　ステップＳ１１２０において、広告提供システム１０００は広告の「Ｔ＆Ｄ」に広告の
積立率が含まれる場合、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれる積立率を広告の現在の積立率と同期
化する。ここで、広告の積立率は、時間の流れ（リアルタイムまたは日、週、月などの時
間単位）に応じて可変であってもよい。一方、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率は固定
されている。このため、互いに異なる積立率がユーザに提供されると、ユーザが混乱する
ことがあるので、広告提供システム１０００は、積立率同期化部１０２０によって広告の
「Ｔ＆Ｄ」に含まれた積立率と広告の実際積立率を同期化することによってユーザの混乱
を予防できる。
【００６１】
　ステップＳ１１３０において、広告提供システム１０００は、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立
金に関連して予め設定されたキーワードが含まれた場合、広告主の加盟店の加入有無に応
じて「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可または制限する。ここで、積立金は、パブリッシャーの会員
がパブリッシャーに関連するウェブページで広告によって加盟店に訪問して商品またはサ
ービスを購入する場合、購入による取引代金に基づいて決定されて会員に提供されてもよ
い。すなわち、広告主が広告の「Ｔ＆Ｄ」を入力する場合、広告提供システム１０００は
、このような積立金に関連するキーワードが予め設定されたキーワードが「Ｔ＆Ｄ」に含
まれているかを確認してもよい。ここで、会員は、パブリッシャーが運用するウェブサイ
トに加入したユーザを含んでもよい。また、広告提供システム１０００は、加盟店に加入
した広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワード
が含まれる場合には、該当「Ｔ＆Ｄ」の登録を許可してもよい。しかし、加盟店に加入し
ていない広告主によって入力される「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連する予め設定されたキーワ
ードが含まれる場合にはユーザが誤解する可能性が存在するため、該当「Ｔ＆Ｄ」の登録
を許可しなくてもよい。
【００６２】
　ステップＳ１１４０は、図９で説明したステップＳ９４０と同一の構成であるため反復
的な説明は省略する。
【００６３】
　それぞれの図面に対して省略された説明は他の図面の説明を参照してもよい。
【００６４】
　このように、本発明の実施形態によれば、広告主の提示された広告によってユーザが広
告主の商品やサービスを購入して決済が行われる場合、ユーザに積立金を提供してもよく
、特定商品や特定サービスの購入、または特定ウェブサイトに含まれた商品やサービスの
購入による積立金をユーザに提供することでユーザの関心を誘導でき、これによって加盟
店に加入した広告主の広告効果を増大させることができる。また、当該媒体の立場として
、広告効果の増大により広告主の関心を誘導して広告収益を高めることができる。
【００６５】
　それだけではなく、広告主から入力された広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立金に関連するキーワ
ードが含まれる場合、広告主の加盟店の加入有無に応じて「Ｔ＆Ｄ」の登録可能の有無を
決定してもよく、広告の「Ｔ＆Ｄ」に積立率が含まれる場合、広告の「Ｔ＆Ｄ」に含まれ
る積立率を該当広告の現在の積立率と同期化してもよい。
【００６６】
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　本発明の実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行す
ることができるプログラム命令の形態で実現され、コンピュータ読取可能な記録媒体に記
録されてもよい。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、デ
ータ構造などの単独または組み合わせたものを含んでもよい。媒体に記録されるプログラ
ム命令は、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュー
タソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり使用可能なものであ
ってもよい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピ
ー（登録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのよう
な光記録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ
などのようなプログラム命令を格納して実行するように特別に構成されたハードウェア装
置が含まれてもよい。プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるよう
な機械語コード（ｍａｃｈｉｎｅ　ｃｏｄｅ）だけでなく、インタプリタなどを用いてコ
ンピュータによって実行され得る高級言語コード（ｈｉｇｈｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｃｏｄｅ
）を含む。上述したハードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソフトウ
ェアのレイヤで動作するように構成されてもよい。
【００６７】
　上述したように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上
記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者
であれば、このような実施形態から多様な修正及び変形が可能である。
【００６８】
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定して定められるものではなく
、特許請求の範囲だけではなく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるもの
である。
【符号の説明】
【００６９】
　２１０　　　広告提供システム
　２２０　　　加盟店
　２３０　　　会員
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