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(57) 要約 ペイ ・パー ・コール ( P a C a l l ) 方式における電話番号を指標する識別情報を広告
情報ごとに動的に割 り当てて、識別情報の再利用を可能とすることにより、識別情報の資源の有効活用及び枯渇防
止を図ることのできる情報管理方法、情報管理装置、情報管理プログラム及び架電受付装置を提供すること。 こ
の情報管理方法は、ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供 され、かつ架電先を識別する識別情報 1 1 a ～
1 1 c を管理するための情報管理方法であって、広告主電話器 に架電接続可能な状態 とされた識別情報 1 1 a ～
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明 細 苫
，清報管理方怯 ，、清報管理装置 ，、清報管理プログラム及び架苗受付装置

技術分野

０００1 本発明は、清報管理方怯、清報管理装置、情報管理プロクラム及ひ架電受付装置

に係り、特にぺイ・パー・コール (Pa e Ca )方式において識別清報を再利用し

て清報資源を有効利用することのてきる清報管理方怯等に関する。

背景技 村

０００2 従来より、インターネノトのウェフペ一シを利用した広告方怯の一方式として、ペイ・

パー・クリノク (Pa e C c )方式といぅものか利用されている。ペイ・パー・クリノク

方式とは、広告代理業者か、ウェフペ一シ上に表示された広告情報のクリノク回数に

応して広告主に対して広告科を探企する方式のことをいぅ。

０００3 例えは広告提供ザイトのウェフペ一シに広告主の広告清報か掲載され、そのぺ一

シを閲覧した利用者か広告清報を選択 (クリノ列すると、広告主か管理する自社のウ

ェフザイトへとリンクされてその広告清報に関する梓細清報を閲覧することかてきるよ

ぅになっている。そして、その広告清報のクリノク回数に応して広告主かポータルザイ

トの管理者に広告科を支払ぅのてある。

０００4 このよぅな方式は、利用者 (閲覧者) か多く、高い広告効果の獲得か可能なポータ

ル (玄関)ザイトにおいてよく用いられる。ポータルザイトの管理者は、そのザイトペー

シの一部に広告掲載枠を設けてその広告掲載枠を広告主に貸与することによって広

告を行い、この広告清報かクリノクされた回数に応して広告主から広告科を徴収する

よぅになっている。

０００5 しかし、このぺイ・パー・クリノク方式は、広告主か自社ザイトを有していない場合に

は、リンク先を設定することかてきす広告清報に関する梓細清報を提供することもて

きないといぅ問題かある。卓に広告情報をクリノクするのみて広告科の支払か発生す

るのて、広告費用に対する効果として、「利用者 (麒客 ) との直接的なコンタクト(庫絡

) 」を得ることもてきない。

０００6 また、利用者か何けなく広告清報をクリノクした場合や首図的に繰り返しクリノクした



場合でも、クリック回数に応じて広告料が課金されてしまぅので、広告効果と広告料と

の関連性が低くなってしまぅ場合もある。

０００7 そこで、広告提供ザイトのウェブページに広告情報とともに広告主ごとに対応付けら

れた電話番号を掲載し、それを見た利用者が広告主に対して電話を架けた場合に、

その通話の成立に某づいて広告料の課金を発生させる方式も提案されている。なお

、この広告方法の一方式を、ペイ・パー・コール (Pa e Ca )方式とレ沌、、例え

ば特許文献 に記載のものがある。

０００8 しかしながら、多数の広告提供ザイトに広告情報を掲載する場合に、掲載するすべ

ての電話番号を一律に同じ電話番号にしてしまぅと、利用者がどの広告提供ザイトを

見て電話を架けてきたのかわからない。そのため、どの広告提供ザイトの広告効果が

高く、どの広告提供ザイトの広告効果が低いのかを把握することができないといぅ問

題がある。

０００9 そのため、広告情報ごとに典なる電話番号を割り振って典なる広告提供ザイトに掲

載し、いずれの電話番号に電話が架かってきたかにょって利用者がいずれの広告提

供ザイトを見て電話を架けてきたかを把握する方法も提案されている (例えば、特許

文献2を参照。)。この方法にょれば、広告提供ザイトごとの広告効果を把握すること

ができる。

００1０ 特許文献1:特開2００5 5945 号公報

特許文献2 :国際公開第2００7 ０ 553 号パンフレソト

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００11 近年では広告提供ザイトも数多く存在している。例えば、広告主が ０ ０００の広告

提供ザイトに自社の広告情報を掲載する場合に、これらのザイトごとに典なる電話番

号を割り当てて掲載する場合には ０ ０００番号といぅ膨大な数の電話番号を準備す

る必要がある。

００12 更に、 つの広告提供ザイト内に複数の商材 (商品やザ一ビス等の広告の対象物。

)の広告情報を掲載する場合もある。仮に、広告主が つの広告提供ザイト内に ０

０００種類の商材の広告情報を掲載し、各々の商材について各々典なる電話番号を



割り当てるとすると、 ０ ０００ザイト ０ ０００商材で ００ ０００ ０００番号の電話番

号を準備する必要がある。

００13 このよぅに、数多くの広告提供ザイト及び商材ごとに典なる電話番号を割り当てるに

は、桁数の多い電話番号とする必要がある。しかし電話番号の桁数が増えると、電話

を架ける利用者の架け間違いが増えたり、煩わしさから架電を断念する利用者が増

えたりしてしまい、広告効果の減退に繋がってしまぅ。架電受付システム側の仕様に

より、広告情報に対して剖当て可能な電話番号桁数に制約があり、むやみに桁数を

増加させることができない場合もある。

００14 また、広告主が広告情報を掲載する広告提供ザイトの数や取り扱ぅ商材の種類は

変動することがあるため、広告主ごとに( は広告提供ザイトごとに)余裕を見て多め

の電話番号数を確保しておく必要がある。そぅすると、電話番号の桁数を例え多くし

てもその電話番号資源がすぐに枯渇してしまい、更にどんどん電話番号の桁数を増

やして広告主ごとの電話番号数の確保に対応しなければならない。

００15 本発明は上記の事情に鑑みて為されたもので、ペイ・パー・コール (Pa e Ca

1) 方式における電話番号を指標する識別情報を広告情報ごとに動的に割り当てて、

識別情報の再利用を可能とすることにより、識別情報の資源の有効活用及び枯渇防

止を図ることのできる情報管理方法、情報管理装置、情報管理プログラム及び架電

受付装置を提供することを例示的課題とする。

課題を解がさするための手段

００16 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情報管理方法は、ウ

ェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別情

報を管理するための情報管理方法であって、第 の架電先に架電接続可能な状態と

された識別情報を、ウェブページを構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態

から送出不可能な状態へと変化させるステップと、送出不可能な状態とされた識別情

報を、第2の架電先に架電接続可能な状態へと変ィヒさせるステップと、第2の架電先

に架電接続可能な状態とされた識別情報を、ウェブザーバ又は他のウェブザーバに

向けて送出可能な状態へと変化させるステップと、を有する。

００17 第 の架電先に架電接続可能とされた識別情報を、ウェブザーバに向けて送出可



能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能

とし、ウェブザーバ又は他のウェブザーバへと送出可能とするので、 つの識別情報

に対して動的に典なる架電先を接続可能とすることができる。したがって、識別情報

の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。

００18 ここで、「ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され」とは、ウェブページ

上に文字情報として明示的に識別情報が表示される場合を含む。また、ウェブペー

ジ上に明示的に表示されないが、そのウェブページのデータに内部的に関連付けら

れており、ウェブページに対する何らかの操作に某づき明示的に提供可能であったり

、その識別情報に関連付けられた架電先へと架電可能であったりする状態を含む。

００19 識別情報とは、架電先に関連付けられることによりその架電先を識別する情報であ

って、例えば複数桁の番号を含んで構成される。また、識別情報は、例えば広告情

報にも関連付けられており、広告情報ごとに典なる識別情報が割り当てられるよぅに

。
００2０ 識別情報がウェブザーバに向けて送出可能な状態とは、例えば、利用者がウェフ

ぺ一ジにアクセスしたときに、広告情報に関連付けられた識別情報がウェブザーバ

へと送信されてそのウェブページ上に表示され得る状態をいぅ。「識別情報が第 の

架電先に架電接続可能な状態」とは、識別情報に某づく架電が第 の架電先に接続

され得る状態をいぅ。

００2 1 識別情報をウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変

化させるステップが、第 の所定条件の成立に某づき実行されてもよい。

００22 第 の所定条件の成立は、例えば一定期間の満了、一定回数の満了を含む。例え

ば、一定期間満了に某づき、識別情報をウェブザーバに向けて送出不可能とすれば

、一定期間のみ識別情報をウェブザーバにおいて提供可能とし、その後ウェブザー

バにおいて提供不可能とすることができる。

００23 そして、提供不可能とした識別情報を、今度は第 の架電先とは典なる第2の架電

先に架電接続可能な状態にしてウェブザーバに向けて提供することができるので、

つの識別情報を時期的にずらして様々な架電先へと関連付けることができ、識別情

報を有効に再利用することができる。



００24 一方、識別情報と広告情報とが関連付けられている場合には、 つの広告情報に

関連付ける識別情報を時期的にずらして様々に変えることができる。したがって、利

用者からの架電がいずれの識別情報に某づき行われたかを把握することにより、そ

の広告情報が高い広告効果を発揮している時期や時間帯を把握することができる。

００25 識別情報をウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変

ィヒさせるステップの実行から所定期間経過した後に、識別情報を第 の架電先に架

電接続不可能な状態へと変ィヒさせるステップ、を更に有してもよい。そして、その所

定期間を、第2の所定条件の成立に某づき延長又は短縮してもよい。

００26 第2の所定条件の成立は、例えばその所定期間内の識別情報に某づく架電の有

無を含む。すなわち、所定期間内に、識別情報に某づく架電が有った場合に所定期

間を延長したり、架電が無かった場合に所定期間を短縮したりすることができる。これ

により、ウェブページに提供されなくなった識別情報であっても、依然その識別情報

に関連付けられた広告情報の広告効果が残存して時々その識別情報に某づく架電

が行われるよぅな場合に、その架電を適正に第 の架電先に接続可能な期間 (所定

期間)を延長することができる。

００27 なお、ここで「架電接続不可能な状態」とは、その識別情報に某づく架電を架電先

に非接続とすることをいぅ。すなわち、識別情報に某づく架電があっても、その架電を

架電先に着信させず、話中処理したり、呼出し状態のまま保留したり、接続先が無い

旨の応答アナウンス処理をしたりすることをいぅ。

００28 識別情報を、第 の架電先に架電接続不可能な状態へと変ィヒさせるステップの実

行から第2の架電先に架電接続可能な状態へと変ィヒさせるステップの実行までの接

続不可能期間を、第3の所定条件の成立に某づき延長又は短縮してもよい。

００29 第3の所定条件の成立は、例えばその接続不可能期間内の識別情報に某づく架

電の有無を含む。すなわち、接続不可能期間内に、識別情報に某づく架電が有った

場合に接続不可能期間を延長したり、架電が無かった場合に接続不可能期間を短

縮したりすることができる。これにより、ウェブページに提供されなくなってから長期間

経過した識別情報であっても、依然その識別情報に関連付けられた広告情報の広

告効果が残存してその識別情報に某づく架電が時々行われるよぅな場合に、しばらく



は新たな第2の架電先への接続を行ぅことなく、その架電を非接続とする期間を延長

することができる。

００3０ 本発明の他の例示的側面としての情報管理装置は、ウェブページにおいて明示的

又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別情報を管理するための情報管

理装置であって、第 の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を、ウェブ

ページを構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へ
と変化させ、送出不可能な状態とされた識別情報を、第2の架電先に架電接続可能

な状態へと変化させ、第2の架電先に架電接続可能な状態とされた識別情報を、ウェ
ブザーバスは他のウェブザーバに向けて送出可能な状態へと変化させる。

００3 1 第 の架電先に架電接続可能とされた識別情報を、ウェブザーバに向けて送出可

能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能

とし、ウェブザーバスは他のウェブザーバへと送出可能とするので、 つの識別情報

に対して動的に典なる架電先を接続可能とすることができる。したがって、識別情報

の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。

００32 識別情報を第 の架電先に架電接続不可能な状態へと変化させ、識別情報を第2

の架電先に架電接続可能な状態へと変化させる接続状態変更部と、識別情報に某

づく架電があったことを指標する架電受付情報を受信する架電受付情報受信部と、

識別情報を前記送出不可能な状態へと変化させてから第 の架電先に架電接続不

可能な状態へと変化させるまでの所定期間内に架電受付情報を受信した場合に所

定期間を延長し、識別情報を第 の架電先に架電接続不可能な状態へと変化させて

から第2の架電先に架電接続可能な状態へと変化させるまでの接続不可能期間内

に架電受付情報を受信した場合に接続不可能期間を延長する期間変更部と、を史

００33 期間変更部の作用により、ウェブページに提供されなくなった識別情報であっても

、その識別情報に関連付けられた広告情報の広告効果の残存の程度に応じて、そ

の識別情報に某づく架電を適正に第 の架電先に接続可能な期間 (所定期間)を延

長したり、その架電を非接続とする期間 (接続不可能期間)を延長したりすることがで

きる。



００34 本発明の更に他の例示的側面としての情報管理装置は、ウェブページにおいて提

供される広告情報を識別するための管理情報を、ウェブページを構築するウェブザ

ーバから取得するための管理情報取得部と、架電先を識別するための識別情報と取

得した管理情報とが関連付けられているか否かを判別するための第 判別部と、識

別情報がウェブザーバに向けて提供可能な状態であるか否かを判別するための第2

判別部と、識別情報と管理情報とが関連付けられており、かつ提供可能な状態であ

る場合に、識別情報をウェブザーバに向けて送出する識別情報送出部と、を有して

いる。
。

００35 管理情報と識別情報とが関連付けられている場合であって、その識別情報がウェフ

ザーバに提供可能である場合に識別情報送出部が識別情報を送出するので、管理

情報と識別情報とが関連付けられていない場合や、関連付けられている識別情報が

提供不可能な状態の場合に、識別情報をウェブザーバに向けて送出することがない

。したがって、識別情報の状態に応じて適正にウェブザーバへの送出 非送出を管

理することができる。

００36 ここで管理情報とは、広告情報を識別するための情報であって、例えば広告主ごと

に割り当てられた広告主1 (以下、 といぅ。) 、広告事業者ごとに割り当てられた

広告事業者1 (以下、 といぅ。) 、広告に係る商品又はザ一ビス (商材 )ごとに割り

当てられた1 (以下、P といぅ。) 、広告事業者の関連先であって広告情報のぺ一
、ジ掲載依頼先である広告提供者 (パートナー) のザイトごとに割り当てられた1 (以下

S といぅ。)を含む。また、パートナーとの契約に某づき、個人が 自身のウェブペ一
、ジやブログ等に広告情報を掲載する場合にその個人ぺ一ジや個人ブログごとに割り

当てられた1 (以下、 といぅ。)を含れ場合もある。

００37 識別情報と管理情報とが関連付けられていない場合に、識別情報と管理情報との

関連付けを行ぅ識別情報関連付け実行部を更に有してもよい。

００38 識別情報と管理情報とが関連付けられていない場合、すなわち両者の関連付けが

解除されている場合に、識別情報関連付け実行部が識別情報と管理情報との関連

付けを行ぅので、識別情報送出部は、ウェブザーバから管理情報を取得した場合に
。

必ずそのウェブザーバに向けて識別情報を送出することができる。したがって、ウェフ



ぺ一ジにおいて、広告情報に関連付けられた識別情報を必ず表示することができる

００39 その識別情報を、いずれの管理情報とも関連付けられていない識別情報の中から

抽出するのはもちろんのこと、いずれの架電先とも関連付けられていない識別情報の

中から抽出して、その広告情報に係る架電先と関連付けつつ管理情報とも関連付け

て、ウェブザーバに向けて送出することにより、ウェブページにおいて提供された識

別情報に某づく架電を適正にその架電先へと接続することができる。

００4０ 識別情報がウェブザーバに向けて提供不可能な状態である場合に、識別情報とは

典なる他の識別情報と管理情報との関連付けを行ぅ識別情報関連付け実行部を更

に有する請求項8に記載の情報管理装置。

００4 1 管理情報と関連付けられた識別情報が提供不可能状態である場合に、識別情報

関連付け実行部が他の識別情報と管理情報との関連付けを行ぅので、識別情報送

出部は、ウェブザーバから管理情報を取得した場合に識別情報が提供不可能であっ
。ても他の識別情報をウェブザーバに向けて送出することができる。したがって、ウェフ

ぺ一ジにおいて、広告情報に関連付けられた識別情報を必ず表示することができる

００42 他の識別情報を、いずれの管理情報とも関連付けられていない識別情報の中から

抽出するのはもちろんのこと、いずれの架電先とも関連付けられていない識別情報の

中から抽出して、その広告情報に係る架電先と関連付けつつ管理情報とも関連付け

て、ウェブザーバに向けて送出することにより、ウェブページにおいて提供された他の

識別情報に某づく架電を適正にその架電先へと接続することができる。

００43 本発明の更に他の例示的側面としての情報管理プログラムは、ウェブページにお

いて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別情報を管理するた

めの情報管理プログラムであって、第 の架電先に架電接続可能な状態とされた識

別情報を、ウェブページを構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出

不可能な状態へと変化させ、送出不可能な状態とされた識別情報を、第2の架電先

に架電接続可能な状態へと変化させ、第2の架電先に架電接続可飴な状態とされた

識別情報を、ウェブザーバスは他のウェブザーバに向けて送出可能な状態へと変化



させる機能をコンピュータに発揮させる。

００44 第 の架電先に架電接続可能とされた識別情報を、ウェブザーバに向けて送出可

能な状態から送出不可能な状態へと変化させた上で第2の架電先に架電接続可能

とし、ウェブザーバ又は他のウェブザーバへと送出可能とするので、 つの識別情報

に対して動的に典なる架電先を接続可能とすることができる。したがって、識別情報

の有効活用及び枯渇防止に寄与することができる。

００45 本発明の更に他の例示的側面としての情報管理プログラムは、ウェブページにお

いて提供される広告情報を識別するための管理情報を、ウェブページを構築するウ

ェブザーバから取得するための管理情報取得部、架電先を識別するための識別情

報と取得した管理情報とが関連付けられているか否かを判別するための第 判別部

、識別情報がウェブザーバに向けて提供可能な状態であるか否かを判別するための

第2判別部、及び、識別情報と管理情報とが関連付けられており、かつ提供可能な

状態である場合に、識別情報をウェブザーバに向けて送出する識別情報送出部とし

てコンピュータを機能させる。

００46 管理情報と識別情報とが関連付けられている場合であって、その識別情報がウェブ

ザーバに提供可能である場合に識別情報送出部が識別情報を送出するので、管理

情報と識別情報とが関連付けられていない場合や、関連付けられている識別情報が

提供不可能な状態の場合に、識別情報をウェブザーバに向けて送出することがない

。したがって、識別情報の状態に応じて適正にウェブザーバへの送出 非送出を管

理することができる。

００47 本発明の更に他の例示的側面としての架電受付装置は、ウェブページにおいて明

示的又は黙示的に提供され、架電先を識別するための識別情報に某づく架電を受

け付ける架電受付部と、識別情報にいずれかの架電先が関連付けられている場合

に架電先の情報を受信し、識別情報にいずれの架電先も関連付けられていない場

合に架電先無しを指標する情報を受信する架電先情報受信部と、架電先の情報を

受信した場合に架電を架電先へと接続し、架電先無しを指標する情報を受信した場

合に架電を非接続とする架電接続部と、を有する。

００48 本発明の史なる目的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 、実施の形態によって明らかにされるてあろぅ。

発明の効果

００49 本発明によれは、ペイ・パー・コール (Pa e「Ca )方式における電話番号を指

標し、架電先を識別するための識別清報を広告情報ことに動的に割り当てて、識別

清報の再利用を可能とすることにより、識別清報の資源の有効活用及ひ枯渇防止を

図ることかてきる。

００5０ ウェフペ一シへの提供期間や提供回数に応して動的に識別清報を変化させること

により、広告効果を時期や時間帯に某つき把握することもてきる。また、ウェフペ一シ

への提供か終了した識別清報に某つく架電の有無の程度に応して架電先への接続

期間や非接続期間を延長 短縮することにより、広告効果の確実な獲得や利用者の

混乱防止、識別清報の資源の一屑の有効活用を実現することかてきる。

発明を実施するための最良の形態

００5 1 実施の形態

以下、本発明の実施の形態 に係る情報管理方怯を用いた広告清報管理システム

S について図面を用いて脱明する。なお、木明細菩において、ザ一ハはザ一ハコン

ピュータを首味し、ザイト(ウェフザイト、インターネオザイトも略同義。) は、ザ一ハ内

に仮想的に構築されるウェフペ一シの集合体を首味する。ウェフペ一シとは、

によって特定することかてき、文字清報や画像 清報等の種々の情報か掲載される仮

想的な清報提供媒体てある。ここにおいて、「ウェフザイトに掲載」することを「ウェフ

ペ一シに掲載」することと同義に用い、「ウェフザイトを閲覧」することを「ウェフペ一シ

を閲覧」することと同義に用いる。

００52 図 は、この広告清報管理システム5の全体構成を示す概略構成図てある。この広

告清報管理システムSは、清報管理ザ一ハ (清報管理装置) 、架電受付ザ一ハ (架

電受付装置) 2を有して大略構成され、その清報管理ザ一ハ は、インターネノトWを

介して広告主ザ一ハ3、事業者ザ一ハ4、広告提供ザ一ハ5a～5c、利用者コンピュ
ータ6と情報迭受信可能に接続されている。広告主と利用者とは各々広告主電話器

7、利用者電話器8を有しており、それらは電話回線網 を介して架電受付ザ一ハ2

に接続されている。



００5 3 広告主ザーバ 3は、広告主 が管理するザーバコンピュータであり、内部に第2のイ

ンターネットザイトとしての広告主のウェブザイト(広告主ザイト) 3aが構築されている。

この広告主ザイト3aは、後述する広告情報ga～gcにリンクされており、利用者 が広

告情報ga～gcをクリックすることによって利用者コンピュータ6に広告主ザイト3aの内

容 (広告情報の詳細情報。) が表示されるようになっている。また、広告主 は広告主

ザーバ 3を介して事業者ザーバ4に向けてバナ一画像9を送出することができるように

００54 このバナ一画像9は、例えば利用者の注意を惹き付けるよぅに種々の色彩や模様

が付加された装飾的広告画像であったり、広告主 の広告内容を簡単に説明する説

明的広告画像である。

００5 5 事業者ザーバ4は、広告事業者が管理するザーバコンピュータであり、インターネッ
トWを介して複数の広告提供ザーバ 5a～5。に接続され、これらの広告提供ザーバ 5

a～5cを統括管理するためのものである。事業者ザーバ4は、広告主ザーバ 3からバ

ナ一画像9を受け取る機能を有している。そして、そのバナ一画像9を情報管理ザー

バ に向けて送出し、 as 等のスクリプト 指標情報 ) 2 と合成された合成後のバナ

一画像9を情報管理ザーバ から受け取る。更に、その合成後のバナ一画像9を、複

数の広告提供ザーバ 5a～5cに向けて広告情報ga～gcとして送出する機能も有す

る。このスクリプト2 の詳細については後述する。

００56 事業者ザーバ4は内部に図示しない記憶装置を有している。その記憶装置内には

、図2に示すよぅに管理 データベース4 aが構築されている。この管理 データベ

ース4aは、管理 (管理情報 ) 4とバナ一画像9とが関連付けられて構築されている

００5 7 この管理 は、広告情報ga～gcごとの課金管理を行ぅのに用いる情報であって

、広告情報ga～gcを識別する情報である。管理 は、例えば (広告主 ) 4

(広告事業者 ) 4 (商材 ) 4 S (広告提供ザイト ) 4 sを含

んで構成されている。すなわち、管理 4によって、いずれの広告事業者が管理す

るいずれの広告提供ザイトに掲載されたいずれの商材の広告情報であるかを識別す

ることができるよぅになっている。更に、管理 4が (個人ぺ一ジ ) 4 を含む



場合は、管理 によって、その広告情報がいずれの広告提供ザイトの管理者 (広告

提供者)との契約に某づきいずれの個人ぺ一ジ ( は個人ブログ等。) に掲載された

ものであるかを識別することができるよぅになっている。したがって、広告情報ga～gc

には、各々管理 4a～4。が関連付けられている。

００58 広告提供ザーバ (ウェブザーバ ) 5a～5。は、それぞれ広告提供者が管理するザー

バコンピュータであり、各々内部に第 のインターネットザイトとしての広告提供ザイト

2a～2cが構築されている。図3は、広告提供ザイト 2aのウェブページの表示画面

例である。

００59 この広告提供ザイト 2aはいわゆるポータルザイトと呼ばれるもので、ウェブページ

内に様々な情報が掲載されている。ウェブページ内には広告掲載枠 3aが配置され

、広告掲載枠 3a内には事業者ザーバ4から受け取った広告情報gaが掲載されて

いる。

００6０ 広告情報9aは、バナ一画像9とスクリプト2 とが合成されて構成されており、利用者

の注意を惹き付けつつ利用者 に対してスクリプト2 の機能により識別情報 aを

表示する機能を有している。その識別情報 aは、架電先を識別するための情報で

あって、例えば前半7桁のザーバ識別番号と後半 ０桁の広告識別番号とを有する合

計 7桁の電話番号情報 「０ 25423 ００ ００2553」である。利用者 は、この識

別情報 aに某づいて架電を行ぅことにより、この広告情報gaの広告主 と電話連絡

(通話)を行ぅことができるよぅになっている。

００6 1 広告提供ザイト 2aにおける識別情報 aの提供方法としては、いくつかの方法が

適用可能である。例えば、図3に示すよぅに、バナ一画像9と共に識別情報 aを広

告提供ザイト 2a上に掲載して表示する方法もある。例えば、図4 (a) に示すよぅに、

通常状態、すなわちバナ一画像9上にマウスポインタ がない場合にはバナ一画像

9のみが表示されて識別情報 aが表示されず、図4 に示すよぅに、バナ一画像

9上にマウスポインタ を移動させた場合に識別情報 aがバルーン表示される方

法もある。例えば、図5 (a) に示すよぅに、通常状態、すなわちバナ一画像9上をマウ

スでクリックする前はバナ一画像9のみが表示されて識別情報 aが表示されず、図

S (b)に示すよぅに、バナ一画像9をマウスでクリックすると リウィンドウが表示されてそ



のウィンドウ内に識別情報 aが表示される方法もある。

００62 広告提供ザイト 2b 2cにも同様に広告情報gb gcが掲載される。その広告情報

gb gc中のバナ一画像9は広告情報gaのものと共通であるが、スクリプト2 の機能

により表示される識別情報 b は各々の番号が典なっている。すなわち、識別

情報 bは、「０ 25423 ００ ００2554」であり、識別情報 は、「０ 25423

００ ００2555」である。したがって、利用者 がどの番号に電話を架けたかを把握

すれば、どの広告情報ga～g の広告効果があったかを把握することができるよぅに

００63 もちろん、識別情報 a～ は 7桁の電話番号情報に限られず、2～4桁程度

の電話番号の一部の情報であってもよいし、電話を架けた後に利用者 が応答先の

ザーバに向けて人力するための数桁の入力番号であってもよい。また、応答先のザ

ーバが音声認識機能を有している場合には、識別情報 a～ は、利用者 が架

電中に発声するためのキーワードであってもよい。広告提供ザイト 2b 2 のその

他の構成については広告提供ザイト 2aと同様であるので説明を省略する。

００64 なお、本実施の形態 においては、事業者ザーバ4を広告事業者が管理し広告提

供ザーバ 5a～5cを広告提供者が管理するものとして各々別々のザーバとして説明し

たが、もちろんこれらは必ずしも各々別々である必要はない。例えば つの広告事業

者が複数の広告提供ザーバ 5a～5cを管理し、事業者ザーバ4を廃して各広告提供

ザーバ 5a～5cがそれぞれ事業者ザーバとしての機能を併せ持っていてもよい。また

、各広告提供ザイト 2a～2cの管理者との契約に某づき、各広告提供ザイト 2a～
2cに関連付けられた複数の個人ぺ一ジに広告情報ga～gcが掲載されてもよい。

００65 利用者コンピュータ6は、広告提供ザイト 2a～2cを閲覧する利用者 が管理、

使用するコンピュータである。利用者 が利用者コンピュータ6によりインターネットW

を介して広告提供ザイト 2aを閲覧すると、広告提供ザイト 2a内の様々な情報と共

に広告情報gaが利用者コンピュータ6の表示画面に表示されるようになっている。

００66 そして、利用者 が広告情報gaに興味を持ち、表示された「０ 25423 ００ ００

2553」の番号に自宅の利用者電話器8から架電を行うと、架電受付ザーバ2によっ
て受け付けられ、広告主 と通話を行うことができるようになっている。



００67 情報管理ザーバ は、この広告情報管理システム5の主要部を構成するザーバコン

ピュータであり、インターネットWを介して事業者ザーバ4に接続されている。情報管

理ザーバ は、事業者ザーバ4から受け取ったバナ一画像9にスクリプト2 を合成し

て、合成後のバナ一画像9を事業者ザーバ4に向けて返送する動作を実行する。更

に、広告提供ザーバ 5a～5cから管理 4a～4cの情報と共に識別情報 a～
cの要求信号を取得する動作も実行する。その要求信号に某づき、管理 a～4

cに対応する広告提供サ一バ 5a～5cに向けて、識別情報 a～ をその状態に

某づいて動的に割り振って送出する動作も実行する。更に、後述する架電受付ザー

バ 2から識別情報 a～ を受け取ると、その識別情報 a～ の状態を指標

する情報を架電受付ザーバ 2に向けて送出する動作も実行する。

００68 図6は、この情報管理ザーバ の内部構成の概略を示すブロック図である。情報管

理ザーバ は、内部に演算処理装置 (CP ) 5、記憶装置 6を有している。この P

5がコンピュータの主要部として上記の各動作を実行する。

００69 記憶装置 6内には、情報管理プログラムP、情報管理データベース 、識別情報

データベース が格納されている。上記の各動作は、この情報管理プログラムPの指

令に某づいてCP 5が実行する。すなわち、情報管理プログラムPにより、CP

は、スクリプト合成部 5a、管理 取得部 (管理情報取得部 ) 5b、第 判別部 。、
第2判別部 5d、識別情報関連付け実行部 5e、識別情報送出部 f、送出状態変

更部 5 、接続状態変更部 5 、架電受付情報受信部 、期間変更部 として

機能する。以下、各部の機能及びその動作について図7を参照しつつ説明する。

００7０ スクリプト合成部 5aは、事業者ザーバ4から受け取ったバナ一画像9に対して所定

のスクリプト2 を合成し、事業者ザーバ4に向けて返送する機能を有する。そのスクリ

プト2 が合成された合成後のバナ一画像9は、広告情報ga～gcとして事業者ザー

バ4から複数の広告提供ザーバ 5a～5cに向けて送信される。

００7 1 スクリプト2 は、例えば as 等により構成され、識別情報 1 を要求する要求信号

を情報管理ザーバ に向けて送出し、情報管理ザーバ から受け取った識別情報 1

をウェブページ内に表示する機能を有する動作モジュールである。すなわち、広告

提供ザイト 2a～2cのウェブページが利用者 によって閲覧されると、ウェブページ



に掲載された広告情報ga～gc内のスクリプト2 の機能に某づき、情報管理ザーバ

から受け取った識別情報 a～ がそのウェブページ内に表示されるよぅになって

いる。

００72 管理 取得部 5bは、広告提供ザーバ 5a～5 から送出される管理 4a～4c

を取得する機能を有する。例えば、利用者 が利用者コンピュータ6を用いて広告提

供ザイト 2aにアクセスすると、広告情報ga内のスクリプト2 の機能に某づき、広告

提供ザーバ 5aから情報管理ザーバ に向けて識別情報の要求信号が送出される。

その際、広告提供ザーバ 5aからは要求信号と共に広告情報gaの管理 4aも情報

管理ザーバ に向けて送出され、その管理 4aが管理 取得部 5bによって取得

される。管理 取得部 5bは、取得した管理 4の情報を第 判別部 5c及び第2

判別部 5dに向けて送出する。

００73 第 判別部 5cは、取得した管理 4aといずれかの識別情報とが関連付けられ

ているか否かを判別する機能を有する。この判別機能は、情報管理データベース

を用いることにより行われるので、以下、情報管理データベース について説明する

００74 図8は、情報管理データベース の内部構造の概略を示すデータ構造図である。

情報管理データベース は、管理 4、識別情報 、状態情報 7が相互に関連

付けられて構築されている。この情報管理データベース において、例えば管理1

4aに対応して識別情報 aが関連付けられている場合、管理 4aが指標する架

電先 (すなわち、広告主 の広告主電話器7。) と識別情報 aとが関連付けられて

いることを意味する。

００75 ここで、状態情報 7は、識別情報 の種々の状態を指標する情報であり、例えば

、送出状態情報 7a、接続状態情報 bを有している。送出状態情報 7aが ドの

場合、広告提供ザーバ 5a～5cに向けてその識別情報 を送出することが可能な状

態であることを意味している。送出状態情報 7aが ０の場合、広告提供ザーバ 5a

～5cに向けてその識別情報 を送出することが不可能な状態であることを意味して

いる。

００76 また、接続状態情報 7bが ドの場合、識別情報 に某づく架電が、その識別情



報 に関連付けられている管理 4が指標する架電先に接続可能な状態であるこ

とを意味している。接続状態情報 7bが ０の場合、識別情報 に某づく架電が、

その識別情報 に関連付けられている管理 4が指標する架電先に接続不可能

な状態であることを意味している。例えば、管理 4aに対応して識別情報 aが関

連付けられている場合であってその接続状態情報 7bが ドの場合、その識別情報

aに某づく架電が管理 4aが指標する広告主 の広告主電話器7へと接続され

るようになっている。

００77 なお、情報管理データベース においては、識別情報 の送出状態情報 7aが

ドである場合には、接続状態情報 7bは常に ドであり、送出状態情報 7aが び

の場合には、接続状態情報 7bが ドの場合ビ０の場合とがある。また、 つの管

理 に対して複数の識別情報 が関連付けられる場合があるが、そのぅち送出

状態情報 7aが ドである識別情報 は常に つであり、他の識別情報 の送出

状態情報 7a ０である。

００78 記憶装置 6内の識別情報データベース 内には、図9に示すよぅに、予め複数の

識別情報 がいずれの管理 4とも架電先とも関連付けられていない状態で格納

されている。その中の特定の識別情報 aが特定の管理 4aと識別情報関連付

け実行部 5eによって関連付けられると、情報管理データベース 内において管理1

4aに関連付けられて識別情報 aが設定され、その識別情報 aに対して送出

5 によって設定されるよぅになっている。そして、管理 4aと識別情報 aとの関

連付けが識別情報関連付け実行部 5eによって解除されると、情報管理データベー

ス 内において管理 4aに関連付けられた識別情報 aが削除されるよぅになっ
ている。そして、情報管理データベース 内からすべての識別情報 aが削除される

と、識別情報 aが再び識別情報データベース 内へと格納されるよぅになっている

。その後、今度は別の管理 4bと識別情報 aとが関連付けられると、情報管理

データベース 内の管理 4bに対応する欄に識別情報 aが設定されるよぅにな

００79 この識別情報データベース 内の複数の識別情報は、上記のよぅにいずれの管理1



4とも架電先とも関連付けられていない状態で格納されていてもよいが、例えば、

予め架電先 (すなわち広告主) との関連付けだけが行われていてもよい。例えば、 ，

０００ ０００ ０００種類の識別情報が格納されている場合において、5つの架電先 (広

告主) に対してそれぞれ2００ ０００ ０００種類ずつの識別情報が予め割り当てられて

いてもよい。その場合、後述する識別情報関連付け実行部 5eがこの識別情報デー

タベース から識別情報を抽出する際に、管理 4が指標する架電先 (広告主) の

情報に某づき、その架電先に割り当てられているものの中から つの識別情報を抽出

することとなる。

００8０ 第 判別部 5。は、情報管理データベース を参照することにより、管理情報 4

aと関連付けされている識別情報 の有無を半 男 し、関連付けられた識別情報 (

本実施の形態においては識別情報 a。) が有る場合には、「識別情報有り」を指標

する情報を第2判別部 5dに向けて送出する。管理 4aに関連付けられている識

別情報 が無い場合には、「識別情報無し」を指標する情報を識別情報関連付け実

行部 5eに向けて送出する。

００8 1 第2判別部 5dは、識別情報 がウェブザーバに向けて提供可能な状態であるか

否かを判別する機能を有する。すなわち、第 判別部 5。から「識別情報有り」を指標

する情報を受け取った場合に、管理 4aに関連付けられた識別情報 aの送出

状態情報 7aを情報管理データベース を参照して確認する。そして識別情報 a

の送出状態情報 7aが 、すなわち送出可能状態を指標していれば、「送出可能」

を指標する情報を識別情報送出部 5fに向けて送出する。

００82 一方、管理 4aに関連付けられたすべての識別情報 の送出状態情報 7aが

０である場合、「送出不可能」を指標する情報を識別情報関連付け実行部 5eに

向けて送出する。

００83 識別情報関連付け実行部 5eは、識別情報 と管理 4とが関連付けられてい

ない場合に、識別情報 と管理 4との関連付けを行ぅ機能を有する。すなわち、

第 判別部 5cから「識別情報無し」を指標する情報を受け取ると、識別情報データ

ベース からいずれの管理 4とも架電先とも関連付けられていない新たな識別情

報 aを抽出し、管理 4 aとの関連付けを行ぅ。



００84 なお、識別情報関連付け実行部 5eにより管理 4aに新たな識別情報 aが関

連付けられると、送出状態変更部 5 及び接続状態変更部 5 により、その識別情

報 aの送出状態情報 7a及び接続状態情報 7bが共げドに設定される。そして

、識別情報関連付け実行部 5eは、識別情報送出部 5fに向けて「識別情報有り」

及び「送出可能」を指標する情報を送出する。

００85 また、識別情報関連付け実行部 5eは、識別情報 が広告提供ザーバ 5a～5cに

向けて提供不可能な状態である場合に、その識別情報 とは典なる他の識別情報

eと管理 4との関連付けを行ぅ機能も有する。すなわち、第2判別部 5dから「

送出不可能」を指標する情報を受け取ると、識別情報データベース からいずれの

管理 4とも架電先とも関連付けられておらず、管理 4aに関連付けられた識別

情報 aとは典なる他の識別情報 eを抽出し、管理 4aとの関連付けを行ぅ。

００86 なお、識別情報関連付け実行部 5eにより管理 4aに他の識別情報 eが関連

付けられると、送出状態変更部 5 及び接続状態変更部 5 により、他の識別情報

eの送出状態情報 7a及び接続状態情報 7bが共げドに設定される。そして、

識別情報関連付け実行部 5eは、識別情報送出部 5fに向けて「識別情報有り」及

び「送出可能」を指標する情報を送出する。

００87 識別情報送出部 5fは、識別情報 と管理 4とが関連付けられており、かつ提

供可能な状態である場合に、識別情報 を広告提供ザーバ 5a～5cに向けて送出

する機能を有する。すなわち、第2判別部 5dから「送出可能」を指標する情報を受

け取った場合、又は識別情報関連付け実行部 5eから「識別情報有り」及び「送出可

能」を指標する情報を受け取った場合には、管理 4aが指標する広告提供ザーバ

5aに向けて管理 4aに関連付けられかつ送出可能な識別情報 を送出する。

００88 CP によるこれら一連の機能及び動作により、利用者 が広告提供ザイト 2a

にアクセスした場合に、その時点で管理 4aに関連付けられ、かつ送出可能とさ

れている識別情報が広告提供ザーバ 5aに向けて動的に送出され、広告提供ザイト

2aに表示されるよぅになっている。

００89 なお、本実施の形態 においては、第 判別部 5cが 「識別情報無し」を半 男 した場

合も、第2判別部 5dが 「送出不可能」を半 男 した場合も、識別情報関連付け実行部



5eが管理 4aに新たな識別情報 を関連付けるよぅに構成している。しかしな

がら、第 判別部 5cによる「識別情報無し」を指標する情報や、第2判別部 5dによ

る「送出不可能」を指標する情報が識別情報送出部 5fに向けて送出されるよぅに構

成し、それらの場合には、広告提供ザーバ 5aへの識別情報の送出を行わないよぅに

することも可能である。

００9０ 次に、送出状態変更部 5 、接続状態変更部 、架電受付情報受信部 、期

間変更部 5 の各機能について、図 ０の状態説明図を用いて説明する。図 ０ほ、

識別情報 aの各状態を説明するための状態説明図である。

００9 1 図中 (a) で示す送出状態情報 7aは、上述したよぅに広告提供ザーバ 5aからの要

求信号があった場合に、その広告提供ザーバ 5aに向けて識別情報 aを送出可能

か否かを指標する情報である。この送出状態情報 7aの送出可能を指標すび の

状態と送出不可能を指標すび０の状態とは、送出状態変更部 5 の機能に某づき

設定及び変更される。

００92 (b)で示す接続状態情報 7bは、識別情報 aに某づく架電を架電先に架電接続

可能か否かを指標する情報である。この接続状態情報 7bの接続可能を指標すび

ドの状態と接続不可能を指標すび０の状態とは、接続状態変更部 5 の機能に

某づき設定及び変更される。ここで、架電先とは、識別情報 aが関連付けられてい

る管理 4aが指標する広告主の連絡先 (広告主電話器7)である。すなわち、識別

情報 aが管理 4aに関連付けされている場合は、その架電先は広告主電話器

7 (第 の架電先)であるが、識別情報 aが他の新たな管理 4dに関連付けされ

た場合は、その架電先は広告主電話器7とは典なる他の架電先 (第2の架電先) とな

る。

００93 (c) で示す管理 4との関連付け状態は、識別情報 aが管理 と関連付けら

れているか否かを指標する状態である。すなわち「 」の場合は、識別情報 aがい

ずれかの管理 4と関連付けられている状態であり、識別情報 aが識別情報デ

ータベース 内になく、情報管理データベース 内にある状態である。逆に、「 」の

場合は、識別情報 a；礼、ずれの管理 4とも関連付けられていない状態であり、

識別情報 aが識別情報データベース 内にあり、情報管理データベース 内にな



い状態である。

００94 (d)で示す抽出信号は、識別情報関連付け実行部 5eによる識別情報データベー

ス 内からの抽出動作を表す信号である。この抽出信号が 「O 」になったとき、識別

情報データベース 内から識別情報 aが抽出されて管理 4との関連付けが行

われ、その識別情報 aの送出状態情報 7a及び接続状態情報 7bが共げ に

設定される。

００95 例えば、図中の公開期間 において広告提供ザイト 2aに利用者 がアクセスし

た場合、識別情報 aは管理 4aに関連付けられており、送出可能かつ接続可

能であるので、広告提供ザイト 2aに識別情報 aが表示される。そして、その識別

情報 aに某づく架電が広告主電話器7へと接続される。

００96 しかし、図中の非公開期間 (所定期間) 2において広告提供ザイト 2aに利用者

がアクセスした場合、識別情報 aは管理 4aに関連付けられているが、送出不

可能な状態であるので、識別情報 aは広告提供ザーバ 5aに向けて送出されない。

このとき、識別情報関連付け実行部 5eによって抽出された他の識別情報 eが広

告提供ザーバ 5aに向けて送出される。この非公開期間 2においては、識別情報

aは送出不可能な状態であるが、接続可能状態であるので、識別情報 aに某づく

架電が行われた場合には、その架電は第 の架電先としての広告主電話器7へと接

続される。なお、この公開期間 と非公開期間 2とを合わせて接続可能期間 2と

呼ぶこととする。

００97 図中の無効期間 3において、広告提供ザイト 2aに利用者 がアクセスした場合

、識別情報 aは管理 4aに関連付けられているが、送出不可能かつ接続不可

能な状態である。したがって、識別情報 aは広告提供ザーバ 5aに向けて送出され

ず、識別情報 aに某づく架電は、接続不可能 (話中、呼出し状態、非接続アナウン

ス等。) とされる。なお、広告提供ザイト 2aには他の識別情報 eが表示される。

００98 図中の関連付け解除期間 4において、広告提供ザイト 2aに利用者 がアクセス

した場合も、無効期間 3と同様である。ただし、この関連付け解除期間 4において

は、管理 4aと識別情報 aとの関連付けが解除され、識別情報 aが情報管理

データベース から削除されて識別情報データベース 内へと格納されている。した



かって、識別清報 aは、他の広告提供ザ一ハからの要大信号に某ついて、いすれ

の管理 4及ひ架電先とも関庫付け可能な状態となっている。なお、無効期間 3

と関庫付け解除期間 4とを合わせて接続不可能期間 34と呼ふこととする。

００99 なお、これらの各期間 ～4は任首の時間又は期間に設定することか可能てあ

る。また、特に公開期間 等においては、時間を某準とするのてなく広告提供ザ一

ハ5aへのアクセス回数 (すなわち、広告提供ザ一ハ5aに向けての識別清報 aの迭

出回数。)を某準として設定することも可能てある。

０1００ この関庫付け解除期間 4において、識別清報関庫付け実行部 5eによる識別清

報 aの抽出(図中X) か実行され、新たな管理1 (新たな管理清報 ) 4dとの関庫

付けか行われると、識別清報 aは新たな管理 4dか指標する広告提供ザ一ハ

へと迭出され、また、識別清報 aに某つく架電は新たな管理 4dか指標する第

2の架電先へと接続されるよぅになる。

０1０1 架電受付清報受信部 は、識別清報 aに某つく架電かあったことを指標する架

電受付清報 8を架電受付ザ一ハ2から受信する機能を有する。そして、清報管理テ

ータヘ一ス に某つき、識別清報 aに関庫付けられかつ接続可能とされている架

電先の情報を架電受付ザ一ハ2に向けて返迭する。

０1０2 すなわち、清報管理テータヘ一ス 内に識別清報 aか無い場合、又は識別清報

aか有ってもその接続状態 清報 7bか ０てある場合には、「接続不可能」を指標

する清報を架電受付ザ一ハ2へと返迭する。一方、清報管理テータヘ一ス 内に識

別清報 aか有り、かつその接続状態 清報 bか ドてある場合は、識別情報 a

に関庫付けられた管理 4aに某つき、架電先としての広告主電話器7の電話番号

清報を架電受付ザ一ハ2へと返迭する。

０1０3 期間変更部 5 は、識別情報 aを迭出不可能な状態へと変化させてから広告主

電話器7に架電接続不可能な状態へと変ィヒさせるまての非公開期間 (所定期間) Z

内に、識別清報 aに某つく架電かあった場合にその非公開期間 2を延長する機

能を有する。すなわち、非公開期間 2内に識別清報 aに某つく架電受付清報 8

を架電受付清報受信部 か受信した場合、識別清報 aに関庫する広告清報ga

の広告効果か残存しているとの判断のもとに、その架電を広告主電話器7へと接続



可能な期間を延長する。

０1０4 例えば、非公開期間 2内の特定の時点 (例えば中間時点。)において、識別情報

aに某づく架電が全く無かった場合に、非公開期間 2を短縮するよぅに構成する

のももちろん可能である。

０1０5 また、期間変更部 5 は、識別情報 aを広告主電話器7に架電接続不可能な状

態へと変ィヒさせてから第2の架電先に架電接続可能な状態へと変ィヒさせるまでの接

続不可能期間 34内に識別情報 aに墓づく架電があった場合に、接続不可能期

間 34を延長する機能を有する。特に、無効期間 3内に識別情報 aに某づく架

電受付情報 8を架電受付情報受信部 が受信した場合、識別情報 aを新たな

架電先に関連付けるのは時期尚早であるとの判断のもとに、その架電を接続不可能

とする無効期間 3を延長する。

０1０6 例えば、無効期間 3内の特定の時点 (例えば中間時点。) において、識別情報

aに某づく架電が全く無かった場合に、無効期間 3を短縮するよぅに構成するのもも

ちろん可能である。

０1０7 架電受付ザーバ2は、利用者 の利用者電話器8からの架電を受け付けるための

ザーバコンピュータであり、情報管理ザーバ 及び電話回線網 に接続されている。

この電話回線網 には、利用者電話器8及び広告主 の広告主電話器7も接続され

ており、利用者 から架電受付ザーバ2を介して広告主 へと電話を架けることがで

きるよぅになっている。

０1０8 架電受付ザーバ2は、内部に図示しない演算処理装置 ( P )を有しており、その

P が、架電受付部、入力情報抽出部、情報送出部、架電先情報受信部及び架電

接続部として機能する。

０1０9 架電受付部は、利用者電話器8から行われた架電を受け付ける機能を有する。具

体的には、広告提供ザイト 2aを閲覧した利用者 が、ザイトページに表示された識

別情報 a ( 7桁の電話番号情報 「０ 25423 ００ ００2553」。)を利用者電話

器8に入力すると、その前半7桁のザーバ識別番号に某づき架電受付ザーバ2宛に

架電が行われる。架電受付部は、着信することなくその架電を受け付け、入力された

7桁の電話番号「０ 25423 ００ ００2553」の情報を取得する。架電受付部が若



信しないので、電話を架けた利用者 にとっては架電受付ザーバ2の中継を意識す

ることなく、あたかも直接架電先に電話を架けたかのよぅにスムーズに通話を行ぅこと

ができる。

０11０ 入力情報抽出部は、架電受付部から電話番号情報を受け取ると、その電話番号情

報を入力情報 9として抽出する機能を有する。本実施の形態 においては、利用者

が利用者電話器8に入力する電話番号情報の 7桁すべてが入力情報 9として抽

出されるが、もちろん電話番号情報の一部が入力情報 9として抽出されてもよいし、

利用者 がキーワード等の情報に某づき発声した音声情報が入力情報 9として抽

出されてもよい。

０111 例えば、利用者 が前半7桁のザーバ識別番号を入力して架電を行ぅと架電受付

ザーバ2が着信し、その自動応答中に後半 ０桁の広告識別番号を入力すれば、そ

の広告識別番号が入力情報 9として人力情報抽出部によって抽出されるよぅになっ

０112 また、架電受付ザーバ2が音声認識機能を有している場合において、その自動応

答中に利用者 が入力情報 9としてのキーワードを発声することにより、その音声情

報が入力情報抽出部によって人力情報 9として抽出されるよぅになっていてもよい。

例えば電話 口で利用者 が 「００ ００2553」と発声すると、その架電における広告

識別番号が 「００ ００2553」であると認識されるよぅになっていてもよい。

０113 なお、本実施の形態 においては、識別情報 aとしての電話番号情報が 「０ 254

23 ００ ００2553」の場合も、識別情報 bとしての電話番号情報が 「０ 25423

００ ００2554」の場合も、識別情報 としての電話番号情報が 「０ 25423 ０

０ ００2555」の場合も、広告主 の広告主電話器7が架電先とされる。そして、電話

番号情報の番号、具体的には 桁の番号の相違により、利用者 がいずれの広告

情報ga～g に某づき架電を行ったかが把握できるよぅになっている。

０114 情報送出部は、入力情報抽出部により抽出された入力情報 9を架電受付情報 8

と共に情報管理ザーバ に向けて送出する機能を有している。その入力情報 9及び

架電受付情報 8は、架電受付情報受信部 によって受信される。

０115 架電先情報受信部 は、入力情報 9に対応する識別情報 aにいずれかの架



電先が関連付けられている場合にその架電先の情報を受信し、識別情報 aにい

ずれの架電先も関連付けられていない場合に架電先無しを指標する情報を受信す

る機能を有する。より詳しくは、入力情報 9に対応する識別情報 aが管理 4a

に関連付けられており、かつその識別情報 aの接続状態情報 7bが ドの場合、

管理 4aが指標する架電先としての広告主 の電話番号情報を受信する。一方、

識別情報 aがいずれの管理 4にも関連付けられていない場合、又は管理1

4に関連付けられているがその接続状態情報 7bが ０である場合、架電先無しに

対応する「接続不可能」の指標情報を受信する。

０116 架電接続部は、架電先情報受信部 が受信した情報が架電先の情報 (広告主

の電話番号情報。)である場合に、架電を広告主電話器7へと接続する。一方、架電

先情報受信部 が受信した情報が 「接続不可能」を指標する情報である場合に、

架電を非接続とする。

０117 なお、本実施の形態 においては、架電受付ザーバ 2が架電中の入力情報を抽出

し清報管理ザーバ に向けて人力情報を送出するよぅに構成した例について説明し

ているが、もちろん、情報管理ザーバ が入力情報抽出部を有して、架電受付ザー

バ 2から架電情報を受け取るとその情報の中から入力情報を抽出するよぅに構成され

０118 また、本実施の形態 においては、情報管理ザーバ と架電受付ザーバ 2とを各々

別体として構成した例について説明しているが、もちろん つのザーバコンピュータに

よってこれら両者の機能が実現されるように構成されていてもよい。更に、 つのザー

バコンピュータが、情報管理ザーバ 、架電受付ザーバ 2に加え、事業者ザーバ4と

しての機能をも併せ持っていてもよい。

０119 次に、この実施の形態 に係る広告情報管理方法を用いた広告情報管理システム

S の動作について図 、図 2に示すフローチヤートを用いて説明する。

０12０ まず、利用者 が広告提供ザイト 2aを閲覧した際に、そのウェブページ内に識別

情報 が表示されるまでの手順について図 を用いて説明する。広告主 からの

広告掲載の依頼に某づいて、広告主ザーバ 3がバナ一画像9を事業者ザーバ4に向

けて送出する (5 )。事業者ザーバ4は、受け取ったバナ一画像9を情報管理ザ一



バ に向けて送出する (S 2)。情報管理ザーバ は、受け取ったバナ一画像9に対し

てスクリプト を合成し、事業者ザーバ4に向けて送出する (S 3)

事業者ザーバ4は、受け取った合成後のバナ一画像9を複数の広告情報ga～gcと

して複数の管理 a～ cに関連付け (S 4) 、その広告情報ga～gcを各々広告

提供ザーバ 5a～5 に向けて送出する (S 5)

広告提供ザーバ 5a～5cは、受け取った広告情報ga～gcを各々広告提供ザイト 2

a～ cのウェブページ上に掲載する (S 6)

利用者 が利用者コンピュータ6を用いて広告提供ザーバ 5aにアクセスし、広告提

供ザイト aを閲覧すると、広告情報gaのスクリプト2 の機能により、管理 4aと要

求信号とが情報管理ザーバ に向けて送出される (S 7)。情報管理ザーバ におい

て、管理 aに識別情報 aが関連付けられているか否かが半帖 される (S 8)

そして、管理 aに識別情報 aが関連付けられている場合 (S 8) 、その識別情

報 aの送出状態情報 aが半 男 される (S 9)。識別情報 aの送出状態情報 7

aが ドであれば (S 9) 、広告提供ザーバ 5aに向けて識別情報 aが送出され (S

０) 、広告提供ザイト 2aのウェブページに識別情報 aが表示される。

管理 aに識別情報 aが関連付けられている場合であっても (S 8) 、識別情

報 aの送出状態情報 aが ０である場合 (S 9) 、識別情報 aとは典なる他の

識別情報 eが識別情報データベース から抽出され (S ) 、その識別情報 e

が広告提供ザーバ 5aに向けて送出され (S 2) 、広告提供ザイト 2aのウェブペー

ジに識別情報 1 eが表示される。もちろん、ここで、識別情報 aとは別の識別情報

dが管理 aに関連付けられており、その識別情報 dの送出状態情報 7aが

ドであれば、識別情報 eの抽出を行ぅことなくその識別情報 dが広告提供ザー

バ 5aに向けて送出される。

管理 aに識別情報 aを含めいずれの識別情報も関連付けられていない場

合 (S 8) 、新たな識別情報 aが識別情報データベース から抽出され (S 3)

その識別情報 1 aが広告提供ザーバ 5aに向けて送出され (S 4 ) 、広告提供ザイト

aのウェブページに識別情報 aが表示される。

続いて、識別情報 aを見た利用者 による架電の接続処理について図 2を用い



て説明する。広告提供ザイト 2aのウェブページ内に表示された識別情報 aに某

づき、利用者 が利用者電話器8に入力情報 9を入力して架電を行ぅ(S 3 ) 。架

電受付ザーバ 2が架電を受け付けて人力情報 9を抽出する (S 32) 。架電受付ザ

ーバ 2は、抽出した入力情報 9と架電受付情報 8とを情報管理ザーバ に向けて

送信する (S 33)

０127 情報管理ザーバ は、受け取った入力情報 9に某づき、その入力情報 9に対応

する識別情報 aが管理 4に関連付けられているか否かについて (S 34) 、及

び識別情報 aの接続状態情報 7bを確認する (S 35) 。そして、識別情報 aが

管理 4に関連付けられ (S 34) 、かつその接続状態情報 7bが ドである場合

に (S 35) 、架電受付ザーバ 2に向けて架電先情報 (広告主 の電話番号情報。) を

返送する (5 36) 。そして、架電受付ザーバ 2は、返送された架電先情報に某づき、

利用者 からの架電を広告主電話器7へと接続する (S 37)

０128 識別情報 aが管理 4に関連付けられていない場合 (S 34) 、又は識別情報

aの接続状態情報 7bが ０の場合に (S 35) 、情報管理ザーバ は架電受付ザ

ーバ 2に向けて「接続不可能」を指標する情報を返送する (5 38) 。架電受付ザーバ

2は、利用者 からの架電を非接続処理 (話中処理、呼出し中処理、非接続のアナウ

ンス処理等。)する (S 39)

０129 実施の形態2

図 3は、本発明の実施の形態2に係る情報管理方法を用いた広告情報管理シス

テムS の全体構成を示す概略構成図である。なお、本実施の形態2において、実施

の形態 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。

０13０ この実施の形態2は、例えば広告提供ザイト 2a～2cが携帯電話用ザイト等であ

る場合において、広告提供ザイト 2a～2cにおいてスクリプト2 の機能を用いること

ができない場合に対応する広告情報管理システムS について説明する。

０13 1 この実施の形態2においては、事業者ザーバ4が広告主ザーバ3からバナ一画像9

を受け取ると、バナ一画像9に対して情報管理ザーバ 内に構築されたランディング

ページ a～cへのリンク処理を各々行い、各々管理 4 a～4cに関連付けて広

告提供ザーバ 5a～5cへと送出する。したがって、情報管理ザーバ によるバナ一画



像9へのスクリプト2 の合成処理は行われない。

０132 一方、情報管理ザーバ 内には、管理 4 a～4cに各々対応してランディングペ

ージ a～cが構築されている。このランディングページ a～cはウェブページであ

って、内部にスクリプト2 が埋め込まれている。例えば、広告情報gaからのリンクに某

づきランディングページ a にアクセスがあると、ランディングページ a 内のスクリプト2

の機能に基づき、管理 4 aの情報と要求信号とがCP 5の管理 取得部 5b

へと送出されるようになっている。したがって、ランデイングページ a内にほ、管理

4 aに関連付けられた識別情報 aが表示されるようになっている。

０133 もちろん、各広告情報ga～gcに各々対応して別々のランディングページ a～cを

構築するのでなく、複数の広告情報ga～gcからのリンクによってアクセスされる つ

のランディングページ aを構築し、そのアクセスに際して各広告情報ga～gcを掲載

する広告提供ザーバ 5 a～5cから各々対応する管理 4 a～4cがランディングペ

ージ aに送出されるように構成してもよい。それにより、ランディングページ aは、受

け取った管理 4 a～4cに対応する識別情報 a～ を適正に表示することが

できる。

０134 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。

０135 例えば、実施の形態 ，2において、広告主ザイト3aが広告情報ga～gcにリンクさ

れ、広告情報ga～gcをクリックすることにより広告主ザイト3aの内容が利用者コンピュ
ータ6に表示される構成について説明しているが、この広告主ザイト3aは必須の要件

ではない。すなわち、実施の形態 において、広告情報ga～gcのリンク先が広告主

ザイト3aでなく他のザイト(広告主 でない他の者が管理するザイト。) であってもよい

し、広告情報ga～gcがいずれのザイトをリンクしなくても本発明の趣旨を逸脱するこ

とはない。

０136 もちろんこの場合においては、広告主ザイト3aからバナ一画像9が事業者ザーバ4

に向けて送出されるのでなく、上記他のザイトから事業者ザーバ4 に向けてバナ一画

像9が送出されてもよいし、事業者サ一バ4内でバナ一画像9が生成されるようになっ



図面の簡単な説明

０137 図 本発明の実施の形態 に係る情報管理方法を用いた広告情報管理システムの

全体構成を示す概略ブロック図である。

図2 図 に示す事業者ザーバ内に構築された管理 データベースのデータ構造図

である。

図3 図 に示す広告提供ザーバ内に構築された広告提供ザイトのウェブページの表

示画面例である。

図4 広告提供ザイトに識別情報をバルーン表示する方法を説明する図であって、(a

) はマウスポインタがバナ一画像上になく識別情報がバルーン表示されていない状

態を示し、(b)はマウスポインタがバナ一画像上にあり識別情報がバルーン表示され

ている状態を示す。

図5 広告提供ザイトに識別情報を別ウィンドウ表示する方法を説明する図であって、

(a) はバナ一画像をクリックする前であって識別情報が表示されていない状態を示し

(b) はバナ一画像をクリックして識別情報が別ウィンドウ表示された状態を示す。

図6 図 に示す情報管理ザーバの内部構成の概略を示すブロック図である。

図7 図6に示す が発揮する各機能及びその動作を説明する説明図である。

図8 図6に示す情報管理ザーバ内に構築された情報管理データベースのデータ構

造図である。

図9 図6に示す情報管理ザーバ内に構築された識別情報データベースのデータ構

造図である。

図1０図6に示す情報管理ザーバ内で管理される識別情報の各状態を説明する状

態説明図である。

図11 本発明の実施の形態 に係る情報管理方法を用いた広告情報管理システム

の動作を説明するフローチャートであり、広告提供ザイトのウェブページ内に識別情

報が表示されるまでの手順について説明するものである。

図12 本発明の実施の形態 に係る情報管理方法を用いた広告情報管理システム

の動作を説明するフローチャートであり、利用者による架電の接続処理について説

明するものである。



図13 本発明の実施の形態2に係る情報管理方法を用いた広告情報管理システム

の全体構成を示す概略ブロック図である。

符号の説明

:広告主

:情報管理データベース

:識別情報データベース

:マウスポインタ

:電話回線網

P :情報管理プログラム

S ，S :広告情報管理システム

:公開期間

2 :非公開期間 (所定期間)

2 :接続可能期間

3 :無効期間

4 :関連付け解除期間

34 :接続不可能期間

:利用者

W :インターネット

X :抽出

:情報管理ザーバ (情報管理装置)

a～c :ランディングページ

2 架電受付ザーバ (架電受付装置)

3 :広告主ザーバ

3a :広告主ザイト(第2のインターネットザイト)

4 :事業者ザーバ

4a :管理 データベース

5a～ 広告提供ザーバ (ウェブザーバ )

6 利用者コンピュータ



7 :広告主電話器 (第 の架電先)

8 :利用者電話器

9 :バナ一画像

ga～gc :広告情報

a～ d :識別情報

e :他の識別情報

2a～2c :広告提供ザイト(第 のインターネットザイト)

3a :広告掲載枠

4 4a～4c :管理 (管理情報 )

4 d :管理 (新たな管理情報 )

4 : (広告主 )

4 : (広告事業者 )

4 :P (商材 )

4 s : (広告提供ザイト )

4 : (個人ぺ一ジ )

5 :CP (コンピュー列
5a :スクリプト合成部

5b :管理 取得部 (管理情報取得部 )

5c :第 判別部

5d :第2判別部

5e :識別情報関連付け実行部

5f :識別情報送出部

5 :送出状態変更部

5 :接続状態変更部

5 :架電受付情報受信部

5 :期間変更部

6 :記憶装置

7 :状態情報



a :送出状態情報

b :接続状態情報

:架電受付情報

:入力情報

:スクリプト 標情報 )



請求の範囲

ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別

情報を管理するための情報管理方法であって、

第 の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブページ

を構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化さ

前記送出不可能な状態とされた前記識別情報を、第2の架電先に架電接続可能な

状態へと変ィヒさせるステップと、

該第2の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブザー

バスは他のウェブザーバに向けて送出可能な状態へと変化させるステップと、を有す

る情報管理方法。

2 前記識別情報を前記ウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状

態へと変ィヒさせるステップが、第 の所定条件の成立に某づき実行される請求項 に

記載の情報管理方法。

3 前記識別情報を前記ウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状

態へと変ィヒさせるステップの実行から所定期間経過した後に、該識別情報を前記第

の架電先に架電接続不可能な状態へと変ィヒさせるステップ、を更に有する請求項

に記載の情報管理方法。

4 前記所定期間を、第2の所定条件の成立に某づき延長又は短縮する請求項3に記

載の情報管理方法。

5 前記識別情報を、前記第 の架電先に架電接続不可能な状態へと変ィヒさせるステ

ップの実行から前記第2の架電先に架電接続可能な状態へと変ィヒさせるステップの

実行までの接続不可能期間を、第3の所定条件の成立に某づき延長又は短縮する

請求項3に記載の情報管理方法。

6 ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別

情報を管理するための情報管理装置であって、

第 の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブページ

を構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化さ



せ、

前記送出不可能な状態とされた前記識別情報を、第2の架電先に架電接続可能な

状態へと変ィヒさせ、

該第2の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブザー

バスは他のウェブザーバに向けて送出可能な状態へと変化させる情報管理装置。

7 前記識別情報を前記第 の架電先に架電接続不可能な状態へと変ィヒさせ、該識

別情報を前記第2の架電先に架電接続可能な状態へと変化させる接続状態変更部

と、

前記識別情報に某づく架電があったことを指標する架電受付情報を受信する架電

受付情報受信部と、

前記識別情報を前記送出不可能な状態へと変化させてから前記第 の架電先に

架電接続不可能な状態へと変ィヒさせるまでの所定期間内に前記架電受付情報を受

信した場合に該所定期間を延長し、前記識別情報を前記第 の架電先に架電接続

不可能な状態へと変化させてから前記第2の架電先に架電接続可能な状態へと変

ィヒさせるまでの接続不可能期間内に前記架電受付情報を受信した場合に該接続不

可能期間を延長する期間変更部と、を更に有する請求項6に記載の情報管理装置。

8 ウェブページにおいて提供される広告情報を識別するための管理情報を、該ウェ
ブページを構築するウェブザーバから取得するための管理情報取得部と、

架電先を識別するための識別情報と前記取得した管理情報とが関連付けられてい
るか否かを判別するための第 判別部と、

前記識別情報が前記ウェブザーバに向けて提供可能な状態であるか否かを判別

するための第2判別部と、

前記識別情報と前記管理情報とが関連付けられており、かつ前記提供可能な状態

である場合に、前記識別情報を前記ウェブザーバに向けて送出する識別情報送出

部と、を有する情報管理装置。

9 前記識別情報と前記管理情報とが関連付けられていない場合に、該識別情報と該

管理情報との関連付けを行ぅ識別情報関連付け実行部を更に有する請求項8に記

載の情報管理装置。



０ 前記識別情報が前記ウェブザーバに向けて提供不可能な状態である場合に、該

識別情報とは典なる他の識別情報と前記管理情報との関連付けを行ぅ識別情報関

連付け実行部を更に有する請求項8に記載の情報管理装置。

ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、かつ架電先を識別する識別

情報を管理するための情報管理プログラムであって、

コンピュータに、

第 の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブページ

を構築するウェブザーバに向けて送出可能な状態から送出不可能な状態へと変化さ

せ、

前記送出不可能な状態とされた前記識別情報を、第2の架電先に架電接続可能な

状態へと変ィヒさせ、

該第2の架電先に架電接続可能な状態とされた前記識別情報を、前記ウェブザー

バスは他のウェブザーバに向けて送出可能な状態へと変化させる機能を発揮させる

情報管理プログラム。

2 コンピュータを、

ウェブページにおいて提供される広告情報を識別するための管理情報を、該ウェ
ブページを構築するウェブザーバから取得するための管理情報取得部、

架電先を識別するための識別情報と前記取得した管理情報とが関連付けられてい
るか否かを判別するための第 判別部、

前記識別情報が前記ウェブザーバに向けて提供可能な状態であるか否かを判別

するための第2判別部、及び、

前記識別情報と前記管理情報とが関連付けられており、かつ前記提供可能な状態

である場合に、前記識別情報を前記ウェブザーバに向けて送出する識別情報送出

部として機能させる情報管理プログラム。

3 ウェブページにおいて明示的又は黙示的に提供され、架電先を識別するための識

別情報に某づく架電を受け付ける架電受付部と、

該識別情報にいずれかの架電先が関連付けられている場合に該架電先の情報を

受信し、前記識別情報にいずれの架電先も関連付けられていない場合に架電先無



しを指標する情報を受信する架電先情報受信部と、

前記架電先の情報を受信した場合に前記架電を該架電先へと接続し、前記架電

先無しを指標する情報を受信した場合に前記架電を非接続とする架電接続部と、を

有する架電受付装置。
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