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(57)【要約】
【課題】携帯電話のウェブサイトを介して需要者に広告
を提供するウェブ広告システムにおいて、広告主は手間
を要することなく効率的に広告を発信できるものとし、
需要者は有用な広告をタイムリーかつ容易に入手できる
ようにする。
【解決手段】需要者携帯電話４ａ，４ｂ，４ｃと、広告
用ウェブサイトを保持するメインサーバ１０Ａと、広告
主携帯電話３ａ，３ｂ，３ｃとを備え、広告主携帯電話
３ａ，３ｂ，３ｃで広告用ウェブサイトにアクセスした
広告主にウェブ画面上の操作で広告を作成させて広告掲
載画面に掲載し、広告用ウェブサイトにアクセスした需
要者に広告掲載画面を閲覧させる携帯ウェブ広告システ
ム１であって、広告掲載画面には各広告の一部分を横書
きにして現在時刻からみて掲載時の新しい順に広告掲載
部１４１の最も上の位置から縦方向に並べた広告一覧表
画面１４０Ａが含まれ、掲載時から所定の単位時間が経
過した広告が広告一覧表画面１４０Ａから自動的に消去
されるものとした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットに接続してウェブ画面を閲覧可能な需要者所有の需要者携帯電話と、前
記インターネット経由でアクセス可能な広告用ウェブサイトを保持してシステム運営の中
核をなすメインサーバと、前記インターネットに接続してウェブ画面を閲覧可能な広告主
所有の広告主携帯電話とを備え、前記広告主携帯電話で前記広告用ウェブサイトにアクセ
スした前記広告主にウェブ画面上の操作で作成させた広告を広告掲載画面に新たに掲載ま
たは掲載中の広告を更新し、前記需要者携帯電話で前記広告用ウェブサイトにアクセスし
た前記需要者に前記広告掲載画面を閲覧させる携帯ウェブ広告システムにおいて、
　前記広告掲載画面には、前記広告の少なくとも一部分を横書きにして現在時刻から見て
掲載時の新しい順に広告掲載部の最も上の位置から縦方向に並べた広告一覧表画面が含ま
れ、前記掲載開始時から所定の単位時間が経過した前記広告が前記広告一覧表画面から自
動的に消去される、ことを特徴とする携帯ウェブ広告システム。
【請求項２】
　前記単位時間は連続した複数単位で前記広告主が設定可能とされており、複数単位で設
定した前記広告は、１つの前記単位時間が経過した時点で前記単位時間が残存している場
合に、前記広告一覧表画面から消去されると同時に前記広告掲載部の最も上の位置に再度
掲載される、ことを特徴とする請求項１に記載した携帯ウェブ広告システム。
【請求項３】
　前記広告一覧表画面は、前記広告主の指定による地域別に表示され、前記広告用ウェブ
サイトにアクセスした前記需要者に地域別の前記広告一覧表画面を表示して閲覧させる、
ことを特徴とする請求項１または２に記載した携帯ウェブ広告システム。
【請求項４】
　前記メインサーバは計数・課金手段を備えており、前記指定された地域別に広告料の計
算の基礎となる１単位時間毎のポイント数が段階的に設定されており、１回掲載毎の前記
ポイント数または所定期間に前記広告を複数回掲載した累計単位数に前記ポイント数を乗
じた総ポイント数に応じて、前記広告主毎に広告料を算出することを特徴とする請求項３
に記載した携帯ウェブ広告システム。
【請求項５】
　前記広告一覧表画面は、前記地域別の指定に加え提供する商品またはサービスの種類を
分類したカテゴリー別に前記広告主が事前に前記ウェブ画面上の操作で指定可能とされて
おり、前記広告用ウェブサイトにアクセスして前記カテゴリーを選択した前記需要者に、
当該選択したカテゴリーに属する広告を並列した前記広告一覧表画面を表示して閲覧させ
る、ことを特徴とする請求項３または４に記載した携帯ウェブ広告システム。
【請求項６】
　前記選択したカテゴリーに属する広告を並列した広告一覧表画面として、前記広告掲載
部に掲載された複数カテゴリーに属する広告のうち前記選択したカテゴリーに属する広告
がソート機能により纏まって前記広告掲載部の最も上の位置に配置された画面、または前
記選択したカテゴリーに属する広告のみが並列した画面として表示する、ことを特徴とす
る請求項５に記載した携帯ウェブ広告システム。　
【請求項７】
　前記広告掲載画面には、前記広告一覧表画面に加え、該広告一覧表画面に並列表示した
前記広告の一部分から展開して該広告の全体を個別的に表示する個別広告掲載画面が含ま
れている、ことを特徴とする請求項１，２，３，４，５または６に記載した携帯ウェブ広
告システム。
【請求項８】
　請求項１，２，３，４，５，６または７に記載した携帯ウェブ広告システムを自動的に
運営するためのシステム運営用プログラムであって、前記メインサーバに格納されること
により、当該ウェブサーバを少なくとも前記広告用ウェブサイトのウェブ画面を生成する
ウェブ画面生成手段、前記広告主の情報を会員情報として登録するとともに該会員情報を
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管理する登録・管理手段、前記広告を作成・更新する広告作成・更新手段として機能させ
るとともに、前記会員情報を記憶する会員情報ファイル、作成された前記広告を記憶する
広告データベースを構成させ、前記広告用ウェブサイトにアクセスした前記広告主携帯電
話に表示させた前記ウェブ画面上の操作で前記広告主に前記広告を作成させて前記広告掲
載画面に新たに掲載または掲載中の前記広告を更新させ、前記広告用ウェブサイトにアク
セスした前記需要者携帯電話に前記広告掲載画面を表示させるためのシステム運営用プロ
グラムにおいて、
　前記表示させる広告掲載画面に、前記広告の少なくとも一部分を横書きにして現在時刻
から見て掲載時の新しい順に前記広告掲載部の最も上の位置から縦方向に並べた前記広告
一覧表画面を少なくとも含み、前記掲載開始時から前記単位時間が経過した前記広告を前
記広告一覧表画面から自動的に消去させる、ことを特徴とするシステム運営用プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯ウェブ広告システム及びそのシステム運営用プログラムに関し、殊に、
携帯電話で閲覧可能なウェブサイトに携帯電話を用いてタイムリーに広告を掲載する携帯
ウェブ広告システム、及びこれを実行するためのシステム運営用プログラムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話は国民の２人に１人以上が所有するまで普及しており、その機能におい
て通常の通話機能に加えメール機能を備えたものが殆どとなっており、また最近ではワン
セグを用いたテレビ視聴機能やインターネットのウェブサイト閲覧機能を備えたものも一
般化しており、情報化社会となった現代においてマルチメディア対応型の情報通信端末と
して生活の必須アイテムになりつつある。
【０００３】
　特に、ｉモード（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標）等の情報キャリアを
利用した携帯電話のインターネット接続・ウェブサイト閲覧機能は、移動中や出先でも最
新のウェブ情報を入手可能とする点でその利用価値が高く、携帯電話の縦長で小さな画面
でも閲覧しやすい携帯用ウェブサイトも増えている。このような状況において、携帯電話
で閲覧可能なウェブサイト上に携帯電話の所有者が欲するような商品情報をタイムリーに
発信可能とした広告システムが、特開２００２－２５９７９４号公報や特開２００２－３
５８２６３号公報に提案されている。
【０００４】
　これらの広告システムにおいては、広告が地域別に纏められている点で閲覧者が探しや
すいことに加え、広告主が自己の携帯電話を用いながらメール感覚で広告文を作成し写真
を撮影することにより短時間で広告を作成・更新できるようになっているため、商店やレ
ストラン等の店舗運営者がそのときの天気や在庫状況に応じてランチメニューやタイムセ
ール等を企画した場合に、広告をすぐにその場で掲載できるという利点がある。一方、こ
のシステムを利用する携帯電話の所有者にとっても、自分の活動地域において今その瞬間
だけ有用な広告情報がいつでもどこでも閲覧できる点で極めて利便性の高いものとなる。
【０００５】
　しかし、このように地域対応型でリアルタイムな掲載と更新を可能としたウェブ広告シ
ステムであっても、例えば日替わりランチメニュー情報や特売情報など、特定日の特定の
時間だけ有効であるイベント情報のような場合は、その時間が過ぎてしまえば広告主にと
って無駄な広告となってしまう。ところが、広告主が忙しい最中に有効な時間が経過して
不要になった広告を逐一削除・更新することが実際上は困難であり、本当に有効かつ必要
な時間帯だけに限定して広告情報を発信していないことが、広告効率を悪化させる原因の
１つになっている。
【０００６】
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　一方、潜在的な顧客である需要者が、例えば時間限定のお得な情報を携帯サイトから探
すような場合において、所望の条件で選択して携帯画面に表示させた複数の広告中に、前
述した理由によりイベント利用可能時間が経過してしまった無用な広告も含まれることに
なるため、その中から有効な広告を探すのに余分な手間と時間を要して所望の広告をタイ
ムリーに入手しにくくしている。また、このような状況は広告主側にとっても潜在的な顧
客を逃す一因となってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－２５９７９４号公報
【特許文献２】特開２００２－３５８２６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記のような問題点を解決しようとするものであり、携帯電話で閲覧可能な
ウェブサイトを介して需要者に広告を提供するウェブ広告システムにおいて、広告主は手
間を要することなく効率的に広告を掲載できるものとし、需要者は有用な広告をタイムリ
ーかつ容易に入手できるようにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、本発明は、インターネットに接続してウェブ画面を閲覧可能な需要者所有の需
要者携帯電話と、インターネット経由でアクセス可能な広告用ウェブサイトを保持してシ
ステム運営の中核をなすメインサーバと、インターネットに接続してウェブ画面を閲覧可
能な広告主所有の広告主携帯電話とを備え、広告主携帯電話でその広告用ウェブサイトに
アクセスした広告主にウェブ画面上の操作で作成させた広告を広告掲載画面に新たに掲載
または掲載中の広告を更新し、需要者携帯電話でその広告用ウェブサイトにアクセスした
需要者に広告掲載画面を閲覧させる携帯ウェブ広告システムにおいて、その広告掲載画面
には、広告の少なくとも一部分を横書きにして現在時刻から見て掲載時の新しい順に広告
掲載部の最も上の位置から縦方向に並べた広告一覧表画面が含まれ、掲載開始時から所定
の単位時間が経過した広告が広告掲載画面から自動的に消去される、ことを特徴とするも
のとした。
【００１０】
　携帯電話で閲覧可能な広告一覧表画面に、このように各広告の見出しなどの一部分を横
書きにして縦方向に並べた画面を含むものとしたことで、携帯電話の小さな表示画面でも
比較的多くの広告を並列的に一覧しやすいものとなり、また、掲載を開始したのが現在時
刻（画面を閲覧している時点）から見て新しい順に上から並べてイベント利用可能時間が
経過したような無駄な広告は時間の経過により消去されるようにしたことで、有用性の高
い新規な広告が画面上の見つけやすい位置に配置されて有用性の低下した古い広告を見る
手間を省けるため、需要者が必要とする広告を簡単に発見できるものとなる。
【００１１】
　この場合、その単位時間は連続した複数単位で広告主が設定可能とされており、複数単
位で設定した広告は、１単位時間が経過した時点で単位時間が残存している場合に広告一
覧表画面から消去されると同時に広告掲載部の最も上の位置に再度掲載される、ことを特
徴としたものとすれば、広告主が１つの単位時間では広告効果が足りないと判断した場合
に、設定した時間が残っている限り１単位時間が経過する度に再度最上位に配置されるこ
とになり、複数回に亘って需要者の目に触れやすい状況を形成して、充分な広告効果を上
げられるようになる。
【００１２】
　また、上述した携帯ウェブ広告システムにおいて、その広告一覧表画面は、広告主の指
定による地域別に表示されるものとして、広告用ウェブサイトにアクセスした需要者に地
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域別の広告一覧表画面を閲覧させることを特徴としたものとすれば、需要者は自己の活動
範囲に対応した地域の広告一覧表画面を閲覧することにより、最少の手間で有用な広告情
報を容易に入手できるようになり、広告主も潜在的な顧客がいると思われる地域に絞って
広告を掲載することで、高い広告効率を実現することができる。
【００１３】
　さらに、この地域別指定が可能な携帯ウェブ広告システムにおいて、そのメインサーバ
は計数・課金手段を備えており、前記指定された地域別に広告料の基礎となる１単位時間
のポイント数が段階的に設定されており、１回掲載毎のポイント数または所定期間に広告
を複数回掲載した累計単位数にポイント数を乗じた総ポイント数に応じて、広告主毎に広
告料を算出することを特徴としたものとすれば、広告主は有効と思われる時期に必要な単
位時間だけ広告を掲載するとともに地域別に広告料の費用対効果のバランスをとりながら
、最小限の広告料で最大の広告効果を上げることができるようになる。
【００１４】
　さらにまた、この地域別指定が可能な携帯ウェブ広告システムにおいて、その広告一覧
表画面は、地域別の指定に加え提供する商品またはサービスの種類を分類したカテゴリー
別に広告主が事前にウェブ画面上の操作で指定可能とされており、広告用ウェブサイトに
アクセスしてカテゴリーを選択した需要者に、そのカテゴリーに属する広告を並列した広
告一覧表画面を表示して閲覧させるものとすれば、需要者が目的とする広告を探しやすい
ものとなる。
【００１５】
　この場合、その選択したカテゴリーに属する広告を並列した広告一覧表画面として、広
告掲載部に掲載された複数カテゴリーに属する広告のうち選択したカテゴリーに属する広
告がソート機能により纏まって広告掲載部の最も上の位置に配置された画面、または選択
したカテゴリーに属する広告のみが並列した画面として表示することを特徴としたものと
すれば、過剰な処理負担をかけることなくカテゴリーで絞られるものとなる。
【００１６】
　加えて、上述した携帯ウェブ広告システムにおいて、その広告掲載画面には、広告一覧
表画面に加え、その広告一覧表画面に並列表示した各広告の一部分から展開してその広告
の全体を個別的に表示する個別広告掲載画面を含むことを特徴としたものとすれば、需要
者は特定の広告についてその詳細を容易に確認することができるようになる。
【００１７】
　さらに加えて、上述した携帯ウェブ広告システムを自動的に運営するためのシステム運
営用プログラムであって、メインサーバに格納されることによりそのメインサーバを、少
なくとも広告用ウェブサイトのウェブ画面を生成するウェブ画面生成手段、広告主の情報
を会員情報として登録するとともにこの会員情報を管理する登録・管理手段、広告を作成
・更新する広告作成・更新手段として機能させるとともに、会員情報を記憶する会員情報
ファイル、作成された広告を記憶する広告データベースを構成させ、その広告用ウェブサ
イトにアクセスした広告主携帯電話に表示させたウェブ画面上の操作で広告主に広告を作
成させて広告掲載画面に新たに掲載または掲載中の広告を更新させ、広告用ウェブサイト
にアクセスした需要者携帯電話に広告掲載画面を表示させるためのシステム運営用プログ
ラムにおいて、その表示させる広告掲載画面に、広告の少なくとも一部分を横書きにして
現在時刻から見て掲載時の新しい順に広告掲載部の最も上の位置から縦方向に並べた広告
一覧表画面を少なくとも含み、掲載開始時から所定の単位時間が経過した広告を広告掲載
画面から自動的に消去する、ことを特徴とするシステム運営用プログラムとすれば、これ
をインターネットに接続可能なサーバコンピュータにインストールするだけで上述したシ
ステムを容易に構築できるものとなる。
【発明の効果】
【００１８】
　作成された広告の少なくとも一部分を横書きにして現在時刻から見て掲載時の新しい順
に広告一覧表画面の上から並べて掲載し、掲載開始時点から所定の単位時間が経過した時



(6) JP 2010-160555 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

点で自動的に消去するものとした本発明によると、広告主は手間を要することなく効率的
に広告を掲載することができ、需要者は有用な広告をタイムリーかつ容易に入手すること
ができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態を示すシステム構成図。
【図２】図１のメインサーバの機能ブロック図。
【図３】本実施の形態における広告用ウェブサイトのトップページ。
【図４】本実施の形態における広告用ウェブサイトの会員データ入力画面。
【図５】（Ａ），（Ｂ）は本実施の形態における広告用ウェブサイトの広告会員マイペー
ジ画面。
【図６】本実施の形態における広告用ウェブサイトの広告作成画面。
【図７】本実施の形態における広告用ウェブサイトの広告一覧表画面。
【図８】本実施の形態における広告用ウェブサイトの個別広告画面。
【図９】本実施の形態における広告用ウェブサイトのトップページ及び広告一覧表画面。
【図１０】本実施の形態における広告用ウェブサイトのトップページ。
【図１１】本実施の形態におけるウェブサイトの広告一覧表画面。
【図１２】図１の携帯ウェブ広告システムの応用例におけるメインサーバの機能ブロック
図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、図面を参照しながら本発明を実施するための形態を説明する。
【００２１】
　本実施の形態においては、広告主が携帯電話を介してウェブ画面上に広告を掲載すると
ともに、潜在的な顧客である需要者が携帯電話を介して所望の広告を閲覧する方式の携帯
ウェブ広告システムについて説明するものであり、図１はそのシステム構成の概略図を示
している。図においてインターネット２に接続しているメインサーバ１０Ａは、この携帯
ウェブ広告システム１のシステム運営上の中核をなすものであり、本システムを実行する
ためのシステム運営用プログラムが格納されて、後述する各制御を自動的に実行するよう
になっている。
【００２２】
　本システムにおいて広告主となる雑貨店、ストア、レストラン等の事業（店舗）運営者
が各々所有する広告主携帯電話３ａ，３ｂ，３ｃ，・・・は、中継局２ｂ、インターネッ
ト２を介してメインサーバ１０Ａに接続可能な状態であり、メインサーバ１０Ａの広告用
ウェブサイトに各々アクセスすることにより、各広告主は広告掲載に関する各種作業をデ
ィスプレイに表示させたウェブ画面上の操作で行えるようになっている。
【００２３】
　そして、各需要者が各々所有する需要者携帯電話４ａ，４ｂ，４ｃ，・・・も、中継局
２ｂ、インターネット２を介してメインサーバ１０Ａに接続可能な状態であり、メインサ
ーバ１０Ａの広告用ウェブサイトにアクセスすることにより、各需要者は自分にとって興
味のある広告が掲載されたウェブ上の広告掲載画面をディスプレイに表示させて閲覧でき
るようになっている。
【００２４】
　図２は、図１のメインサーバ１０Ａの簡略化した機能ブロック図を示している。このメ
インサーバ１０Ａは、インターネット２に接続してウェブサーバ機能を発揮可能な汎用コ
ンピュータに、本発明特有のシステム運営用プログラムをインストールしてなるものであ
り、その各構成部分の殆どはそのシステム運営用プログラムで機能的に実現されるように
なっている。
【００２５】
　メインサーバ１０Ａは、インターネット２を介して各需要者携帯電話４ａ，４ｂ，４ｃ
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，・・・との間で情報の送受信を行うための送受信手段１３と、システムの運営における
各種制御を実行する制御部１１Ａと、各種データを記憶するデータ記憶部１２Ａとを備え
ている。このデータ記憶部１２Ａには、登録手続きにより広告会員となった広告主のデー
タを記憶しておくための会員情報ファイル１２ａと、作成された総ての広告データを記憶
しておくための広告データベース１２ｂとを備えている。
【００２６】
　制御部１１Ａには、本実施の形態における広告用ウェブサイトを構成する各ウェブ画面
を生成するためのウェブ画面生成手段１１ａと、ウェブ広告を作成・更新するための広告
作成・更新手段１１ｂと、広告主を当システムの会員として登録して管理するための登録
・管理手段１１ｃと、広告掲載時間を広告会員毎にカウントして広告料を算出・課金する
ためのデータ作成を行う計数・課金手段１１ｄを備えている。
【００２７】
　そして、本実施の形態の携帯ウェブ広告システム１においては、商店やレストラン等、
比較的地域性の強い店舗等の運営者が、その所在する地域を活動領域とした潜在的な顧客
である需要者に対し、自己の広告主携帯電話３ａ，３ｂ，３ｃ，・・・を用いながら手間
を要することなく広告情報を効率的に発信できるものとし、需要者が自己の需要者携帯電
話４ａ，４ｂ，４ｃ，・・・を用いて自分にとって有用な広告情報をタイムリーかつ容易
に入手できるようにすることを目的としている。　
【００２８】
　即ち、上述した従来のウェブ広告システムにおいても、広告主が店先等で自己の携帯電
話を用いながら画面上の操作で作成した広告を広告用ウェブサイトに掲載するとともに、
自己の携帯電話を用いながら必要に応じてその広告を削除または更新可能として、需要者
がその広告用ウェブサイトに自己の携帯電話でアクセスしてその広告を閲覧可能なものと
したことにより、広告主と需要者の双方の利便性を同時向上させることを可能としている
。
【００２９】
　しかし、生鮮食料品のタイムセールや日替わりランチサービスなど、有効な時間が比較
的短時間に限定されている広告を掲載した場合に、その有効時間が過ぎた時点で忙しい最
中に広告主が即座に広告を消去・更新することは実際上困難であったため、すでに無効に
なった広告が広告掲載画面に複数残存する結果となっていた。そのため、広告主にとって
は広告効率低下の一因となり、需要者にとってはタイムリーで有用な広告を探しにくい状
況としていた。　
【００３０】
　そこで、本発明において、メインサーバ１０Ａが保持する広告用ウェブサイトを構成し
ているウェブページの広告掲載画面として、広告主の指定により広告を地域別に一覧表に
纏めた広告一覧表画面が含まれるものとした。尚、そのウェブサイトは携帯電話用ウェブ
サイトであってウェブページの構成が携帯電話の小さなディスプレイ画面に対応したもの
となっている。
【００３１】
　また、その広告一覧表画面は、作成された各広告のうち少なくとも見出しを含む一部分
を横書きにして、画面を閲覧している現在時刻から見て掲載時の新しい順に広告掲載部の
最も上の位置から縦方向に並べたものとされ、且つ、掲載開始時点から所定の単位時間が
経過することにより、掲載している広告が自動的に消去されるようにしてある点も、本発
明における特徴部分となっている。
【００３２】
　このように、多数存在する広告の見出し等をメインにして横書きにしたものを現在時刻
から見て掲載時の新しい順に広告掲載部の上から縦方向に並べた広告一覧表画面を表示す
るようにしたことで、表示画面の小さな携帯電話であっても比較的多くの広告を一度に閲
覧することができるとともに、最新の情報を上から順に確認できるものとしている。
【００３３】
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　また、単位時間が経過した広告が自動的に消去されるようにしたことで、例えば単位時
間を１時間とした場合、ランチタイムやタイムセール等のイベント時間がすでに経過して
無効になった広告は、これを利用可能な時間が経過した時点で殆ど消去された状態になる
ことから、広告主にとって無駄な広告を掲載した時間に広告料を支払うことを回避して広
告効率を高めることができ、需要者にとっても不要な広告の掲載が最小限に抑えられて本
当に有用な情報を探しやすい状況となる。
【００３４】
　さらに、本実施の形態においては、広告主が自己の広告主携帯電話を用いたウェブ画面
上の操作により、ウェブ広告を掲載する単位時間を連続した複数単位で指定できるように
なっており、１つの単位時間が経過する度に、広告一覧表画面における広告掲載部の下位
に掲載されていた広告が消去されるのと同時に、広告掲載部の最も上位に再度掲載される
ことを繰り返すようになっている点も本発明の特徴部分となっている。
【００３５】
　例えば、１単位を１時間とした場合において、広告掲載時間が１時間では足りないと広
告主が判断した場合には、単位時間を２単位以上の連続した複数単位で指定できることか
ら、時間の経過により自分の広告が下位に移動して画面から外れ、下にスクロール操作し
なければ見ることができない等、需要者が自分の広告を見つけにくい状況になったとして
も、ある一定単位時間経過する度に再度広告掲載部の最上位に表示されるようになるため
、需要者の目に触れるチャンスの高い状態を必要に応じて複数回に亘って作ることが可能
となり、優れた広告効果を上げやすいものとしている。
【００３６】
　次に、本実施の形態の携帯ウェブ広告システム１におけるシステム運営上の各種手順及
びそのシステム運営用プログラムによる各種動作について、一例として図１のレストラン
の経営者である広告主が、自己の所有する広告主携帯電話３ｃを用いながら広告用ウェブ
サイトに広告を掲載する場合の手順を、図３～図１１に示す携帯ウェブ画面を参照しなが
ら詳細に説明する。
【００３７】
　本実施の形態においては、広告主が広告を掲載するにあたりシステムの広告会員として
登録されることが前提である。先ず、ウェブサイトに広告を掲載することを望む広告主は
、自己の広告主携帯電話３ｃを用いてウェブサイトのＵＲＬを入力する等して、システム
運営の中核をなすメインサーバ１０Ａの広告用ウェブサイトにアクセスする。
【００３８】
　図３は、広告主携帯電話３ｃのディスプレイ画面に表示された携帯ウェブ広告システム
１における広告用ウェブサイトのトップ画面１００である。このトップ画面１００は、広
告主が最初にアクセスして表示する画面であるとともに、需要者が最初にアクセスして表
示する画面でもある。
【００３９】
　このトップ画面１００の上部には、このシステムの商業上の名称（gtime）が表された
商標表示部１０１が配置されている。また、画面下部には各種ウェブページに移行するた
めの選択部１０２が配置してあり、その中の「５広告会員登録」と表示された項目１０２
ａをクリックすることにより、所定の注意事項・規約等を表示した画面を経由した後、図
４の会員データ入力画面１１０に移行する。
【００４０】
　そして、広告主携帯電話３ｃを用いた会員データ入力画面１１０上の操作で、店舗名、
住所等の各必要事項を記入するとともに、カテゴリー一覧表１０６から選択した業種を業
種入力欄に入力する。また、地域一覧表１０５からレストランの所在地であって需要者の
活動地域となる地域を選択して広告掲載地域選択欄１１１に入力し、確認ボタン１１０ａ
を押すことにより図示しない登録画面に移行し、登録ボタンを押すことで本システムにお
ける広告会員の登録手続きが完了する。
【００４１】
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　この登録手続きにより、レストランの運営者（オーナー）である広告主が図４の会員デ
ータ入力画面１１０において入力した会員情報が、メインサーバ１０Ａにおけるデータ記
憶部１２Ａの会員情報ファイル１２ａに保存される。尚、保存する会員情報には、店舗の
写真や地図も含ませることが可能であり、これらのデータを含んだ店舗情報は、広告掲載
画面から誰でも参照できるようになる。
【００４２】
　また、このように広告主が広告のカテゴリーを入力して指定するとともに広告掲載地域
を入力して指定するものとしたことにより、所定のカテゴリーで指定地域ごとに一覧表に
纏められた広告掲載画面が作成されて表示されるため、需要者の関心のあるカテゴリーと
その活動地域を想定した広告情報の発信が実現して広告効率が格段にアップすることに加
え、後述するように広告掲載画面を閲覧する需要者にとってもカテゴリーと地域を選択す
ることにより、自分が欲する利用可能な広告情報を容易に入手可能なものとすることがで
きる。
【００４３】
　尚、この場合、広告会員から徴収する広告料は、広告掲載地域毎に予めクラス設定した
基本料金と掲載時間（単位数）を基に算出することを想定しており、例えば需要者数の多
い中心市街地の基本料金を需要者数の少ない郊外地域よりもクラスを上にして料金を高く
設定することにより、広告主にとって広告費と売り上げのバランス（費用対効果）が確保
しやすいものとなる。
【００４４】
　さらに、広告料の徴収の方法の一例として、予めプリペイドカード等の購入と同じく前
払いでポイントを購入してもらい、広告を掲載する度または所定期間分纏めてポイントが
消化されるような方式を採用することで、広告主とシステム提供者の双方の手間を軽減す
ることができる。例えば、１ポイントを１円として３０００ポイントを３０００円で購入
し、１単位時間（１時間）の広告料が６０ポイントである場合、１時間掲載した時点で残
ポイントは２９４０ポイントとなるようにすればよい。
【００４５】
　そして、会員登録手続きが完了したなら、再度トップ画面１００に戻り、選択部１０２
の「６広告会員マイページ」と記載された項目１０２ｂをクリックすることにより、図５
（Ａ）の広告会員マイページ画面１２０Ａに移行する。図５（Ａ）の広告会員マイページ
画面１２０Ａは、初めて広告を掲載するときの状態であり、（Ｂ）の広告会員マイページ
画面１２０Ｂは、広告を初めて掲載してから所定期間経過した後の状態を示しており、掲
載済み広告一覧部１２１に過去に掲載した広告の一覧が表示されている。
【００４６】
　また、初めて広告を掲載する場合を含み広告を掲載する際には、画面上部の「広告を掲
載する」と記載されたボタン１２０ａを押すことにより、図６の広告作成画面１３０に移
行することができる。この広告作成画面１３０では、例えば見出し記入部１３０ａに「本
日日替ランチは、エビのクリームパスタ」と広告の見出しを記入し、広告内容記入部１３
０ｂには「新鮮なエビとクリームたっぷりのパスタです。２０食限定で１０５０円、コー
ヒー、デザート付き。お早めにどうぞ！」のように、具体的な広告内容を記載する。
【００４７】
　このように、自己の広告主携帯電話３ｃに表示されているウェブ画面上の操作で、予め
設定されたフレームに入力するだけの極めて簡易な手順により、広告主自ら広告を作成・
更新することができるため、忙しい仕事の合間の時間であっても、短時間の操作で臨機応
変に広告情報を発信することを可能としている。
【００４８】
　さらに、広告作成画面１３０の下半分は、広告掲載時期・時間に関する設定を行うため
の設定部１３１となっている。本実施の形態においては、広告掲載時間の１単位は１時間
となっており、例えば１２月１６日の１１時３０分頃に広告主が当日のランチタイム（１
２：００～１４：００）についての広告を発信する場合、例えば広告の掲載開始時間を１
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１時４３分とし、ランチメニューは毎日変わるので日数を１日間として、掲載時間を２単
位の２時間として入力し、確認ボタン１３０ｃを押すことにより広告の作成・入力が完了
する。尚、掲載開始時間は当初は現在時刻が表示されるようになっている。
【００４９】
　掲載した広告を確認するには、広告掲載開始時（１１：４３）以降に、後述する需要者
が広告を閲覧する場合と同じ手順で、トップページ１００のエリア選択部１０３でエリア
を指定して（例えば高崎中心街）表示ボタン１０４を押せば、図７の地域別に纏められた
広告一覧表画面１４０Ａが表示される。この広告一覧表画面１４０Ａは、現在時刻から見
て掲載時の新しい順に広告掲載部１４１の最も上の位置（最上位）から縦方向に並べて配
置されるようになっており、閲覧直前に掲載されたその広告主による広告の一部（見出し
及び店舗名）が最上位に位置している。
【００５０】
　この広告一覧表画面１４０Ａでは、携帯電話の小さい画面でもなるべく多くの広告を表
示できるように、各広告は横書きの見出しと店舗名を上下に並べた２行程度に限定されて
いる。その広告内容の全部を確認するには、「本日日替わりランチは、エビのクリームパ
スタ」と記載された見出しをクリックすることにより、図８の個別広告画面１５０を表示
して携帯付設のカメラで撮ったランチの写真が掲載された写真掲載部１５０ａと広告文を
確認することができる。さらに、画面下部の店舗情報部１５０ｂをクリックすることで、
図４の会員データ入力画面１１０で入力した内容のうち、開示可能な部分である詳細な店
舗情報を確認することができる。
【００５１】
　また、広告一覧表画面１４０Ａでは、最新の６店舗分が一画面に一覧状態で表示されて
いるが、これらよりも古いものは下方向にスクロール、または画面最下部の「＃次へ」と
表示した改頁ボタン１４０ａを押すことにより表示することができる。尚、上述したよう
に、広告掲載の１単位は１時間であるため１時間を経過した広告は基本的に既に消去され
ている。
【００５２】
　次に、本実施の形態の携帯ウェブ広告システム１において、需要者がシステムを利用す
る場合の手順について述べるものとし、その一例として、図１の需要者が需要者携帯電話
４ｃを用いて自分の居住地域で手頃なランチサービスを行っているレストランを探す場合
について詳細に説明する。先ず、需要者は、自己の需要者携帯電話４ｃを操作して前記同
様にメインサーバ１０Ａのトップ画面１００にアクセスする。
【００５３】
　図９を参照して、需要者はトップ画面１００のエリア選択部１０３の地域一覧１０５か
ら自分の活動地域となるエリア（高崎中心街）を指定して、表示ボタン１０４を押すこと
により、指定地域を高崎中心街とした広告一覧表画面１４０Ａを表示させることができる
。そして、興味のある広告（スマーティエレストラン）の見出しをクリックすることで、
図８の個別広告画面１５０を開いて広告全体を閲覧可能となる。また、画面中の店舗名を
クリックすることで、店舗の所在地、地図等が記載された店舗の詳細情報を確認すること
もできる。
【００５４】
　この広告一覧表画面１４０Ａは広告を地域別に纏めたものであることから、レストラン
以外のカテゴリーの広告も多数含まれている関係で、需要者が目的とする広告を探しにく
い状況も生じうる。そこで、図１０に示すように、システムのカテゴリー選択機能を使用
して地域一覧１０５からカテゴリー一覧１０６を表示させ、その中の「グルメ（食べる）
」を選択することにより、表示する広告の種類をレストランが属するカテゴリーに絞るこ
とができる。
【００５５】
　このように、広告一覧表画面１４０Ａを表示する際に地域を指定することに加え、商品
・サービスのカテゴリーを選択して絞ることにより、例えば指定した地域内で表示される
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広告が多くなって需要者が所望する広告を見つけにくい場合や、入手したい広告のカテゴ
リーが既に決まっており、短時間で目的とする広告をみつけたい場合には、不要な広告を
省いて表示させることができるため、より利便性の高いものとなる。
【００５６】
　尚、カテゴリーを選択して表示対象を絞る手法としては、所望するカテゴリーに属する
広告のみを抜き出して１つの広告一覧表画面を作成することの他、総てのカテゴリーの広
告を表示した地域別の広告一覧表画面において、ソート（並べ替え）機能を用いて選択し
た所定カテゴリーに属する広告を広告掲載部の上位に纏め、そのカテゴリーに属さない広
告はこれよりも下位に配置した一覧表画面を作成することにより、プログラムの簡略化及
びメインサーバ１０Ａにおける処理負担を軽減することができる。
【００５７】
　図１１は、この携帯ウェブ広告システム１において、広告主が広告掲載時間を１単位の
１時間だけではなく連続した複数単位を設定した場合における、広告一覧表画面１４０Ａ
の動作状況を説明するための一例を示したものである。先述の説明においては、広告掲載
時間の１単位が経過した場合、広告一覧表画面１４０Ａに記載されていた広告は自動的に
消去されるのみであった。
【００５８】
　しかし、この場合の広告一覧表画面１４０Ａでは、広告掲載部１４１における最下位の
広告「イチ押し！チーズフォンデュパン焼立て！」は掲載時が１０時５２分であるため１
１時５２分になると消去されるものの、広告掲載時間が複数単位時間で指定されているこ
とにより、消去されると同時に右側の広告一覧表画面１４０Ｂに示すように、画面の最上
位に再度掲載される点を特徴としている。
【００５９】
　例えば、この広告が広告掲載時間を３単位で指定されている場合、前述の再表示の動作
を２回繰り返して合計３回最上位に位置することになる。従って、広告の種類・目的によ
り広告掲載時間が１時間では足りないと広告主が判断した場合に、このように複数単位時
間で指定することで単位時間経過後に再度最上位に配置するのを繰り返すことになり、複
数回に亘って需要者の目に触れる機会の大きな状態を作ることが可能となるため、より優
れた広告効果を上げられるようになる。
【００６０】
　図１２は、上述したウェブ広告システム１の応用例を示すものであり、システムを利用
する需要者が自己の情報（需要者情報）をシステムに予め登録しておくことにより、需要
者の利便性を向上させるようにしたウェブ広告システム２（図示省略）における、メイン
サーバ１０Ｂの機能ブロック図を示している。この例では、メインサーバ１０Ｂの制御部
１１Ｂに需要者をシステムに登録して管理するための需要者登録・管理手段１１ｅが追加
され、データ記憶部１２Ｂには登録した需要者に関する情報を記憶しておくための需要者
情報ファイル１２ｃが追加されている点を特徴としている。
【００６１】
　そして、需要者がそのウェブサイトにアクセスしてシステムに新た登録する際には、例
えば自分が閲覧したい広告の地域別（エリア）を予め選択して登録しておくとともに、自
分が閲覧したい広告の種別（カテゴリー）を図１０で示したカテゴリー一覧表１０６等を
用いて予め選択して登録しておくようになっている。これにより、システム利用の際には
自動的に選択した地域とカテゴリーに絞られるようになり、需要者はシステム利用の度に
これらを選択する手間を省略することができ、極めて簡易な手順で所望する広告一覧表画
面を表示させることができるため、自分にとって有用な広告情報を容易且つ短時間で入手
できるようになる。
【００６２】
　以上、述べたように、携帯電話で閲覧可能なウェブサイトを介して需要者に広告を提供
するウェブ広告システムにおいて、本発明により、広告主は手間を要することなく効率的
に広告を掲載することができ、需要者は有用な広告をタイムリーかつ容易に入手できるよ
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うになった。また、本システムはウェブ画面閲覧機能を有する携帯電話だけあれば誰でも
利用することができ、様々な業種の人々が自己の携帯電話を用いて今この瞬間にこだわっ
たお得情報・限定情報を臨機応変に発信することができ、顧客になるうる様々な人々が自
己の携帯電話を用いてその情報を有効に活用することを可能なものとした。
【符号の説明】
【００６３】
　１，２　携帯ウェブ広告システム、２　インターネット、３ａ，３ｂ，３ｃ　広告主携
帯電話、４ａ，４ｂ，４ｃ　需要者携帯電話、１０Ａ，１０Ｂ　メインサーバ、１１Ａ，
１１Ｂ　制御部、１１ａ　ウェブ画面生成手段、１１ｂ　広告作成・更新手段、１１ｃ　
登録・管理手段、１２Ａ，１２Ｂ　データ記憶部、１２ａ　会員情報ファイル、１２ｂ　
広告データベース、１００　トップ画面、１１０　会員データ入力画面、１２０Ａ　広告
会員マイページ画面、１３０　広告作成画面、１４０Ａ，１４０Ｂ　広告一覧表画面、１
４１　広告掲載部、１５０　個別広告画面

【図１】

【図２】

【図３】
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