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(57)【要約】
本発明は、推薦コンテンツと、推薦商品紹介および販売
Ｗｅｂページを連結することにより、推薦コンテンツを
介して推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページに接続して
売り上げが発生した場合、その推薦コンテンツを作成し
た推薦人により設定された受益者にその売り上げによる
受益を配分するシステムおよび方法に関する。
　本発明に係るＷｅｂサイトにおける収益配分システム
は、推薦人から入力された推薦コンテンツ、推薦商品リ
スト、受益者およびその配分率を受け取って推薦コンテ
ンツを登録し、受益者認識コードが含まれた商品紹介お
よび販売Ｗｅｂページを含み、前記受益者認識コードが
含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページを介して前記
商品の登録／検索／注文／決済／払い戻し／配送確認な
どの電子商取引機能を行うＷｅｂサーバと；前記推薦コ
ンテンツの推薦商品リストと、前記受益者認識コードが
含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページをリンクして
管理する推薦コンテンツ管理サーバと；任意の購買者が
、前記推薦コンテンツを介して、前記受益者認識コード
が含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページに接続して
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
推薦人から入力された推薦コンテンツ、推薦商品リスト、受益者およびその配分率を受け
取って推薦コンテンツを登録し、受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂ
ページを含み、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページを介し
て前記商品の登録／検索／注文／決済／払い戻し／配送確認などの電子商取引機能を行う
Ｗｅｂサーバと；
前記推薦コンテンツの推薦商品リストと、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介およ
び販売Ｗｅｂページをリンクして管理する推薦コンテンツ管理サーバと；
任意の購買者が、前記推薦コンテンツを介して、前記受益者認識コードが含まれた商品紹
介および販売Ｗｅｂページに接続して前記商品を購買した場合、前記購買による収益の一
部を前記受益者にその配分率に基づいて配分する収益配分サーバと；を含むことを特徴と
する、Ｗｅｂサイトにおける収益配分システム。
【請求項２】
前記推薦コンテンツは、推薦分野と推薦人の資格のうち少なくとも一つの基準によってデ
ィレクトリ化されて分類されることを特徴とする、請求項１に記載のＷｅｂサイトにおけ
る収益配分システム。
【請求項３】
前記推薦コンテンツの一部単語、一部文章、全体コンテンツまたは商品タグに推薦商品ペ
ージがリンクされることを特徴とする、請求項１に記載のＷｅｂサイトにおける収益配分
システム。
【請求項４】
前記リンクされた推薦コンテンツの一部または全体コンテンツにマウスのポインタを近接
させる場合、推薦商品イメージが活性化されることを特徴とする、請求項３に記載のＷｅ
ｂサイトにおける収益配分システム。
【請求項５】
前記収益配分サーバは、前記購買者が前記推薦コンテンツを介して商品を購買した場合、
前記購買者設定の受益者に前記売り上げによる収益の一部を配分することを特徴とする、
請求項１に記載のＷｅｂサイトにおける収益配分システム。
【請求項６】
前記購買者と前記推薦人が同一人ではない場合に前記購買者設定の受益者に配分される収
益が、前記購買者と前記推薦人が同一人の場合に前記購買者設定の受益者に配分される収
益と同一またはより多いことを特徴とする、請求項５に記載のＷｅｂサイトにおける収益
配分システム。
【請求項７】
受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページと、受益者認識コードが含
まれていない商品紹介および販売Ｗｅｂページとを含み、前記２つのＷｅｂページを介し
て前記商品の登録／検索／注文／決済／払い戻し／配送確認などの電子商取引機能を行う
収益配分システムにおける収益配分方法において、
前記収益配分システムが推薦人から推薦コンテンツ、推薦商品リスト、受益者およびその
配分率の入力を受けて登録する第１段階と、
前記収益配分システムが、前記推薦商品リストと、前記受益者認識コードが含まれた商品
紹介および販売Ｗｅｂページをリンクする第２段階と、
前記収益配分システムが、任意の購買者から、前記推薦コンテンツの推薦商品リストを介
して、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページにアクセスして
前記商品の購買意思が入力されると、電子商取引手続きを行う第３段階と、
前記収益配分システムが、前記第３段階の結果として売り上げが発生する場合、前記売り
上げによる収益の一部を前記受益者にその配分率に基づいて配分する第４段階とを含むこ
とを特徴とする、Ｗｅｂサイトにおける収益配分方法。
【請求項８】



(3) JP 2009-500739 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

前記推薦コンテンツは、推薦分野と推薦人の資格のうち少なくとも一つの基準によってデ
ィレクトリ化されて分類されることを特徴とする、請求項７に記載のＷｅｂサイトにおけ
る収益配分方法。
【請求項９】
前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページは、同一の商品を推薦
した他の推薦人情報も含むことを特徴とする、請求項８に記載のＷｅｂサイトにおける収
益配分方法。
【請求項１０】
前記推薦コンテンツの一部単語、一部文章、全体コンテンツまたは商品タグに推薦商品ペ
ージがリンクされることを特徴とする、請求項７に記載のＷｅｂサイトにおける収益配分
方法。
【請求項１１】
前記リンクされた推薦コンテンツの一部または全体コンテンツにマウスのポインタを近接
させる場合、推薦商品イメージが活性化されることを特徴とする、請求項１０に記載のＷ
ｅｂサイトにおける収益配分方法。
【請求項１２】
前記第４段階は、前記収益配分システムが、前記第３段階の結果として売り上げが発生す
ると、前記購買者設定の受益者に前記売り上げによる収益の一部を配分することを特徴と
する、請求項８に記載のＷｅｂサイトにおける収益配分方法。
【請求項１３】
前記購買者と前記仲介者が同一人ではない場合に前記購買者設定の受益者に配分される収
益が、前記購買者と前記推薦人が同一人の場合に前記購買者設定の受益者に配分される収
益と同一またはより多いことを特徴とする、請求項１２に記載のＷｅｂサイトにおける収
益配分システム。
【請求項１４】
受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページと、受益者認識コードが含
まれていない商品紹介および販売Ｗｅｂページとを含み、前記２つのＷｅｂページを介し
て前記商品の登録／検索／注文／決済／払い戻し／配送確認などの電子商取引機能を行う
収益配分システムにおける収益配分方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピ
ュータ可読な記録媒体において、
前記収益配分方法は、
前記収益配分システムが、推薦人から入力された推薦コンテンツ、推薦商品リスト、受益
者およびその配分率を受け取って登録する第１段階と、
前記収益配分システムが、前記推薦商品リストと、前記受益者認識コードが含まれた商品
紹介および販売Ｗｅｂページをリンクする第２段階と、
前記収益配分システムが、任意の購買者から、前記推薦コンテンツの推薦商品リストを介
して、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページにアクセスして
前記商品の購買意思が入力されると、電子商取引手続きを行う第３段階と、
前記収益配分システムが、前記第３段階の結果として売り上げが発生する場合、前記売り
上げによる収益の一部を前記受益者にその配分率に基づいて配分する第４段階とを含むこ
とを特徴とする、コンピュータ可読な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、任意のＷｅｂサイトから発生した収益を配分するシステムおよび方法に係り、
より詳しくは、推薦コンテンツと、推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページを連結すること
により、推薦コンテンツを介して推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページに接続して売り上
げが発生した場合、その推薦コンテンツを作成した推薦人により設定された受益者にその
売り上げによる受益を配分するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
任意のＷｅｂサイトが多数の販売者と購買者間の商品の電子商取引を提供するオンライン
マーケットプレイス、各種有料コンテンツを販売するＷｅｂサイト、商品とコンテンツの
両方ともを販売するポータルサイト、ＢｔｏＢ(Business to Business)またはＢｔｏＣ(B
usiness to Customer)環境を提供するサイトの場合、当該Ｗｅｂサイトはさらに多くの商
品を販売するために広告を行う。そして、購買者が当該Ｗｅｂサイトに接続して商品また
はコンテンツを購買して発生する収益は、当該Ｗｅｂサイト運営者と販売者に分配される
。この際、購買者に対しては、ポイントなどを積立させ、追って、そのポイントを、当該
Ｗｅｂサイトの別の商品またはコンテンツを購買するときに使用するようにするだけであ
った。
【０００３】
また、従来では、既購買者または特定分野の専門家または専門会社が自分の経験または専
門知識に基づいて推薦コンテンツ（コラム、記事、ユーザーレビュー）を作成すると、Ｗ
ｅｂサイト管理者は、推薦コンテンツの作成対価を支払うだけであって、その推薦コンテ
ンツによって第３者が当該商品または当該サービスを購買しても、その購買により発生し
た売り上げの収益を配分していない。
【０００４】
特に株式情報サイトの場合、株価分析家が株価を分析し、推薦種目を選定して推薦コンテ
ンツをアップロードすると、一般会員は、その株価分析家の推薦コンテンツを読む対価を
支払ってからその推薦コンテンツを読み、一般会員が支払った対価は当該の株式情報サイ
トと株価分析家に配分される。すなわち、従来の収益配分方法は、推薦コンテンツ自体に
対する対価のみを支払う方式であって、その推薦コンテンツに影響されて第３者が当該商
品を購買することにより発生した売り上げの収益は配分していない。
【０００５】
このため、既購買者は、ユーザーレビューを作成するとき、そのユーザーレビューがＷｅ
ｂサイトにのせられる程度の努力を傾けるだけであった。また、特定の分野の専門家また
は専門会社の商品推薦の活性化もなされていないという問題点がある。
【０００６】
一方、最近、同一の商品またはコンテンツを販売するＷｅｂサイトの数が日増しに増えて
いるが、このような現実の中で、既存のオンラインバナー広告またはオフライン広告を行
うマーケティング戦略のみではその活性化または収益を保障することができず、推薦コン
テンツまたは接続を提供する推薦人、購買者またはＷｅｂサイト運営者の間に適切に収益
を配分する新規のマーケティング戦略を開発する必要がある。
【発明の開示】
【０００７】
そこで、本発明は、かかる問題点を解決するためのもので、その目的は、商品推薦人がＷ
ｅｂサイトに受益者およびその配分率を設定しながら推薦コンテンツおよび推薦商品を登
録し、第３者がその推薦コンテンツをみてその推薦商品を購買すると、その購買により発
生した収益を、推薦人設定の受益者にその配分率に基づいて配分するシステムおよび方法
を提供することにある。
【０００８】
上記目的を達成するために、本発明に係るＷｅｂサイトにおける収益配分システムは、推
薦人から入力された推薦コンテンツ、推薦商品リスト、受益者およびその配分率を受け取
って推薦コンテンツを登録し、受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂペ
ージを含み、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および販売Ｗｅｂページを介して
前記商品の登録／検索／注文／決済／払い戻し／配送確認などの電子商取引機能を行うＷ
ｅｂサーバと；前記推薦コンテンツの推薦商品リストと、前記受益者認識コードが含まれ
た商品紹介および販売Ｗｅｂページをリンクして管理する推薦コンテンツ管理サーバと；
任意の購買者が、前記推薦コンテンツを介して、前記受益者認識コードが含まれた商品紹
介および販売Ｗｅｂページに接続して前記商品を購買する場合、前記購買による収益の一
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部を前記受益者にその配分率に基づいて配分する収益配分サーバと；を含むことを特徴と
する。
【０００９】
また、本発明に係るＷｅｂサイトにおける収益配分方法は、受益者認識コードが含まれた
商品紹介および販売Ｗｅｂページと、受益者認識コードが含まれていない商品紹介および
販売Ｗｅｂページとを含み、前記２つのＷｅｂページを介して前記商品の登録／検索／注
文／決済／払い戻し／配送確認などの電子商取引機能を行う収益配分システムにおける収
益配分方法において、前記収益配分システムが、推薦人から入力された推薦コンテンツ、
推薦商品リスト、受益者およびその配分率を受け取って登録する第１段階と、前記収益配
分システムが、前記推薦商品リストと、前記受益者認識コードが含まれた商品紹介および
販売Ｗｅｂページをリンクする第２段階と、前記収益配分システムが、任意の購買者から
、前記推薦コンテンツの推薦商品リストを介して、前記受益者認識コードが含まれた商品
紹介および販売Ｗｅｂページにアクセスして前記商品の購買意思が入力されると、電子商
取引の手続きを行う第３段階と、前記収益配分システムが、前記第３段階の結果として売
り上げが発生する場合、前記売り上げによる収益の一部を前記受益者にその配分率に基づ
いて配分する第４段階とを含むことを、特徴とする。
【００１０】
また、本発明によれば、収益配分システムに上述したようなＷｅｂサイトにおける収益配
分方法を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ可読な記録媒体が提供され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
以下に添付図面を参照しながら、本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益配分
システムおよび方法についてより詳細に説明する。
図１は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益分配システムの概略構成図であ
る。
【００１２】
この収益配分システムは、Ｗｅｂサーバ１１１と、推薦コンテンツ管理サーバ１１２と、
収益配分サーバ１１３と、商品／顧客／注文データベース１１４と、推薦コンテンツデー
タベース１１５と、推薦商品データベース１１６と、収益配分データベース１１７とを含
む。前記収益配分システムは、インターネット１２１を介して推薦人端末機１２２および
購買者端末機１２３と接続される。
【００１３】
Ｗｅｂサーバ１１１は、通常の電子商取引Ｗｅｂサイトを運営して、多数の販売者と多数
の購買者間の商品、サービスまたはコンテンツ（以下、「商品」と通称する）の売買が行
われるようにする。このため、Ｗｅｂサーバ１１１は、商品の登録／検索／注文／決済／
払い戻し／配送確認などの一般電子商取引機能を備える。Ｗｅｂサーバ１１１が通常の電
子商取引機能を行うのに必要な情報は、商品／顧客／注文データベース１１５に格納され
る。本発明の実現のために、Ｗｅｂサーバ１１１は、一般商品紹介および販売Ｗｅｂペー
ジと推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページとを含むので、推薦商品紹介および販売Ｗｅｂ
ページには推薦人に対する情報と受益者認識コードが含まれる。
【００１４】
このＷｅｂサーバで販売する商品を推薦しようとする推薦人は、このＷｅｂサーバにアク
セスして推薦コンテンツを登録しながら受益者を選択する。その受益者として推薦人本人
、第３者、団体などを選択することができ、多数の受益者を選択した場合にはその配分率
をそれぞれ設定する。配分率が登録されていない場合には、各受益者の配分率がすべて同
一であると見なす。受益者として団体を選択する場合、基金募金などに拡大することもあ
る。
【００１５】
推薦コンテンツ管理サーバ１１２は、推薦コンテンツデータベース１１５と推薦商品デー
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タベース１１６を管理して、Ｗｅｂサイトを訪問した第３者に推薦人作成の推薦コンテン
ツと推薦商品リストを表示する。この際、推薦コンテンツは、推薦分野（家電、医学、ス
ポーツなど）別に、または推薦人の資格（既購買人、専門個人、専門会社など）別にディ
レクトリ化して分類できる。
【００１６】
例えば、アトピーに関連した専門医が作成した推薦コンテンツの場合、推薦分野は医学、
推薦人資格は専門個人などにそれぞれ分類されて表示される。そして、各推薦コンテンツ
には推薦商品リストを含むので、このアトピー関連推薦コンテンツには当該専門医推薦の
アトピー関連商品などが推薦できる。
【００１７】
収益配分サーバ１１３は、任意の購買者が前記推薦コンテンツを介して推薦商品紹介およ
び販売Ｗｅｂページにアクセスして商品を購買した場合、推薦人が共に登録した受益者に
収益を配分する機能を行う。
【００１８】
一つの商品の費用は、製造費用、広告費用、キャッシュバック費用および販売者の純収益
を考慮して設定される。したがって、販売者の立場で商品を売るために広告を行うならば
、商品を販売したときの収益にはキャッシュバック費用と純収益が含まれ、広告を行わず
に商品を販売することができるならば、そのときの収益には広告費用、キャッシュバック
費用および純収益が含まれる。
【００１９】
購買者が推薦人と同一人であれば、すなわち購買者が自分のブログまたはニュースレター
を介してＷｅｂサイトにアクセスして商品を購買すると（または購買者が推薦人なしで直
接Ｗｅｂサイトにアクセスして商品を購買すると）、販売者は商品を売るために別途の広
告費用を費やしたものと見なすことができるので、この場合には、購買者にキャッシュバ
ック費用のみを配分する。
【００２０】
一方、購買者が推薦人と同一人でなければ、すなわち購買者が他人の推薦コンテンツを介
して商品を購買すると、販売者は別途の広告費用を費やすことなく商品を販売したので、
この場合には、購買者にキャッシュバック費用を配分するとともに、推薦人に広告費用を
配分する。場合によっては、広告費用の一部または純収益の一部を購買者にさらに加えて
配分することも可能である。すなわち、本発明では、購買者が他人の推薦コンテンツを介
してＷｅｂサイトにアクセスして商品を購買するときにさらに多くの費用をキャッシュバ
ックしてもらうか、あるいは少なくとも同一の費用をキャッシュバックしてもらうことが
できるようにすることにより、推薦コンテンツ機能を活性化することができる。
【００２１】
また、購買者も、受益者を選択して、自分に割り当てられたキャッシュバック費用を配分
することができるようにする。推薦人または購買者が複数の受益者を登録した場合には、
その配分率に基づいて収益を配分する。収益配分は、即時割引、ポイント積立、キャッシ
ュバックなどの様々な形態で実現できる。収益配分サーバ１１３が収益配分機能を提供す
るのに必要な情報は、収益配分データベース１１７に格納される。
【００２２】
商品／顧客／注文データベース１１４は、通常、商品に関する情報、販売者に関する情報
、顧客に関する情報、および購買者の注文に関する情報を含む。商品に関する情報は、商
品管理番号、商品名、商品カテゴリ、商品種類、市中価格、販売価格、製造社、ブレンド
、原産地、属性情報、商品詳細説明、イメージファイル、送料タイプ、送料、無利子分割
払いの月数、クーポン、謝恩品、ランクポイント、および販売者情報を含む。販売者に関
する情報は、販売者ＩＤ、販売者名、有線電話番号、携帯電話番号、ファクス番号、税金
計算書発給有無、現金領収証発給有無、販売者紹介文、ミニショップロゴファイル、顧客
評価等級、および販売者の他の商品情報を含む。顧客に関する情報は、顧客名、顧客ＩＤ
、生年月日、有線電話番号、携帯電話番号、住所、購買商品情報、購買日付、仲介者登録
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有無、受益者登録有無、登録受益者およびその配分率、並びに情報収集方法情報を含む。
注文に関する情報は、買い物かご番号、購買者情報、締結番号、締結日、商品情報、数量
、決済金額、決済状態、送料、決済方式、銀行名、受取人、受取人の連絡先、および配送
先の住所を含む。
【００２３】
推薦コンテンツデータベース１１５は、推薦人のコラム、記事またはユーザーレビューな
どの推薦コンテンツに関する情報を格納するもので、推薦人ＩＤ、推薦人固有番号、修正
または削除用パスワード、推薦コンテンツ、推薦分野、推薦人資格、受益者登録有無、受
益者およびその配分率、並びに推薦商品リストを含む。
【００２４】
推薦商品データベース１１６は、商品に関する一般情報、推薦人リスト、推薦人別受益者
およびその配分率、分類情報、並びに関連商品情報を含む。
【００２５】
収益配分データベース１１７は、推薦コンテンツを介して任意の購買者から売り上げが発
生した場合、受益者にその売り上げから発生した収益を配分するための情報を格納するも
ので、購買者情報、推薦人情報、受益者およびその配分率、売り上げ量、売り上げ発生日
、売り上げによる各受益者別収益、収益支払い方法、並びに収益支払い有無を含む。
図２は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益配分のための推薦コンテンツ登
録過程を示す動作流れ図である。
【００２６】
このＷｅｂサイトは、通常の電子商取引Ｗｅｂサイトの機能を行ううえ、本発明に係る収
益配分方法によって推薦人設定の受益者に収益を配分する機能も行う。この実施例では、
通常の電子商取引Ｗｅｂサイトとしての機能は省略し、本発明に係る収益配分方法による
電子商取引機能とその収益を配分する機能を主に説明する。本実施例では、前記２つの機
能をすべて行うＷｅｂサイトを収益配分Ｗｅｂサイトと指称する。
この収益配分Ｗｅｂサイトとコンテンツを提携した顧客として商品を使用した経験のある
既購買者、および特定の専門分野に知識を持つ専門家または専門会社は、この収益配分Ｗ
ｅｂサイトで推薦コンテンツを登録することができる。
【００２７】
この際、推薦コンテンツを登録した主体を推薦人とする。この推薦人が推薦コンテンツを
登録する過程について、以下に図２を参照して説明する。
推薦人がこの収益配分Ｗｅｂサイトに接続して推薦人登録要請を行うと（Ｓ２１）、Ｗｅ
ｂサーバは、推薦人から推薦コンテンツが入力され、その推薦コンテンツを格納する（Ｓ
２２）。
【００２８】
図４は、推薦人から推薦コンテンツの入力を受け、推薦コンテンツを登録するときの推薦
コンテンツと推薦商品の連結のための入力画面を示す図である。推薦コンテンツ登録の際
に、図４に示すように、推薦人から登録カテゴリ、テーマ、代表イメージ、題目、簡略内
容、推薦コンテンツ、推薦商品、キーワード、および当該キーワードにリンクされる推薦
商品が入力されて格納される。
【００２９】
このように推薦コンテンツ、推薦商品およびキーワードが登録されると、当該Ｗｅｂサイ
トの訪問者による推薦コンテンツの照会の際に、全体推薦コンテンツおよび特定の推薦商
品がリンクされて表示されるか、推薦コンテンツ中の特定のキーワードおよび特定の推薦
商品がリンクされて表示されるか、推薦商品タグおよび特定の推薦商品がリンクされて表
示されるか、あるいは特定の文章または文壇および特定の推薦商品がリンクされて表示さ
れる。
【００３０】
商品紹介ページとリンクされた推薦コンテンツの一部または全体にマウスのポイントを当
てると、商品イメージが活性化されて表示されることもある。推薦商品リストは、商品イ



(8) JP 2009-500739 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

メージ、商品名、商品の簡略な説明などが表示され、商品イメージまたは商品名をクリッ
クすると、当該推薦商品の詳細情報ページにリンクされる。この推薦商品の詳細情報画面
には、当該商品を推薦した他の推薦人情報も共に表示し、当該推薦商品のすべての推薦コ
ンテンツを集めて共に表示する。
【００３１】
前記の段階Ｓ２２で、推薦人が推薦コンテンツを登録するときにログインを誘導しあるい
は会員加入を誘導することもできる。また、非会員として商品を購買した購買者が推薦人
として登録しようとする場合には、その購買者の注文番号を推薦人情報として活用するこ
ともできる。
【００３２】
そして、Ｗｅｂサーバは、推薦人から推薦分野、推薦商品リスト、推薦人資格などの情報
の入力を受けて格納する（Ｓ２３）。ここで、推薦コンテンツには、専門的な知識、ユー
ザーレビューなどの内容が作成でき、専門的な知識に基づいてどんな商品が役に立つか、
商品を使用してみた感想、推薦したい推薦商品リストなどが含まれる。
最後に、Ｗｅｂサーバは、推薦人から受益者およびその配分率の入力を受けて格納する（
Ｓ２４）。ここで、受益者は、推薦人本人、第３者、団体などを含み、多数の受益者を選
択した場合にはその配分率をそれぞれ設定する。配分率が登録されていない場合には、各
受益者がすべて同一であると見なす。受益者として団体を選択する場合、基金募金などに
拡大して運営されることもある。
【００３３】
図３は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益配分のための商品購買および収
益配分過程を示す動作流れ図である。
【００３４】
図２の過程を介して、推薦コンテンツは推薦分野および推薦人資格などに分類されて収益
配分Ｗｅｂサイトに登録される。
【００３５】
任意の購買希望者が前記収益配分Ｗｅｂサイトに接続して推薦コンテンツを照会する（Ｓ
３１）。
【００３６】
図５はこの推薦コンテンツ表示画面を示す図である。この推薦コンテンツ表示画面には簡
略内容、代表イメージおよび推薦コンテンツが表示され、推薦コンテンツの一側には推薦
人選択の推薦商品の名前、イメージおよび簡略情報が表示される。この推薦コンテンツに
おいて全体コンテンツ、特定のキーワード、タグ、または特定の文章または文壇をクリッ
クすると、当該推薦商品に対する詳細紹介および販売Ｗｅｂページが開かれるようにする
。また、この推薦コンテンツ内容の中間に言及される推薦商品タグにマウスのポインタが
近接すると、当該推薦商品のイメージが露出するようにする。
【００３７】
購買希望者が推薦コンテンツの内容に大きく共感して推薦コンテンツから推薦する商品を
検索すると（Ｓ３２）、Ｗｅｂサーバは推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページを表示する
（Ｓ３３）。この推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページには受益者認識コードが含まれ、
当該推薦商品を推薦したすべての推薦人情報が共に含まれる。
【００３８】
購買希望者が、推薦コンテンツ内に当該商品名が言及された部分にマウスを当てると、商
品イメージが活性化されて表示される。また、購買希望者が推薦商品リストの商品イメー
ジ、商品名、商品の簡略な説明などをクリックすると、当該推薦商品の詳細紹介および販
売Ｗｅｂページが表示される。
【００３９】
この推薦商品紹介および販売Ｗｅｂページを検討した購買希望者が購買要請を行うと（Ｓ
３４）、Ｗｅｂサーバは一般な注文および決済手続きを行う（Ｓ３５）。
【００４０】



(9) JP 2009-500739 A 2009.1.8

10

20

30

40

Ｗｅｂサーバは、購買者と推薦人が同一人であれば、あるいは推薦人がなければ、その商
品の購買により発生する現在収益と、同一の商品を他の推薦コンテンツを介して購買する
場合に発生する収益とを案内し、その収益（キャッシュバック費用）の配分を受ける受益
者を選択することができるようにする。この際、他の推薦コンテンツを介して購買する場
合に発生する収益を同一またはより多くすることにより、購買者が推薦コンテンツを介し
て当該商品を購買するように誘導する。Ｗｅｂサーバは、購買者と推薦人が同一人でなけ
れば、その商品の購買により発生する収益を案内し、その収益の配分を受ける受益者を選
択することができるようにする。
【００４１】
決済が完了すると、購買者、推薦人、売り上げ、および受益者情報を格納する（Ｓ３６）
。
【００４２】
次に、収益配分サーバは、この段階Ｓ３１～Ｓ３７の過程によって発生した売り上げに対
して受益者にその配分率に基づいて収益を配分する（Ｓ３７）。
収益を配分する方法には、即時割引方法、ポイント積立方法、キャッシュバック方法、用
役方法、商品支給方法などの多様な方法が応用できる。すなわち、購買者が受益者として
本人を選択した場合、商品を購買すると同時に即時割引を受けられるようにする。
以上、本発明についてその好適な実施例を中心として説明した。本発明の属する技術分野
における通常の知識を有する者は、本発明の本質的な特性から逸脱することなく、インタ
ーネットポータルサイトまたは有／無料コンテンツ提供サイトなどにおいて、変形された
形で本発明が実現できることを理解するであろう。したがって、開示された実施例図１か
ら図５は限定的な観点ではなく、説明的な観点で理解されるべきである。本発明の範囲は
前述した説明ではなく、特許請求の範囲に示されており、それと同等の範囲内にあるすべ
ての差異点は本発明に含まれるものと解釈されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
上述した本発明によれば、購買者は必要な商品情報を容易に得ることができるという効果
があり、商品を使ってみた既購買者または専門人から推薦された商品の販売者は広告効果
を極大化することができるという効果があり、収益配分Ｗｅｂサイトはこれを基盤として
Ｗｅｂサイトを活性化することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益分配システムの概略構成図
である。
【図２】図は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益分配のための推薦コンテ
ンツ登録過程を示す動作流れ図である。
【図３】図３は本発明の一実施例に係るＷｅｂサイトにおける収益配分のための商品購買
および収益配分過程を示す動作流れ図である。
【図４】図４は推薦コンテンツ登録時の推薦コンテンツと推薦商品との連結のための入力
画面を示す図である。
【図５】図５は推薦コンテンツ表示画面を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
１１１：Ｗｅｂサーバ　　　１１２：推薦コンテンツ管理サーバ
１１３：収益配分サーバ　　１１４：商品／顧客／注文データベース
１１５：推薦コンテンツデータベース
１１６：推薦商品データベース　　　　　　　１１７：収益配分データベース
１２１：インターネット　　１２２：推薦人端末機
１２３：購買者端末機
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
前記商品を購買する場合、前記購買による収益の一部を前記受益者にその配分率に基づいて配分する収益配分サーバ
と；を含む。
【選択図】図１
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