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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商用ウェブサイトを提供する第一のサーバと、
　第二のサーバと、
　前記第二のサーバに接続する第一の通信端末と、
　前記第一のサーバに接続する第二の通信端末とを備えた広告提供システムであって、
　前記第二のサーバは、
　　前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前記第二の通信端末から受
信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するユーザ管理データベースと、
　　コンテンツデータを前記第一の通信端末に送信することにより、前記コンテンツデー
タを前記第一の通信端末に設けられた表示部に表示させる制御部と、
　を備えており、
　前記第一のサーバは、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記商
用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に、前記第二のサーバに対して前記第
二のユーザ識別子を含む通知を送信し、
　前記制御部が、前記通知を受信した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユーザ識別
子に関連付けられている前記第一のユーザ識別子を特定し、特定された前記第一のユーザ
識別子に基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二のユーザ識別子に係るユーザ情報
と前記商用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデータを、前記コンテンツデータ
として送信し、
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　前記第二のサーバはさらに成果報酬を制御する成果報酬制御部を備え、
　前記ユーザ管理データベースは、前記第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子
に対して付与された前記成果報酬とを関連付けて記憶しており、
　前記成果報酬制御部は、
前記通知が受信された場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬
に対して第一の成果報酬を加算し、
　前記コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
広告提供システム。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記コメントデータを前記第一の通信端末に対して送信することを許可するか否かを前
記第二の通信端末に問合わせ、
　前記通知を受信し、かつ、前記問合せの結果、前記コメントデータを前記第一の通信端
末に対して送信することが許可されている場合に、前記第一の通信端末に対して前記コメ
ントデータを前記コンテンツデータとして送信す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】
　前記成果報酬制御部はさらに、
　所定条件が満たされた場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報
酬に対して第二の成果報酬をさらに加算す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】
　前記コメントデータには、前記第二の成果報酬を示す情報が含まれ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】
　前記所定条件は、前記商用ウェブサイトにおいて前記所定の処理を実行した通信端末の
合計数が所定数に到達したことであ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６】
　前記所定条件は、前記第一の通信端末に対して送信された前記コメントデータに含まれ
る前記リンク情報に基づいて前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトに接続し、かつ
、前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行したことである
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７】
　前記コメントデータは、マイページのコメント表示領域に表示されることを特徴とする
、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の広告提供システム。
【請求項８】
　前記コメントデータは、前記マイページのユーザとは異なる所定のユーザのマイページ
のコメント表示領域に表示されることを特徴とする、請求項７に記載の広告提供システム
。
【請求項９】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、新しいコメントから順番に
上から下に並べて表示されることを特徴とする、請求項７又は８に記載の広告提供システ
ム。
【請求項１０】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、最新のコメントから過去数
件のコメントが表示されることを特徴とする、請求項７乃至９のいずれか一項に記載の広
告提供システム。
【請求項１１】
　前記マイページは、コメント履歴を表示するためのコメント履歴アイコンを含むことを
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特徴とする、請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の広告提供システム。
【請求項１２】
　前記マイページは、コメント入力フォームを含み、前記コメント入力フォームは前記コ
メント表示領域よりも上部に表示されることを特徴とする、請求項７乃至１１のいずれか
一項に記載の広告提供システム。
【請求項１３】
　商用ウェブサイトを提供する第一のサーバと第一の通信端末とに接続されるサーバであ
って、
　前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前記第一のサーバに接続する
第二の通信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するユーザ管理デー
タベースと、
　コンテンツデータを前記第一の通信端末に送信することにより、前記コンテンツデータ
を前記第一の通信端末に設けられた表示部に表示させる制御部と、
　前記第一のサーバから、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記
商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に送信され、前記第二のユーザ識別
子を含む通知を受信する受信部とを備えており、
　前記制御部は、
　前記受信部が前記通知を受信した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユーザ識別子
に関連付けられている前記第一のユーザ識別子を特定し、特定された前記第一のユーザ識
別子に基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二のユーザ識別子に係るユーザ情報と
前記商用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデータを、前記コンテンツデータと
して送信し、
　さらに成果報酬を制御する成果報酬制御部を備え、
　前記ユーザ管理データベースは、前記第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子
に対して付与された前記成果報酬とを関連付けて記憶しており、
　前記成果報酬制御部は、
前記通知が受信された場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬
に対して第一の成果報酬を加算し、
　前記コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
サーバ。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記コメントデータを前記第一の通信端末に対して送信することを許可するか否かを前
記第二の通信端末に問合わせ、
　前記通知を受信し、かつ、前記問合せの結果、前記コメントデータを前記第一の通信端
末に対して送信することが許可されている場合に、前記第一の通信端末に対して前記コメ
ントデータを前記コンテンツデータとして送信することを特徴とする、請求項１３に記載
のサーバ。
【請求項１５】
　前記成果報酬制御部はさらに、
　所定条件が満たされた場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報
酬に対して第二の成果報酬をさらに加算することを特徴とする、請求項１３に記載のサー
バ。
【請求項１６】
　前記コメントデータには、前記第二の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１７】
　前記所定条件は、前記商用ウェブサイトにおいて前記所定の処理を実行した通信端末の
合計数が所定数に到達したことであることを特徴とする請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１８】
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　前記所定条件は、前記第一の通信端末に対して送信された前記コメントデータに含まれ
る前記リンク情報に基づいて前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトに接続し、かつ
、前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行したことである
ことを特徴とする請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１９】
　前記コメントデータは、マイページのコメント表示領域に表示されることを特徴とする
、請求項１３乃至１８のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項２０】
　前記コメントデータは、前記マイページのユーザとは異なる所定のユーザのマイページ
のコメント表示領域に表示されることを特徴とする、請求項１９に記載のサーバ。
【請求項２１】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、新しいコメントから順番に
上から下に並べて表示されることを特徴とする、請求項１９又は２０に記載のサーバ。
【請求項２２】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、最新のコメントから過去数
件のコメントが表示されることを特徴とする、請求項１９乃至２１のいずれか一項に記載
のサーバ。
【請求項２３】
　前記マイページは、コメント履歴を表示するためのコメント履歴アイコンを含むことを
特徴とする、請求項１９乃至２２のいずれか一項に記載のサーバ。
【請求項２４】
　前記マイページは、コメント入力フォームを含み、前記コメント入力フォームは前記コ
メント表示領域よりも上部に表示されることを特徴とする、請求項１９乃至２３のいずれ
か一項に記載のサーバ。
【請求項２５】
　商用ウェブサイトを提供する第一のサーバと、第二のサーバと、前記第二のサーバに接
続する第一の通信端末と、前記第一のサーバに接続する第二の通信端末とを備えた広告提
供システムにおける広告提供方法であって、
　前記第二のサーバが、前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前記第
二の通信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するステップと、
　前記第一のサーバが、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記商
用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に、前記第二のサーバに対して前記第
二のユーザ識別子を含む通知を送信するステップと、
　前記第二のサーバが、前記通知を受信した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユー
ザ識別子に関連付けられている前記第一のユーザ識別子を特定するステップと、
　前記第二のサーバが、特定された前記第一のユーザ識別子に基づき前記第一の通信端末
に対して、前記第二のユーザ識別子に係るユーザ情報と前記商用ウェブサイトのリンク情
報とを含むコメントデータを、コンテンツデータとして送信し、前記コメントデータを前
記第一の通信端末に設けられた表示部に表示させるステップと、
　前記第二のサーバが、成果報酬を制御するステップと、
を含み、
　前記記憶するステップはさらに、前記第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子
に対して付与された前記成果報酬とを関連付けて記憶し、
　前記第二のサーバが前記通知を受信した場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与
された前記成果報酬に対して第一の成果報酬を加算し、
　前記コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
広告提供方法。
【請求項２６】
　商用ウェブサイトを提供する第一のサーバと第一の通信端末とに接続されるサーバによ
る広告提供方法であって、
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　前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前記第一のサーバに接続する
第二の通信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するステップと、
　前記第一のサーバから、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記
商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に送信され、前記第二のユーザ識別
子を含む通知を受信するステップと、
　前記受信部が前記通知を受信した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユーザ識別子
に関連付けられている前記第一のユーザ識別子を特定するステップと、
　特定された前記第一のユーザ識別子に基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二の
ユーザ識別子に係るユーザ情報と前記商用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデ
ータを、コンテンツデータとして送信し、前記コメントデータを前記第一の通信端末に設
けられた表示部に表示させるステップと、
　成果報酬を制御するステップと、
を含み、
　前記記憶するステップはさらに、前記第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子
に対して付与された前記成果報酬とを関連付けて記憶し、
　前記通知を受信した場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬
に対して第一の成果報酬を加算し、
　前記コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
サーバによる広告提供方法。
【請求項２７】
　前記サーバによる広告提供方法はさらに、
　前記コメントデータを前記第一の通信端末に対して送信することを許可するか否かを前
記第二の通信端末に問合わせるステップを含み、
　前記通知を受信し、かつ、前記問合せの結果、前記コメントデータを前記第一の通信端
末に対して送信することが許可されている場合に、前記第一の通信端末に対して前記コメ
ントデータを前記コンテンツデータとして送信することを特徴とする、請求項２６に記載
のサーバによる広告提供方法。
【請求項２８】
　所定条件が満たされた場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報
酬に対して第二の成果報酬をさらに加算することを特徴とする、請求項２６に記載のサー
バによる広告提供方法。
【請求項２９】
　前記コメントデータには、前記第二の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする
請求項２８に記載のサーバによる広告提供方法。
【請求項３０】
　前記所定条件は、前記商用ウェブサイトにおいて前記所定の処理を実行した通信端末の
合計数が所定数に到達したことであることを特徴とする請求項２８に記載のサーバによる
広告提供方法。
【請求項３１】
　前記所定条件は、前記第一の通信端末に対して送信された前記コメントデータに含まれ
る前記リンク情報に基づいて前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトに接続し、かつ
、前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行したことである
ことを特徴とする請求項２８に記載のサーバによる広告提供方法。
【請求項３２】
　前記コメントデータは、マイページのコメント表示領域に表示されることを特徴とする
、請求項２６乃至３１のいずれか一項に記載のサーバによる広告提供方法。
【請求項３３】
　前記コメントデータは、前記マイページのユーザとは異なる所定のユーザのマイページ
のコメント表示領域に表示されることを特徴とする、請求項３２に記載のサーバによる広
告提供方法。
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【請求項３４】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、新しいコメントから順番に
上から下に並べて表示されることを特徴とする、請求項３２又は３３に記載のサーバによ
る広告提供方法。
【請求項３５】
　前記コメント表示領域に複数のコメントが表示される場合、最新のコメントから過去数
件のコメントが表示されることを特徴とする、請求項３２乃至３４のいずれか一項に記載
のサーバによる広告提供方法。
【請求項３６】
　前記マイページは、コメント履歴を表示するためのコメント履歴アイコンを含むことを
特徴とする、請求項３２乃至３５のいずれか一項に記載のサーバによる広告提供方法。
【請求項３７】
　前記マイページは、コメント入力フォームを含み、前記コメント入力フォームは前記コ
メント表示領域よりも上部に表示されることを特徴とする、請求項３２乃至３６のいずれ
か一項に記載のサーバによる広告提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上の商用ウェブサイトにおいて商取引される商品またはサービス
（以下、「商品等」という。）に関する広告提供手段として、アフィリエイトプログラム
が広く用いられている。アフィリエイトプログラムを利用することで、商用ウェブサイト
で商品・サービスを提供する個人又は企業等(以下、「広告主」という。)は、商品に関心
をもつユーザのチャンネルを広告掲載者のウェブサイトにより拡大することができ、かつ
広告料が通常成果に応じて定められるため費用対効果が高い。従来のアフィリエイトプロ
グラム提供システムは、例えば特許文献１に記載されている。
【０００３】
　一方、社会的ネットワークをインターネット上で構築する会員サービスとしてソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）がある。ＳＮＳでは通常、会員のプロフィー
ル等がＳＮＳサイトで掲載された上で会員同士がお互いに友人等の登録をすることで社会
的ネットワークが形成される。またＳＮＳでは会員毎に固有のウェブページが割り当てら
れ、当該ウェブページ上におけるコメント機能により、自己及び友人が投稿したコメント
を表示でき、会員同士のコミュニケーションの円滑化が図られる。前述のアフィリエイト
プログラムをはじめとしたインターネット広告を、ＳＮＳのコメント機能を活用してＳＮ
Ｓの会員間に拡げることができれば、高い広告宣伝効果が期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７-１９３６１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながらＳＮＳのコメント機能を活用し、アフィリエイト広告等のインターネット
広告をＳＮＳの会員間に拡げようとする場合、従来は会員ユーザ自身が宣伝文句等のコメ
ントを個別に作成し投稿なければならず煩雑であり、顧客吸引力のある広告を作成するこ
とは困難であった。
【０００６】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、ＳＮＳのコメント機能を活用
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し、会員ユーザが自ら宣伝文句等を記入する必要なく顧客吸引力のある広告を提供可能な
広告提供システムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明に係る広告提供システムは、商用ウェブサイトを提供
する第一のサーバと、第二のサーバと、前記第二のサーバに接続する第一の通信端末と、
前記第一のサーバに接続する第二の通信端末とを備えた広告提供システムであって、前記
第二のサーバは、前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前記第二の通
信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するユーザ管理データベース
と、コンテンツデータを前記第一の通信端末に送信することにより、前記コンテンツデー
タを前記第一の通信端末に設けられた表示部に表示させる制御部と、を備えており、前記
第一のサーバは、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記商用ウェ
ブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に、前記第二のサーバに対して前記第二のユ
ーザ識別子を含む通知を送信し、前記制御部が、前記通知を受信した場合に、前記通知に
含まれる前記第二のユーザ識別子に関連付けられている前記第一のユーザ識別子を特定し
、特定された前記第一のユーザ識別子に基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二の
ユーザ識別子に係るユーザ情報と前記商用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデ
ータを、前記コンテンツデータとして送信し、前記第二のサーバはさらに成果報酬を制御
する成果報酬制御部を備え、前記ユーザ管理データベースは、前記第二のユーザ識別子と
、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬とを関連付けて記憶しており
、前記成果報酬制御部は、前記通知が受信された場合に、前記第二のユーザ識別子に対し
て付与された前記成果報酬に対して第一の成果報酬を加算し、前記コメントデータには、
前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明に係る広告提供システムはさらに、前記制御部が、前記コメントデータを前
記第一の通信端末に対して送信することを許可するか否かを前記第二の通信端末に問合わ
せ、前記通知を受信し、かつ、前記問合せの結果、前記コメントデータを前記第一の通信
端末に対して送信することが許可されている場合に、前記第一の通信端末に対して前記コ
メントデータを前記コンテンツデータとして送信することを特徴とする。
【０００９】
　また本発明に係る広告提供システムは、前記成果報酬制御部がさらに、所定条件が満た
された場合に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬に対して第二の
成果報酬をさらに加算することを特徴とする。
【００１０】
また本発明に係る広告提供システムは、前記コメントデータに、前記第二の成果報酬を示
す情報が含まれることを特徴とする。
【００１１】
　また本発明に係る広告提供システムはさらに、前記所定条件が、前記商用ウェブサイト
において前記所定の処理を実行した通信端末の合計数が所定数に到達したことであること
を特徴とする。
【００１２】
　また本発明に係る広告提供システムは、前記所定条件が、前記第一の通信端末に対して
送信された前記コメントデータに含まれる前記リンク情報に基づいて前記第一の通信端末
が前記商用ウェブサイトに接続し、かつ、前記第一の通信端末が前記商用ウェブサイトに
おいて所定の処理を実行したことであることを特徴とする。
【００１３】
　また本発明に係るサーバは、商用ウェブサイトを提供する第一のサーバと第一の通信端
末とに接続されるサーバであって、前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子
と、前記第一のサーバに接続する第二の通信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関
連付けて記憶するユーザ管理データベースと、コンテンツデータを前記第一の通信端末に
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送信することにより、前記コンテンツデータを前記第一の通信端末に設けられた表示部に
表示させる制御部と、前記第一のサーバから、前記第二の通信端末が前記第一のサーバに
より提供される前記商用ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に送信され、前
記第二のユーザ識別子を含む通知を受信する受信部とを備えており、前記制御部は、前記
受信部が前記通知を受信した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユーザ識別子に関連
付けられている前記第一のユーザ識別子を特定し、特定された前記第一のユーザ識別子に
基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二のユーザ識別子に係るユーザ情報と前記商
用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデータを、前記コンテンツデータとして送
信し、
さらに成果報酬を制御する成果報酬制御部を備え、前記ユーザ管理データベースは、前記
第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬とを関
連付けて記憶しており、前記成果報酬制御部は、前記通知が受信された場合に、前記第二
のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬に対して第一の成果報酬を加算し、前記
コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴とする。
【００１４】
　また本発明に係るインターネット広告提供方法は、商用ウェブサイトを提供する第一の
サーバと、第二のサーバと、前記第二のサーバに接続する第一の通信端末と、前記第一の
サーバに接続する第二の通信端末とを備えた広告提供システムにおける広告提供方法であ
って、前記第二のサーバが、前記第一の通信端末から受信した第一のユーザ識別子と、前
記第二の通信端末から受信した第二のユーザ識別子とを関連付けて記憶するステップと、
前記第一のサーバが、前記第二の通信端末が前記第一のサーバにより提供される前記商用
ウェブサイトにおいて所定の処理を実行した場合に、前記第二のサーバに対して前記第二
のユーザ識別子を含む通知を送信するステップと、前記第二のサーバが、前記通知を受信
した場合に、前記通知に含まれる前記第二のユーザ識別子に関連付けられている前記第一
のユーザ識別子を特定するステップと、前記第二のサーバが、特定された前記第一のユー
ザ識別子に基づき前記第一の通信端末に対して、前記第二のユーザ識別子に係るユーザ情
報と前記商用ウェブサイトのリンク情報とを含むコメントデータを、コンテンツデータと
して送信し、前記コメントデータを前記第一の通信端末に設けられた表示部に表示させる
ステップと、前記第二のサーバが、成果報酬を制御するステップと、を含み、前記記憶す
るステップはさらに、前記第二のユーザ識別子と、前記第二のユーザ識別子に対して付与
された前記成果報酬とを関連付けて記憶し、前記第二のサーバが前記通知を受信した場合
に、前記第二のユーザ識別子に対して付与された前記成果報酬に対して第一の成果報酬を
加算し、前記コメントデータには、前記第一の成果報酬を示す情報が含まれることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成により本発明の広告提供システムは、ＳＮＳのコメント機能を活用し、ＳＮＳ
サイト制御部が会員ユーザのコメントを自動的に作成することで会員ユーザが自ら宣伝文
句等を記入する必要なく、顧客吸引力のある広告を提供する広告提供システムを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る構成を表すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るユーザ管理テーブルの内容を表す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るコメント投稿の動作を表す図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るコメント管理テーブルの内容を表す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るコメント表示の動作を表す図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係るマイページ表示例を表す図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る関連ユーザのマイページ表示例を表す図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る広告提供システムの動作を表すフローチャートであ
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る。
【図９】本発明の実施の形態１に係る報酬対象処理管理テーブルの内容を表す図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る成果報酬管理テーブルの内容を表す図である。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る広告管理テーブルの内容を表す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る更新されたコメント管理テーブルの内容を表す図
である。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る更新されたマイページ表示例を表す図である。
【図１４】本発明の実施の形態１に係る更新された関連ユーザのマイページ表示例を表す
図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る構成を表すブロック図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る構成を成果報酬管理テーブルの内容を表す図であ
る。
【図１７】本発明の実施の形態２に係る広告管理テーブル管理テーブルの内容を表す図で
ある。
【図１８】本発明の実施の形態２に係る参加ユーザ管理テーブルの内容を表す図である。
【図１９】本発明の実施の形態２に係る動作を表すフローチャートである。
【図２０】本発明の実施の形態２に係る中間ページ表示例を表す図である。
【図２１】本発明の実施の形態２に係る追加成果報酬の付与に関する動作を表すフローチ
ャートである。
【図２２】本発明の実施の形態２に係る更新された参加ユーザ管理テーブルの内容を表す
図である。
【図２３】本発明の実施の形態２に係る更新されたコメント管理テーブルの内容を表す図
である。
【図２４】本発明の実施の形態３に係る動作を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００１８】
（１）実施の形態１
（１．１）広告提供システムの概略構成
　図１は本発明の実施の形態１に係る広告提供システムの構成を示すブロック図である。
本発明の実施の形態１における広告提供システムは、図１に示すように、複数の通信端末
１００と、広告主サーバ１０１と、ＳＮＳサーバ１０２とを備える。広告主サーバ１０１
は、広告主が運営し、商品・サービス等（以下「商品等」という。）の商用ウェブサイト
を提供する。ＳＮＳサーバ１０２は、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ
）のウェブサイト（以下、「ＳＮＳサイト」という。）を提供する。ＳＮＳサイトには、
広告主の商品等を宣伝する広告が掲載される。すなわち、本発明に係るＳＮＳサイトは、
広告掲載者のウェブサイトである。広告主サーバ１０１、ＳＮＳサーバ１０２及び通信端
末１００は互いにインターネット１０３を介して相互に有線または／及び無線により接続
されている。
【００１９】
　通信端末１００は、無線または/及び有線により広告主サーバ１０１とＳＮＳサーバ１
０２とにインターネットを介して接続される通信機器である。通信端末１００は、好まし
くは携帯電話、タブレット端末、パーソナル・コンピュータ等で構成される。図１では携
帯電話として図示しているがこれに限定されない。通信端末１００は、無線通信部、ディ
スプレイ、キーボード等を有しており、無線通信部により各サーバと情報を送受信する。
例えば、通信端末１００は、無線通信部を介してウェブサイトを構成する情報をサーバか
ら受信し、当該ウェブサイトをディスプレイに表示する。これにより、通信端末１００を
使用しているウェブサイト閲覧者（以下、「ユーザ」という）がウェブサイトを閲覧でき
る。また、通信端末１００は、各種ウェブサイト上の登録フォーム、ログイン画面等でキ
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ーボードにより文字、記号、数字等を入力するように構成されている。
【００２０】
（１．２）広告主サーバ１０１の構成
　次に、広告主サーバ１０１の構成について説明する。
【００２１】
　広告主サーバ１０１は、広告主サイトコンテンツデータベース(ＤＢ)１０４と、広告主
サイト制御部１０５と、商取引処理部１０６とを備える。広告主サイトコンテンツデータ
ベース(ＤＢ)１０４は、広告主が運用する商用ウェブサイトのコンテンツデータ、及び、
商用ウェブサイト上で商取引される商品またはサービスのデータを格納する。具体的には
、広告主サイトコンテンツデータベース１０４には、商用ウェブサイト上で表示されるウ
ェブページを構成する文字、記号、数字、画像又は動画等のコンテンツデータが格納され
る。
【００２２】
　広告主サイト制御部１０５は、広告主サイトコンテンツデータベース１０４に格納され
たコンテンツデータをユーザが閲覧できるように制御する。具体的には、広告主サイト制
御部１０５は、通信端末１００から送信されたＵＲＬに基づき、広告主サイトコンテンツ
データベース１０４に格納されたコンテンツデータ等を通信端末１００に送信する。商取
引処理部１０６は、ユーザが商用ウェブサイト上で商品等購入をする場合に商取引を制御
する。
【００２３】
　商取引処理部１０６は、商品等購入ウェブページにおいて、ユーザの通信端末１００か
ら送信されたユーザの情報(氏名、住所、連絡先、クレジット番号、ＳＮＳサイトにおい
て用いられるユーザ識別子（後述）等)を取得し、商品販売、ソフトウェアライセンス、
サービス提供(月間会員登録)等の商取引処理を行うように構成されている。商品等は無償
であってもよく、無償の場合にはクレジット番号を取得する必要はない。好ましくは、こ
れら商取引はＳＳＬやＴＳＬ等のセキュアな通信プロトコルにより行われる。完了した商
取引処理が所定の報酬対象処理に該当する場合、商取引処理部１０６は、広告主サーバ１
０１の送信部（不図示）を介して、ＳＮＳサーバ１０２に成果通知を送信する。報酬対象
処理は、実行された場合にＳＮＳサイトにおいて利用可能なポイント（後述）を付与する
と定められている処理である。成果通知は、所定のユーザにより報酬対象処理が実行され
たことを示す。例えば、広告主サーバ１０１は、ＳＮＳサイトに広告を掲載している商品
の識別子と、当該商品に係る商取引処理を示す情報と、当該商取引処理に係る商品の広告
に付与された広告識別子とを関連付けて記憶するテーブルを保持しておく。商取引処理部
１０６は、完了した商取引処理が当該テーブルに格納されている場合には、完了した商取
引処理に対応する広告識別子と、ＳＮＳサイトにおいて用いられるユーザ識別子と、商取
引処理の実行時刻とを含む成果通知を、ＳＮＳサーバ１０２に送信する。
【００２４】
（１．３）ＳＮＳサーバ１０２の構成
　ＳＮＳサーバ１０２は、ＳＮＳサイトコンテンツデータベース１０７と、ＳＮＳサイト
制御部１０８と、ユーザ情報制御部１０９と、ユーザ管理データベース１１０と、ユーザ
識別子取得部１１１と、成果報酬制御部１１２と、計時部１１３と、コメント管理データ
ベース１１４と、報酬対象処理管理データベース１１５と、成果報酬管理データベース１
１６と、広告管理データベース１１７とを備える。
【００２５】
　ＳＮＳサイトコンテンツデータベース１０７は、ＳＮＳサイトのコンテンツデータを格
納する。例えば、ＳＮＳサイトコンテンツデータベース１０７に格納されるコンテンツデ
ータは、ＳＮＳサイトに含まれるウェブページを構成する文字、記号、数字、画像及び動
画等のデータである。
【００２６】
　ＳＮＳサイト制御部１０８は、ユーザがＳＮＳサイトを閲覧及びコメントの投稿、表示
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ができるようにＳＮＳサイトコンテンツデータベース１０７及び後述する各データベース
を制御する。
【００２７】
　ユーザ情報制御部１０９は、通信端末１００毎に割り当てられるユーザ識別子を発行及
びユーザ識別子同士を関連付ける。ユーザ管理データベース１１０は、ユーザ情報制御部
１０９により発行されたユーザ識別子及び関連付けられたユーザ識別子を格納する。
【００２８】
　ユーザ情報制御部１０９は、ＳＮＳサイトを閲覧するユーザに、ユーザの所望によりユ
ーザ識別子を割り当てるように構成される。このようにしてユーザ識別子を割り当てられ
たユーザを以下“会員ユーザ”という。ユーザ識別子は会員ユーザ毎に異なり、会員ユー
ザを特定するための文字、記号、数字等から構成され、例えば“ＵＩＤ００１”等である
。ユーザ識別子は、ユーザが所望の識別子を選択できるように構成してもよく、またユー
ザ名をユーザ識別子として用いてもよい。
【００２９】
　ユーザ情報制御部１０９は、通信端末１００からの要求により、好ましくは、通信端末
１００に、新規ユーザ登録フォームを送信する。新規ユーザ登録フォームは、ユーザが新
規に登録を希望するユーザ情報（ユーザ名、氏名、メールアドレス等）及びパスワードを
入力できるように構成されている。ユーザ情報制御部１０９は、通信端末１００から送信
されたユーザ情報及びパスワードを受信すると、受信したユーザ情報に含まれるメールア
ドレスと同一のメールアドレスが既に登録されていないかどうかをユーザ管理データベー
ス１１０に基づき照合する。照合の結果、同一のメールアドレスが登録されていない場合
、送信されたユーザ情報、パスワードをユーザ管理データベース１１０に格納する。ユー
ザ情報制御部１０９はユーザ管理データベース１１０に格納された順番で連続する番号で
ユーザ識別子を割り当てる。例えば一番初めにユーザ管理データベース１１０に格納され
るユーザに“ＵＩＤ００１”、次のユーザに“ＵＩＤ００２”というように各ユーザに異
なる識別子を割り当てる。なお、通信端末１００として複数のメールアドレスが使用な端
末が用いられる場合には、メールアドレスに加え、端末固有の識別子を合わせて確認する
ことによって通信端末１００とユーザ識別子とを１対１で割り当てることが可能である。
【００３０】
　また、ユーザ情報制御部１０９は、通信端末１００からの要求により、ユーザ毎に割り
当てられたユーザ識別子同士を関連付ける。ここで「ユーザ識別子同士を関連付ける」と
は、ある第１のユーザ識別子に関するユーザ情報として、第２のユーザ識別子をユーザ管
理データベース１１０に格納することを意味する。好ましくは、ユーザの通信端末１００
から関連ユーザの登録要求があると、ユーザ情報制御部１０９は、関連ユーザ登録フォー
ムを送信する。関連ユーザ登録フォームは、第１のユーザが関連ユーザとしての登録を希
望する第２のユーザのユーザ識別子（第２のユーザ識別子）を入力できるように構成され
ている。関連ユーザ登録フォームにより、第２のユーザ識別子を第１のユーザが入力し、
入力された第２のユーザ識別子がＳＮＳサーバ１０２宛に送信される。ユーザ情報制御部
１０９は、入力された第２のユーザ識別子を取得し、第１のユーザに関するユーザ情報と
して、第２のユーザ識別子を関連付ける。これにより、例えばある会員ユーザが友人を関
連ユーザとして登録することができる。なお、関連ユーザ登録フォームで入力できる情報
はユーザ識別子には限定されず、ユーザ名、メールアドレス、あるいはこれらの組み合わ
せでもよい。また、第１のユーザ識別子に関するユーザ情報として、第２のユーザ識別子
をユーザ管理データベース１１０に格納する際に、第２のユーザ識別子に関するユーザ情
報として第１のユーザ識別子を格納してもよい。
【００３１】
　なお関連ユーザの登録方法はこの方法に限られない。他の例としては、ＳＮＳサイトに
おいて登録されているユーザ及びそのユーザ情報を検索できるようにし、検索の結果から
当該ユーザのプロフィールが表示されたページにアクセスし、当該ページに設けられた関
連ユーザ申請ボタンをクリックすることにより、関連ユーザの登録要求ができるように構
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成してもよい。
【００３２】
　図２は、ユーザ情報制御部１０９がユーザ管理データベース１１０に格納したユーザ識
別子及び関連付けられたユーザ情報を示す。ユーザ管理データベース１１０には、好まし
くはユーザ管理テーブル２００の形式で各種情報が格納される。
【００３３】
　ユーザ管理テーブル２００の第１列目２０１には、ユーザ識別子、第２列目以降にはユ
ーザ情報が格納される。第２列目２０２にはユーザ名、第３列目２０３にはパスワードが
格納され、第４列目２０４には各ユーザの氏名が格納され、第５列目２０５には各ユーザ
のメールアドレスが格納され、第６列目２０６には関連付けられたユーザ識別子が格納さ
れる。第７列目２０７には各ユーザが保有するポイントが格納される。図２に示すユーザ
管理テーブル２００では、例えばユーザ識別子“ＵＩＤ００１”に関連付けて、ユーザ名
、パスワード、氏名、メールアドレス、関連ユーザ識別子、ポイントとしてそれぞれ、“
たくや”、“１２ｂｃｄｅａａ”、“田中拓哉”、“abcd@xxx.ne.jp”、“ＵＩＤ００２
、ＵＩＤ００３、ＵＩＤ００５”及び“４３０ポイント”が格納されている。なお、ユー
ザ管理テーブル２００に格納される情報はこれらに限られず、例えば、出身地、年齢、住
所等の情報が格納されていてもよい。
【００３４】
　ここで「ポイント」とは、商品、サービスや現金と引き換えることのできる特典や、商
品やサービスの購入時に割引を受けることのできる特典をいう。ポイントは、ユーザがＳ
ＮＳサイトにおいて会員ユーザとして登録した場合や、ＳＮＳサイトで商品を購入、サー
ビスを利用した場合等の所定の処理をした場合に、成果報酬制御部１１２により付与され
る。ポイントにより交換可能な商品は、例えば音楽データ、画像データ、ゲームソフト等
である。
【００３５】
　ユーザ識別子取得部１１１は、ユーザが通信端末１００を用いてＳＮＳサイトを閲覧す
る際に、当該ユーザに割り当てられたユーザ識別子を取得する。例えば、ユーザ識別子取
得部１１１は、通信端末１００を通じてＳＮＳサイトに設けられたログインフォームに所
定の情報（ユーザ識別子、ユーザ名、又はメールアドレス等及びパスワードを入力させ、
ＳＮＳサーバ１０２に送信させることにより、当該ユーザのユーザ識別子を取得する。
【００３６】
　またユーザ識別子取得部１１１は、通信端末１００から取得したユーザ識別子及びパス
ワードと、ユーザ管理データベース１１０に格納されたユーザ識別子及びパスワードとを
照合し、一致すればＳＮＳサイト制御部１０８にユーザ識別子を送る。ＳＮＳサイト制御
部１０８は、当該ユーザ識別子に基づき、ユーザ固有のウェブページ（以下、「マイペー
ジ」と呼ぶ）のコンテンツデータを通信端末１００に送信する。これにより、通信端末１
００のディスプレイにはマイページが表示される。
【００３７】
　成果報酬制御部１１２は、ＳＮＳサイト内で利用可能なポイントをユーザ識別子毎に制
御する。成果報酬制御部１１２は、成果通知の受信に応じて、所定のポイントをユーザに
付与する。計時部１１３は、ＳＮＳサイト制御部１０９からの制御に基づき、各ユーザが
コメントした時刻を計時する。計時部１１３は、成果通知が受信された時刻等の時刻を計
時してもよい。
【００３８】
　コメント管理データベース１１４は、ユーザが投稿したコメントを格納する。報酬対象
処理管理データベース１１５は、ユーザが報酬対象処理をした場合に当該ユーザの情報を
格納する。成果報酬管理データベース１１６は、成果通知が受信された場合に成果報酬制
御部１１２が付与するポイントに関する情報を格納する。広告管理データベース１１７は
、ＳＮＳサイトにおいて宣伝広告される広告の各種情報を格納する。これらのデータベー
スに格納される情報については以下の動作とともに詳細に説明する。
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【００３９】
（１．４）広告提供システムの動作
　次に、本実施の形態１における広告提供システムについて、図３、図５、及び図８によ
りその動作を説明する。図３はコメント投稿に係る動作、図５はコメント表示に係る動作
、図８は報酬対象処理が実行された場合に実行される自動コメント投稿に係る動作をそれ
ぞれ図示している。なお当該動作に先立ち、ＳＮＳサーバ１０２のユーザ管理データベー
ス１１０には、あらかじめ新規ユーザ登録及び関連ユーザ登録により、図２に示すユーザ
管理テーブル２００がユーザ管理データベース１１０に格納されているものとして説明を
する。
【００４０】
（１．４．１）コメント投稿に係る動作
　まず、通信端末１００がユーザの入力操作によりＳＮＳサーバ１０２にコメントを送信
した場合の動作を図３に示す。はじめにステップＳ３０１において、通信端末１００は、
ユーザの入力操作に基づき、ＳＮＳサーバ１０２に対して、ユーザ識別子と、コメントの
内容を含むテキストデータ（以下「コメントテキストデータ」という。）とを送信する。
ＳＮＳサーバ１０２が当該データを受信すると、ＳＮＳサイト制御部１０８は、計時部１
１３を参照して、当該データを受信した時刻を投稿時刻として取得する（ステップＳ３０
２）。ここで、ユーザ識別子は“ＵＩＤ００１”、コメントテキストデータは“晴れた、
やった！”、コメントの投稿時刻は“３／２２　６：３０”であったとして説明をする。
続いてＳＮＳサイト制御部１０８は、コメントを投稿したユーザのユーザ名を取得する（
ステップＳ３０３）。具体的には、ＳＮＳサイト制御部１０８は、ユーザ管理データベー
ス１１０を参照し、ユーザ識別子に対応するユーザ名を取得する。ここではＳＮＳサイト
制御部１０８は“ＵＩＤ００１”にかかるユーザ名“たくや”を取得する。最後にステッ
プＳ３０４において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、コメント管理データベース１１４に
、ユーザ識別子と、ユーザ名と、コメントテキストデータと、投稿時刻とを含むコメント
データを格納し、コメント投稿に係る動作が終了する。
【００４１】
　図４は、ＳＮＳサイト制御部１０８がコメント管理データベース１１４に格納したコメ
ントの情報を示す。コメント管理データベース１１４には、好ましくはコメント管理テー
ブル４００の形式で各種情報が格納される。
【００４２】
　コメント管理テーブル１１４の第１列目４０１にはコメントを一意に特定するコメント
識別子、第２列目４０２にはユーザ識別子が格納される。第３列目４０３にはユーザ名が
格納され、第４列目４０４には各ユーザが投稿したコメントテキストデータが格納される
。第５列目４０５には当該コメントが投稿された投稿時刻が格納される。ここで、前述に
て送信されたコメントは、コメント識別子“ＣＩＤ００１２５”の行に格納されている。
【００４３】
（１．４．２）コメント表示に係る動作
　図５は、ＳＮＳサイト制御部１０８がマイページにコメントを表示するための動作を示
す。まず、ステップＳ５０１において、ＳＮＳサイトに設けられたトップページにおいて
、通信端末１００はユーザの入力に基づいてログイン要求をＳＮＳサーバ１０２に対し送
信する。以下、ログイン要求にユーザ識別子及びパスワードが含まれる場合について説明
するが、ログイン要求にはユーザ識別子の代わりにユーザ名が含まれていても良い。
【００４４】
　ＳＮＳサーバ１０２がログイン要求を受信すると、ユーザ識別子取得部１１１が、受信
したユーザ識別子とパスワードを、ユーザ管理データベース１１０に基づき照合する（ス
テップＳ５０２）。照合の結果、取得したユーザ識別子及びパスワードと、ユーザ管理デ
ータベース１１０に格納された所定のユーザ識別子及びパスワードとが一致した場合、ユ
ーザ識別子取得部１１１は当該ユーザ識別子をＳＮＳサイト制御部１０８に送る。ここで
、一致したユーザ識別子は“ＵＩＤ００１”（すなわちユーザ名は“たくや”）として説
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明する。
【００４５】
　続くステップＳ５０３において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、コメント管理データベ
ース１１４から、ユーザ識別子“ＵＩＤ００１”及び“ＵＩＤ００１”の関連ユーザのコ
メントに係るコメントデータ（ユーザ名、コメントテキストデータ、投稿時刻等。）を新
しいものから順に複数取得する。当該取得したコメントデータを含むコンテンツデータに
基づき、ＳＮＳサイト制御部１０８は当該ユーザ識別子ＵＩＤ００１に係るマイページを
構築し、ユーザ端末１００に送信し、コメント表示に係る動作が完了する（ステップＳ５
０４）。
【００４６】
　図６はＳＮＳサイト制御部１０８により制御されたコメントデータ及びその他のコンテ
ンツデータが、通信端末１００に送信され、ユーザ識別子“ＵＩＤ００１”の会員ユーザ
である“たくや”のマイページ６００として表示される表示例を示す。マイページ６００
の上部には“たくや”のアバター、写真又は画像を表示するアバター表示領域６０１と、
各種設定を変更するためのメニューアイコンを表示したメニュー領域６０２と、コメント
を入力及び送信するためのコメント入力フォーム６０３及び送信ボタン６０４とが設けら
れる。また、マイページ６００の略中央部には、ユーザ及び関連ユーザが投稿したコメン
トが表示されるコメント表示領域６０５が設けられる。さらにマイページ６００の下部に
は、広告主サーバの商品等の広告を表示する広告表示領域６０６とが備えられる。なお表
示される位置はこれに限られず、例えば広告表示領域６０６をマイページ６００中の上部
や左右に設けてもよい。
【００４７】
　メニュー領域６０２に表示された各メニューアイコンは、会員ユーザがクリックすると
、それぞれのメニューに対応したウェブページが表示されるように構成されている。例え
ばプロフィール編集アイコンがクリックされた場合には、ユーザが既に新規ユーザ登録フ
ォームにより送信しユーザ管理データベース１１０に格納されたユーザ情報の一部または
全部を変更することができる。他にも各種設定アイコン、過去のコメント履歴を表示する
ためのコメント履歴アイコン、関連ユーザをリスト表示するための関連ユーザリストアイ
コン、関連ユーザを登録するための関連ユーザ登録アイコンを図示している。表示される
メニューアイコンはこれに限られず、例えばパスワード変更アイコン、他の会員ユーザを
検索するための会員ユーザ検索アイコン等が表示されてもよい。
【００４８】
　コメント入力フォーム６０３及び送信ボタン６０４は、会員ユーザが通信端末１００を
用いてマイページにコメントを投稿できるように構成されている。コメントは、文字、記
号、画像等から構成され、会員ユーザが意見を述べる場合や、ある事柄を説明するための
表現手段である。コメント入力フォーム６０３にユーザがコメントを記入後、送信ボタン
６０４をクリックすると、当該コメントがＳＮＳサーバ１０２に送信され、図３に示す動
作により、コメント管理データベース１１４に当該コメントに係るデータが格納される。
【００４９】
　図６の広告表示領域６０６には、広告バナー、テキスト広告等が表示される。広告バナ
ー、テキスト広告等には、広告主サーバが提供する商用ウェブサイトに接続するためのリ
ンク情報、及び広告識別子が関連付けられている。リンク情報は好ましくは、広告主サー
バのアドレス（例えば、ＵＲＬ）により構成される。ここで、広告主サーバのＵＲＬは、
ｈｔｔｐ：／／ＵＲＬ００１／であるものとして説明する。なお、以下についてはリンク
情報が広告主サーバのＵＲＬである場合について説明するが、リンク情報は、商用ウェブ
サイト上で表示される特定のウェブページに接続するためのリンク情報をさらに含んでい
ても良い。例えば、リンク情報は、特定の商品を紹介するウェブページのアドレスなどを
含んでいても良い。
【００５０】
　図６のコメント表示領域６０５には、会員ユーザ“たくや”のコメント６０７及びコメ
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ント６０８が、“たくや”のアバター６０９及びアバター６１０と並べて表示される。コ
メントはこのように会員ユーザのアバターと組み合わせて表示され、どの会員ユーザのコ
メントであるか容易に判別できる。また会員ユーザ“たくや”のマイページには、たくや
の関連ユーザとして登録された“ナミ”のコメント６１１がナミのアバター６１２ととも
に表示される。これらのコメント６０７、６０８、６１１は、コメント管理データベース
１１４から取得されたコメントであり、それぞれ３／２２ ６:３０、３／２１ ２０:３０
、３／２１ １８:２０の時刻にされたコメントが、新しいものから順番に表示領域６０５
の上から下に並べられて表示される。なお図３では３つのコメントのみを表示しているが
、表示されるコメントの総数はこれに限られない。また古いものから順にコメントを表示
しないようし、最新のコメントから過去数件が表示されるように構成してもよい。
【００５１】
　図７は、“たくや”の関連ユーザとして登録された会員ユーザ“ナミ”のマイページ７
００を示す。図６と同様の部分についての説明は省略する。アバター表示領域７０１には
ユーザ“ナミ”のアバターが表示され、コメント表示領域７０５には、会員ユーザ“ナミ
”のコメントと、“ナミ”の関連ユーザである“たくや”のコメントとが表示される。各
会員ユーザのマイページにそれぞれ自己と関連ユーザのコメントが表示されるため、図６
及び図７に示すとおり会員ユーザ同士が意思疎通する手段として有用である。
【００５２】
　なお、図７では“たくや”の関連ユーザとして“ナミ”のみを例示しているが、その他
に“たくや”の関連ユーザとして登録されているユーザのコメント表示領域にも、同様に
“たくや”のコメントが表示される。
【００５３】
（１．４．３）自動コメント投稿に係る動作
　図８に、自動コメント投稿に係る広告提供システムの動作を示す。自動コメント投稿は
、通信端末１００によって報酬対象処理が実行された場合に実行される。まず、ステップ
Ｓ８０１において、ＳＮＳサイトに設けられたトップページにおいて、通信端末１００は
ユーザの入力に基づいてログイン要求をＳＮＳサーバ１０２に対し送信する。以下、ログ
イン要求にユーザ識別子及びパスワードが含まれる場合について説明するが、ログイン要
求にはユーザ識別子の代わりにユーザ名が含まれていても良い。
【００５４】
　ＳＮＳサーバ１０２がログイン要求を受信すると、ユーザ識別子取得部１１１は、受信
したユーザ識別子とパスワードを、ユーザ管理データベース１１０に基づき照合する（ス
テップＳ８０２）。照合の結果、取得したユーザ識別子及びパスワードと、ユーザ管理デ
ータベース１１０に格納された所定のユーザ識別子及びパスワードとが一致した場合、ユ
ーザ識別子取得部１１１は当該ユーザ識別子をＳＮＳサイト制御部１０８に送る。ここで
、一致したユーザ識別子は“ＵＩＤ００１”（すなわちユーザ名は“たくや”）として説
明する。ＳＮＳサイト制御部１０８は当該ユーザ識別子ＵＩＤ００１に係るマイページ６
００をユーザ端末１００に送信する（ステップＳ８０３）。
【００５５】
　次に、ステップＳ８０４において、通信端末１００は、会員ユーザ“たくや”がマイペ
ージ３００の広告領域３１７に表示された広告バナー等をクリックした場合に、広告主サ
ーバ１０１へ接続をする。ステップＳ８０５において、商取引処理部１０６は、通信端末
１００と通信し商取引処理をする。商取引処理が完了し、当該商取引処理が所定の報酬対
象処理に該当する場合、広告主サーバ１０１は、成果通知をＳＮＳサーバ１０２に送信す
る（ステップＳ８０６）。成果通知には、報酬対象処理に該当する商取引処理を実行した
通信端末１００のユーザのユーザ識別子と、商取引処理に係る商品の広告に割り当てられ
た広告識別子と、商取引処理の実行時刻とが含まれる。当該成果通知により、ＳＮＳサー
バ１０２は通信端末１００が報酬対象処理を実行したことを判断できる。
【００５６】
　成果通知を受信すると、ステップＳ８０７において、成果報酬制御部１１２は、当該成
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果通知に係る情報を報酬対象処理管理データベース１１５に格納する。図９に報酬対象処
理管理データベース１１５に格納される報酬対象処理管理テーブル９００を示す。報酬対
象処理管理テーブル９００の第１列目９０１には、ユーザ識別子、第２列目９０２には広
告識別子が格納される。第１列目９０１のユーザ識別子は、成果通知に含まれるユーザ識
別子、第２列目９０２の広告識別子は成果通知に含まれる広告識別子である。なお広告識
別子とは、商取引処理に係る商品の広告毎に割り当てられ、広告を一意に特定するための
識別子である。第３列目９０３には成果通知に含まれる、商取引の実行時刻が格納され、
第４列目９０４には、当該ユーザ識別子にかかるユーザにポイントが付与されたか否かの
状況が格納される。ここでは、ユーザ識別子が“ＵＩＤ００１”、広告識別子が“ＡＩＤ
００１”にかかる広告の成果通知があったものとする。また商取引処理の実行時刻は時刻
“３/２２ １０：００”であるものとして説明する。
【００５７】
　次にステップＳ８０８において、成果報酬制御部１１２は、報酬対象処理管理データベ
ース１１５を参照して、報酬付与状況が未付与のユーザ識別子及び広告識別子の組合せを
取得する。ここでは、報酬付与状況が未付与の組合せとして、ユーザ識別子“ＵＩＤ００
１”、広告識別子“ＡＩＤ００１”を取得する。
【００５８】
　続くステップＳ８０９において、成果報酬制御部１１２は、成果報酬管理データベース
１１６を参照し、報酬付与状況が未付与であった広告識別子“ＡＩＤ００１”に係るポイ
ントを取得する。図１０に成果報酬管理データベース１１６に格納される成果報酬管理テ
ーブル１０００を示す。成果報酬管理テーブル１０００の第１列目１００１には、広告識
別子、第２列目１００２にはポイントが格納される。ここでは、成果報酬制御部１１２は
、広告識別子“ＡＩＤ００１”にかかるポイントとして５００ポイントを取得する。
【００５９】
　続いてステップＳ８１０において成果報酬制御部１１２は、ユーザに対してポイントを
付与する。具体的には、成果報酬制御部１１２は、ステップＳ８０９において取得したポ
イントを、ステップＳ８０８において取得したユーザ識別子“ＵＩＤ００１”の保有ポイ
ントに加算する。すなわち、ユーザ管理データベース１１０に格納されているユーザ識別
子“ＵＩＤ００１”のポイントに５００ポイントを付与する。これにより、ユーザ“たく
や”の保有するポイントは９３０ポイントとなる。
【００６０】
　続いてＳＮＳサイト制御部１０８は、広告管理データベース１１７を参照し、広告識別
子“ＡＩＤ００１”に係る情報を取得する（ステップＳ８１１）。図１１に広告管理デー
タベース１１７に格納される広告管理テーブル１１００を示す。広告管理テーブル１１０
０は、広告識別子と、広告主サーバが提供する商用ウェブサイトに接続するためのリンク
情報と、所定の文字列で構成されるコメントテキストデータとを関連付けて格納する。実
施の形態１においては、広告管理テーブル１１００の第１列目１１０１には広告識別子が
格納され、第２列目１１０２には、リンク情報として広告主サイトのＵＲＬが格納される
。第３列目１１０３にはコメントテキストデータが格納される。コメントテキストデータ
は、少なくとも、広告主サーバが提供する商用ウェブサイトに接続するためのリンク情報
を含む。コメントテキストデータは、関連付けられた広告識別子に対応するポイントをさ
らに含んでいてもよい。すなわちステップＳ８１１では、ＳＮＳサイト制御部１０８は、
少なくとも、ステップＳ８０８において取得した広告識別子に対応するコメントテキスト
データを取得し、ステップＳ８１３に進む。なお、広告管理データベース１１７に格納さ
れる情報はこれに限られず、広告主名称、広告対象商品、広告有効期間等が含まれていて
もよく、ＳＮＳサイト制御部１０８は、コメントテキストデータに加えてこれらの情報を
取得してもよい。
【００６１】
　ここでＳＮＳサイト制御部１０８は、広告管理データベース１１７に、ステップＳ８０
８において取得した広告識別子が存在しない場合には処理を終了する（ステップＳ８１２
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）。ここでは広告識別子“ＡＩＤ００１”が広告管理データベース１１７に格納されてい
るため、ステップＳ８１３に進む。
【００６２】
　続くステップＳ８１３において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、ユーザ管理データベー
ス１１０を参照し、ステップＳ８０８において取得したユーザ識別子に対応するユーザ名
を取得するとともに、計時部１１３を参照して現在時刻“３/２２ １０：１０”を投稿時
刻として取得する。そして、ステップＳ８１４において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、
自動コメントデータをコメント管理データベース１１４に格納する。自動コメントデータ
は、ステップＳ８０８において取得したユーザ識別子と、ステップＳ８１３において取得
したユーザ名及び投稿時刻と、ステップＳ８１１において取得したコメントテキストデー
タとを含む。図１２に、ＳＮＳサイト制御部１０８によりコメントが格納されたコメント
管理テーブル１２００を示す。図１２に示すように、ユーザ識別子“ＵＩＤ００１”にか
かるコメントとして、「たくや：キャンペーン中で５００ポイントもらったよ！一緒にポ
イントゲットしよう♪ ｈｔｔｐ：／／ＵＲＬ００１／」がコメント管理データベース１
１４に格納される。このようにして格納されたコメントは、ＳＮＳサイト制御部１０８に
よって、広告主サーバ１０１からの成果通知の受信を契機として実行されるため、各ユー
ザがマイページに設けられたコメント入力フォーム６０３への入力及び送信ボタン６０４
の押下による、コメントの手動投稿を実行する必要がない。よって、ユーザからは、当該
コメントが自動的にユーザ識別子“ＵＩＤ００１”のマイページ及び関連ユーザのマイペ
ージのコメント表示領域に投稿・表示されたように見える。
【００６３】
　このようにして作成されるコメントがマイページ上で表示される例を図１３及び図１４
に示す。図１３は“たくや”のマイページ１３００を示す。マイページ１３００のコメン
ト表示領域１３０５には、コメント管理データベース１１４に格納されたコメント１３０
７がたくやのアバター１３０８とともに表示される。作成されたコメントは、コメント１
３０９よりも新しいコメントであるため、コメント１３０９よりもコメント表示領域１３
１０において上部に表示される。
【００６４】
　図１４はたくやの関連ユーザである“ナミ”のマイページ１４００を示す。マイページ
１４００のコメント表示領域１４０５には、作成されたコメント１４０７がたくやのアバ
ター１４０８とともに表示される。作成されたコメントは、コメント１４０９よりも新し
いコメントであるため、コメント１４０９よりもコメント表示領域１４０５において上部
に表示される。“ナミ”はこのコメントを閲覧した場合に、“たくや”が接続した広告主
サーバ１０１のリンク情報、及び５００ポイントを取得した事実を知ることができる。ま
たマイページの略中央部のコメント表示領域６０５に表示されるため、広告主サーバ１０
１へのリンク情報を見逃すことがない。
【００６５】
（１．５）実施の形態１に係る広告提供システムの効果
　このように実施の形態１に係る広告提供システムによれば、ＳＮＳの会員ユーザが広告
主サーバが提供する商用ウェブサイトにおいて報酬対象処理に該当する商取引処理を実行
した場合、当該ユーザの関連ユーザとして登録されているユーザのマイページに広告主サ
ーバへのリンク情報を含むコメントが、ユーザによる手動投稿なしに作成されて表示され
る。そのため、会員ユーザが自ら宣伝文句等を記入する必要なく、顧客吸引力のある広告
を容易に提供することができる。
【００６６】
　より具体的には、広告主サーバ１０１からの成果通知の受信を契機としてＳＮＳサイト
制御部１０８がコメント管理データベース１１４に格納するコメントテキストデータには
、広告主サーバが提供する商用ウェブサイトに接続するためのリンク情報が含まれている
。例えば、コメント中の“ｈｔｔｐ：／／ＵＲＬ００１／”は、広告主サーバ１０１に接
続するためのリンク情報であり、通信端末１００によりユーザがクリック可能である。従
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って、当該コメントをマイページで閲覧した関連ユーザが商用ウェブサイトに接続するた
めのリンク情報を容易に取得することができるため、当該コメントは広告の役割を果たす
。
【００６７】
　また、当該コメントに、報酬対象処理となる商取引処理の実行によって会員ユーザが獲
得可能なポイントに係る情報（例えば、“５００ポイント”等のポイント数を示す情報）
がさらに含まれていることにより、会員ユーザにとって当該リンク情報を利用して広告主
サイトに訪れ商取引処理をするインセンティブを働かせることができる。そのため、当該
コメントの広告としての顧客吸引力をより向上させることができる。さらに、当該コメン
トは関連ユーザである“たくや”のコメントとして表示されることから、関連ユーザが広
告主サイトを利用していることを認知することができ、広告主サイトにおいて商取引処理
をすることに対する関連ユーザの心理的な障壁を低減することができる。よって、当該コ
メントの広告効果として、口コミと同様の宣伝広告効果を高めることができる。
【００６８】
　なお関連ユーザである“ナミ”がマイページ１４００にて表示された自動コメント１４
０７のリンク情報をクリックした場合、“ナミ”の通信端末１００が広告主サーバ１０１
へ接続され（ステップＳ８０４）、その後のステップＳ８０５～Ｓ８１３が同様に実行さ
れることになる。この際、図１４で“ナミ”の通信端末１００の広告主サーバ１０１への
接続の契機となった自動コメントに対応する会員ユーザである“たくや”に対し、成果報
酬制御部１１２が所定の報酬を付与するように構成してもよい。このように関連ユーザの
広告主サーバ１０１への接続した場合に自動コメントに対応する会員ユーザに報酬を付与
することで、会員ユーザが広告主サーバへ接続するインセンティブをより向上させること
ができるため、より効果的に広告提供をすることができる。
【００６９】
（１．６）変形例
　なお、自動コメント投稿の契機として、広告主サーバ１０１からの成果通知の受信を利
用する方法を説明したが、これに限定されない。例えば、上述した実施の形態１では、商
用ウェブサイトにおける商取引処理を報酬対象処理とする場合について説明したが、報酬
対象処理は、単に広告主サーバ１０１への接続を実行することとしてもよい。この場合、
次のような構成としてもよい。まず、広告バナー等のクリックによって端末装置１００が
広告主サーバ１０１へ接続した時（ステップＳ８０４）に、成果報酬制御部１１２が、広
告バナーに関連付けられている広告識別子を取得する。そして、成果報酬制御部１１２は
、報酬対象処理管理データベース１１５に格納してもよい。
　また、自動コメント投稿の契機として、広告主サーバ１０１以外の広告仲介業者のサー
バ（ＡＳＰサーバ）から受信する成果通知を利用してもよい。なお、ＡＳＰサーバを仲介
する場合には、広告バナーがクリックされると通信端末１００は一旦ＡＳＰサーバに接続
され、ＡＳＰサーバにおいてセッションＩＤが付与される。セッションＩＤはトラッキン
グのために用いられる。その後、通信端末１００は広告主サーバ１０１に接続（リダイレ
クト）される。広告主サーバ１０１からの成果通知は、セッションＩＤとともにＡＳＰサ
ーバに送信される。ＡＳＰサーバが当該成果通知及びセッションＩＤを受信すると、セッ
ションＩＤからユーザを特定し、特定したユーザにポイントが付与されることになる。
【００７０】
　なお、コメント表示領域１３０５、１４０５等で表示されるコメントはアバターととも
に表示される例を示したがこれに限られず、コメントのみが表示されるようにしてもよい
。
【００７１】
　なお、コメント中、“たくや”は、当該コメントを投稿したユーザのユーザ識別子に係
るユーザ情報のひとつであり、他の例としては、ユーザの氏名等でもよい。またコメント
中の“５００ポイント”は、広告主サーバに接続要求をした場合に付与されるポイント数
を表し、他の値でもよい。
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【００７２】
　なお、上記ではポイント付与するものとして説明したが、これに限られず、商品、サー
ビスや現金自体を付与することをユーザ管理データベース１００に記憶してもよい。ある
いは、ＳＮＳサイトにおいてはアバターを装飾する画像データ等も交換価値があり、この
ような画像データを付与することをユーザ管理データベース１００に記憶してもよい。
【００７３】
　なお、ステップＳ８０４における広告主サーバへの接続は、ユーザ“たくや”のマイペ
ージ上の広告バナーがクリックされたことにより実行されたが、これに限られず、ＳＮＳ
サイト上のいずれかのページに設置された広告バナーがクリックされたことにより広告主
サーバへの接続が実行されるように構成してもよい。
　また、コメントテキストデータに予めリンク情報が含まれている場合について説明した
が、これには限られない。例えば、次のような構成としてもよい。まず、広告管理テーブ
ル１１００には、リンク情報が含まれていないコメントテキストデータを格納しておく。
ＳＮＳサイト制御部１０８は、当該コメントテキストデータと、リンク情報との双方を広
告管理テーブル１１００から取得し、取得したコメントテキストデータにリンク情報を加
える修正を行う。そして、ＳＮＳサイト制御部１０８は、修正したコメントテキストデー
タをコメント管理データベース１１４に格納する。
【００７４】
（２）実施の形態２
（２．１）ＳＮＳサーバ１５０２の構成
　以下、本発明の実施の形態２について説明する。図１５は本発明の実施の形態２の構成
を示すブロック図である。以下、実施の形態１と同一の構成については同一の符号を付し
、説明は省略する。実施の形態２に係る広告提供システムは、ＳＮＳサーバ１５０２が参
加ユーザ管理データベース１５０１を備える。また、実施の形態２では、広告バナー、テ
キスト広告等には、広告主サーバが提供する商用ウェブサイトに接続するためのリンク情
報ではなく、後述する中間ページに接続するためのリンク情報が関連付けられており、自
動コメント投稿を実行するか否かをユーザに決定させる。また、実施の形態２では、通常
ポイント及び追加ポイントの２種類を用意しており、所定条件が達成された場合に、ユー
ザに対して追加ポイントがさらに付与される。また、実施の形態２では、コメントテキス
トデータを２種類用意しており、所定条件の達成前と達成後とで、自動コメント投稿に用
いられる文面を異ならせる。
【００７５】
　参加ユーザ管理データベース１５０１は、成果通知に含まれるユーザ識別子を格納し、
ユーザ識別子毎に、所定の広告識別子についての自動コメント投稿を実行するか否かを管
理するために用いられる。
【００７６】
　図１６に、実施の形態２に係る成果報酬管理データベース８０１に格納される成果報酬
管理テーブル１６００を示す。成果報酬管理テーブル１６００の第１列目１６０１には広
告識別子が格納され、第２列目１６０２には通常ポイント、第３列目１６０３には追加ポ
イントが夫々格納される。実施の形態２にかかるポイントは、報酬対象処理に該当する商
取引処理を実行した通信端末１００のユーザ数（以下、「参加ユーザ数」という。）に応
じて変更され、具体的には広告主サイトで会員登録等の報酬対象処理に参加した参加ユー
ザ数が一定数以上となった場合に、参加ユーザのそれぞれに対して、通常ポイントに加え
て追加ポイントが付与される。当該成果報酬管理テーブル１６００はシステム動作時にあ
らかじめ格納されている。
【００７７】
　図１７に、実施の形態２に係る広告管理データベース１１７に格納される広告管理テー
ブル１７００を示す。広告管理テーブル１７００は、広告識別子と、広告主サーバが提供
する商用ウェブサイトに接続するためのリンク情報と、開始時期及び終了時期と、規定参
加ユーザ数及び参加済ユーザ数と、所定の文字列で構成される達成前コメントテキストデ
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ータ及び達成後コメントテキストデータとを関連付けて格納する。実施の形態２において
は、広告管理テーブル１７００の第１列目１７０１には広告識別子が格納され、第２列目
１７０２には、リンク情報として広告主サイトのＵＲＬが格納される。第３列目１７０３
には開始時期が格納され、第４列目１７０４には、終了時期が格納される。開始時期およ
び終了時期により指定される期間は、通常ポイント及び追加ポイントを付与する時期的条
件である。第５列目１７０５には追加ポイントを付与する条件となる規定の参加ユーザ数
（以下「規定参加ユーザ数」という。）が格納され、第６列目１７０６には、現時点にお
ける参加ユーザ数を示す参加済ユーザ数が格納される。第７列目１７０７には、達成前コ
メントテキストデータが格納され、第８列目１７０８には、達成後コメントテキストデー
タが格納される。達成前コメントテキストデータは、追加ポイントを付与する条件が満た
される前（達成前）に自動コメント投稿に用いられ、達成後コメントテキストデータは、
追加ポイントを付与する条件が満たされた後（達成後）に自動コメント投稿に用いられる
。
【００７８】
　図１８に、参加ユーザ管理データベース１５０１に格納される参加ユーザ管理テーブル
１８００を示す。参加ユーザ管理テーブル１８００の第１列目１８０１には広告識別子が
格納され、第２列目１８０２には成果通知に含まれるユーザ識別子が格納される。第３列
目１８０３には、ＳＮＳサイト制御部１０８による自動コメント投稿を実行するか否かの
諾否を示す情報が格納される。テーブル中、“承諾”は自動コメント投稿を承諾すること
を意味し、“拒否”は自動コメント投稿を拒否することを意味する。第４列目１８０４に
は追加ポイントの付与状況が格納される。
【００７９】
（２．２）広告提供システムの動作
　次に、実施の形態２における広告提供システムについて、図１９及び図２１によりその
動作を説明する。
【００８０】
（２．２．１）通常ポイントの付与及び自動コメント投稿に係る広告提供システムの動作
　実施の形態２における広告提供システムのポイントの付与にかかる動作を図１９に示す
。なお図１９において実施の形態１と同一の動作である部分は同一の符号を付し、説明を
省略する。
【００８１】
　ステップＳ１９０４において、通信端末１００は、会員ユーザによる広告バナー等のク
リックにより、中間ページへの接続要求を送信する。この際、広告バナーに係る広告識別
子も送信される。接続要求を受信すると、ＳＮＳサーバ１５０２は、会員ユーザに自動コ
メント投稿を実行するか否かの問合せのために、通信端末１００に対し中間ページデータ
を送信する（ステップＳ１９０５）。中間ページは、広告バナー、テキスト広告等が表示
されたＳＮＳサイト内の所定ウェブページと、広告主サーバ１０１が提供する商用ウェブ
サイトの所定ウェブページとの中間に表示されるため、中間ページと命名している。
【００８２】
　ステップＳ１９０６において、通信端末１００のディスプレイに中間ページが表示され
る。表示される中間ページの表示例を図２０に示す。中間ページ２０００には少なくとも
、チェックボックス領域２００１と、広告主サーバ１０１への移動ボタン２００２とが設
けられている。移動ボタン２００２には、広告主サーバ１０１へのリンク情報が関連付け
られており、クリックにより通信端末１００を広告主サーバ１０１へ接続させる。チェッ
クボックス領域２００１には、自動コメント投稿を承諾するか否かのチェックボックスが
設けられる。また広告識別子に基づき、当該広告に係るポイント付与の条件も表示する。
“承諾する”のチェックボックスがクリックされチェック記号が入力されることで自動コ
メント投稿を承諾する意思表示となり、“承諾しない”のチェックボックスがクリックさ
れチェック記号が入力されることで、自動コメント投稿を拒否する意思表示となる。図２
０に示す中間ページ２０００では、自動コメント投稿を“承諾する”のチェックボックス
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がクリックされ、選択状態になっていることを示している。なお、中間ページには、“承
諾する”のチェックボックスのみを設けておいてもよい。
【００８３】
　その後ステップＳ１９０７において、通信端末１００は、会員ユーザが通信端末１００
を用いて移動ボタン２００２をクリックすると、ＳＮＳサーバ１５０２に、広告識別子、
ユーザ識別子、及び自動コメント投稿の諾否の情報を送信する。次にステップＳ１９０８
において、成果報酬制御部１１２は、参加ユーザ管理データベース１５０１に、広告識別
子、ユーザ識別子、自動コメント投稿諾否、及び追加ポイント付与状況を格納する。ここ
では広告識別子、ユーザ識別子、コメント投稿諾否としてそれぞれ、“ＡＩＤ００１”、
“ＵＩＤ００１”、“承諾”が格納される。また追加ポイントは現時点では付与されてい
ないため“未付与”が格納される。なお、仮にステップＳ１９０７においてコメント投稿
諾否を“承諾しない”とした場合には、コメント投稿諾否の列には“拒否”が格納される
ことになる。続いて、通信端末１００は、広告主サーバ１０１に接続される（ステップＳ
１９０９）。広告主サーバ１０１に接続された後、ステップＳ１９１０にて商取引処理が
され、ステップＳ１９１１にて成果通知が広告主サーバから直接または図示しないＡＳＰ
サーバを介してＳＮＳサーバ１５０２に送信される。
【００８４】
　成果通知を受信するとステップＳ１９１２において、成果報酬制御部１１２は、当該成
果通知に係る情報を報酬対象処理管理データベース１１５に格納する。以下、当該成果通
知には商取引処理の実行時刻として時刻“ｔ１”が含まれているものとして説明する。
【００８５】
　次にステップＳ１９１３において、成果報酬制御部１１２は、報酬対象処理管理データ
ベース１１５を参照して、報酬付与状況が未付与のユーザ識別子及び広告識別子の組合せ
を取得する。ここでは、報酬付与状況が未付与の組合せとして、ユーザ識別子“ＵＩＤ０
０１”、広告識別子“ＡＩＤ００１”を取得する。
【００８６】
　続くステップＳ１９１４において、成果報酬制御部１１２は、成果報酬管理データベー
ス１１６を参照し、報酬付与状況が未付与であった広告識別子“ＡＩＤ００１”の通常ポ
イントを取得する。ここでは、成果報酬制御部１１２は、広告識別子“ＡＩＤ００１”に
かかるポイントとして５００ポイントを取得する。
【００８７】
　続いてステップＳ１９１５において成果報酬制御部１１２は、ユーザに対してポイント
を付与する。具体的には、成果報酬制御部１１２は、ステップＳ１９１４において取得し
たポイントを、成果通知のあったユーザ識別子“ＵＩＤ００１”の保有ポイントに加算す
る。すなわち、ユーザ管理データベース１１０に格納されているユーザ識別子“ＵＩＤ０
０１”のポイントに５００ポイントを付与する。これにより、ユーザ“たくや”の保有す
るポイントは９３０ポイントとなる。
【００８８】
　続いてＳＮＳサイト制御部１０８は、広告管理データベース１１７を参照し、広告識別
子“ＡＩＤ００１”に係る情報を取得する（ステップＳ１９１６）。ここでは、ＳＮＳサ
イト制御部１０８は、ステップＳ１９１３において取得した広告識別子に対応する開始時
期及び終了時期を取得し、ステップＳ１９１８へ進む。
【００８９】
　ここでＳＮＳサイト制御部１０８は、広告管理データベース１１７に、ステップＳ１９
１３において取得した広告識別子が存在しない場合には処理が終了する（ステップＳ１９
１６）。ここでは広告識別子“ＡＩＤ００１”が広告管理データベース１１７に格納され
ているため、ステップＳ１９１７に進む。
【００９０】
　続くステップＳ１９１８において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、報酬対象処理管理デ
ータベース１１５を参照し、商取引処理の実行時刻を取得する。ここでは時刻“ｔ１”を
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取得する。続いてＳＮＳサイト制御部１０８は、取得した実行時刻“ｔ１”と、ステップ
Ｓ１９１５にて取得した広告識別子“ＡＩＤ００１”に係る情報のうち、開始時期と終了
時期とを比較する（ステップＳ１９１９）。“ｔ１”が開始時期と終了時期との間であれ
ばステップＳ１９２０に進み、開始時期より前または終了時期よりも後であれば処理が終
了する。ここでは“ｔ１”が開始時期と終了時期との間であるとして説明する。
【００９１】
　次にステップＳ１９２０において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、広告管理データベー
ス１１５の情報を更新し、またコメントテキストデータの取得をする。具体的にはＳＮＳ
サイト制御部１０８は、広告管理データベース１１５の広告管理テーブル１７００におけ
る参加済ユーザ数に１を加算しテーブルを更新する。すなわち、ここでは広告識別子“Ａ
ＩＤ００１”の参加済ユーザ数４２３を、４２４にして更新する。さらにＳＮＳサイト制
御部１０８は、更新した参加済ユーザ数と規定参加ユーザ数とを比較する。比較の結果、
参加済ユーザ数が規定参加ユーザ数未満であれば第７列目１７０７の達成前コメントテキ
ストデータを取得する。この際達成前コメントテキストデータ中の“（規定参加ユーザ数
-参加済ユーザ数)”の部分は、規定参加ユーザ数から参加済ユーザ数を減算した数値に置
換されて取得する。参加済ユーザ数が規定参加ユーザ数以上であれば、ＳＮＳサイト制御
部１０８は、第８列目１７０８の達成後コメントテキストデータを取得する。ここでは、
参加済ユーザ数が４２４人であり基底登録ユーザ数５００人に満たないため、第７列目１
７０７のコメントテキストデータである、“キャンペーンで５００ポイントもらった！あ
と７６人の登録でさらにポイントをおまけ！キャンペーン期間は５／１０ ２２：００ま
で！いっしょにポイントゲットしよう♪　ｈｔｔｐ：／／ＵＲＬ００１／”を取得するこ
とになる。
【００９２】
　次にステップＳ１９２１において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、ステップＳ１９０８
において参加ユーザ管理データベース１５０１に格納された自動コメント投稿諾否情報に
基づき、自動コメント投稿が承諾されている場合にはＳ１９２２に進む。一方拒否されて
いる場合には処理が完了する。次にステップＳ１９２２において、ＳＮＳサイト制御部１
０８は、ユーザ管理データベース１１０を参照し、ユーザ識別子に対応するユーザ名を取
得するとともに、計時部１１３を参照し現在の時刻を投稿時刻として取得する。最後に、
ステップＳ１９２３において、ＳＮＳサイト制御部１０８は、ユーザ識別子と、ユーザ名
と、投稿時刻と、ステップＳ１９１９で取得したコメントテキストデータとを含む自動コ
メントデータをコメント管理データベース１１４に格納する。当該コメントテキストデー
タを含む自動コメントデータをコメント管理データベースに格納することにより、ユーザ
“たくや”及びその関連ユーザのマイページに、“キャンペーンで５００ポイントもらっ
た！あと７６人の登録でさらに３００ポイントをおまけ！キャンペーン期間は５／１０ 
２２：００まで！いっしょにポイントゲットしよう♪　ｈｔｔｐ：／／ＵＲＬ００１／”
が表示されることになる。
【００９３】
（２．２．２）追加ポイントの付与に係る動作
　続いて実施の形態２にかかる広告提供システムにおける、追加ポイントの付与に係る動
作を図２１に示す。当該動作は全ての広告識別子について実行される。以下では広告識別
子“ＡＩＤ００１”についての動作を例示するが、他の広告識別子についても同様に実行
される。また当該動作はＳＮＳサーバ１５０２において定期的に繰り返し実行される。
【００９４】
　はじめにステップＳ２１０１において、成果報酬制御部１１２は、広告管理データベー
ス１１７に格納されている広告識別子“ＡＩＤ００１”について情報を取得する。具体的
には、続いてステップＳ２１０２において、成果報酬制御部１１２は、取得した当該情報
に基づき、各広告識別子にかかる広告の参加済ユーザ数と規定参加ユーザ数とを比較し、
参加済ユーザ数が規定参加ユーザ数以上であるか否かを判定する。比較の結果、参加済ユ
ーザ数が規定参加ユーザ数以上の場合、ステップＳ２１０３に進む。参加済ユーザ数が規
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定参加ユーザ数未満の場合、ステップＳ２１０１に戻り、他の広告識別子について同様の
処理を実行する。
【００９５】
　次にＳ２１０３において、成果報酬制御部１１２は、参加ユーザ管理データベース１５
０１を参照し、広告識別子“ＡＩＤ００１”に関して、追加ポイントの付与状況を取得す
る。続くステップＳ２１０４において、成果報酬制御部１１２は、追加ポイントが未付与
のユーザが存在するかを判定し、存在する場合はステップＳ２１０５に進む。一方、追加
ポイントが未付与のユーザが存在しない場合は、ステップＳ２１０１に戻り、他の広告識
別子について同様の処理を実行する。参加ユーザ管理データベース１５０１の参加ユーザ
管理テーブル１８００に基づくと、ＡＩＤ００１に関し、“ＵＩＤ００１”と、“ＵＩＤ
００２”のユーザについて追加ポイントが未付与であるため、ステップＳ２１０５に進む
。
【００９６】
　続くステップＳ２１０５において、成果報酬制御部１１２は、成果報酬管理データベー
ス１１６を参照し、報酬付与状況が未付与であった広告識別子“ＡＩＤ００１”の追加ポ
イントを取得する。成果報酬制御部１１２は、広告識別子“ＡＩＤ００１”にかかる追加
ポイントとして、成果報酬管理テーブル１６００の第３列目１６０３に基づき、３００ポ
イントを取得する。
【００９７】
　続いてステップＳ２１０６において成果報酬制御部１１２は、ユーザに対して追加ポイ
ントを付与する。具体的には、成果報酬制御部１１２は、ステップＳ２１０５において取
得した追加ポイントを、成果通知のあったユーザ識別子“ＵＩＤ００１”及び“ＵＩＤ０
０２”の保有ポイントに加算する。すなわち、ユーザ管理データベース１１０に格納され
ているユーザ識別子“ＵＩＤ００１”及び“ＵＩＤ００２”のポイントに追加ポイントと
して３００ポイントをそれぞれ付与する。
【００９８】
　次にステップＳ２１０７において成果報酬制御部１１２は、追加ポイントを付与したユ
ーザ識別子に関し、参加ユーザ管理データベース１５０１における報酬付与状況を“付与
”に更新する。更新された参加ユーザ管理テーブル２２００を図２２に示す。図２２に示
すとおり、第４列目２２０４の追加報酬付与状況が更新される。
【００９９】
ステップＳ２１０７が完了するとステップＳ２１０１に戻り以下同様の処理が各広告識別
子について定期的に繰り返される。
【０１００】
（２．３）実施の形態２にかかる広告提供システムの効果
　このように、実施の形態２にかかる広告提供システムは、規定参加ユーザ数と参加済ユ
ーザ数との差分、すなわち規定参加ユーザ数に到達するまでの残り人数や、参加済ユーザ
数が規定参加ユーザ数に到達した場合の追加ポイントがコメントに記載される。そのため
、口コミと同様の効果に加え、他ユーザからの広告主サイトへの注目度をユーザが定量的
に把握することができるとともに、一定の条件を満たした場合に追加で獲得できるポイン
ト数を得ることができるため、より一層顧客吸引力を高めることができる。
【０１０１】
　一方、参加ユーザ管理データベース１５０１に格納された情報に基づき自動コメント投
稿が拒否されていた場合には、コメントを表示せずに処理が終了する。
【０１０２】
　このように、自動コメント投稿を実行するか否かの諾否を問合せることで、ユーザが自
己の商取引にかかる情報を開示したくない場合に自動コメント投稿を拒否でき、ユーザが
プライバシーを保護したい場合に有用である。
【０１０３】
　なお、上述した実施の形態２では、図１６に示すように、成果報酬管理テーブル１６０
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０には広告識別子と、通常ポイントと、追加ポイントとが関連付けて格納されていたが、
これに限るものではない。例えば、１つの広告に対し、通常ポイント用の第一の広告識別
子と、追加ポイント用の第二の広告識別子とを割り当てておき、成果報酬管理テーブル１
６００には、一つの広告識別子に対し、一種類のポイントのみを関連付けておく。そして
、成果報酬制御部１１２は、通常ポイント付与時には第一の広告識別子に関連付けられた
ポイントを付与すべきポイントとして取得し、追加ポイント付与時には第二の広告識別子
に関連付けられたポイントを付与すべきポイントとして取得するようにしてもよい。
【０１０４】
（３）実施の形態３
（３．１）実施の形態３にかかる広告提供システムの構成
　以下、本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態３では、通信端末１００
が、ＳＮＳサーバ１０２を経由せずに広告主サーバ１０１に接続し、広告主サーバ１０１
が提供する商用ウェブサイトにおいて報酬対象処理に該当する商取引処理を実行した場合
について説明する。具体的には、本実施の形態３における広告提供システムでは、商用ウ
ェブサイトが、ＳＮＳサーバ１５０２へのリンク情報が含まれた商品等購入ウェブページ
によって構成される。その他の構成は本発明の実施の形態１と同一であるため説明を省略
する。
【０１０５】
（３．２）実施の形態３にかかる広告提供システムの動作
　本実施の形態３における広告提供システムについて、図２４によりその動作を説明する
。ステップＳ２４０１において、通信端末１００は、会員ユーザの入力に基づき広告主サ
ーバ１０１に接続し、所定の商品等購入ウェブページを表示する。次に、広告主サーバ１
０１の商取引処理部１０６は、通信端末１００と商取引処理を実行する（ステップＳ２４
０２）。商取引処理が完了すると、広告主サーバ１０１は、ログイン確認ページを通信端
末に送信する（ステップＳ２４０３）。ログイン確認ページは、例えば、ＳＮＳサイトへ
のログインに必要なログイン情報（ユーザ識別子、ユーザ名、又はメールアドレス等及び
パスワード）を入力するログイン情報入力領域と、自動コメント投稿の諾否をユーザに選
択させるチェックボックス領域と、ＳＮＳサーバ１０２へのリンク情報が関連付けられた
移動ボタンとが設けられる。ここで広告主サーバ１０１は広告識別子“ＡＩＤ００１”に
て特定される広告に係る広告主サーバであるとする。
【０１０６】
　続いてステップＳ２４０４において、通信端末１００は、ユーザによる移動ボタンのク
リックに基づきＳＮＳサーバ１０２へ接続すると、続くステップＳ２４０５において、Ｓ
ＮＳサイト制御部１０８は、ユーザ管理データベース１１０に基づき、ＳＮＳサーバ１０
２に接続をした通信端末１００のユーザ識別子を取得する。ここで接続をした通信端末１
００のユーザは会員ユーザ“たくや”であるとする。
【０１０７】
　入力されたログイン情報（ユーザ識別子、ユーザ名、又はメールアドレス等及びパスワ
ード）が正しければ、ステップＳ８０７に進む。ステップＳ８０７以降の処理は、実施の
形態１におけるステップＳ８０７～８１４と同様である。
【０１０８】
（３．３）実施の形態３にかかる広告提供システムの効果
　このように、広告主サーバが提供する商品等購入ウェブページＳＮＳサーバ１０２への
リンク情報を設け、ＳＮＳサーバ１０２のＳＮＳサイト制御部１０８は、当該リンク情報
を用いたＳＮＳサーバ１０２への接続を契機として自動コメント投稿する。これにより、
会員ユーザがＳＮＳサーバ１０２を介さずに直接広告主サーバ１０１に訪れて商取引処理
を実行した場合であっても、ＳＮＳサーバ１０２が自動コメント投稿を実行することがで
きる。そのため、ＳＮＳサイト内に設けられた広告主サーバ１０２へのリンク情報を利用
して商取引処理を行ったユーザ以外のユーザも、自動コメント投稿実施の対象とすること
ができるため、自動コメント投稿の数を増加させることができ、広告の宣伝広告効果をさ
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らに高めることができる。
【０１０９】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各部材、各手段、各ステップ等
に含まれる機能等は論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段やステップ
等を１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。
【符号の説明】
【０１１０】
１００　通信端末
１０１　広告主サーバ
１０２　ＳＮＳサーバ
１０３　インターネット
１０４　広告主サイトコンテンツデータベース
１０５　広告主サイト制御部
１０６　商取引処理部
１０７　ＳＮＳサイトコンテンツデータベース
１０８　ＳＮＳサイト制御部
１０９　ユーザ情報制御部
１１０　ユーザ管理データベース
１１１　ユーザ識別子取得部
１１２　成果報酬制御部
１１３　計時部
１１４　コメント管理データベース
１１５　報酬対象処理管理データベース
１１６　成果報酬管理データベース
１１７　広告管理データベース
２００　ユーザ管理テーブル
２０１～２０７　第１列目～第７列目
４００　コメント管理テーブル
４０１～４０５　第１列目～第５列目
６００、７００、１３００、１４００　マイページ
６０１、７０１、１３０１、１４０１　アバター表示領域
６０２、７０２、１３０２、１４０２　メニュー領域
６０３、７０３、１３０３、１４０３　コメント入力フォーム
６０４、７０４、１３０４、１４０４　送信ボタン
６０５、７０５、１３０５、１４０５　コメント表示領域
６０６、７０６、１３０６、１４０６　広告表示領域
６０７、７０８、１３１１、１３０７、１３０９、１４０７　コメント
６０９、７１０、１３１２、１３０８、１３１０、１４０８　アバター
９００　成果対象処理管理テーブル
９０１～９０４　第１列目～第４列目
１０００　成果報酬管理テーブル
１００１～１００２　第１列目～第２列目
１１００　広告管理テーブル
１１０１～１１０３　第１列目～第３列目
１２００　コメント管理テーブル
１５０１　参加ユーザ管理データベース
１６００　成果報酬管理テーブル
１６０１～１６０３　第１列目～第３列目
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１７００　広告管理テーブル
１７０１～１７０８　第１列目～第８列目
１８００　参加ユーザ管理テーブル
１８０１～１８０４　第１列目～第４列目
２０００　中間ページ
２００１　チェックボックス領域
２００２　リンク情報
２２００　参加ユーザ管理テーブル
２３００　コメント管理テーブル
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