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(57)【要約】
【課題】アフィリエイトプログラム等に参加するユーザ
が管理するページにおいて、広告が掲載されているウェ
ブページを当該ユーザ自らがクリックするような、広告
への不正なクリックの発生を抑制し、広告主が被る損害
を抑制することができる広告配信装置を提供すること。
【解決手段】広告配信装置１０は、広告を配信するため
の所定期間において、クリック課金とは異なる配信条件
での広告の配信し、その間に配信した広告がクリックさ
れた回数の履歴を記憶する。そして、クリック課金とは
異なる配信条件での広告の配信が完了したことを検知し
た際に当該所定期間の残余期間がある場合に、当該残余
期間においてクリック課金の配信条件で広告の配信を行
う。そして、広告配信装置１０は、クリック課金の配信
条件で算出する広告料を、当該クリック課金とは異なる
配信条件で広告の配信を行ったときのクリック回数と所
定の広告料に基づいて算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークを介して接続された端末に所定期間において広告を配信する広告配信
装置であって、
　前記所定期間において、広告がクリックされた回数に応じて広告料が発生するクリック
課金とは異なる配信条件で、所定の広告料に応じて広告を前記端末に配信する第１の広告
配信手段と、
　前記第１の広告配信手段が前記広告を配信した履歴及び配信した前記広告が前記端末に
おいてクリックされた履歴を記憶する広告ログ記憶手段と、
　前記第１の広告配信手段による前記配信条件による前記広告の配信が完了したことを検
知する検知手段と、
　前記検知手段が前記広告の配信が完了したことを検知した際に、前記所定期間の満了時
点までの残余期間が存する場合において、当該残余期間において前記クリック課金により
前記広告を配信する第２の広告配信手段と、
　前記広告ログ記憶手段を参照して、前記検知手段が前記広告の配信が完了したことを検
知するまでに前記広告がクリックされた回数及び前記所定の広告料に基づいて、前記残余
期間におけるクリック単価を算出するクリック単価算出手段と、
を備える広告配信装置。
【請求項２】
　通信ネットワークを介して接続された端末に所定期間において広告を配信する広告配信
方法であって、
　コンピュータは、記憶部を有し、
　前記コンピュータに、
　前記所定期間において、広告がクリックされた回数に応じて広告料が発生するクリック
課金とは異なる配信条件で、所定の広告料に応じて広告を前記端末に配信する第１の広告
配信ステップと、
　前記第１の広告配信ステップの前記配信条件による前記広告の配信が完了したことを検
知する検知ステップと、
　前記検知ステップで前記広告の配信が完了したことを検知した際に、前記所定期間の満
了時点までの残余期間が存する場合において、当該残余期間において前記クリック課金に
より前記広告を配信する第２の広告配信ステップと、
　前記記憶部を参照して、前記検知ステップにおいて前記広告の配信が完了したことが検
知されるまでに前記広告がクリックされた回数及び前記所定の広告料に基づいて、前記残
余期間におけるクリック単価を算出するクリック単価算出ステップと、
を実行させる広告配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定期間においてインターネット広告を配信する広告配信装置及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワーク上での広告配信の方法のひとつとして、検索連動型広告といわれる
方法が行われている。検索連動型広告は、主として検索サイトで提供され、入力された検
索キーワードに関連する広告が検索結果と共に表示される広告配信方法である。この検索
連動型広告は、ユーザの興味関心に沿った広告が掲載されることから、ユーザへの訴求効
果が高いと考えられている。この場合、広告は、例えばバナー広告等のように、ユーザに
訴求する表示がなされると同時に、広告主のサイトにリンクがされており、クリック等の
簡単な操作で広告主のサイトに接続が可能となっている。
【０００３】
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　検索連動型広告では、広告を関連付けるキーワードに対して入札を行い、入札順に広告
を表示する方式と共に、表示された広告についてユーザがクリックをした場合に広告料金
が発生するいわゆるクリック課金の方式が採られることが多い。クリック課金の方式は、
広告がクリックされた回数に応じて広告料が発生するため、費用対効果が明確である。ま
た、検索連動型とは別に、いわゆるアフィリエイト等においてもクリック課金の方式が主
流である。このため、クリック課金の方式は、広告主にとってはかけた費用分の広告効果
を期待することができ、多く採用される方式となっている。
【０００４】
　しかし、クリック課金方式の場合、広告がクリックされた回数に応じて課金がされるた
め、例えば、アフィリエイトプログラム等に参加しているユーザが管理するウェブページ
であって、広告が掲載されているウェブページの管理者（ユーザ）自身が、広告を頻繁に
クリックすることにより広告料をせしめたりするような不正が行われる場合がある。
　そこで、このような不正なクリックにより広告主が被る損害を抑制することが求められ
ている（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１３３２８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１には、配信した広告データを包含するサイトページが閲覧者の閲覧に供され
たことを検出する処理を行う配信システムが記載されている。しかし、閲覧者がリンク先
のウェブページを閲覧したことを検出したとしても、それが複数回繰り返された場合に、
当該閲覧が、例えばアフィリエイトプログラム等に参加しているユーザが管理する、サイ
トページ内の広告についての当該ユーザによる不正な閲覧であるか否かを区別することは
できない。また、広告をクリックしたか否かとリンク先のウェブページが表示されたかの
違いはあっても、そのクリックしてウェブページを表示させたこと自体に悪意があれば、
その行為に対して発生する広告料は無駄となり、広告主への損害を抑制することにはつな
がらない。
【０００７】
　本発明は、アフィリエイトプログラム等に参加するユーザが管理するページにおいて、
広告が掲載されているウェブページの当該ユーザ自身による広告への不正なクリックの発
生を抑制し、広告主が被る損害を抑制することができる広告配信装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）通信ネットワークを介して接続された端末に所定期間において広告を配信する広
告配信装置であって、前記所定期間において、広告がクリックされた回数に応じて広告料
が発生するクリック課金とは異なる配信条件で、所定の広告料に応じて広告を前記端末に
配信する第１の広告配信手段と、前記第１の広告配信手段が前記広告を配信した履歴及び
配信した前記広告が前記端末においてクリックされた履歴を記憶する広告ログ記憶手段と
、前記第１の広告配信手段による前記配信条件による前記広告の配信が完了したことを検
知する検知手段と、前記検知手段が前記広告の配信が完了したことを検知した際に、前記
所定期間の満了時点までの残余期間が存する場合において、当該残余期間において前記ク
リック課金により前記広告を配信する第２の広告配信手段と、前記広告ログ記憶手段を参
照して、前記検知手段が前記広告の配信が完了したことを検知するまでに前記広告がクリ
ックされた回数及び前記所定の広告料に基づいて、前記残余期間におけるクリック単価を
算出するクリック単価算出手段と、を備える広告配信装置。
【０００９】
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　（１）の広告配信装置は、所定期間において、まずクリック課金とは異なる配信条件で
広告の配信を行い、その間に配信した広告がクリックされた回数の履歴を記憶する。そし
て、（１）の広告配信装置は、クリック課金とは異なる配信条件での広告の配信が完了し
たことを検知した際に当該所定期間の残余期間がある場合に、当該残余期間においてクリ
ック課金の配信条件で広告の配信を行う。そして、（１）の広告配信装置は、クリック課
金の配信条件で算出する広告料を、当該クリック課金とは異なる配信条件で広告の配信を
行ったときのクリック回数と所定の広告料に基づいて算出する。
　これにより、（１）の広告配信装置は、クリック課金とは異なる配信条件による広告配
信期間における広告のクリック回数と所定の広告料とに基づいて、クリック課金の配信条
件で広告配信を行う際の広告料を算出することができる。このため、例えばアフィリエイ
トプログラム等に参加しているユーザが管理する、サイトページ内の広告について、当該
ユーザが自らクリックするような、不正な意図を有する者がクリック課金の期間（残余期
間）において上記のような不正なクリックをしようとした場合でも、残余期間がいつから
始まるかは不明であり、また当該期間ではない期間のクリック回数に応じて広告料が計算
されるため、上記のような不正なクリックによる売上げの操作を困難にすることができ、
結果として上記のような不正なクリックを抑制して広告主が損害を被ることを抑制するこ
とができる。
【００１０】
　（２）通信ネットワークを介して接続された端末に所定期間において広告を配信する広
告配信方法であって、コンピュータは、記憶部を有し、前記コンピュータに、前記所定期
間において、広告がクリックされた回数に応じて広告料が発生するクリック課金とは異な
る配信条件で、所定の広告料に応じて広告を前記端末に配信する第１の広告配信ステップ
と、前記第１の広告配信ステップの前記配信条件による前記広告の配信が完了したことを
検知する検知ステップと、前記検知ステップで前記広告の配信が完了したことを検知した
際に、前記所定期間の満了時点までの残余期間が存する場合において、当該残余期間にお
いて前記クリック課金により前記広告を配信する第２の広告配信ステップと、前記記憶部
を参照して、前記検知ステップにおいて前記広告の配信が完了したことが検知されるまで
に前記広告がクリックされた回数及び前記所定の広告料に基づいて、前記残余期間におけ
るクリック単価を算出するクリック単価算出ステップと、を実行させる広告配信方法。
【００１１】
　（２）に記載された方法は、（１）に係る広告配信装置と同様の効果を奏することがで
きる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アフィリエイトプログラム等に参加するユーザが管理するページにお
いて、広告が掲載されているウェブページの当該ユーザ自身による広告への不正なクリッ
クの発生を抑制し、広告主が被る損害を抑制することができる広告配信装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態における広告配信装置の機能ブロック及びその周辺機器の機
能概要を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態における広告テーブルを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態における広告表示ログテーブルを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるクリックログテーブルを示す図である。
【図５】本発明の一実施形態における課金テーブルを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態における広告料の計算方法の概念を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態における広告配信処理が行う処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施
形態は、あくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００１５】
　図１から図６を参照して、本発明の一実施形態に係る広告配信装置１０について説明す
る。なお、以下に説明する実施形態は、あくまでも一例であって、本発明の技術的範囲は
これに限られるものではない。
【００１６】
　図１を参照して、本発明の一実施形態に係る広告配信装置１０について説明する。図１
は、広告配信装置１０の機能ブロック及びその周辺機器の機能概要を示す図である。
【００１７】
　本実施形態は、コンピュータ（広告配信装置１０）及びその周辺装置に適用される。本
実施形態における各部は、コンピュータ及びその周辺装置が備えるハードウェア並びにこ
のハードウェアを制御するソフトウェアによって構成される。また、広告配信装置１０は
、通信ネットワークＮを介して端末３０ａ，３０ｂ・・・（以下、端末については端末３
０と表記する）と互いに通信を行う。
【００１８】
　上記ハードウェアには、制御部としてのＣＰＵの他、記憶部、通信部、表示部及び入力
部が含まれる。記憶部としては、例えば、メモリ（ＲＡＭ、ＲＯＭ等）、ハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）及び光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ等）ドライブが挙げられる。通信部と
しては、例えば、各種有線及び無線インターフェース装置が挙げられる。表示部としては
、例えば、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ等の各種ディスプレイが挙げられる
。入力部としては、例えば、キーボード及びポインティング・デバイス（マウス、トラッ
キングボール等）が挙げられる。
【００１９】
　上記ソフトウェアには、上記ハードウェアを制御するコンピュータ・プログラムやデー
タが含まれる。コンピュータ・プログラムやデータは、記憶部により記憶され、制御部に
より適宜実行、参照される。また、コンピュータ・プログラムやデータは、通信ネットワ
ークを介して配布することも可能であり、ＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ可読媒体に記憶
して配布することも可能である。
【００２０】
　以下、広告配信装置１０の機能構成について説明する。
　広告配信装置１０は、広告配信装置１０に係る各機能を統括的に制御する制御部１１と
、本発明の機能を実行するプログラム（図示省略）等を記憶する記憶部１２と、を少なく
とも有する。
【００２１】
　制御部１１は、ＣＰＵ等により構成されており、広告配信装置１０の各処理動作の制御
や情報の通信制御を行う。この制御部１１は、第１の広告配信手段としての第１広告配信
部１１１と、クリックログ取得部１１２と、検知手段としての検知部１１３と、第２の広
告配信手段としての第２広告配信部１１４と、クリック単価算出手段としてのクリック単
価算出部１１５と、配信完了検知部１１６と、広告料算出部１１７と、を備える。詳細は
後述する。
【００２２】
　記憶部１２は、上述の各種プログラムの他に、広告ログ記憶手段として、広告データベ
ース（以下、データベースをＤＢと表記する。）１２１と、広告表示ログＤＢ１２２と、
クリックログＤＢ１２３と、課金ＤＢ１２４と、を備える。詳細は後述する。
【００２３】
　制御部１１の第１広告配信部１１１は、所定期間において、クリック課金とは異なる配
信条件で、所定の広告料に応じて広告を端末３０に配信する。詳細には、第１広告配信部
１１１は、広告ＤＢ１２１を参照して、広告の掲載期間内の広告のデータを配信する。そ
して、配信した広告の履歴を広告表示ログＤＢ１２２に記憶させる。
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　なお、第１広告配信部１１１及び後述の第２広告配信部１１４が広告をＷｅｂページに
掲載する方法は、既知の方法を採用することができる。例えば、検索に使用したクエリの
キーワードに連動してこれに関連する広告を掲載する方法や、端末３０に表示されるＷｅ
ｂページに含まれるキーワードに応じて広告を掲載する方法、端末３０がＷｅｂページを
閲覧した履歴に応じて関連する広告を掲載する方法、掲載するＷｅｂページを指定する方
法等、任意の方法を採用してよい。
【００２４】
　広告ＤＢ１２１は、図２に示す広告テーブル１３１のように、広告ＩＤ、広告データ、
掲載期間、予算、掲載保証回数の情報を互いに関連付けて記憶する。広告ＩＤは、配信す
る広告を一意に識別する符号であり、広告データは、第１広告配信部１１１が配信する広
告のデータであり、掲載期間は、当該広告の配信期間を示し、予算は、広告料として設定
された上限の金額を示し、掲載保証回数は、広告データをＷｅｂページに掲載させる回数
の保証回数を示すデータである。掲載保証回数は、第１広告配信部１１１が広告の配信を
完了したことを検知する際に使用する。
【００２５】
　広告表示ログＤＢ１２２は、第１広告配信部１１１が配信した広告の配信履歴を記憶す
る。例えば、図３に示す広告表示ログテーブル１３２のように、例えば、広告ＩＤと掲載
時タイムスタンプの情報を互いに関連させて記憶する。広告ＩＤは、図２における広告Ｉ
Ｄと同様であり、掲載時タイムスタンプは、第１広告配信部１１１が配信した広告の日時
を示すデータである。
【００２６】
　クリック課金は、端末３０のブラウザ等で表示された広告がクリックされた回数に応じ
て広告料が発生する配信条件をいう。この広告には、広告として表示するための画像デー
タ、文字データ又は動画データと共にリンクが含まれており、「広告がクリックされた」
とは、広告に含まれるリンクがクリックされたことを意味する。また、このリンクのリン
ク先は、例えばインターネット等の通信ネットワーク上で開設されているＷｅｂページで
あり、広告主が販売する商品や提供するサービスに関する情報が表示されるページである
。
【００２７】
　また、クリック課金とは異なる配信条件とは、例えば、一定の金額で広告の掲載数を保
証するものが挙げられる。この条件では、予め掲載期間と予算及び掲載数を定めておき、
掲載期間において保証された掲載数を満たした場合に広告の配信が終了する。本実施形態
では、掲載数保証による配信条件で広告を配信するとして説明する。
【００２８】
　図１に戻って、クリックログ取得部１１２は、第１広告配信部１１１又は後述の第２広
告配信部１１４が配信した広告がクリックされた場合に、その情報をクリックログＤＢ１
２３に記憶させる。クリックログを取得するには、例えば、広告を表示させるＷｅｂペー
ジに、広告がクリック操作されたことをイベントとするイベントハンドラを使用して、ク
リックした際にその広告ＩＤや当該広告が表示されたＷｅｂページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏ
ｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）や、クリックしたコンピュータや当該広告が
クリックされた日時等の情報を広告配信装置１０に送信するようにすることで可能となる
。
【００２９】
　クリックログＤＢ１２３には、例えば、図４に示すクリックログテーブル１３３のよう
に、広告ＩＤとクリック時のタイムスタンプを互いに関連付けて記憶する。広告ＩＤは図
２に示す広告ＩＤと同様であり、クリック時タイムスタンプは、Ｗｅｂページに表示され
た広告に含まれるリンクがクリックされた日時を示す情報を示すデータである。このよう
に、クリックログＤＢ１２３は、広告がクリックされた履歴を記憶する。
【００３０】
　図１に戻って、検知部１１３は、第１広告配信部１１１による広告の配信が終了したこ
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とを検知する。例えば、検知部１１３は、広告ＤＢ１２１及び広告表示ログＤＢ１２２を
参照して、第１広告配信部１１１が配信中の広告について、掲載期間が経過したか、又は
掲載保証回数を満たしたかを判別する。そして、検知部１１３は、掲載保証回数を満たし
た場合、その日時を課金ＤＢ１２４に記憶させる。
【００３１】
　第２広告配信部１１４は、検知部１１３が第１広告配信部１１１による広告の配信が完
了したと検知（判断）した場合に、広告ＤＢ１２１及び課金ＤＢ１２４を参照して、広告
を配信する所定期間としての掲載期間の満了時点が経過したか否かを判別する。広告の掲
載期間の満了時点が経過していない場合は、当該満了時点までの残余期間が存在すること
になる。そして、第２広告配信部１１４は、この残余期間において、広告をクリック課金
の配信条件で配信することを継続し、その配信したログを広告表示ログＤＢ１２２に記憶
させる。
【００３２】
　クリック単価算出部１１５は、第２広告配信部１１４がクリック課金の配信条件で広告
を配信する際のクリック単価を算出する。クリック単価算出部１１５は、広告ＤＢ１２１
及びクリックログＤＢ１２３を参照して、対象となる広告の予算額、及びクリック回数の
情報を取得する。そして、クリック単価算出部１１５は、クリック単価を、以下の式（１
）により計算する。
【数１】

【００３３】
　上記式（１）で掲載保証予算額とは、図２の広告テーブル１３１における予算に示され
る額である。また、クリック数は、第１広告配信部１１１が当該広告を配信していた際に
当該広告がクリックされた回数である。このクリック数は、クリックログＤＢ１２３に記
憶されているクリックのログを参照して、第１広告配信部１１１が当該広告を配信してい
た期間におけるクリックの回数をカウントすることにより得ることができる。
　すなわち、クリック課金の配信条件で配信する期間におけるクリック単価は、当該配信
期間とは異なる期間の実績（クリック回数）により決定されることになる。そして、クリ
ック単価算出部１１５は、カウントしたクリック数及び算出したクリック単価を課金ＤＢ
１２４に記憶させる。
【００３４】
　課金ＤＢ１２４は、図５に示すように、例えば課金テーブル１３４に、広告ＩＤ、保証
期間クリック単価、保証期間完了日時、保証期間内クリック数、及びクリック課金クリッ
ク単価をそれぞれ関連付けて記憶する。広告ＩＤは、図２の広告テーブル１３１における
広告ＩＤと同様である。また、保証期間掲載単価は、第１広告配信部１１１が広告を配信
している際の、配信１回当たりの掲載単価を示し、保証期間完了日時は、検知部１１３が
掲載保証回数を満たしたと判断した際の日時を示すデータが格納される。また、保証期間
内クリック数は、クリック単価算出部１１５がカウントしたクリック数を示し、クリック
課金クリック単価は、第２広告配信部１１４が広告を配信している際のクリック単価を示
すデータであり、クリック課金クリック単価は、クリック単価算出部１１５が算出したク
リック単価を示すデータが格納される。
【００３５】
　配信完了検知部１１６は、広告の配信が完了したことを検知する。配信完了検知部１１
６は、広告ＤＢ１２１を参照して、掲載期間が経過したか否かを判別する。配信完了検知
部１１６は、掲載期間が経過したことを判別した場合、配信が完了したと判断する。
【００３６】
　広告料算出部１１７は、広告主に請求する広告料を算出する。広告料算出部１１７は、
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広告ＤＢ１２１、クリックログＤＢ１２３、課金ＤＢ１２４を参照して、残余期間が無か
った場合（すなわち、第１広告配信部１１１が配信した広告の掲載数が掲載保証回数に満
たなかった場合）は、掲載回数の実績に応じた料金を広告料として算出する。例えば、広
告料算出部１１７は、予算に基づいて算出した配信１回当たりの掲載単価に実際に配信し
た回数を乗じて広告料を算出する。
　また、残余期間が存在し、クリック課金による広告の配信があった場合は、広告ＤＢ１
２１の予算の額に、広告のクリック回数とクリック課金クリック単価とを乗じた額を加え
た額を広告料として算出する。
【００３７】
　この広告料の概念としては、例えば、図６に示すようなものである。まず、所定期間と
しての広告の掲載期間４１が設定されており、掲載期間４１内に掲載保証数を達成した場
合、その掲載保証期間４２が完了する。すなわち、第１広告配信部１１１による広告の配
信が完了する。そして、掲載保証期間４２が掲載期間４１よりも短い場合は、その残りの
期間が残余期間４３となる。この間は、クリック課金の配信条件で広告が配信される期間
であり、第２広告配信部１１４が広告を配信する期間である。
【００３８】
　残余期間４３におけるクリック単価は、上述したように、掲載保証期間４２に配信され
た広告がクリックされた回数に基づいて計算される。したがって、掲載保証期間４２にお
いて、例えばアフィリエイトプログラム等に参加するユーザが管理するページにおいて、
広告が掲載されているウェブページを当該ユーザ自らがクリックするような、不正な目的
を有する者が多数のクリックをしたとしても、残余期間４３におけるクリック単価はクリ
ック回数が多くなるほど低下するため、当該不正者が意図する利益を得ることができない
。
　また、掲載保証期間４２は、広告の配信実績が掲載保証回数（図２）を満たした場合に
完了するので、上記のような不正者にとっては、いつその掲載保証期間４２が完了するの
か不明である。このため、当該不正者が残余期間４３を狙って集中的にクリックをするこ
ともできない。逆に、クリックをするほど意図する利益が低下することにもなる。したが
って、結果的に例えばアフィリエイトプログラム等に参加するユーザが管理するページに
おいて、広告が掲載されているウェブページを当該ユーザ自らがクリックするような、不
正者による不正なクリックを抑制し得ることができ、また、広告主の損害を低下させるこ
とができる。
　加えて、掲載保証期間４２におけるクリック数と、残余期間４３におけるクリック数と
は通常同じような推移を示すと考えられる。このため、掲載保証期間４２における単位表
示数当たりのクリック数と残余期間４３における単位表示数当たりのクリック数とを比較
して、その推移に大きな違いがあれば不正なクリックが生じていると考えられる。このよ
うに、例えばアフィリエイトプログラム等に参加するユーザが管理するページにおいて、
広告が掲載されているウェブページを当該ユーザ自らがクリックするような、不正が行わ
れているか否かについても検知することができる。この場合、制御部１１は、不正検知部
のような、不正検知手段としての構成を有することができる。
【００３９】
　図７を参照して、広告配信装置１０の処理について説明する。図７は、広告配信装置１
０の処理の流れを示すフローチャートである。
【００４０】
　ステップＳ１１では、広告配信装置１０の第１広告配信部１１１は、広告の配信を開始
する。そして、第１広告配信部１１１は、配信した広告のログを広告表示ログＤＢ１２２
に記憶させる。
【００４１】
　ステップＳ１２では、クリックログ取得部１１２は、広告がクリックされたことを示す
データを取得する。そして、クリックログ取得部１１２は、取得したデータをログとして
クリックログＤＢ１２３に記憶させる。なお、クリックログ取得部１１２は、ステップＳ
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１９で第２広告配信部１１４が広告の配信を完了するまでの間についても、広告がクリッ
クされたことを示すデータを取得して、ログとしてクリックログＤＢ１２３に記憶させる
。
【００４２】
　ステップＳ１３では、検知部１１３は、掲載期間が終了したか否かを判別する。検知部
１１３は、広告ＤＢ１２１を参照して、広告の配信が掲載期間内の配信であるか否かを判
別する。この判別でＹＥＳの場合は、ステップＳ１９に処理を移し、ＮＯの場合はステッ
プＳ１４に処理を移す。
【００４３】
　ステップＳ１４では、検知部１１３は、第１広告配信部１１１による広告の配信が保証
掲載数を満たしたか否かを判別する。すなわち、検知部１１３は、広告ＤＢ１２１及び広
告表示ログＤＢ１２２を参照して、第１広告配信部１１１による広告の配信回数が、掲載
保証回数を満たしたか否かを判別する。この判別がＹＥＳの場合は、ステップＳ１５に処
理を移し、ＮＯの場合はステップＳ１２に処理を移す。また、検知部１１３は、ステップ
Ｓ１４でＹＥＳと判別した場合、その判別した日時を当該広告の保証期間完了日時として
課金ＤＢ１２４に記憶させる。
【００４４】
　ステップＳ１５では、第２広告配信部１１４は、残余期間があるか否かを判別する。第
２広告配信部１１４は、広告ＤＢ１２１及び課金ＤＢ１２４を参照して、当該広告の保証
期間完了日時が掲載期間内であるか否かを判別する。この判別でＹＥＳの場合は、ステッ
プＳ１６に処理を移し、ＮＯの場合は、ステップＳ１９に処理を移す。
【００４５】
　ステップＳ１６では、第２広告配信部１１４は、クリック課金の配信条件で広告の配信
を開始する。また、第２広告配信部１１４は、広告を配信したログを広告表示ログＤＢ１
２２に記憶させる。
【００４６】
　ステップＳ１７では、クリック単価算出部１１５は、クリック課金の配信条件で計算さ
れるクリック単価を算出する。クリック単価算出部１１５は、広告ＤＢ１２１を参照して
当該広告の予算を示すデータを取得し、また、クリック単価算出部１１５は、クリックロ
グＤＢ１２３を参照して掲載保証期間（図６の掲載保証期間４２）内におけるクリック数
をカウントし、課金ＤＢ１２４に記憶させる。そして、上述の式（１）を用いてクリック
単価を算出し、算出した値をクリック課金クリック単価（図５）として課金ＤＢ１２４に
記憶させる。
【００４７】
　ステップＳ１８では、配信完了検知部１１６は、残余期間が終了したか否かを判別する
。配信完了検知部１１６は、広告ＤＢ１２１を参照して、掲載期間が終了したか否かを判
別する。この判別でＹＥＳの場合は、ステップＳ１９に処理を移し、ＮＯの場合は、掲載
期間が終了したと判別するまで本処理を繰り返し、第２広告配信部１１４による広告の配
信を継続する。
【００４８】
　ステップＳ１９では、第２広告配信部１１４は、広告の配信を完了する。
【００４９】
　ステップＳ２０では、広告料算出部１１７は、広告料を算出する。広告料算出部１１７
は、広告ＤＢ１２１を参照して、残余期間が無かった場合は、掲載回数の実績に応じた料
金を広告料として算出し、残余期間が存在し、クリック課金による広告の配信があった場
合は、広告ＤＢ１２１の予算の額に、広告のクリック回数とクリック課金クリック単価と
を乗じた額を加えた額を広告料として算出し、本処理を終了する。
【００５０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るもので
はない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
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れるものではない。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　広告配信装置
　１１　制御部
　１２　記憶部
　３０　端末
　１１１　第１広告配信部
　１１２　クリックログ取得部
　１１３　検知部
　１１４　第２広告配信部
　１１５　クリック単価算出部
　１１６　配信完了検知部
　１１７　広告料算出部
　１２１　広告ＤＢ
　１２２　広告表示ログＤＢ
　１２３　クリックログＤＢ
　１２４　課金ＤＢ
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