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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示方法で
あって、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報に基づき、該広告主特定位置情報に対
応する前記地図上の表示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示ステップと、
　前記広告主特定位置情報に関連付けられた前記広告情報を、前記所在情報に対応して前
記地図上に表示する広告情報表示ステップと、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成ステップと、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更ステップと、
　前記広告情報と前記広告主のウェブサイトとの関連付けを行う関連付けステップと、を
有し、
　前記広告情報表示ステップが、
　前記広告主のウェブサイト内の画像を前記広告情報として前記地図上に表示する、
広告表示方法。
【請求項２】
　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示方法で
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あって、
　前記広告情報が、一の広告主に対して共通広告情報と複数の個別広告情報とを含んで構
成され、
　該複数の個別広告情報は前記一の広告主により特定された複数の広告主特定位置情報と
各々関連付けられ、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報に基づき、該広告主特定位置情報に対
応する前記地図上の表示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示ステップと、
　前記利用者特定位置情報と前記広告主特定位置情報との位置差分情報に基づき前記複数
の個別広告情報の中から個別広告情報を抽出する個別広告情報抽出ステップと、
　前記抽出された個別広告情報と前記共通広告情報とを一つの広告枠内に前記所在情報に
対応して前記地図上に表示する広告情報表示ステップと、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成ステップと、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更ステップと、を有する、
広告表示方法。
【請求項３】
　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示システ
ムであって、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報と前記広告情報とが関連付けられて構
成された広告主データベースに基づき、該広告主特定位置情報に対応する前記地図上の表
示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示部と、
　該所在情報に関連付けて前記広告情報を前記地図上に表示する広告情報表示部と、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成部と、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更部と、を有し、
　前記広告情報と前記広告主のウェブサイトとが関連付けられ、
　前記広告情報表示部は、
　前記広告主のウェブサイト内の画像を前記広告情報として前記地図上に表示する、
広告表示システム。
【請求項４】
　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示システ
ムであって、
　前記広告情報が、一の広告主に対して共通広告情報と複数の個別広告情報とを含んで構
成され、
　該複数の個別広告情報は前記一の広告主により特定された複数の広告主特定位置情報と
各々関連付けられ、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報と前記広告情報とが関連付けられて構
成された広告主データベースに基づき、該広告主特定位置情報に対応する前記地図上の表
示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示部と、
　前記利用者特定位置情報と前記広告主特定位置情報との位置差分情報に基づき前記複数
の個別広告情報の中から個別広告情報を抽出する個別広告情報抽出部と、
　前記抽出された個別広告情報と前記共通広告情報とを一つの広告枠内に前記所在情報に
関連付けて前記地図上に表示する広告情報表示部と、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成部と、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更部と、を有する、
広告表示システム。
【請求項５】
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　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示プログ
ラムであって、
　コンピュータを、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報と前記広告情報とが関連付けられて構
成された広告主データベースに基づき、該広告主特定位置情報に対応する前記地図上の表
示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示部、
　該所在情報に関連付けて前記広告情報を前記地図上に表示する広告情報表示部、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成部、及び、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更部、として機能させ、
　前記広告情報と前記広告主のウェブサイトとが関連付けられ、
　前記広告情報表示部は、
　前記広告主のウェブサイト内の画像を前記広告情報として前記地図上に表示する、
広告表示プログラム。
【請求項６】
　通信端末の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき該通信端末の画面に表
示された地図上に、広告主の所在情報及び該広告主の広告情報を表示する広告表示プログ
ラムであって、
　前記広告情報が、一の広告主に対して共通広告情報と複数の個別広告情報とを含んで構
成され、
　該複数の個別広告情報は前記一の広告主により特定された複数の広告主特定位置情報と
各々関連付けられ、
　コンピュータを、
　前記広告主により特定された広告主特定位置情報と前記広告情報とが関連付けられて構
成された広告主データベースに基づき、該広告主特定位置情報に対応する前記地図上の表
示位置に前記所在情報を表示する所在情報表示部、
　前記利用者特定位置情報と前記広告主特定位置情報との位置差分情報に基づき前記複数
の個別広告情報の中から個別広告情報を抽出する個別広告情報抽出部、
　前記抽出された個別広告情報と前記共通広告情報とを一つの広告枠内に前記所在情報に
関連付けて前記地図上に表示する広告情報表示部、
　前記広告情報の順位情報を生成する順位情報生成部、及び、
　前記利用者により調整された表示基準値及び該順位情報に基づき、前記所在情報及び前
記広告情報の表示サイズを変更する表示態様変更部、として機能させる、
広告表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広告表示方法、広告表示システム及び広告表示プログラムに係り、特に広告
主の位置情報や利用者の属性情報等を利用することで、より利用価値の高い広告情報を通
信端末に表示することのできる広告表示方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータや携帯電話等の通信端末によりインターネット等に代表
される通信網を利用した情報通信が行われている。この情報通信によって、通信端末の利
用者は様々な情報を発信したり、様々な情報を得ることができるので、大変便利である。
【０００３】
　また、インターネット網には様々な情報提供を行うインターネットサイトが接続され、
利用者に対して様々な情報提供サービスが行われている。例えば、通信端末から入力され
たキーワードに基づいて、キーワード検索を実行してその検索結果を表示するサイト（検
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索サイト）や、入力された住所の情報に基づいて、その住所の周辺地図を表示するサイト
（地図情報サイト）による各種サービスも提供されている。
【０００４】
　利用者が個人の属性情報を予め登録しておくことにより、更に便利に利用することので
きるサイトもある。例えば、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）サイトにお
いては、利用者が予め、住所、趣味の情報等を登録しておくことにより、ＳＮＳサイト内
に構築された日記ページにおいて利用者自身が情報発信したり、同じ地域に居住する他の
利用者や趣味を同じにする他の利用者と情報交換したりすることができるようになってい
る。また、ショッピングサイトにおいては、利用者が予め住所、決済情報等を登録してお
くことにより、通信端末において購入商品を選択するだけで、その商品の決済及び配送が
行われるようになっている。
【０００５】
　このように、通信端末を用いたインターネットサイトの利用が普及するのに伴い、イン
ターネットサイトが新たな広告媒体として注目され広く利用されている。例えば、上述の
検索サイトや地図情報サイトのサイトページの一部に広告表示枠が設けられ、その枠内に
広告情報が掲載されることにより、多くのインターネットユーザに閲覧されて広告効果が
得られている。
【０００６】
　最近では、利用者にとってさらに有益な広告情報を選択的に表示し、より高い広告効果
を得ることが行われている。例えば、検索サイトに入力されたキーワードに基づいて、そ
のキーワードとの関連性の高い広告情報を検索結果とともに表示することが行われている
（例えば、特許文献１～５を参照。）。利用者により入力されたキーワードは利用者の関
心を指標していると判断することができ、そのキーワードに関連する広告情報を選択的に
表示すれば、利用者はその広告情報にも高い関心を持つと判断することができる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１９６５０９号公報
【特許文献２】特表２００３－５０１７２９号公報
【特許文献３】特表２００５－５３３３２７号公報
【特許文献４】特表２００５－５３７５９１号公報
【特許文献５】特表２００６－５００６９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、入力されたキーワードの情報のみに基づいて広告情報を選択しても、そ
の広告情報が利用者にとって有益なものであるとは限らない。利用者にとって有益である
かどうかは、様々な要因に基づいて多面的に推測することが必要となる。
【０００９】
　例えば、利用者が商品を購入したいと考えたときに、その商品を販売する販売店の広告
情報が表示されれば利用者の興味を惹くことができる。しかし、その販売店の広告情報が
利用者にとって有益か否かは、利用者から販売店までの距離、販売店の人気度（評判）、
販売店の営業時間等によって左右される。
【００１０】
　また、販売店の位置や広告情報が地図上に表示されれば利用者にとって便利であるが、
地図上に多数の広告情報が表示されると道路、交差点、ランドマーク等の地図情報が見難
くなってしまい、結果的に却って不便となってしまう場合がある。したがって、利用者に
とって有益な広告情報と地図内の様々な地図情報とを、共に見易く表示することは困難で
あった。
【００１１】
　本発明は上記の事情に鑑みて為されたもので、利用者にとって有益な広告情報を多面的
な要因に基づき的確に推測し、見易い表示態様によって通信端末の画面上に表示させるこ
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とのできる広告表示方法、広告表示システム及び広告表示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】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、本発明の例示的側面としての広告表示方法は、通信端末
の利用者により特定された利用者特定位置情報に基づき通信端末の画面に表示された地図
上に、広告主の所在情報及び広告主の広告情報を表示する広告表示方法であって、広告主
により特定された広告主特定位置情報に基づき、広告主特定位置情報に対応する地図上の
表示位置に所在情報を表示するステップと、広告主特定位置情報に関連付けられた広告情
報を、所在情報に対応して地図上に表示するステップと、広告情報の順位情報を生成する
ステップと、順位情報に基づき、所在情報又は広告情報のうち少なくともいずれか一方の
表示態様を変更するステップと、を有する。
【００１３】
　地図上に広告主の所在情報と広告情報とを表示するので、利用者にとって広告主の所在
位置が把握し易く便利である。所在情報と広告情報とが対応しているので、どの広告主が
どの位置にありどの広告情報を提供しているかを容易に把握することができる。また、広
告情報ごとに順位付けを行い、その順位情報に基づいて所在情報又は広告情報のうち少な
くともいずれか一方の表示態様を変更するので、利用者は、表示態様によってその広告情
報が自分にとってどの程度有益かを容易に把握することができる。また、表示態様を順位
に応じて変更することで、有益な広告情報の視認性の高い表示と地図情報の視認性の高い
表示とを両立させることができる。
【００１４】
　通信端末は、情報通信（情報送受信）が可能な端末機器を広く含むが、典型的にはパー
ソナルコンピュータ、携帯情報端末、携帯電話機等を含む。利用者特定位置情報は、利用
者によって特定された位置情報であり、例えば、ＧＰＳにより測位された利用者の所在位
置情報を含む。位置情報は、住所情報の場合もあるが、緯度経度情報の場合もある。
【００１５】
　利用者特定位置情報は、利用者によって例えばクエリ情報の一部として通信端末に入力
された情報（例えば、「六本木」等の地名や地域を指標する情報、「六本木駅」、「六本
木駅前郵便局」等のランドマークを指標する情報、「新宿３丁目交差点」等の道路や交差
点を指標する情報等）であってもよく、また、利用者の住所情報やその一部であってもよ
い。利用者の住所情報は、クエリ情報として利用者によって通信端末に入力される場合や
、属性情報としてショッピングサーバ等のインターネットサーバ内に格納されている場合
がある。
【００１６】
　広告主特定位置情報は、広告主によって特定された位置情報であり、典型的には広告主
（例えば、事業所や店舗等）の所在場所を指標する位置情報であるが、所在場所に限られ
ず、広告主によって特定された他の位置情報であっても構わない。この広告主特定位置情
報は、予め広告主によってデータベース内に登録された住所情報であってもよいし、広告
主サーバ内に格納された会社情報内の住所情報が広告主特定位置情報として利用されても
構わない。もちろん、ＧＰＳによって過去に又はリアルタイムに測位された広告主の所在
位置情報であっても構わない。
【００１７】
　順位情報生成ステップが、利用者特定位置情報と広告主特定位置情報との位置差分情報
、広告情報ごとの広告料、広告情報の評価を指標する評価情報、利用者の属性情報、利用
者が指定した時刻を指標する指定時刻情報、利用者により通信端末に入力されたクエリ情
報のうち少なくともいずれか１つに基づき順位情報を生成するステップを含んでもよい。
【００１８】
　広告情報の順位情報が、多面的な要因に基づいて生成されるので、いずれの広告情報が
利用者にとって有益であるかを多面的に判断することができ、有益な広告情報を的確に高
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順位とすることができる。ここで、「有益」とは、利用者の興味を惹き付けることができ
、利用者にとって利用価値があり、高い広告効果を発揮することを意味する。
【００１９】
　利用者特定位置情報と広告主特定位置情報との位置差分情報は、例えば、利用者が特定
した位置と広告主が特定した位置との間の距離情報である。評価情報は、広告情報の評価
（人気度、評判等）を指標する情報であり、例えば、広告情報に係る商品を購入した利用
者が、ショッピングサイトにおいてその商品や広告主に対して評価した評価ポイント情報
を含む。また、評価情報は、広告情報についてのクリックレートも含む。このクリックレ
ートは、広告情報が表示された場合にその広告情報が発揮する広告効果の程度を指標する
期待値情報である。例えば、広告主サイトへのリンク情報を含む広告情報が表示された回
数と、そのリンク情報が選択（クリック）されて広告主サイトが表示された回数との比率
である。
【００２０】
　利用者の属性情報は、例えば、利用者の住所、職業、趣味等の個人情報である。クエリ
情報は、利用者が通信端末に対して入力し、何らかの演算処理を要求する要求情報であっ
て、典型的には検索キーワード情報である。
【００２１】
　位置差分情報に基づき順位情報を生成することにより、利用者の位置に近い広告主の広
告情報を高順位とすることができる。広告料に基づき順位情報を生成することにより、よ
り高い広告料を設定した広告主の広告情報を高順位とすることができる。評価情報に基づ
き順位情報を生成することにより、評判のよい広告主の広告情報を高順位とすることがで
きる。利用者の属性情報に基づき順位情報を生成することにより、利用者の職業や趣味等
の内容を反映した広告情報を高順位とすることができる。指定時刻情報に基づき順位情報
を生成することにより、例えば指定時刻に営業中である広告主の広告情報を高順位とし、
指定時刻に閉店している広告主の広告情報を低順位とすることができる。クエリ情報に基
づき順位情報を生成することにより、利用者が入力したキーワードの内容を反映した広告
情報を高順位とすることができる。また、これらのうちいくつかを組み合わせて使用し、
又はこれらのすべてを使用して順位情報を生成することにより、多面的かつ複合的に判断
して利用者にとって最適な広告情報を高順位とすることができる。
【００２２】
　表示態様変更ステップが、順位情報に基づき、所在情報の表示サイズ又は広告情報の表
示サイズのうち少なくともいずれか一方を変更するステップを含んでもよい。
【００２３】
　順位情報に基づき、所在情報の表示サイズ又は広告情報の表示サイズのうち少なくとも
いずれか一方を変更することにより、所在情報や広告情報の高い視認性での表示と地図情
報の高い視認性での表示とを両立させることができる。例えば、地図内に所在する広告主
の広告情報を一律に大きく表示すれば、地図情報が殆ど見えなくなってしまう。一方、一
律に小さく表示すれば、地図情報の視認性が向上するが、広告情報が見難くなってしまい
利用者にとっての有益性が損なわれる。
【００２４】
　そこで、高順位の広告情報とその広告情報に対応する所在情報を大きく表示し、低順位
の広告情報とその広告情報に対応する所在情報を小さく表示すれば、利用者にとっての高
い有益性を確保しつつ地図情報の高い視認性も確保することができる。
【００２５】
　表示態様変更ステップが、順位情報に基づき、広告情報の表示又は非表示を切り替える
ステップを含んでもよい。
【００２６】
　順位情報に基づき、広告情報の表示又は非表示を切り替えることにより、所在情報や広
告情報の高い視認性での表示と地図情報の高い視認性での表示とを両立させることができ
る。例えば、地図内に所在するすべての広告主の広告情報を表示すれば、地図情報が殆ど
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見えなくなってしまう。一方、高順位の広告情報を非表示とすれば、利用者にとっての有
益性が損なわれる。
【００２７】
　そこで、高順位の広告情報とその広告情報に対応する所在情報を表示し、低順位の広告
情報とその広告情報に対応する所在情報を非表示とすれば、利用者にとっての高い有益性
を確保しつつ地図情報の高い視認性も確保することができる。
【００２８】
　例えば、表示基準値以上の順位情報を有する広告情報を表示し、表示基準値未満の順位
情報を有する広告情報を非表示とするように構成し、地図の近傍に表示基準値が調整可能
なスライドバーを表示する。スライドバー上でのスライダーの位置を調整すれば、地図上
に表示される広告情報の数を調整することができるので、有益な広告情報の高い視認性確
保と地図情報の高い視認性確保とを両立することができる。
【００２９】
　スライダーによる調整が、指定時刻情報に基づいて行うことができたり、評価情報に基
づいて行うことができるように構成されていれば、一層便利である。評価の非常に高い広
告情報のみを表示させたり、中程度以上の評価の広告情報を数多く表示させたり、その基
準を適宜便利に変更することができる。しかも、指定時刻情報に基づいてスライダーの調
整を行うように変更することで、夜１０時以降まで営業している広告主の広告情報のみを
表示させたり、夜６時以降に営業している広告主の広告情報を数多く表示させたり、その
基準を適宜便利に変更することができる。
【００３０】
　広告表示方法が、広告情報と広告主のウェブサイトとの関連付けを行うステップを更に
有してもよい。
【００３１】
　広告情報と広告主のウェブサイトとが関連付けられているので、広告情報に、広告主の
ウェブサイト内の情報を自動的に掲載したり更新したりすることができる。したがって、
広告情報をわざわざ生成しなくても、例えば、広告主のウェブサイト内の画像を広告情報
として自動的に表示させることができる。また、広告主のウェブサイト内の情報が更新さ
れた場合に、広告情報として表示する情報も連動して更新することができるので、常に最
新情報を広告情報として表示することができる。
【００３２】
　本発明の他の例示的側面としての広告表示システムは、通信端末の利用者により特定さ
れた利用者特定位置情報に基づき通信端末の画面に表示された地図上に、広告主の所在情
報及び広告主の広告情報を表示する広告表示システムであって、広告主により特定された
広告主特定位置情報と広告情報とが関連付けられて構成された広告主データベースに基づ
き、広告主特定位置情報に対応する地図上の表示位置に所在情報を表示する所在情報表示
部と、所在情報に関連付けて広告情報を地図上に表示する広告情報表示部と、広告情報の
順位情報を生成する順位情報生成部と、順位情報に基づき、所在情報又は広告情報のうち
少なくともいずれか一方の表示態様を変更する表示態様変更部と、を有する。
【００３３】
　地図上に広告主の所在情報と広告情報とを表示するので、利用者にとって広告主の所在
位置が把握し易く便利である。所在情報と広告情報とが対応しているので、どの広告主が
どの位置にありどの広告情報を提供しているかを容易に把握することができる。また、広
告情報ごとに順位付けを行い、その順位情報に基づいて所在情報又は広告情報のうち少な
くともいずれか一方の表示態様を変更するので、利用者は、表示態様によってその広告情
報が自分にとってどの程度有益かを容易に把握することができる。また、表示態様を順位
に応じて変更することで、有益な広告情報の視認性の高い表示と地図情報の視認性の高い
表示とを両立させることができる。
【００３４】
　本発明の更に他の例示的側面としての広告表示プログラムは、通信端末の利用者により
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特定された利用者特定位置情報に基づき通信端末の画面に表示された地図上に、広告主の
所在情報及び広告主の広告情報を表示する広告表示プログラムであって、コンピュータを
、広告主により特定された広告主特定位置情報と広告情報とが関連付けられて構成された
広告主データベースに基づき、広告主特定位置情報に対応する地図上の表示位置に所在情
報を表示する所在情報表示部、所在情報に関連付けて広告情報を地図上に表示する広告情
報表示部と、広告情報の順位情報を生成する順位情報生成部、及び、順位情報に基づき、
所在情報又は広告情報のうち少なくともいずれか一方の表示態様を変更する表示態様変更
部、として機能させる。
【００３５】
　地図上に広告主の所在情報と広告情報とを表示するので、利用者にとって広告主の所在
位置が把握し易く便利である。所在情報と広告情報とが対応しているので、どの広告主が
どの位置にありどの広告情報を提供しているかを容易に把握することができる。また、広
告情報ごとに順位付けを行い、その順位情報に基づいて所在情報又は広告情報のうち少な
くともいずれか一方の表示態様を変更するので、利用者は、表示態様によってその広告情
報が自分にとってどの程度有益かを容易に把握することができる。また、表示態様を順位
に応じて変更することで、有益な広告情報の視認性の高い表示と地図情報の視認性の高い
表示とを両立させることができる。
【００３６】
　本発明の更に他の例示的側面としての広告表方法は、通信端末の利用者により特定され
た利用者特定位置情報に基づき通信端末の画面に広告主の広告情報を表示する広告表示方
法であって、広告情報が、共通広告情報と複数の個別広告情報とを含んで構成され、複数
の個別広告情報は広告主により特定された複数の広告主特定位置情報と各々関連付けられ
、利用者特定位置情報と広告主特定位置情報との位置差分情報に基づき複数の個別広告情
報の中から個別広告情報を抽出するステップと、抽出された個別広告情報と共通広告情報
とを画面に表示するステップと、を有する。
【００３７】
　通信端末の画面に共通広告情報と個別広告情報とを表示するので、例えば画面内の広告
枠の一部分に共通広告情報を表示して他部分に個別広告情報を表示するように構成すれば
、１つの広告枠内に異なる種類の広告情報を同時に表示させることができる。広告枠の有
効活用を図ることができ、利用者に対して多くの情報を一度に提供することができる。例
えば、共通広告情報として、その広告主が取り扱っている商品情報を表示し、個別広告情
報として、その広告主が有する複数の事業所のうち１つの事業所の連絡先情報を表示する
ことができる。
【００３８】
　位置差分情報に基づき複数の個別広告情報の中から表示すべき個別広告情報を抽出する
ので、例えば複数の事業所のうち利用者の位置に近い事業所の連絡先情報を抽出すること
ができる。したがって、利用者は広告枠内において、商品情報とその商品を取り扱う近く
の事業所の連絡先情報とを得ることができる。
【００３９】
　本発明の更に他の例示的側面としての広告表示システムは、通信端末の利用者により特
定された利用者特定位置情報に基づき通信端末の画面に広告主の広告情報を表示する広告
表示システムであって、広告情報が、共通広告情報と複数の個別広告情報とを含んで構成
され、複数の個別広告情報は広告主により特定された複数の広告主特定位置情報と各々関
連付けられ、利用者特定位置情報と広告主特定位置情報との位置差分情報に基づき複数の
個別広告情報の中から個別広告情報を抽出する個別広告情報抽出部と、抽出された個別広
告情報と共通広告情報とを画面に表示する広告情報表示部と、を有する。
【００４０】
　通信端末の画面に共通広告情報と個別広告情報とを表示するので、例えば画面内の広告
枠の一部分に共通広告情報を表示して他部分に個別広告情報を表示するように構成すれば
、１つの広告枠内に異なる種類の広告情報を同時に表示させることができる。広告枠の有
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効活用を図ることができ、利用者に対して多くの情報を一度に提供することができる。例
えば、共通広告情報として、その広告主が取り扱っている商品情報を表示し、個別広告情
報として、その広告主が有する複数の事業所のうち１つの事業所の連絡先情報を表示する
ことができる。
【００４１】
　位置差分情報に基づき複数の個別広告情報の中から表示すべき個別広告情報を抽出する
ので、例えば複数の事業所のうち利用者の位置に近い事業所の連絡先情報を抽出すること
ができる。したがって、利用者は広告枠内において、商品情報とその商品を取り扱う近く
の事業所の連絡先情報とを得ることができる。
【００４２】
　本発明の更なる課題又はその他の特徴は、以下添付図面を参照して説明される好ましい
実施例によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、利用者にとって有益な広告情報を多面的な要因に基づき的確に推測し
て通信端末の画面に表示することができる。更に、その広告情報や広告主の所在情報を地
図上に表示する際に、広告情報や所在情報の視認性と地図内の地図情報の視認性とを両方
とも高いレベルで確保することができる。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　　［実施の形態１］
　以下、本発明の実施の形態１に係る広告表示方法を実現するための広告情報提供システ
ムＳＳについて図面を用いて説明する。図１は、この広告情報提供システムＳＳの全体構
成の概略を示す概略ブロック図である。この広告情報提供システムＳＳは、通信端末とし
ての利用者コンピュータ（以下、利用者ＰＣという。）２、ショッピングサーバ４、広告
主サーバ６ａ～６ｃ、広告表示サーバ（広告表示システム、コンピュータ）Ｓを有して大
略構成されている。これらの各コンピュータは、インターネットＷを介して相互に接続さ
れている。
【００４５】
　なお、本出願書類においては、「サイトの閲覧」と「サイトページの閲覧」とは同義で
あるものとして取り扱うこととする。また、「サイトへの接続」と「サイトサーバへの接
続」とは同義であり、「サイトへのアクセス」と「サイトサーバへのアクセス」とは同義
であるものとして取り扱うこととする。
【００４６】
　利用者ＰＣ２は、インターネットＷと接続されて各サーバと情報送受信可能とされた通
信端末である。利用者ＰＣ２は、図に示すように、装置本体２ａ、表示装置２ｂ、キーボ
ード、マウスを有しており、装置本体２ａ内部には、ウェブブラウザが備えられている。
そして、インターネットＷを介して接続されたサーバから提供された情報を、表示装置２
ｂの画面２ｃに表示することができるようになっている。また、キーボードやマウスを使
用して、情報入力や情報選択を行うことができ、その入力情報や選択情報がインターネッ
トＷを介して各サーバへと送信されるようになっている。
【００４７】
　本実施の形態１においては、利用者Ｕが使用する利用者ＰＣ２を通信端末の例として説
明するが、もちろん通信端末は、携帯情報端末であっても携帯電話機であってもよい。通
信端末は、有線無線を問わず、インターネットＷ等の情報通信網を介した情報通信が可能
な端末機器であればよい。
【００４８】
　ショッピングサーバ４は、インターネットＷを利用した商品購入サービスを提供するサ
ーバコンピュータである。このショッピングサーバ４には、後述する広告主Ａ～Ｃが出店
している。そして、利用者Ｕは、インターネットＷを介してショッピングサーバ４にアク
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セスすることにより、広告主Ａ～Ｃが各々販売する商品を閲覧したり、それらの商品を購
入したりすることができるようになっている。
【００４９】
　利用者Ｕが予め個人情報を登録することにより、ショッピングサーバ４には、利用者Ｕ
の住所、職業、趣味等の属性情報Ｕａが格納されている。また、ショッピングサーバ４に
は、広告主Ａ～Ｃの各々の評価情報９ａ～９ｃも格納されている。これらの評価情報９ａ
～９ｃは、各広告主Ａ～Ｃから以前に商品を購入した他の利用者によって、サービスの良
否、商品品質の良し悪し等の判断に基づき各広告主Ａ～Ｃに与えられた評価ポイントであ
って、各広告主Ａ～Ｃの人気度を指標する情報である。例えば、本実施の形態１において
は、最高点を１０点として広告主Ａの評価情報が９点、広告主Ｂの評価情報が７点、広告
主Ｃの評価情報が３点であるとする。
【００５０】
　広告主サーバ６ａ～６ｃは、各広告主Ａ～Ｃが運営管理するサーバコンピュータである
。この広告主Ａ～Ｃは、商品販売やサービス提供等の事業を行う事業者であって、典型的
には個人商店や販売会社等である。以下、広告主Ａが運営管理する広告主サーバ６ａにつ
いて、図２を用いて説明する。
【００５１】
　図２は、広告主サーバ６ａ内に構築された広告主サイトのサイトページ１０ａの概略構
成図である。このサイトページ１０ａ内には、広告主Ａが販売する商品の商品情報１２ａ
としての商品説明１３ａや商品画像１４ａが掲載されている。利用者Ｕが利用者ＰＣ２を
用いて広告主サーバ６ａにアクセスすることにより、この商品情報１２ａが画面２ｃに表
示され、利用者Ｕは商品の詳細を知ることができるようになっている。
【００５２】
　この広告主Ａの販売商品が変更になった場合は、サイトページ１０ａに掲載される商品
情報１２ａが新たな商品に係る情報に更新される。したがって、商品説明１３ａや商品画
像１４ａもそれに伴い更新されることとなる。なお、広告主Ｂ，Ｃが運営管理する広告主
サーバ６ｂ，６ｃ内にも同様に各々サイトページ１０ｂ，１０ｃが構築されており、その
サイトページ１０ｂ，１０ｃには各々広告主Ｂ，Ｃが販売する商品の商品情報１２ｂ，１
２ｃが掲載されている。
【００５３】
　広告表示サーバＳは、インターネットＷに接続されたサーバコンピュータであって、広
告主Ａ～Ｃの広告情報１５ａ～１５ｃを利用者ＰＣ２の画面２ｃに表示させるためのもの
である。図３は、広告表示サーバＳの内部構成の概略を示す概略構成図である。この広告
表示サーバＳは、内部に記憶装置２２、コンピュータの主要部としてのＣＰＵ２４を有し
ている。
【００５４】
　記憶装置２２は、例えばハードディスクユニット等のデータストレージ手段であり、内
部に広告表示プログラムＰ、広告主データベースＤ、地図データベースＭを保持している
。広告表示プログラムＰは、ＣＰＵ２４を検索画面表示部２４ａ、地図情報表示部２４ｂ
、所在情報表示部２４ｃ、広告情報表示部２４ｄ、順位情報生成部２４ｅ、表示態様変更
部２４ｆとして機能させるためのプログラムであるが、詳細は後述する。
【００５５】
　図４は、広告主データベースＤのデータ構成図である。広告主データベースＤは、広告
主Ａ～Ｃ、店舗位置情報（広告主特定位置情報）１１ａ～１１ｃ、広告情報１５ａ～１５
ｃ、広告料１６ａ～１６ｃ、営業時間１７ａ～１７ｃ、広告ワード情報２３ａ～２３ｃの
各情報が相互に関連付けられて構築されている。これらの各情報は、この広告表示サーバ
Ｓの運営管理者としての広告事業者と各広告主Ａ～Ｃとの間での取決めに基づき、広告主
Ａ～Ｃから広告事業者に対して予め提供された情報である。なお、以下は説明の簡単のた
めに、広告主Ａの場合についてのみ説明するが、広告主Ｂ，Ｃについても同様である。
【００５６】
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　店舗位置情報１１ａは、広告主Ａによって特定された位置情報である。本実施の形態１
においては、広告主特定位置情報として広告主Ａの店舗が所在する場所を指標する店舗位
置情報１１ａを例として説明するが、所在場所に限られず、広告主Ａによって特定された
位置の情報であればよい。また、位置情報は、地図上の特定の位置を指標する情報であれ
ばよく、例えば住所情報であってもＧＰＳ情報（緯度経度情報）であってもよい。
【００５７】
　広告情報１５ａは、広告主Ａが利用者Ｕに対して提供されることを希望する情報であっ
て、例えば広告主Ａが販売する商品の情報や広告主Ａの連絡先情報（住所、電話番号、広
告主サイトのＵＲＬ等）である。本実施の形態１においては、この広告情報１５ａは広告
主サーバ６ａのサイトページ１０ａ内に掲載されている商品情報１２ａと関連付けられて
いる。したがって、サイトページ１０ａ内の商品情報１２ａが、広告情報１５ａの一部と
して利用者Ｕに提供されるようになっている。
【００５８】
　広告料１６ａは、広告主Ａが広告事業者と予め取り決めた金額情報である。後述するよ
うに、広告情報の順位情報の生成においては、この広告料１６ａも影響する。すなわち、
広告料が高額である場合には、その広告情報の順位情報が高順位で生成される傾向があり
、広告料が低額である場合には、その広告情報の順位情報が低順位で生成される傾向があ
る。したがって、高い順位で広告情報が表示されることを希望する広告主は、広告事業者
との取決めにおいて広告料を高額に設定する必要がある。
【００５９】
　営業時間１７ａは、広告主Ａの店舗が商品販売サービスを提供可能な時間帯を指標する
情報である。例えば、本実施の形態１においては、広告主Ａの店舗の営業時間１７ａは、
１０：００～２３：００となっている。後述するように、広告情報の順位情報の生成にお
いては、利用者Ｕが指定した指定時刻情報も影響する。すなわち、指定時刻が店舗の営業
時間内である場合は、その店舗に係る広告情報の順位情報が高順位で生成される傾向があ
り、指定時刻が店舗の営業時間外である場合は、その店舗に係る広告情報の順位情報が低
順位で生成される傾向がある。
【００６０】
　広告ワード情報２３ａは、広告主Ａが予め定めるワード情報であって、広告情報１５ａ
の内容、すなわち広告主Ａが販売する商品の商品情報１２ａに高い関連性を有するワード
情報である。後述するキーワード２０が利用者ＰＣ２に入力された際に、このキーワード
２０と広告ワード情報２３ａとの関連性が、広告情報１５ａの順位情報の生成に影響を与
える。例えば、入力されたキーワード２０が「ラーメン」である場合に、広告ワード情報
２３ａも「ラーメン」であれば、両者が一致しているので広告情報１５ａの順位情報が高
順位で生成される傾向がある。広告ワード情報２３ｂが「中華料理店」であれば、両者が
一致していないものの近似概念であるので広告情報１５ａの順位情報が中程度順位で生成
される傾向があり、広告ワード情報２３ａが「コンピュータ」であれば、両者の概念に近
似性が殆どなく順位情報が低順位で生成される傾向がある。
【００６１】
　地図データベースＭは、例えば日本全国の地図情報を有して構成されている。利用者Ｕ
が利用者特定位置情報１８を利用者ＰＣ２に入力すると、その利用者特定位置情報１８に
基づき、周辺の地図情報が地図データベースＭから利用者ＰＣ２へと送信され、利用者Ｐ
Ｃ２の画面２ｃに周辺地図が表示されるようになっている。
【００６２】
　この利用者特定位置情報１８は、利用者Ｕによって入力されたキーワード２０の一部と
しての情報（地名情報、地域情報、ランドマーク情報、住所情報等）であってもよい。ま
た、ショッピングサーバ４内に格納された属性情報Ｕａの一部（例えば、利用者Ｕの住所
情報）が利用者特定位置情報１８として利用されてもよい。利用者Ｕの過去の検索履歴等
の行動履歴情報や利用者ＰＣ２内に保持されているクッキー等の履歴情報に基づき推測又
は判断された位置情報を利用者特定位置情報１８として利用してもよい。
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【００６３】
　特に、通信端末１８が携帯情報端末や携帯電話機である場合には、例えばＧＰＳによっ
て測位した測位情報（ＧＰＳ情報）が利用者特定位置情報１８として利用されてもよい。
【００６４】
　本実施の形態１においては、広告表示サーバＳ内に地図データベースＭが保持されてい
る例について説明するが、地図データベースＭは広告表示サーバＳとは異なる他の地図提
供サーバ（不図示）内に保持されており、利用者特定位置情報１８が広告表示サーバＳへ
送信されると、広告表示サーバＳが地図提供サーバから地図情報を取得するように構成さ
れていてももちろんよい。
【００６５】
　次に、広告表示プログラムＰの指令によって、広告表示サーバＳのＣＰＵ２４が発揮す
る各機能について説明する。
【００６６】
　検索画面表示部２４ａは、利用者ＰＣ２が広告表示サーバＳにアクセスした際に、利用
者ＰＣ２の画面２ｃに、図５に示すような検索画面１９を表示させる機能を有する。この
検索画面１９にはキーワード入力枠１９ａが配置されており、このキーワード入力枠１９
ａにキーワード（クエリ情報）２０を入力することにより、そのキーワード２０が広告表
示サーバＳへと送信されるようになっている。
【００６７】
　地図情報表示部２４ｂは、地図データベースＭに基づき利用者ＰＣ２の画面２ｃに地図
２１を表示する機能を有する。利用者ＰＣ２の画面２ｃには、利用者特定位置情報１８を
中心とした所定範囲の地図２１が表示されるようになっている。例えば、キーワード入力
枠１９ａに地名情報（住所情報）である「六本木」をキーワード２０として入力すると、
その「六本木」が利用者特定位置情報１８としても利用されて、図６に示すように、例え
ば六本木駅を中心とした所定範囲の地図２１が画面２ｃに表示されるようになっている。
【００６８】
　また、六本木駅を中心とした所定範囲の地図２１が表示されている状態において、近隣
に所在しており、中心からややずれた位置に表示されている六本木郵便局をマウスクリッ
クすると、その六本木郵便局の位置情報が利用者特定位置情報１８として広告表示サーバ
Ｓへと送信され、今度は、六本木郵便局を中心とした所定範囲の地図２１が画面２ｃに表
示される（図７参照）。
【００６９】
　このように、キーワード２０として入力された地名情報や住所情報、又は地図上でマウ
スクリックされた位置情報等が利用者特定位置情報１８として広告表示サーバＳへと送信
され、その利用者特定位置情報１８に基づいて地図データベースＭから地図情報が利用者
ＰＣ２へと送信され、利用者特定位置情報１８が指標する位置を中心とした所定範囲の地
図２１が画面２ｃに表示されるようになっている。
【００７０】
　地図情報表示部２４ｂは、地図２１の近傍にスライドバーＬも表示する機能を有する。
このスライドバーＬ上でのスライダーＬ１の位置をマウス操作によって調整することで、
地図２１上での広告情報１５ａ～１５ｃの表示態様を変更することができるようになって
いるが、詳細は後述する。
【００７１】
　所在情報表示部２４ｃは、店舗位置情報１１ａ～１１ｃに基づき、画面２ｃの地図２１
上に店舗の所在情報７ａ～７ｃを表示する機能を有する。これらの所在情報７ａ～７ｃは
、図８に示すように、それぞれ店舗位置情報１１ａ～１１ｃに対応する表示位置に表示さ
れる。本実施の形態１においては、所在情報７ａ～７ｃは、「三角形の中に番号が記載さ
れた」表示態様で表示される。この番号は、例えば各広告情報１５ａ～１５ｃの順位情報
を指標していてもよい。また、順位情報が高順位の広告情報１５ａに対応する所在情報７
ａは大きい三角形で表示され、順位情報が低順位の広告情報１５ｃに対応する所在情報７
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ｃは小さい三角形で表示されるようになっている。
【００７２】
　広告情報表示部２４ｄは、広告情報１５ａ～１５ｃを、所在情報７ａ～７ｃに対応して
地図２１上に表示する機能を有する。本実施の形態１においては、広告情報１５ａ～１５
ｃは、所在情報７ａ～７ｃのそれぞれの近傍において吹出し表示される。そして、順位情
報が高順位の広告情報１５ａは大きい吹出しで表示され、順位情報が低順位の広告情報１
５ｃは小さい吹出しで表示される。
【００７３】
　順位情報生成部２４ｅは、広告情報１５ａ～１５ｃごとの順位情報を生成する機能を有
する。この順位情報は、利用者特定位置情報１８と店舗位置情報１１ａ～１１ｃとの距離
（位置差分情報）、広告情報１５ａ～１５ｃごとの広告料１６ａ～１６ｃ、広告情報１５
ａ～１５ｃごとの評価情報９ａ～９ｃ、利用者Ｕの属性情報Ｕａ、利用者Ｕにより指定さ
れた指定時刻情報、入力されたキーワード２０のすべてに基づき生成され、広告情報１５
ａ～１５ｃごとに順位付けがされる。
【００７４】
　具体的には、利用者特定位置情報１８と店舗位置情報との距離が近い場合には、すなわ
ち、店舗の所在位置が地図２１の中心位置に近い場合には、その広告情報の順位情報が高
順位で生成される傾向がある。一方、店舗の所在位置が地図２１の中心位置から遠い場合
には、その広告情報の順位情報が低順位で生成される傾向がある。
【００７５】
　また、広告料が高額である広告情報の順位情報は高順位で生成される傾向があり、広告
料が低額である広告情報の順位情報は低順位で生成される傾向がある。評価情報が高得点
（すなわち、人気度の高い）広告情報の順位情報は高順位で生成される傾向があり、評価
情報が低得点（すなわち、人気度の低い）広告情報の順位情報は低順位で生成される傾向
がある。
【００７６】
　広告情報１５ａ～１５ｃごとの評価情報９ａ～９ｃは、順位情報生成部２４ｅによって
ショッピングサーバ４内から取得されるようになっていてもよい。また、広告主データベ
ースＤ内に各広告情報１５ａ～１５ｃに各々クリックレート情報が関連付けられて構成さ
れている場合において、このクリックレート情報を広告情報１５ａ～１５ｃごとの評価情
報として利用してもよい。
【００７７】
　クリックレート情報は、広告情報が表示された場合にその広告情報が発揮する広告効果
の程度を指標する期待値情報であって広告情報ごとの人気度を指標する情報である。例え
ば、過去に広告主サイトへのリンク情報を含む広告情報が表示された回数Ｎと、そのリン
ク情報が選択（クリック）されて広告主サイトが表示された回数ｎとの比率（ｎ／Ｎ）が
クリックレート情報となる。
【００７８】
　また、利用者Ｕの属性情報Ｕａに関連性の高い広告情報の順位情報は高順位で生成され
る傾向があり、属性情報Ｕａに関連性の低い広告情報の順位情報は低順位で生成される傾
向がある。この属性情報Ｕａは、順位情報生成部２４ｅによってショッピングサーバ４内
から取得されるようになっていてもよい。例えば、属性情報Ｕａが「好きな食べ物はラー
メンである。」という情報を含む場合、広告ワード情報に「ラーメン」を含む広告情報の
順位情報が高順位で生成される傾向がある。また、例えば、属性情報Ｕａが「趣味はコン
ピュータである。」という情報を含む場合、広告ワード情報に「コンピュータ」を含む広
告情報の順位情報が高順位で生成される傾向がある。
【００７９】
　利用者Ｕにより指定された指定時刻情報が営業時間内である広告情報の順位情報は高順
位で生成される傾向があり、指定時刻情報が営業時間外である広告情報の順位情報は低順
位で生成される傾向がある。また、入力されたキーワード２０と広告ワード情報との関連
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性が高い場合、その広告ワード情報に対応する広告情報の順位情報は高順位で生成される
傾向があり、キーワード２０と広告ワード情報との関連性が低い場合、その広告ワード情
報に対応する広告情報の順位情報は低順位で生成される傾向がある。
【００８０】
　上記のように、地図２１の中心位置からの距離、広告料、評価情報やクリックレート情
報、利用者の属性情報、指定時刻情報、キーワードに基づいて広告情報ごとに順位情報生
成部２４ｅによる順位付けが行われ、順位情報が生成される。そして、その順位情報は各
広告情報１５ａ～１５ｃにそれぞれ関連付けられる。この順位情報に基づいて、表示態様
変更部２４ｆによる広告情報１５ａ～１５ｃや所在情報７ａ～７ｃの表示態様が変更され
る。
【００８１】
　表示態様変更部２４ｆは、順位情報に基づいて所在情報７ａ～７ｃ及び広告情報１５ａ
～１５ｃの地図２１上での表示態様を変更する機能を有する。例えば、広告情報１５ａの
順位情報が最も高順位であり、広告情報１５ｃの順位情報が最も低順位である場合には、
表示態様変更部２４ｆは、所在情報７ａ及び広告情報１５ａを最も大きく表示し、所在情
報７ｃ及び広告情報１５ｃを最も小さく表示する。
【００８２】
　もちろん、表示態様の変更は表示サイズの変更に限られない。例えば、順位情報に応じ
て文字の太さや文字や図形の色を変更することも可能であるし、付加表示する装飾アイコ
ンを変更することも可能である。もちろん所在情報７ａ～７ｃの表示態様も、上述の「三
角形の中に番号が記載された」表示態様に限られず、円形状、四角形状、ピン形状等であ
ってもよい。番号の記載位置も図形の中でも外でもよいし、番号の記載がなくてもよい。
順位情報に応じて所在情報７ａ～７ｃの色を変更してもよい。
【００８３】
　なお、地図２１の近傍に配置されたスライドバーＬ、スライダーＬ１及び基準選択部Ｌ
２も表示態様変更部２４ｆの一部として機能している。画面２ｃ上の地図２１の近傍には
スライドバーＬ、スライダーＬ１、基準選択部Ｌ２が配置されている。基準選択部Ｌ２は
、スライダーによる調整の基準項目を選択するためのものであり、本実施の形態１におい
ては、「時刻」又は「人気度」を選択することができるようになっている。
【００８４】
　ここで、例えば「時刻」を選択すると、スライドバーＬは指定時刻情報調整部として機
能し、スライダーＬ１を調整することにより指定時刻情報を設定することができるように
なっている。そして、スライダーＬ１により設定された指定時刻情報を基準値として、そ
の指定時刻が営業時間内である広告主の所在情報及び広告情報が表示され、営業時間外で
ある広告主の所在情報及び広告情報が非表示とされるようになっている。したがって、ス
ライダーＬ１を左右に移動調整することにより、地図２１上の所在情報と広告情報が表示
されたり非表示となったりする。
【００８５】
　一方、基準選択部Ｌ２によって「人気度」を選択すると、スライドバーＬは評価情報調
整部として機能し、スライダーＬ１を調整することにより評価情報基準値を設定すること
ができるようになっている。そして、評価情報がスライダーＬ１により設定された評価情
報基準値以上である広告主の所在情報及び広告情報が表示され、評価情報基準値未満であ
る広告主の所在情報及び広告情報が非表示とされるようになっている。したがって、スラ
イダーＬ１を左右に移動調整することにより、地図２１上の所在情報と広告情報が表示さ
れたり非表示となったりする。
【００８６】
　次に、この実施の形態１に係る広告表示サーバＳの動作プロセスについて、図９のフロ
ーチャートを用いて説明する。
【００８７】
　利用者Ｕが、利用者ＰＣ２により広告表示サーバＳにアクセスすると、画面２ｃに検索
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画面１９が表示される（Ｓ．１）。この検索画面１９内のキーワード入力枠１９ａに利用
者Ｕがキーワード２０（「六本木」）を入力する（Ｓ．２）と、広告表示サーバＳは、入
力されたキーワード２０、ショッピングサーバ４内の属性情報Ｕａ、評価情報９ａ～９ｃ
、広告主データベースＤに基づき、広告情報１５ａ～１５ｃの順位情報を生成する（Ｓ．
３）。そして、その順位情報に基づき広告情報１５ａ～１５ｃの表示態様を変更する（Ｓ
．４）。
【００８８】
　入力されたキーワード２０（「六本木」）に基づいて、画面２ｃに六本木駅を中心とし
た所定範囲の地図２１とスライドバーＬが表示される（Ｓ．５）。それとともに、地図２
１上に広告情報１５ａ～１５ｃが、各々順位情報に基づき設定された表示態様で表示され
る（Ｓ．６）。
【００８９】
　　［実施の形態２］
　図１０は、本発明の実施の形態２に係る広告表示方法による利用者ＰＣ２の画面２ｃ上
の画面表示例である。なお、実施の形態１と同様の構成については、同様の符号を付して
その説明を省略する。
【００９０】
　この実施の形態２においては、検索画面１９にキーワード２０（「六本木」）を入力す
ると、キーワード２０が利用者特定位置情報１８として利用されて、そのキーワード２０
に基づき画面２ｃ上に六本木駅を中心とする地図２１が表示され、その地図２１の近傍に
は広告枠３１が表示される。この広告枠３１は、上部枠３１ａと下部枠３１ｂとに分かれ
ており、上部枠３１ａには広告主Ｅ（図２参照）の共通広告情報３２が表示されている。
【００９１】
　図１１は、広告表示サーバＳの記憶装置２２内に格納された広告主データベースＤ’の
データ構成を示す。広告主データベースＤ’は、広告主Ｅ、共通広告情報３２、支店Ｅ１
～Ｅ５、支店位置情報（広告主特定位置情報）ＥＬ１～ＥＬ５、支店広告情報（個別広告
情報）ＥＡ１～ＥＡ５が相互に関連付けられて構築されている。
【００９２】
　この共通広告情報３２は、画面２ｃに表示されている地図２１の位置に拘わらず、広告
主Ｅが掲載を希望する広告情報であり、例えば広告主Ｅが販売する商品情報等である。ま
た、支店Ｅ１～Ｅ５は、広告主Ｅが各地に展開する拠点であり、支店位置情報ＥＬ１～Ｅ
Ｌ５はそれぞれの支店Ｅ１～Ｅ５の位置情報である。支店広告情報ＥＡ１～ＥＡ５は、支
店Ｅ１～Ｅ５ごとに掲載を希望する広告情報であり、例えば、支店Ｅ１～Ｅ５ごとの電話
番号、住所等の連絡先情報である。
【００９３】
　広告表示サーバＳは、受信した利用者特定位置情報１８（すなわち、キーワード２０（
「六本木」））及び広告主データベースＤ’に基づき、利用者特定位置情報１８と支店位
置情報との位置差分情報が最も小さい（すなわち、距離が近い）支店及びその支店広告情
報を抽出する。例えば、本実施の形態２においては、支店Ｅ１が六本木支店である場合、
キーワード２０に基づき六本木支店Ｅ１の支店広告情報ＥＡ１が抽出される。
【００９４】
　そして、共通広告情報３２と支店広告情報ＥＡ１とが利用者ＰＣ２に向けて送信され、
共通広告情報３２が上部枠３１ａに、支店広告情報ＥＡ１が下部枠３１ｂに表示される。
もちろん、利用者Ｕが、地図２１の中心位置を移動させて新宿駅を地図２１の中心とした
場合、その新宿駅の位置情報が利用者特定位置情報１８として広告表示サーバＳへと送信
され、新たに下部枠３１ｂに新宿支店Ｅ２の支店広告情報ＥＡ２が表示される。この場合
においても、上部枠３１ａには共通広告情報３２が表示されたままである。
【００９５】
　　［実施の形態３］
　図１２は、本発明の実施の形態３に係る広告表示方法に用いられる広告主データベース
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Ｄ１及び辞書データベースＤ２のデータ構成図である。この実施の形態３においては、広
告表示方法のプロセスの概略については実施の形態１と略同様であるので、その説明を省
略する。
【００９６】
　本実施の形態３においては、広告主データベースＤ１が、実施の形態１に係る広告デー
タベースＤ（図４参照）における広告ワード情報２３ａ～２３ｃの代わりに、広告ジャン
ル情報Ｊ１～Ｊ３が広告情報１５ａ～１５ｃにそれぞれ関連付けられている。そして、辞
書データベースＤ２は、複数の広告ジャンル情報Ｊ（Ｊ１～Ｊ３）とそれに関連する複数
の派生ワード情報Ｋ（Ｋ１～Ｋ５）とが各々関連付けられて構成されている。
【００９７】
　広告表示プログラムＰの作用により、サーバ広告主データベースＤ１と辞書データベー
スＤ２とが互いに協働して、広告主１５ａの広告ジャンル情報Ｊ１に対して派生ワード情
報Ｋ１～Ｋ５を関連付けるようになっている。そして、利用者Ｕが入力したキーワード２
０と派生ワード情報Ｋ（Ｋ１～Ｋ５）との関連性に基づいて、広告情報１５ａの順位情報
が生成されるようになっている。
【００９８】
　広告主Ａは、広告事業者との取決めの際に多数の広告ワード情報２３ａを指定する必要
がない。１つの広告ジャンル情報Ｊ１を指定するのみで、多数の派生ワード情報Ｋ１～Ｋ
５と広告情報１５ａとの関連付けが行われるようになっている。したがって、取決めの際
の手間の煩雑さを解消することができ、簡単な登録作業により、広告情報の登録（広告主
データベースＤ１への登録）を行うことができる。しかも、広告情報と多くの派生ワード
情報との関連付けを実現することができる。
【００９９】
　なお、この辞書データベースＤ２は、予め広告表示サーバＳの記憶装置２２内に保持さ
れていてもよい。また、利用者Ｕからのキーワード２０が広告表示サーバＳに向けて送信
されるたびに内容が更新されるようになっていてもよい。例えば、利用者Ｕが同時に入力
した複数のキーワードは互いに関連性が高いと判断することができるので、同じ広告ジャ
ンル情報に関連付けられた複数の派生ワードとしてそれら複数のキーワードを更新登録す
れば、辞書データベースの内容の補充を図ることができ、内容の新鮮さを保つことができ
る。
【０１００】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る広告表示方法を実現する広告情報提供システムの全
体構成を示す概略ブロック図である。
【図２】図１に示す広告主サーバ内に構築された広告主サイトのサイトページの概略構成
図である。
【図３】図１に示す広告表示サーバの内部構成の概略を示す概略構成図である。
【図４】図３に示す記憶装置内に保持された広告主データベースのデータ構成図である。
【図５】図１に示す利用者ＰＣの画面に表示される検索画面の画面表示例である。
【図６】図１に示す利用者ＰＣの画面に表示される地図の画面表示例であって、六本木駅
を中心とした所定範囲の地図が表示された例である。
【図７】図１に示す利用者ＰＣの画面に表示される地図の画面表示例であって、六本木郵
便局を中心とした所定範囲の地図が表示された例である。
【図８】図６に示す地図上に広告主の所在情報及び広告情報が表示された状態を示す画面
表示例である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る広告表示サーバの動作プロセスを説明するフローチ
ャートである。
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【図１０】本発明の実施の形態２に係る広告表示方法による利用者ＰＣの画面上に画面表
示例である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係る広告表示サーバの記憶装置に保持された広告主デ
ータベースのデータ構成図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る広告表示方法に用いられる広告主データベース及
び辞書データベースのデータ構成図である。
【符号の説明】
【０１０２】
Ａ～Ｃ，Ｅ：広告主
Ｄ，Ｄ’，Ｄ１：広告主データベース
Ｄ２：辞書データベース
Ｅ１～Ｅ５：支店
ＥＡ１～ＥＡ５：支店広告情報（個別広告情報）
ＥＬ１～ＥＬ５：支店位置情報（広告主特定位置情報）
Ｊ１～Ｊ３：広告ジャンル情報
Ｋ１～Ｋ５：派生ワード情報
Ｌ：スライドバー
Ｌ１：スライダー
Ｌ２：基準選択部
Ｍ：地図データベース
Ｐ：広告表示プログラム
Ｓ：広告表示サーバ（広告表示システム、コンピュータ）
ＳＳ：広告情報提供システム
Ｕ：利用者
Ｕａ：属性情報
Ｗ：インターネット
２：利用者ＰＣ（利用者コンピュータ、通信端末）
２ａ：装置本体
２ｂ：表示装置
２ｃ：画面
４：ショッピングサーバ
６ａ～６ｃ：広告主サーバ
７ａ～７ｃ：所在情報
９ａ～９ｃ：評価情報
１０ａ～１０ｃ：サイトページ
１１ａ～１１ｃ：店舗位置情報（広告主特定位置情報）
１２ａ～１２ｃ：商品情報
１３ａ：商品説明
１４ａ：商品画像
１５ａ～１５ｃ：広告情報
１６ａ～１６ｃ：広告料
１７ａ～１７ｃ：営業時間
１８：利用者特定位置情報
１９：検索画面
１９ａ：キーワード入力枠
２１：地図
２０：キーワード（クエリ情報）
２２：記憶装置
２３ａ～２３ｃ：広告ワード情報
２４：ＣＰＵ（コンピュータの主要部）



(18) JP 5331795 B2 2013.10.30

10

２４ａ：検索画面表示部
２４ｂ：地図情報表示部
２４ｃ：所在情報表示部
２４ｄ：広告情報表示部
２４ｅ：順位情報生成部
２４ｆ：表示態様変更部
３１：広告枠
３１ａ：上部枠
３１ｂ：下部枠
３２：共通広告情報

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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