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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告システムによりインターネット上で広告を誘致するための広告情報を生成する情報
処理方法であって、前記広告システムは、キーワードデータベース、通信部、処理部、広
告ファイル作成部、及び広告情報生成部を有する中央サーバを含み、
　１つ以上のキーワード、前記キーワードの類型情報、前記類型情報に対応する所定の基
準情報、および前記キーワードに対応する広告リスト情報を記録する前記キーワードデー
タベースを維持するステップであって、前記広告リスト情報は前記キーワードを含む広告
ファイルの情報を含む、ステップと、
　前記通信部を通じてユーザから所定のイベントの入力を受けるステップと、
　前記処理部が前記入力されたイベントに対応するキーワードを履歴データとして記録す
るステップと、
　前記処理部が前記キーワードデータベースを参照して前記イベントに対応する前記キー
ワードの類型情報を検索するステップと、
　前記処理部が前記検索された類型情報に対応する前記基準情報を検索するステップと、
　前記処理部が前記検索された基準情報によって前記イベントに対応する前記キーワード
が前記ユーザの関心分野であるかを判断するステップであって、前記ユーザの関心分野で
あると判断される前記キーワードを前記ユーザの端末機に格納する、ステップと、
　前記広告ファイル作成部が前記ユーザの関心分野であると判断される前記キーワードを
含む広告ファイルを生成するステップと、
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　前記広告情報生成部が前記キーワードデータベースに格納された前記広告リスト情報を
更新するステップと、
　前記広告情報生成部が前記キーワードおよび前記更新された広告リスト情報を含む広告
情報を生成するステップと、
　を含むことを特徴とする広告情報を生成するための情報処理方法。
【請求項２】
　前記イベントは、前記ユーザがインターネット検索エンジンの検索ウィンドウに入力し
た検索語、前記ユーザがウェブブラウザのアドレスウィンドウに入力したウェブページ情
報、および前記ユーザが前記ウェブブラウザ上で選択入力したハイパーテキストマークア
ップ言語の中のいずれか１つであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記類型情報は、前記キーワード別に既設定された所定の有効期間情報であることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準情報は、前記有効期間中に前記ユーザから前記イベントが入力された回数であ
ることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記広告ファイルはクッキーファイルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記広告ファイルは、前記ユーザの端末機番号、前記ユーザの識別記号、または前記広
告ファイルの満了日情報の中の１つ以上をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記広告情報は、前記キーワードに対応するウェブページの露出情報をさらに含むこと
を特徴とする請求項１または６に記載の方法。
【請求項８】
　広告誘致システムによりインターネット上で広告を誘致するための情報処理方法であっ
て、前記広告誘致システムは、広告データベース、通信部、格納部、及び分析部を有する
広告サーバを含み、
　１つ以上のキーワード、および前記キーワードに対応し請求項１の方法によって生成さ
れた広告情報を格納しているキーワードデータベースを維持するステップと、
　前記通信部を通じて第１広告主から広告キーワードを含む広告要請を受信するステップ
と、
　前記分析部が前記キーワードデータベースを参照して前記広告キーワードに対応する広
告情報を検索するステップと、
　前記分析部が前記検索された広告情報を加工して前記通信部を通じて前記第１広告主の
ウェブブラウザに案内情報データを提供するステップと、
　前記通信部を通じて前記第１広告主から確認回答を受信するステップであって、前記確
認回答は前記第１広告主の第１広告データを含む、ステップと、
　前記広告キーワードと前記広告キーワードに対応する前記第１広告データを前記広告デ
ータベースの第１広告データベースに記録するステップと、
　を含むことを特徴とする広告を誘致するための情報処理方法。
【請求項９】
　前記キーワードデータベースを参照して前記広告キーワードに対応する前記広告情報を
検索する前記ステップは、
　前記広告キーワードに対応する広告情報がない場合、前記受信した広告キーワードおよ
び前記広告キーワードに対する入力カウンタ値を前記格納部に記録するステップと、
　前記通信部を通じて第２広告主から前記広告キーワードを含む広告要請を受信した場合
、前記格納部に記録された前記広告キーワードに対する前記入力カウンタ値を増加させる
ステップと、
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　前記入力カウンタ値が所定値以上であるかを判断するステップと、
　前記カウンタ値が所定値以上である場合、前記広告キーワードおよび前記広告キーワー
ドに対応する広告情報を前記キーワードデータベースに記録するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記案内情報データは、前記生成された広告ファイルの情報、前記広告キーワードに対
応するウェブページの露出情報、または前記広告キーワードの価格情報の中の１つ以上を
含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記確認回答は、所定の広告代金に対する決済情報をさらに含むことを特徴とする請求
項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記広告要請は、競売または入札方式であることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　広告提供システムによりインターネット上で検索エンジンユーザに所定の広告を提供す
るための情報処理方法であって、広告提供システムは、広告データベース、通信部、広告
送出部、格納部、及び分析部を有する広告サーバを含み、
　１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応する１つ以上の広告データを格納し
ている前記広告データベースを維持するステップと、
　前記通信部を通じてユーザからアクセス要求を受信するステップであって、前記アクセ
ス要求は前記ユーザの端末機に格納された前記ユーザの関心分野のキーワードを含む、ス
テップと、
　前記広告送出部が前記受信された前記ユーザの関心分野のキーワードを抽出するステッ
プと、
　前記広告送出部が前記広告データベースを参照して前記キーワードに対応する広告デー
タを検索するステップと、
　前記広告送出部が前記検索された広告データを加工して前記通信部を通じて前記ユーザ
のウェブブラウザに提供するステップと、を含み、
　前記広告データベースは、
　１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応し、請求項１の方法によって生成さ
れた広告情報を格納しているキーワードデータベースを維持するステップと、
　前記通信部を通じて広告主から広告キーワードを含む広告要請を受信するステップと、
　前記分析部が前記キーワードデータベースを参照して前記広告キーワードに対応する広
告情報を検索するステップと、
　前記分析部が前記検索された広告情報を加工して前記通信部を通じて前記広告主のウェ
ブブラウザに案内情報データを提供するステップと、
　前記通信部を通じて前記広告主から確認回答を受信するステップであって、前記確認回
答は前記広告主の広告データを含む、ステップと、
　前記広告キーワードと前記広告キーワードに対応する前記広告データを前記広告データ
ベースに記録するステップと、
　を介して更新される、ことを特徴とする広告を提供するための情報処理方法。
【請求項１４】
　広告提供システムによりインターネット上で検索エンジンユーザに所定の広告を提供す
るための情報処理方法であって、広告提供システムは、広告データベース、通信部、広告
送出部、格納部、及び分析部を有する広告サーバを含み、
　１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応する１つ以上の第１広告データを格
納している前記広告データベースの第１広告データベースを維持するステップと、
　所定のキーワードに対応する１つ以上の第２広告データを格納している前記広告データ
ベースの第２広告データベースを維持するステップと、
　前記通信部を通じてユーザからアクセス要求を受信するステップであって、前記アクセ



(4) JP 4304205 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

ス要求は前記ユーザの端末機に格納された前記ユーザの関心分野のキーワードを含む、ス
テップと、
　前記広告送出部が前記受信された前記ユーザの関心分野のキーワードを抽出するステッ
プと、
　前記広告送出部が前記第１広告データベースを参照して前記キーワードに対応する第１
広告データを検索するステップと、
　前記通信部を通じて前記ユーザから検索語の入力を受けるステップと、
　前記広告送出部が前記第２広告データベースを参照して前記検索語に対応する第２広告
データを検索するステップと、
　前記広告送出部が前記第１広告データまたは前記第２広告データを所定の基準によって
配してユーザインターフェイス画面を構成するステップと、
　前記広告送出部が前記ユーザインターフェイス画面を前記通信部を通じて前記ユーザの
ウェブブラウザに提供するステップとを含み、
　前記第１広告データベースは、
　１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応して請求項１の方法によって生成さ
れた広告情報を格納しているキーワードデータベースを維持するステップと、
　前記通信部を通じて広告主から広告キーワードを含む広告要請を受信するステップと、
　前記分析部が前記キーワードデータベースを参照して前記広告キーワードに対応する広
告情報を検索するステップと、
　前記分析部が前記検索された広告情報を加工して前記通信部を通じて前記広告主のウェ
ブブラウザに案内情報データを提供するステップと、
　前記通信部を通じて前記広告主から確認回答を受信するステップであって、前記確認回
答は前記広告主の広告データを含む、ステップと、
　前記広告キーワードと前記広告キーワードに対応する前記広告データを前記第１広告デ
ータベースに記録するステップと、
　を介して更新される、ことを特徴とする広告を提供するための方法。
【請求項１５】
　所定のキーワードに対応する１つ以上の第２広告データを格納している前記広告データ
ベースの第２広告データベースを維持するステップと、
　１つ以上の第３広告データを格納している前記広告データベースの第３広告データベー
スを維持するステップとをさらに含み、
　前記広告データベースを参照して前記キーワードに対応する前記広告データを検索する
前記ステップは、
　前記通信部を通じて前記ユーザから検索語の入力を受けるステップと、
　前記第２広告データベースを参照して前記検索語に対応する第２広告データを検索する
ステップと、
　前記第３広告データベースを参照して前記第３広告データを検索するステップとを含み
、
　前記検索された広告データを加工して前記ユーザのウェブブラウザに提供する前記ステ
ップは、
　前記広告データ、前記第２広告データ、および前記第３広告データを所定の基準によっ
て配してユーザインターフェイス画面を構成するステップと、
　前記ユーザインターフェイス画面を前記通信部を通じて前記ユーザのウェブブラウザに
提供するステップと、を含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２広告データは一般キーワード広告データであり、前記第３広告データは一般バ
ナー広告データであることを特徴とする請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記分析部が前記通信部を通じて前記広告主に所定のフィードバック情報を提供するス
テップであって、前記フィードバック情報は、前記広告が前記ユーザに提供された回数、
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前記広告に対する前記ユーザのクリック回数、前記ユーザの前記第１広告主ウェブページ
訪問周期、または前記広告提供後の前記第１広告主のウェブページ訪問回数の中の１つ以
上を含む、ステップをさらに含むことを特徴とする請求項１３または１４に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１ないし請求項１４のいずれか一項の方法を実行させるためのプログラムを記録
したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　インターネット広告システムであって、
　１つ以上のキーワード、前記キーワードの類型情報、前記類型情報に対応する所定の基
準情報、および前記キーワードに対応する広告リスト情報を記録するキーワードデータベ
ースであって、前記広告リスト情報は前記キーワードを含む広告ファイルの情報を含む、
キーワードデータベースと、
　ユーザから所定のイベントの入力を受けるための通信部と、
　前記入力されたイベントに対応するキーワードを履歴データとして前記ユーザの端末機
に記録し、前記キーワードデータベースを参照して前記キーワードの類型情報および前記
検索された類型情報に対応する前記基準情報を検索し、前記検索された基準情報によって
前記キーワードが前記ユーザの関心分野であるかを判断して前記ユーザの関心分野のキー
ワードを前記ユーザの端末機に格納する処理部と、
　前記ユーザの関心分野であると判断される前記キーワードを抽出し、前記抽出されたキ
ーワードを含む広告ファイルを生成する広告ファイル作成部であって、前記広告ファイル
は、前記ユーザの端末機番号、前記ユーザの識別記号、または前記広告ファイルの満了日
情報の中の１つ以上をさらに含む、広告ファイル作成部と、
　前記キーワードデータベースに格納された前記広告リスト情報を更新し、前記キーワー
ドおよび前記更新された広告リスト情報を含む広告情報を生成する広告情報生成部と、
　を有する中央サーバと、
　１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応する１つ以上の広告データを格納し
ている広告データベースと、
　前記広告データベースを参照して前記広告ファイルに含まれたキーワードに対応する広
告データを加工し、前記加工された広告データを前記ユーザのウェブブラウザに提供する
広告送出部と、
　前記広告データ提供に関する履歴情報を格納するための格納部と、
　前記格納された履歴情報に基づいて前記広告データを登録した広告主に所定のフィード
バック情報を提供するための分析部と、
　を有する広告サーバと、
　を含むことを特徴とするインターネット広告システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットを用いるユーザの関心分野、すなわちユーザのアクセス意図
（ｉｎｔｅｎｔｉｏｎ）を把握し、これを用いてインターネット上で多数の広告主から広
告を誘致し、誘致された広告をインターネット上でユーザに提供するための方法およびそ
のシステムに関する。より詳しくは、本発明は、インターネットユーザから入力されたイ
ベントを分析してユーザが所望する情報の類型（タイプ）を把握し、これを用いてユーザ
のアクセス意図を判断してユーザのアクセス意図に関連した広告を誘致またはインターネ
ット上でユーザに提供するための方法およびそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のうち、ユーザの関心分野を分析して所定の情報を提供する方法と見なされる
ものとしては、会員加入時に会員に加入しようとするユーザの関心分野の入力を受け、会
員に加入したユーザに定期的または非定期的に電子メールを介して関心分野と関連した情
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報を提供したり、前記ユーザがログインする場合に、入力された関心分野と関連した広告
を前記ユーザに提供したりする方法があった。
【０００３】
　ユーザが関心リストに記載する場合、前記関心リストはユーザ別に分類および格納され
、ユーザが別途の手順を介して前記関心リストを修正を行わない限り、ユーザは前記関心
リストに記載した事項に関心があるものと判断される。このような従来技術によると、時
間の流れによって多様に変化するユーザの関心情報を能動的に反映した情報を提供するこ
とができないという問題点が常在する。また、継続的な関心情報でない一時的な関心情報
は把握することができないという問題点があった。例えば、インターネットユーザが来月
に引っ越しをする場合は、一定期間中のみ引っ越しに対する関心が増大し、引っ越しをし
た後には引っ越しに対する関心が減少する。しかし、従来技術によると、このような一時
的な関心情報を把握することができないという問題点があった。その上、ユーザ自らが自
分の関心分野を記録する場合、関心分野を大きく分類（ｃａｔｅｇｏｒｉｚｅ）する方法
しかないため、より精密なユーザの関心分野を把握するにも困難があった。
【０００４】
　図１ａは、従来技術によってキーワードを介してウェブページを検索する場合、検索語
と関連した広告を画面の一部分にディスプレイすることによって広告を行う方法（以下、
“一般キーワード広告方法”）の一例を示した図である。
【０００５】
　図１ａに示された広告方法は、ユーザが所定の検索語“成形”１１０を入力する場合、
ユーザが“成形”という検索語１１０と関連した成形手術または成形外科に関心があるも
のと推測し、これに対して成形外科の広告１２０を画面の一部分にディスプレイする方式
で作動する。前記広告方法は、ユーザがウェブページで検索しようとする情報と関連した
広告を提供することによって広告効果を高められるという効果を得ることができるが、こ
のような広告方法は、ユーザが該当検索語を入力するその瞬間にのみ該当広告が提供され
るため、広告露出（ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）が持続的でないだけでなく、該当検索語に対
して画面に表示することができる広告の数に制限があるという問題点がある。例えば、検
索語として“成形”を頻繁に入力するユーザは“成形”に対する関心が高いため、前記ユ
ーザが異なる検索語を入力した時にも“成形”に関する広告が表示されると、広告の露出
数も増加し、かつ広告のクリック率（ｃｌｉｃｋ　ｒａｔｅ）も増加するため、その広告
効果がより増大するであろう。また、広告だけではなく、成形と関連した有益な情報を前
記ユーザに提供すると、ユーザの満足度は大きく増加するであろう。
【０００６】
　図１ｂには図１ａに示された所定の検索語と関連した所定の広告をユーザに提供するた
めの広告誘致画面の一例が示されている。図１ｂを参照すると、インターネットユーザに
提供することができる広告の種類が４種類に分類されており、図１ａに示されたように、
所定の検索語と関連した広告、すなわち一般キーワード広告を提供しようとする分類が図
面符号１５１に示された“１．バナー広告”、“２．質問ガイド広告”、“３．スポンサ
ーリンク”部分となる。また、インターネットユーザが特定類型に属する情報を検索する
場合、該当カテゴリと関連した広告を提供することも可能であるが、このような広告方法
が図面符号１５２に示された部分になる。
【０００７】
　このように、インターネットを介した広告が広く活性化されつつ、特定検索語に対して
多数の広告主が自分の広告をインターネット上で提供しようとするが、１つの検索語に対
して１つのユーザインターフェイス画面に提供することができる広告の数に制約があり、
広告を提供することができる前記検索語が枯渇する恐れがあるという問題点がある。従っ
て、インターネット広告業社としては、新しい広告領域を探しこれを収益化するという問
題が大きく台頭している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上での広告
誘致および広告提供方法とそのシステムは、インターネットユーザのアクセス意図を把握
することによってインターネット上に所定の広告を行おうとする広告主が自分の広告と関
連した分野に対して関心があるユーザに広告を提供することによって、広告効果を極大化
することを目的とする。
【０００９】
　また、従来技術による一般キーワード広告に基づく広告方法を脱皮し、新しい広告領域
を提供することによって、広告資源の枯渇という問題点を解決しようとすることを他の目
的とする。
【００１０】
　また、インターネットユーザのアクセス意図をあらかじめ把握し、このようなアクセス
意図と関連した広告をインターネットを介してユーザに提供することを所望する広告主に
このようなユーザのアクセス意図情報を提供することによって、新しい広告方法を創出す
ることを他の目的にする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記の目的を達成するため、本発明の好ましい一実施例によるインターネット上で広告
を誘致するための広告情報を生成する方法は、１つ以上のキーワード、前記キーワードの
類型情報、前記類型情報に対応する所定の基準情報、および前記キーワードに対応する広
告リスト情報を記録するキーワードデータベースを維持するステップであって、前記広告
リスト情報は前記キーワードを含む広告ファイルの個数情報を含む、ステップと、ユーザ
から所定のイベントの入力を受けるステップと、前記入力されたイベントに対応するキー
ワードを履歴データとして記録するステップと、前記キーワードデータベースを参照して
前記キーワードの類型情報を検索するステップと、前記検索された類型情報に対応する前
記基準情報を検索するステップと、前記検索された基準情報によって前記キーワードが前
記ユーザの関心分野であるかを判断するステップと、前記ユーザの関心分野であると判断
される前記キーワードを含む広告ファイルを生成するステップと、前記キーワードデータ
ベースに格納された前記広告リスト情報の前記個数情報を更新するステップと、前記キー
ワードおよび前記更新された広告リスト情報を含む広告情報を生成するステップとを含む
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の他の態様によるインターネット上で広告を誘致する方法は、１つ以上の
キーワードおよび前記キーワードに対応し、上述した方法によって生成された広告情報を
格納しているキーワードデータベースを維持するステップと、第１広告主から広告キーワ
ードを含む広告要請を受信するステップと、前記キーワードデータベースを参照して前記
広告キーワードに対応する広告情報を検索するステップと、前記検索された広告情報を加
工して前記第１広告主のウェブブラウザに案内情報データを提供するステップと、前記第
１広告主から確認回答を受信するステップであって、前記確認回答は前記第１広告主の第
１広告データを含む、ステップとと、前記広告キーワードと前記広告キーワードに対応す
る前記第１広告データを第１広告データベースに記録するステップとを含むことを特徴と
する。
【００１３】
　また、本発明の他の態様による検索エンジンユーザに所定の広告を提供するための方法
は、１つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応する１つ以上の広告データを格納
している広告データベースを維持するステップと、ユーザからアクセス要求を受信するス
テップであって、前記アクセス要求は前記ユーザの端末機に格納された広告ファイルを含
む、ステップと、前記受信された広告ファイルに記録されたキーワードを抽出するステッ
プと、前記広告データベースを参照して前記キーワードに対応する広告データを検索する
ステップと、前記検索された広告データを加工して前記ユーザのウェブブラウザに提供す
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るステップとを含み、前記広告データベースは、１つ以上のキーワードおよび前記キーワ
ードに対応し、請求項１の方法によって生成された広告情報を格納しているキーワードデ
ータベースを維持するステップと、広告主から広告キーワードを含む広告要請を受信する
ステップと、前記キーワードデータベースを参照して前記広告キーワードに対応する広告
情報を検索するステップと、前記検索された広告情報を加工して前記広告主のウェブブラ
ウザに案内情報データを提供するステップと、前記広告主から確認回答を受信するステッ
プであって、前記確認回答は前記広告主の広告データを含む、ステップと、前記広告キー
ワードと前記広告キーワードに対応する前記広告データを前記広告データベースに記録す
るステップと、を介して更新されることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の他の態様によるインターネット広告システムは、１つ以上のキーワード
、前記キーワードの類型情報、前記類型情報に対応する所定の基準情報、および前記キー
ワードに対応する広告リスト情報を記録するキーワードデータベースであって、前記広告
リスト情報は前記キーワードを含む広告ファイルの個数情報を含む、キーワードデータベ
ースと、ユーザから所定のイベントの入力を受けるための通信部と、前記入力されたイベ
ントに対応するキーワードを履歴データとして記録し、前記キーワードデータベースを参
照して前記キーワードの類型情報および前記検索された類型情報に対応する前記基準情報
を検索し、前記検索された基準情報によって前記キーワードが前記ユーザの関心分野であ
るかを判断する処理部と、前記ユーザの関心分野であると判断される前記キーワードを抽
出し、前記抽出されたキーワードを含む広告ファイルを生成する広告ファイル作成部であ
って、前記広告ファイルは前記ユーザの端末機番号（ＰＣ　ＩＤ）、前記ユーザの識別記
号、または前記広告ファイルの満了日（ｅｘｐｉｒａｔｉｏｎ　ｄａｔｅ）情報の中の１
つ以上をさらに含む、広告ファイル作成部と、前記キーワードデータベースに格納された
前記広告リスト情報の前記個数情報を更新し、前記キーワードおよび前記更新された広告
リスト情報を含む広告情報を生成する広告情報生成部とから構成される中央サーバと、１
つ以上のキーワードおよび前記キーワードに対応する１つ以上の広告データを格納してい
る広告データベースと、前記広告データベースを参照して前記広告ファイルに含まれたキ
ーワードに対応する広告データを加工し、前記加工された広告データを前記ユーザのウェ
ブブラウザに提供する広告送出部と、前記広告データ提供に関する履歴情報を格納するた
めの格納部と、前記格納された履歴情報に基づいて前記広告データを登録した広告主に所
定のフィードバック情報を提供するための分析部とから構成される広告サーバとを含むこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上での広告
誘致および広告提供方法とそのシステムによると、インターネットユーザのアクセス意図
を把握することで、インターネット上に所定の広告を行おうとする広告主が自分の広告と
関連した分野に対して関心があるユーザに広告を提供するようにすることによって広告効
果を極大化することができるという効果を得ることができる。
【００１６】
　また、本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上で
の広告誘致および広告提供方法とそのシステムによると、従来技術によるキーワードに基
づいた広告方法を越え、新しい広告領域を広告主に提供することによって広告資源の枯渇
という問題点を解決することができるという効果を得ることができる。
【００１７】
　また、本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上で
の広告誘致および広告提供方法とそのシステムによると、インターネットユーザのアクセ
ス意図をあらかじめ把握し、このようなアクセス意図と関連した広告をインターネットを
介してユーザに提供することを所望する広告主にこのようなユーザのアクセス意図情報を
提供することによって新しい広告方法を創出することができるという効果を得ることがで
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きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付された図面を参照して、本発明によるインターネットユーザのアクセス意図
判断方法およびこれを用いたインターネット上での広告方法とそのシステムの好ましい実
施例を詳述する。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を判断するため
の方法を示す流れ図である。
【００２０】
　インターネットユーザは多様な理由でインターネットに接続（アクセス）をする。その
重要な理由の中の１つがインターネットを介した情報検索であり、ゲーム、電子メールの
使用、金融取引などの理由によってインターネットにアクセスする。本発明の一態様によ
るインターネットユーザのアクセス意図を判断するための方法は、インターネットユーザ
の多様なアクセス意図の中でその比率が最も高いと調査されているインターネットを介し
た情報検索の意図によってインターネットにアクセスした場合を中心とし、ユーザのアク
セス意図を把握するだけでなく、窮極的にはチャットまたはメッセンジャーサービスのよ
うにユーザのアクセス意図を把握する根拠となり得るデータがユーザから入力されるいか
なる実施例の場合においてもユーザのアクセス意図を把握することができる。
【００２１】
　図２を参照すると、本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を判
断するための方法は次のとおりである。インターネットユーザのアクセス意図を判断する
ため、まずユーザから所定のイベントの入力を受ける（ステップ２１０）。所定のイベン
トの入力を受ける方法は、大きく下記３種類に分類される。
【００２２】
　（１）インターネットユーザが検索エンジンを提供するポータル（ｐｏｒｔａｌ）サイ
トにアクセスして所定の情報検索のための検索語を入力する。この場合、イベントはユー
ザの検索語入力となる。また、上述したように、前記検索語は検索エンジンだけでなく、
ユーザがチャットまたはメッセンジャーサービスを利用する時に頻繁に言及される単語を
中心に特定される。例えば、メッセンジャーサービスの利用時に“靴（ｓｈｏｅｓ）”ま
たは“ショッピング（ｓｈｏｐｐｉｎｇ）”などの単語が多く登場する場合は、これを捕
集し、ユーザから入力されたイベントが“靴”または“ショッピング”などに関するもの
であると特定する。
【００２３】
　（２）インターネットユーザがウェブブラウザを実行してウェブブラウザのアドレス入
力ウィンドウに所定の情報が位置するウェブサイトのユニバーサルリソースロケータ（Ｕ
ＲＬ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を入力する。イベント
はインターネットユーザのＵＲＬ入力となる。この場合、イベントは前記ＵＲＬの中で最
上位部分のみを抽出した後、前記抽出された最上位ＵＲＬがどのような分類に属するＵＲ
Ｌであるかを判断することによって特定される。例えば、ユーザがｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ｋｉｐｏ．ｇｏ．ｋｒ／ｐａｔｅｎｔｌａｗ．ｈｔｍをアドレス入力ウィンドウに入力
した場合、ＵＲＬの最上位部分であるｗｗｗ．ｋｉｐｏ．ｇｏ．ｋｒを抽出し、抽出され
たＵＲＬが特許または商標などに属するＵＲＬであると判断することによって、ユーザの
入力したイベントが特許または商標に関するものであると特定する。ユーザの入力したイ
ベントがＩＰアドレスであれば、これに対して逆ドメイン名のクエリ（ｑｕｅｒｙ）サー
ビスを行って前記ＩＰアドレスに対するドメイン名を得ることもできる。
【００２４】
　（３）インターネットユーザがウェブサイトにディスプレイされる所定の情報とリンク
されているハイパーテキストをクリックする。この場合、ユーザから入力されたイベント
は、ハイパーテキストの内容情報を抽出して特定される。例えば、ユーザがハイパーリン
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クで表示された“特許”という単語をクリックして“特許”と関連した情報に移動しよう
とする場合であれば、ユーザから入力されたイベントは“特許”に関するものであると特
定される。
【００２５】
　前記のようなインターネットユーザのイベントの入力を受け、前記イベントを類型別に
分類する（ステップ２２０）。ステップ２２０で、類型とは前記ユーザが入力したイベン
トの一定パターンの集合を意味する。例えば、ユーザが“特許”を検索語として入力した
場合、“特許”という検索語がどのような性格を有するイベントであるかを類型別に分類
する。このような類型分類は、ユーザから入力されたイベントが果たしてユーザの関心分
野であると判断することができるイベントであるかを判断するために実行される。ユーザ
が任意で“特許”という検索語を１回入力した場合、このような１回性の検索に基づいて
“特許”がユーザの関心分野であると判断するには無理があるが、ユーザが“花配達”と
いう検索語を１回入力した場合であれば、検索語の特性上、現在ユーザが“花配達”に関
心があると判断することができる。このようにステップ２２０は、入力されたイベントが
どのような類型に属するイベントであるかを判断し、これを分類するステップである。
【００２６】
　前記ユーザから入力を受けたイベントを類型別に分類した後、前記イベントの履歴情報
を記録する（ステップ２３０）。前記履歴情報は、前記イベントが入力された回数、前記
イベントがどの程度の期間で入力されたかに関する情報などを含む。本発明の好ましい一
実施例によると、前記履歴情報はクッキーファイル（cookie file）形態で記録され、履
歴情報が記録されたクッキーファイルはユーザ端末機または本発明によるユーザのアクセ
ス意図を把握するためのシステム内に格納される。次に、記録された前記イベントの履歴
情報を分析し（ステップ２４０）、分析された情報に基づいて所定の基準によってユーザ
の関心分野を判断する（ステップ２５０）。前記イベントの履歴情報を分析してユーザの
関心分野を判断するステップ（ステップ２４０およびステップ２５０）は、上述したよう
に、ユーザから入力されたイベントの類型によって既設定された所定の基準によって実行
される。まず、ステップ２４０では、前記履歴情報に記録された前記イベントの入力回数
、前記イベントが入力される期間（第１入力から第２入力までの期間）などを分析する。
前記分析結果に基づき、所定の基準によって前記イベントが前記ユーザの関心分野を表現
しているかを判断する（ステップ２５０）。前記所定の基準はユーザが入力したイベント
の類型別に選定されたいくつかの条件であって、前記イベントが入力された回数、すなわ
ちイベント発生頻度数と、前記イベント発生の最近性、および前記イベントと関連して既
設定された優先順位の中の１つ以上となる。
【００２７】
　前記イベントが属する類型によってユーザのアクセス意図を判断するための所定の基準
は多種多様である。すなわち、ユーザから入力されたイベント、例えば、ユーザが入力し
た検索語が“花配達”であれば、“花配達”という検索語の特性上、相当な即時性が要求
されるものと推定することができる。すなわち、ユーザは早急に花を配達しようとする意
図があり得るため、このような即時性が強い種類の検索語の場合、ユーザの関心もまた即
時性が強いと判断することができるであろう。このような種類のイベントは、ユーザから
入力されたイベントの回数が１回であったとしても、ユーザが相当な関心を持っているた
め、ユーザのアクセス意図をそのまま表現するイベントであると判断することができるで
あろう。これとは反対に、ユーザが入力したイベント、例えば、ユーザが入力した検索語
が“移民”または“留学”であれば、“移民”または“留学”という検索語の特性上、“
花配達”に比べてその即時性は非常に低いと判断することができる。すなわち、ユーザは
相当な期間をかけて前記検索語に対する関心を持続的に傾ける意図があると判断すること
ができ、よって前記検索語だけではユーザのアクセス意図をそのまま表現していると判断
するには無理がある。しかし、前記検索語が一ヶ月間で５回以上入力された場合であれば
、ユーザは“移民”または“留学”という分野に相当な関心ないし持続的な関心を持って
おり、ユーザのアクセス意図もまた前記分野の情報を検索するためのものであると判断す
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ることができるであろう。このような判断のために上述した所定の基準を適用し、このよ
うな基準はどのくらい最近に入力されたイベントであるか、またはイベントがどの程度の
優先順位を有するものであるかを含む。例えば、昨日入力されたイベントが今日再び入力
された場合は、一週間の前に入力された要求よりもユーザの関心がさらに高いと判断する
ことができ、前記花配達またはレストランに関連したイベントは、前記移民または留学な
どに関連したイベントよりはさらに高い優先順位を有するように設定されるであろう。上
で説明した検索語別に設定された所定の基準は、本発明による広告提供システムのキーワ
ードデータベースに該当キーワード別に記録されている。
【００２８】
　ステップ２５０では、上述した所定の基準によってステップ２１０で入力されたイベン
トが前記ユーザの関心分野を表現しているかを判断し、上述した所定の基準を満たすイベ
ントであると判断した場合は前記イベントを記録し（ステップ２６０）、所定の基準を満
たしていないイベントであると判断した場合は再びステップ２３０に戻る。
【００２９】
　ステップ２５０で、ユーザの関心分野を表現すると判断されたイベントはユーザの関心
分野として記録されるが（ステップ２６０）、本発明の好ましい一実施例によると、前記
ユーザの関心分野を表現すると判断されたイベントはクッキーファイルの形態で記録され
る。ユーザの関心分野をクッキーファイルの形態で記録してこれをユーザ側に格納するこ
ともできるし、本発明によるユーザのアクセス意図を把握するためのシステム内に格納す
ることもできる。また、ユーザの関心分野を記録するための方法のさらに他の一実施例と
して、判断されたユーザの関心分野を各ユーザ別に分類して格納する方法がある。ユーザ
のアクセス意図を把握しようとする中央サーバ側に設けられた所定のデータベース手段に
前記関心分野をユーザ別に管理することも可能であり、中央サーバはユーザのアクセス意
図のみを把握し、別途のサーバ手段を置いて前記把握されたユーザのアクセス意図を格納
し、これを用いて広告を含む所定の情報を前記ユーザ別に前記ユーザに提供することも可
能である。
【００３０】
　前記のように記録されたユーザの関心分野を表現すると判断されたイベントは、ユーザ
からさらに他のイベントの入力があり、このようなイベントを類型別に分類して記録され
た履歴情報を分析した結果、上述した所定の基準によってユーザの関心分野を表現してい
るイベントであると判断される場合には持続的（継続的）に更新される。本発明の一実施
例によると、ステップ２６０でユーザの関心分野として記録される前記イベントは複数で
あることもある。
【００３１】
　上述した本発明によるユーザのアクセス意図を判断する方法は、ユーザから入力を受け
た任意の要求によってユーザの関心分野を判断することができるように設計されることも
あるが、このような判断の正確性のため、関心分野を判断することができる要求の数また
は範囲を限定することも可能である。このような場合は、ユーザの関心分野、すなわちユ
ーザのアクセス意図をさらに正確に判断することが可能であるため、判断されたユーザの
アクセス意図をさらに効果的に用いることが可能である。例えば、イベントの中でユーザ
の意図を最も高く反映していると判断されるイベントを決定し、前記ユーザから入力され
たイベントが前記決定されたイベントに含まれる場合にのみ、前記のような関心分野の判
断を実行するように作動する。このような場合には、ユーザの意図を大きく反映していな
いと判断されるイベントなどに対しては類型別に分類および履歴情報の記録などのステッ
プを実行する必要がないため、格納空間の效率的な使用およびシステム実現が容易になる
という長所がある。
【００３２】
　本発明の好ましい一実施例によると、上述したユーザのアクセス意図を判断する方法は
、所定のクライアントプログラムがユーザ側に設置されて実行される。すなわち、ユーザ
端末機に設置されたクライアントプログラムは、ユーザのイベント（検索語または所定の
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ＵＲＬ入力、またはハイパーリンクのクリックなど）をモニタリングし、前記イベントを
類型別に分類し、前記イベントの履歴情報を記録し、記録された履歴情報を分析して上述
した所定の基準によってユーザの関心分野を判断するように作動する。本実施例によると
、ユーザが様々なインターネットサービスを用いる場合をすべてモニタリングして関心分
野を把握することができるという長所がある。例えば、ユーザがＡという検索サイトで検
索語を入力した時だけでなく、Ｂという検索サイトで検索語を入力した時にも前記検索語
をすべてイベントとして追跡することができるため、より正確にユーザの関心分野を把握
することが可能である。
【００３３】
　また、本発明の一実施例によると、前記クライアントプログラムの設置前にユーザの性
別、年齢、住所、職業などの基本的な情報の入力を受けるようにし、ユーザの関心分野を
判断するのに参考とすることができる。例えば、ユーザが３０代の既婚女性であれば、ユ
ーザの関心分野を育児、料理などに高い優先順位を置いて判断することができるであろう
。また、本発明の一実施例によると、所定の客観性が保証される標本（サンプル）が確保
される場合、年齢別または性別でインターネットユーザの現在の関心分野を持続的に判断
することが可能であり、判断されたインターネットユーザの関心分野を用いて多様に活用
することが可能である。
【００３４】
　図３は、本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を介した広告誘
致および広告提供方法に用いられるユーザアクセス意図キーワードデータリスト生成方法
の流れを示した流れ図である。図３を参照すると、本発明によるインターネット上でのキ
ーワードデータリスト生成方法は、上述したインターネットユーザのアクセス意図判断方
法を用いて次のように実行される。
【００３５】
　図３に示された方法の一例では、ユーザのイベントログを記録するための履歴データと
、イベントを分析してユーザのアクセス意図として把握されるイベントを記録する広告フ
ァイルとが用いられる。本実施例においては、説明の便宜のために広告ファイルの一例と
して広告クッキーを用いたが、所定のイベントまたは分析されたイベントに対する履歴を
記録することができるファイルであればどのような形態のファイルであっても利用可能で
あることは言うまでもない。
【００３６】
　図３を参照すると、図２に示されたインターネットユーザのアクセス意図判断方法と同
様に、ユーザから所定のイベントの入力を受け（ステップ３１０）、入力されたイベント
は履歴データとして格納される（ステップ３１５）。本発明の好ましい一実施例によると
、前記履歴データはクッキーファイルである。
【００３７】
　当業者であれば周知のように、クッキーはウェブサイトがユーザのシステムに残すこと
ができる特別なテキストファイルであって、これは後で所定のシステムがそのユーザに関
して何かを記憶するようにするためのものである。ハイパーテキスト転送プロトコル（Ｈ
ＴＴＰ）を用いる場合、ウェブページに対するそれぞれの要求は、他の要求と相関関係が
なくすべて独立的である。従って、ウェブサーバはそのユーザに以前にどのようなページ
が送られたかに関する何らの記録も有しておらず、さらにはそのユーザが以前にどのよう
なウェブサイトを訪問したのかさえも知り難い。クッキーはウェブサーバがユーザのウェ
ブアクセスに関するファイルをユーザコンピュータに格納できるようにする装置である。
クッキーファイルは大体、ユーザが用いるブラウザディレクトリの下部に格納される。
【００３８】
　クッキーはｄｏｃｕｍｅｎｔ．ｃｏｏｋｉｅの属性で設定され、その形式は次のとおり
である。
　ｎａｍｅ＝ｖａｌｕｅ；ｅｘｐｉｒｅ＝ｅｘｐＤａｔｅ
　ｎａｍｅ：ブラウザの仮想空間に格納され、クッキーを互いに区別するためのクッキー



(13) JP 4304205 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

の名前
　ｖａｌｕｅ：クッキー値
　ｅｘｐｉｒｅ：キーワードとしてクッキーがクッキーファイルに存在可能である終了期
限
　ｅｘｐＤａｔｅ：ＧＭＴ（グリニッジ標準時）フォーマットで構成されたクッキーの終
了期限
【００３９】
　クッキーはユーザのコンピュータに格納されるファイルであって、ネットスケープ（Ｎ
ｅｔｓｃａｐｅ）（登録商標）ではこのファイルを単一システムに最高３００個まで格納
することができ、ファイル１つのサイズは４ＫＢ以下に制限される。本発明の好ましい一
実施例によると、前記クッキーファイルは所定のユーザＰＣ番号、ユーザの関心分野であ
ると判断される１つ以上のキーワード、前記クッキーファイルの終了期限などを含む。
【００４０】
　次に、入力されたイベントの類型を分析する（ステップ３２０）。類型とは前記イベン
トがどのような属性を有しているかに対する所定の類型であって、一例として、このよう
な類型は、イベントが有する即時性の程度、すなわち前記イベントが前記ユーザの関心分
野を把握するのに有効なものとして把握される期間（以下、“有効期間”）によって分け
られる。すなわち、入力されたイベントが“花配達”のように即時性が強く要求されるイ
ベントである場合は１日（日別基準）を有効期間とする類型に分類し、“コンピュータ”
のように一定期間の推移を詳察する必要のあるイベントの場合は一週間（週別基準）を有
効期間とする類型に分類し、“留学”などのように比較的長期間の推移を詳察する必要の
あるイベントの場合は一ヶ月（月別基準）を有効期間とする類型に分類するなど、入力さ
れたイベントを所定の類型によって分類することができる。
【００４１】
　新規イベントが入力されるたび、前記イベント履歴データは更新される（ステップ３２
５）。本発明の一実施例によると、前記イベント履歴データに格納されるイベントの数は
所定の数で制限されており、前記更新は先入れ先出し（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　
Ｏｕｔ；ＦＩＦＯ）方式で実行されるが、これは最初に入力されたイベントを一番先にイ
ベント履歴データから除去することによって、イベントの最近性を維持し、格納空間を效
率的に用いるようにするためである。
【００４２】
　また、イベント履歴データに格納されるイベントは、予め選定された（ｐｒｅｄｅｔｅ
ｒｍｉｎｅｄ）イベントで限定されることがある。これはユーザが特別な意図を有さずに
入力したイベントがイベント履歴データに格納されることを防止するためのものであって
、ユーザの関心分野をさらに正確に判断することができるだけでなく、ユーザの関心分野
を判断するのに必要なシステムの負荷を減らすこともできる。
【００４３】
　また、本発明の一実施例によると、前記イベント履歴データは前記選定されたイベント
に対する満了期間（ｅｘｐｉｒａｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｏｄ）を設定しておき、前記イベン
トが前記選定されたイベントであり、前記イベントが格納された期間が前記満了期間を超
えた場合には、前記イベントを前記イベント履歴データから除去する。例えば、イベント
が“花配達”という検索語入力であり、前記イベントに対する満了期間が１日に設定され
た場合（花配達という検索語は、上述したように即時性が強い）、花配達という検索語が
イベント履歴データに格納された状態で１日が過ぎた場合には、上述した先入れ先出し方
式とは関係なく、前記花配達という検索語はイベント履歴データから削除される。
【００４４】
　次に、前記ステップ３２０で分析された類型に基づき、所定の基準によって前記履歴デ
ータの中に含まれたイベントがユーザのアクセス意図であるかを判断する（ステップ３３
０）。前記所定の基準は、上述したように、ユーザのイベント別に選定されたいくつかの
条件であって、前記イベントが入力された回数、すなわち前記イベント発生頻度数と、前
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記イベントの最近性、および前記イベントに関連して既設定された優先順位の中の１つ以
上である。例えば、有効期間が１日であるものとして類型化されたイベントである“花配
達”検索語の入力回数が１日に２回以上である場合、または有効期間が一週間であるもの
として類型化されたイベントである“コンピュータ”検索語の入力回数が一週間に３回以
上である場合、または有効期間が一ヶ月であるものとして類型化されたイベントである“
留学”検索語の入力回数が一ヶ月に５回以上である場合、上述したイベントはユーザの関
心分野であると判断され、広告クッキー（ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ　ｃｏｏｋｉｅ）
に格納される。上述したように、特定検索語および前記検索語の類型、前記検索語に対す
る所定の基準は、本発明によるシステムのキーワードデータベースにキーワード別に記録
されている。
【００４５】
　また、前記優先順位（ｐｒｉｏｒｉｔｙ）は、所定期間に前記イベントに関連した広告
のクリック数によって決定される。例えば、ユーザが３日間イベントとして“はげ頭”と
いう検索語と関連した広告を５回以上クリックした場合、前記ユーザは“はげ頭”と関連
した分野に非常に高い関心を有するものと判断することができるため、このようなイベン
トに対しては、その他のイベントに比べて高い優先順位を有するように設定する。
【００４６】
　ユーザのアクセス意図であると判断されるイベントは、前記履歴データからキーワード
データとして抽出される（ステップ３３５）。前記抽出されたキーワードデータに基づい
て広告クッキーが作成される（ステップ３４０）。
【００４７】
　本発明の一実施例によると、広告クッキーは、ユーザの関心分野として判断されたイベ
ントとそのイベントに関連した広告または広告が格納された位置を表現する所定の広告識
別記号（ＩＤ）を含んで作成される。作成された広告クッキーに含まれた所定のキーワー
ドデータは、本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いた広告誘致および
広告提供方法に用いられる販売対象キーワードとして所定のキーワードデータベースに記
録され（ステップ３４５）、前記キーワードデータベースでは前記所定のキーワードデー
タが含まれた広告クッキーが発行されるたび、所定のキーワードデータによって広告クッ
キー発行数フィールドまたは広告クッキー発行ユーザＰＣ番号フィールドなどに記録され
たデータが持続的に更新される（ステップ３５０）。
【００４８】
　本発明のさらに他の実施例によると、前記広告クッキーはユーザ側に格納されるが、本
発明の一実施例によると、中央サーバまたは中央サーバと連動して作動する所定の広告サ
ーバの処理容量が十分である場合、前記ユーザの関心分野と関連したイベントおよび広告
識別記号を中央サーバまたは広告サーバで各ユーザ別に格納および管理することも可能で
ある。
【００４９】
　本発明の好ましい一実施例によると、前記広告クッキーは所定期間有効であり、所定の
期間が経過すれば、期間満了によって自動削除されるように構成される。これは前記クッ
キーファイルに対する説明で詳述したように、クッキーファイル内のｅｘｐＤａｔｅを調
整することによって、所定期間のみ有効なクッキーとして存続するように制御することが
できる。
【００５０】
　図４および図５は、図３に示された本発明の一実施例によるユーザアクセス意図キーワ
ードデータリスト生成方法が実行されるシステムの一例を示した構成ブロック図である。
図４および図５に示されたユーザアクセス意図キーワードデータリスト生成方法が実行さ
れるシステムは、ユーザイベントとして検索エンジンに基づいて検索語入力を用いる場合
に対する一実施例である。
【００５１】
　図４に示されたインターネット上での情報提供システムは、大きくユーザ４２０、検索
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エンジン４１０、クッキー４３０、中央サーバ４４０、および広告サーバ４５０から構成
される。各構成要素間のデータ伝達過程は、上述した図３に対する説明とほぼ同一である
。
【００５２】
　図４に示されたインターネット上での情報提供システムに対しては、ユーザが検索エン
ジンに入力する“検索語”をイベントとしてその作動内容を説明する。ユーザ４２０は検
索エンジン４１０に検索語を入力する。入力された検索語は先入れ先出し（ＦＩＦＯ）方
式で更新される履歴（ｈｉｓｔｏｒｙ）データとして記録され、履歴データは中央サーバ
４４０に収集されて分析される。履歴データを分析して所定の基準を満たす検索語は所定
のキーワードデータとして抽出され、抽出されたキーワードデータは広告クッキー４３０
として作成されてユーザ４２０端末機に格納される。ユーザ４２０がインターネットにア
クセスする場合、ユーザ４２０端末機に格納された広告クッキー４３０が中央サーバ４４
０に伝送され、中央サーバ４４０は広告クッキー４３０に含まれる広告識別記号を判別し
て広告サーバ４５０が所定の広告をユーザ４２０に提供するように作動する。また、広告
サーバ４５０が直接広告クッキー４３０の伝送を受けて所定の広告をユーザ４２０に提供
可能であることは上述したとおりである。作成された広告クッキーに含まれた所定のキー
ワードデータは、本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いた広告誘致お
よび広告提供システムで用いられる販売対象キーワードとして所定のキーワードデータベ
ースに記録され、前記キーワードデータベースでは前記所定のキーワードデータが含まれ
た広告クッキーが発行されるたび、所定のキーワードデータによって広告クッキー発行数
フィールドまたは広告クッキー発行ユーザＰＣ番号フィールドなどに記録されたデータが
持続的に更新されるように作動する。
【００５３】
　図５は、図３に示された本発明の一実施例によるユーザアクセス意図キーワードデータ
リスト生成方法が実行されるシステムのさらに他の一例を示した構成ブロック図である。
【００５４】
　図５に示されたユーザアクセス意図キーワードデータリスト生成システムのさらに他の
一例は、大きくユーザ５２０、検索エンジン５１０、クッキー５３０、中央サーバ５４０
、広告サーバ５５０、およびクライアントプログラム５６０から構成される。各構成要素
間のデータ伝達過程は、上述した図４に対する説明とほぼ同一である。
【００５５】
　ユーザ５２０は検索エンジン５１０に検索語を入力する。入力された検索語は中央サー
バ５４０に収集されて分析される。クライアントプログラム５６０は上述した図４で中央
サーバ５４０が実行する役割を分担する個体であって、ユーザ５２０端末機に設置される
。入力された検索語は先入れ先出し（ＦＩＦＯ）方式で更新される履歴（ｈｉｓｔｏｒｙ
）データとして記録され、履歴データはクライアントプログラム５６０で収集されて分析
される。履歴データを分析して所定の基準を満たす検索語は所定のキーワードデータとし
て抽出され、抽出されたキーワードデータは広告クッキー５３０として作成されてユーザ
５２０端末機に格納される。ユーザ５２０がインターネットにアクセスする場合、クライ
アントプログラム５６０は広告クッキー５３０によって提供される広告の対象を判断し、
広告サーバ５５０が所定の広告をユーザ５２０に提供するように作動する。また、広告サ
ーバ５５０が直接広告クッキー５３０の伝送を受けて所定の広告をユーザ５２０に提供可
能であることは上述したとおりである。図５に示された実施例において、キーワードデー
タベースを維持（保持）してこれを更新する構成は、上述した図４の実施例と同一である
。
【００５６】
　本発明のさらに他の実施例では、クライアントプログラム５６０は広告クッキー５３０
の生成までのみを実行し、生成された広告クッキー５３０によってユーザに提供される広
告の対象判断および広告の提供は中央サーバ５４０が実行する。本発明が属する技術分野
において通常の知識を有する者は、前記で説明された機能が前記実施例で説明されていな
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い他の形態によって、クライアントプログラム５６０および中央サーバ５４０間に適切に
分配されることを理解することができるであろう。
【００５７】
　上述した図４および図５に示されたユーザアクセス意図キーワードデータリスト生成シ
ステムの一例では、ユーザの検索語ログを記録するための履歴データと、検索語を分析し
てユーザのアクセス意図として把握されるイベントをキーワードデータとして抽出し、こ
れを記録するための広告ファイルが用いられる。本実施例においては、説明の便宜のため
に広告ファイルの一例として広告クッキーを用いたが、所定のイベントまたは分析された
イベントに対する履歴を記録することがでるファイルであればどのような形態のファイル
でも用いることができることは言うまでもない。
【００５８】
　図６は、本発明のさらに他の一実施例によるユーザアクセス意図キーワードデータリス
ト生成方法の流れを示した流れ図である。図６を参照すると、本発明によるユーザアクセ
ス意図キーワードデータリスト生成方法は、上述したインターネットユーザのアクセス意
図判断方法を用いて次のように実行される。
【００５９】
　図６に示されたユーザアクセス意図キーワードデータリスト生成方法の流れは、ユーザ
からイベントとしてＵＲＬの入力を受ける場合である。
【００６０】
　図６を参照すると、ユーザから所定のＵＲＬの入力を受ける（ステップ６１０）。本発
明によるシステムでは、入力されたＵＲＬを分析し、前記ＵＲＬに対応する所定のリスト
語を検索し、前記リスト語を履歴データとして格納する（ステップ６１５）。ステップ６
１５で、入力されたＵＲＬを分析して対応するリスト語を検索する方法は、入力されたＵ
ＲＬの中で最上位ＵＲＬを抽出し、抽出された最上位ＵＲＬがどのようなリスト語として
表現されるかを判断することによって実行される。例えば、ユーザがｗｗｗ．ｋｉｐｏ．
ｇｏ．ｋｒ／ｎｅｗｓ／０３０２１８のようなＵＲＬを入力した場合、本発明によるシス
テムは、前記ＵＲＬの中で最上位ＵＲＬであるｗｗｗ．ｋｉｐｏ．ｇｏ．ｋｒを抽出し、
所定のＵＲＬ情報とこれに対応する所定のリスト語を維持（保持）しているデータベース
手段を参照し、前記抽出された最上位ＵＲＬに対応する所定のリスト語を抽出する。
【００６１】
　次に、履歴データに格納された前記リスト語の類型を分析する（ステップ６２０）。類
型とは前記イベントがどのような属性を有しているかに対する所定の類型であって、一例
として、このような類型はイベントが有する即時性の程度、すなわち前記イベントが前記
ユーザの関心分野を把握するのに有効なものとして把握される期間（以下、“有効期間”
）によって分けられることは図３において詳述したとおりである。
【００６２】
　新しいＵＲＬが入力されるたび、前記履歴データは更新される（ステップ６２５）。次
に、前記ステップ６２０で分析された類型に基づいて所定の基準によって前記履歴データ
の中に含まれた前記リスト語がユーザのアクセス意図であるかを判断する（ステップ６３
０）。前記所定の基準は図３で詳述したとおりである。
【００６３】
　ユーザのアクセス意図であると判断されるリスト語は、前記履歴データからキーワード
データとして抽出される（ステップ６３５）。前記抽出されたキーワードデータに基づい
て広告クッキーが作成される（ステップ６４０）。
【００６４】
　作成された広告クッキーに含まれた所定のキーワードデータは、本発明によるインター
ネットユーザのアクセス意図を用いた広告誘致および広告提供方法に用いられる販売対象
キーワードとして所定のキーワードデータベースに記録され（ステップ６４５）、前記キ
ーワードデータベースでは前記所定のキーワードデータが含まれた広告クッキーが発行さ
れるたび、所定のキーワードデータによって広告クッキー発行数フィールドまたは広告ク
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ッキー発行ユーザＰＣ番号フィールドなどに記録されたデータが持続的に更新される（ス
テップ６５０）。
【００６５】
　図６に示された本発明のさらに他の一実施例によるユーザアクセス意図キーワードデー
タリスト生成方法は、ユーザ端末機に設置される所定のクライアントプログラムを介して
実行されることもある。
【００６６】
　図７は、本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインタ
ーネット上での広告誘致方法の一例を示した図である。
【００６７】
　図７に示された図は、ユーザのアクセス意図を把握し、把握されたユーザが入力したイ
ベントとしての検索語別に各広告主の広告を提供するため、多数の広告主に前記検索語に
対する広告を誘致するための画面の一例である。図７ａに示された図は、広告主に提供さ
れる本発明によるユーザのアクセス意図を用いたインターネット上での広告方法に対する
案内文句の一例である。
【００６８】
　図７ｂは本発明によるユーザのアクセス意図を用いたインターネット上での広告のため
に広告主に提供される広告請約（subscription）画面の一例である。図７ｂを参照すると
、広告請約画面には販売しようとするユーザアクセス意図である検索語としてのキーワー
ド、キーワードの購買可能可否、所定の広告契約期間、月販売単価７５１、予想露出可能
回数７５２が含まれる。図７ｂに示された予想露出可能回数７５２は次の方法で算出され
る。
【００６９】
　広告クッキーが発行される場合、広告クッキーが発行された対象キーワード、キーワー
ドの類型情報、広告クッキーが発行された所定のユーザ端末機の番号などの情報は、本発
明によるシステムの所定のデータベース手段に格納される。すなわち、発行された広告ク
ッキーについてのデータをデータベース化し、前記発行された広告クッキーに含まれたキ
ーワード別に各ユーザ端末機が所定のインターネットウェブサイトで発生させた露出数を
集計する。このような露出数集計は、該当ウェブサイトの総ユーザを対象とすることもで
きるが、総ユーザの中から一部をサンプリングして露出数集計を実行し、総ユーザに対す
る露出数を統計的に推定することも可能である。このような予想露出可能回数７５２は、
最初に広告クッキーを発行した後、所定の期間を置いて関連データを蓄積し、統計的デー
タを確保した後に広告主に提供することも可能である。
【００７０】
　図８は、本発明の一実施例によるインターネット上での広告誘致方法を示す流れ図であ
る。
【００７１】
　図８を参照すると、本発明の一実施例によるインターネット上での広告誘致方法は次の
ステップを介して実行される。広告主から所定の広告キーワードを含む広告要請を受信す
る（ステップ８０１）。一例として、“冷蔵庫”という広告キーワードに対して所定の広
告を行おうとする広告主に前記広告キーワードを入力するようにするユーザインターフェ
イス画面を提供し、これを介して前記広告要請を受信するように実現される。受信された
広告要請に含まれた広告キーワードを分析し、前記広告キーワードに対応する広告として
販売しようとするキーワードデータが所定のキーワードデータベースに存在するかを判断
する（ステップ８０２）。前記広告キーワードに対応するキーワードデータがない場合は
前記広告キーワードを所定の格納手段に格納し（ステップ８０３）、該当広告キーワード
に対する要請カウンタ値を増加させる（ステップ８０４）。前記要請カウンタ値が所定値
以上であるかを判断し（ステップ８０５）、前記要請カウンタ値が所定値未満の場合は再
び広告要請を受信するステップ（ステップ８０１）に戻る。一例として、広告主から“冷
蔵庫”を広告キーワードとする広告要請がある場合、本発明によるユーザアクセス意図を
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用いた広告の対象となるキーワードデータの中に“冷蔵庫”が存在しなければ、“冷蔵庫
”キーワードを所定の格納手段に格納させ、要請カウンタ値を１に設定する。このような
“冷蔵庫”キーワードを用いた広告要請が一例として３回以上受信された場合には、前記
“冷蔵庫”キーワードに対する要請カウンタ値は３となり、前記所定値を３に設定してお
いた場合、該当広告キーワードをキーワードデータベースに格納（記憶）する（ステップ
８０６）。続いて、新たに登録されたキーワードデータ（“冷蔵庫”）を含んで発行され
た広告クッキーの数、該当広告クッキーが発行されたユーザ端末機の数などの情報を収集
する（ステップ８０７）。収集された情報は前記広告要請を行った広告主に提供され（ス
テップ８０８）、前記広告主は前記情報を参照して該当キーワードを購買するかを決定す
る（ステップ８０９）。購買を決定した場合、決済実行と同時に該当キーワードに対して
インターネットユーザに提供しようとする所定の広告バナーデータを本発明によるシステ
ムに伝送し、広告主を識別することができるＩＤおよびパスワード情報の入力を受ける（
ステップ８１０）。
【００７２】
　また、本発明の一実施例によると、ユーザのアクセス意図と関連した所定の検索語に対
して広告を誘致するステップは、競売または入札の方式で実行される。すなわち、本発明
による広告システムでは前記該当キーワードデータに対する予想露出回数などの情報を提
示して多数の広告主に広告誘致を公知し、多数の広告主は前記検索語に対する広告誘致に
対する金額を提示し、本発明による広告システムでは前記金額の中で最高額を提示した広
告主の広告を誘致する方式で前記キーワードデータに対する広告誘致が実行される。
【００７３】
　本発明の一実施例によると、広告の露出がなされたユーザの追後行動に対するフィード
バック情報を前記広告主に提供するステップをさらに含むように実現される。このような
フィードバック情報としては、該当広告が露出された後にユーザが広告主のウェブサイト
を訪問した回数、訪問周期、再訪問回数、広告露出ＶＳ訪問割合などがあり、上述したよ
うに、本発明による広告システムであらかじめ前記ユーザの年齢、性別、住所などの基本
的な情報を維持している場合には、ユーザの基本情報に基づいて前記広告主により詳細な
フィードバック報告が可能である。このようなフィードバック情報を広告主またはこれを
必要とする人に提供することによって、本発明による情報提供の効果を定量的（ｑｕａｎ
ｔｉｔａｔｉｖｅ）に判断することができるようになる。
【００７４】
　また、本発明によるユーザアクセス意図を用いた広告方法において、前記広告誘致に対
する所定の広告料は、ステップ８０８で該当キーワードデータに対する情報と共に前記広
告主に提示され、提示された金額を前記広告主から決済される方式で決済が実行されるこ
ともできるし、前記のフィードバック情報に基づいて該当キーワードデータに対する露出
回数または露出と対比したユーザのクリック数などに基づいて事後精算する方式で決済が
実行されることもできる。
【００７５】
　図９は本発明によるインターネット上での広告提供方法の一例を示す流れ図である。図
９に示された本発明によるインターネット上での広告提供方法の一例は、本発明によるイ
ンターネットユーザアクセス意図判断を介したキーワード広告データ（第１広告データ）
以外に、従来技術による一般キーワード販売に対する一般キーワード広告データ（第２広
告データ）、一般バナー広告データ（第３広告データ）などの多様な種類の広告データを
どのような基準によって１つのユーザインターフェイス画面に構成するかに関する一例で
ある。
【００７６】
　本発明の一実施例によると、前記広告データは次のような方式でユーザに提供される。
【００７７】
　ユーザから本発明によるシステムへのアクセス要求を受信すると（ステップ９０１）、
前記アクセス要求の対象となるウェブページが検索ページであるかを判断する（ステップ
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９０２）。検索ページである場合、ユーザから所定の検索語の入力を受け（ステップ９０
３）、前記入力された検索語が所定の一般キーワード販売によって販売されたキーワード
であるかを判断する（ステップ９０４）。一般キーワード販売によって販売されたキーワ
ードであると判断される場合は、一般キーワードデータベース（第２データベース）を検
索して該当キーワードと連結された前記第２広告データをユーザに提供する（ステップ９
０９）。ステップ９０４で、前記検索語が一般キーワード販売によって販売されたキーワ
ードでないと判断される場合は、前記ユーザ端末機の格納手段において所定のクッキーフ
ォルダを検索して所定の広告ファイルがあるかを判断する（ステップ９０５）。広告ファ
イルがあると判断される場合は、前記広告ファイルに含まれた所定のキーワードデータに
対応する第１広告データを前記ユーザに提供する（ステップ９０８）。ステップ９０５で
広告ファイルがないと判断された場合は、一般バナー広告データベース（第３データベー
ス）を検索して前記第３広告データをユーザに提供する（ステップ９０７）。
【００７８】
　ステップ９０２で前記ユーザがアクセス要求をしたページが検索ページでない一般ペー
ジ（ニュースまたはゲームページなど）であると判断された場合には、上述した流れと同
一に前記ユーザ端末機の格納手段に所定のクッキーフォルダを検索して所定の広告ファイ
ルがあるかを判断する（ステップ９０５）。広告ファイルがあると判断される場合には、
前記広告ファイルに含まれた所定のキーワードデータに対応する第１広告データを前記ユ
ーザに提供する（ステップ９０８）。ステップ９０５で広告ファイルがないと判断された
場合には、一般バナー広告データベース（第３データベース）を検索して前記第３広告デ
ータをユーザに提供する（ステップ９０７）。
【００７９】
　図９に示された本発明による広告提供方法による一例は、多様な変形実施例が存在する
。一例として、ステップ９０４で販売されたキーワードであると判断された場合であって
も、第２広告データと共に、前記ユーザ端末機の格納手段に所定のクッキーフォルダを検
索し、所定の広告ファイルに含まれた所定のキーワードデータに対応する第１広告データ
を１つのユーザインターフェイス画面に配することが可能である。また、実現によって図
９に示された流れは、前記第１ないし第３広告データ間の優先順位を決定するためのもの
であり、前記第１ないし第３広告データが１つのユーザインターフェイス画面に多様な方
法で配されてユーザに提供されることも可能である。
【００８０】
　図１０は本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上
での広告誘致および広告提供システムの一例を示した構成ブロック図である。
【００８１】
　図１０を参照すると、本発明によるインターネット上での広告システムは、中央サーバ
、および広告サーバから構成される。中央サーバは、通信部１０２０、制御部１０３０、
処理部１０４０、および所定のデータベース１０５１と広告ファイル作成部１０５２を含
む格納部１０５０を含み、広告サーバは、広告送出部１０６０、第２広告データベース１
０７１、第３広告データベース１０７２、分析部１０８０、および格納部１０９０を含む
。本発明の一実施例によるインターネット上での広告システムの構成ブロックを詳しく説
明すると次のとおりである。
【００８２】
　中央サーバは、ユーザが入力した所定のイベントの入力を受けてユーザの関心分野を判
断し、これを所定の広告ファイルとして作成し、本発明によるシステムまたは／およびユ
ーザ端末機１０１０の格納手段に伝送する機能を担当する。中央サーバの詳細モジュール
として、通信部１０２０はユーザからイベントの入力を受けるためのものであって、ユー
ザ端末機１０１０と中央サーバ間の通信を担当する。
【００８３】
　処理部１０４０は、前記入力されたイベントの類型を分析し、前記分析されたイベント
の類型に基づいて所定の基準によって前記ユーザの関心分野を判断するためのものである
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。上述したように、イベントの類型分析の一例として、有効期間（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　
ｐｅｒｉｏｄ）別にイベントの類型を分類することもできる。すなわち、花配達のような
即時性が要求される検索語のようなイベントの場合には有効期間を１日とし、コンピュー
タのような一定期間の推移を詳察する必要のある検索語のようなイベントの場合には有効
期間を一週間とするなど、各イベントに対する類型を分析することができる。所定の基準
は、上述したように、ユーザのイベント別に選定されたいくつかの条件であって、前記イ
ベント発生頻度数、前記イベントの最近性、および前記イベントに関連して既設定された
優先順位の中の１つ以上である。イベント類型の分析手順および所定の基準によるユーザ
の関心分野判断手順は上述したとおりである。
【００８４】
　格納部１０５０は、ユーザの関心分野とこれに対応する広告を識別することができる所
定の符号を記録するためのものである。本発明の好ましい一実施例によると、ユーザに発
行される広告クッキーは格納部１０５０内の広告ファイル作成部１０５２で作成される。
このような広告クッキーが作成されてユーザに伝送されることによって、ユーザの関心分
野と所定の記号を記録することもできるし、格納部１０５０自体に所定のデータベース１
０５１手段を備えてユーザ別に関心分野およびこれと関連した広告などのような情報また
は情報の識別記号を格納管理することも可能である。また、本発明の好ましい一実施例に
よると、格納部１０５０に設けられたデータベース１０５１手段は、中央サーバでない広
告サーバ内に設けられて所定の追加的な機能を担当することが可能である。また、本発明
の好ましい一実施例によると、前記ユーザが所定のログインステップを介してアクセスし
た場合、前記広告ファイルを前記ユーザ情報データベース（図示省略）に格納することも
可能であり、前記ユーザが追後に再びログインして所定のインターネットサービスを用い
る場合、前記ユーザ情報データベースを参照して前記広告ファイルを抽出し、前記広告フ
ァイルと関連した所定の広告を前記ユーザに提供するように作動することも可能である。
【００８５】
　制御部１０３０は、中央サーバの全般的な作動を制御する機能を実行する。
【００８６】
　広告サーバは所定の広告内容を格納管理する役割を実行するものであって、ユーザ端末
機１０１０に格納されている広告クッキーを分析して所定の広告をユーザ端末機１０１０
に伝達する機能を担当する。また、本発明の一実施例によると、広告サーバは本発明によ
るユーザの関心分野が記録された広告ファイルを作成し、これを用いて広告を提供する機
能を担当するだけでなく、従来のキーワード広告または一般バナー広告システムと連動し
て多様な種類の広告をユーザに提供することが可能である。図１０を参照すると、本発明
による広告サーバは、一般キーワード販売を介した広告をユーザに提供するための広告デ
ータを格納している第２広告データベース１０７１および一般バナー広告をユーザに提供
するための広告データを提供している第３広告データベース１０７２を含む。広告送出部
１０６０は、中央サーバの制御部１０３０の制御を受け、多様な広告データを所定の基準
によってユーザに提供する。すなわち、１つのユーザインターフェイス画面にユーザの関
心分野による広告データ、一般キーワード広告データ、一般バナー広告データなどの多様
な広告データを所定の基準によって配するが、このような所定の基準は前記広告データ間
の優先順位を設定し、一例として、優先順位の高い広告はユーザインターフェイス右側上
端に位置し、優先順位の低い広告はユーザインターフェイス左側下端に位置するという方
式で配することが可能である。このような優先順位は広告主が支払った広告料によって決
定される。
【００８７】
　格納部１０９０は広告クッキーが発行される場合、広告クッキーが発行された対象キー
ワード、キーワードの類型情報、広告クッキーが発行された所定のユーザ端末機の番号な
どの情報を格納する役割を担当する。すなわち、格納部１０９０では発行された広告クッ
キーに対するデータをデータベース化し、分析部１０８０では前記発行された広告クッキ
ーに含まれたキーワード別に各ユーザ端末機が所定のインターネットウェブサイトで発生
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させた露出数を集計する。このような露出数集計は該当ウェブサイトの総ユーザを対象と
することもできるが、総ユーザの中から一部をサンプリングして露出数集計を実行して総
ユーザに対する露出数を統計的に推定することも可能であるということは上述したとおり
である。また、分析部１０８０は格納部１０９０に格納された該当キーワードデータ別に
情報を総合して広告主に提供する所定のフィードバック報告情報を生成する役割を担当す
る。
【００８８】
　また、広告サーバはユーザのアクセス意図リストに対応する広告をインターネットにア
クセスしたユーザにウェブブラウザを介して提供するだけでなく、ユーザの電子メールア
カウントに所定の広告を送信したり、ユーザの移動通信端末機（携帯電話機またはＰＤＡ
など）にも所定の広告を送信するように作動することができる。図１０に示された広告サ
ーバは、中央サーバと物理的に区分されて位置するように図示されているが、これは例示
であるだけで、中央サーバと広告サーバの区分は機能的区分であり、説明の便宜のための
ものであることは言うまでもない。
【００８９】
　また、上述した本発明の一実施例によるインターネット上での広告システムを構成する
各構成要素は、説明の便宜のために単純に機能的に区分されただけで、各構成要素の実際
の物理的位置または実現とは無関係である。
【００９０】
　また本発明の実施例は多様なコンピュータで実現される多様な機能を実行するためのプ
ログラム命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を含む。前記コンピュータ読み取り可
能媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて
含む。前記媒体は、プログラム命令は本発明のために特別に設計されて構成されたものや
、コンピュータソフトウェア当業者に公知されて使用可能なものであったりする。コンピ
ュータ読み取り可能記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピィーディスクおよ
び磁気テープのような磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄのような光記録媒体（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅｄｉａ）、フロプティカルディスク（ｆｌ
ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｋ）のような光磁気媒体（ｍａｇｎｅｔｏ－ｏｐｔｉｃａｌ　ｍ
ｅｄｉａ）、およびロム（ＲＯＭ）、ラム（ＲＡＭ）、フラッシュメモリなどのようなプ
ログラム命令を格納し実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。前
記媒体は、プログラム命令、データ構造などを指定する信号を伝送する搬送波を含む光ま
たは金属線、導波管などの伝送媒体であることもある。プログラム命令の例としては、コ
ンパイラによって生成されるもののような機械語コードだけではなく、インタプリタなど
を用いてコンピュータによって実行される高級言語コードを含む。
【００９１】
　図１１は本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上
での広告誘致および広告提供方法およびそのシステムで用いられる汎用コンピュータシス
テムの内部ブロック図である。
【００９２】
　コンピュータシステムは、ラム（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）１１６０とロム（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１７０を含む主記憶
装置と連結される１つ以上のプロセッサ１１４０を含む。プロセッサ１１４０は中央処理
装置（ＣＰＵ）ともいわれる。当業界で広く知られているように、ロム１１７０はデータ
（ｄａｔａ）と命令（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）を単方向性でＣＰＵに伝達する役割をし
、ラム１１６０は通常、データと命令を双方向性で伝達するのに用いられる。ラム１１６
０およびロム１１７０はコンピュータ読み取り可能媒体のいかなる適切な形態をも含む。
大容量記憶装置（Ｍａｓｓ　Ｓｔｏｒａｇｅ）１１１０は双方向性でプロセッサ１１４０
と連結されて追加的なデータ格納能力を提供し、前記したコンピュータ読み取り可能記録
媒体の中のいかなるものにも該当する。大容量記憶装置１１１０はプログラム、データな
どを格納するのに用いられ、通常、主記憶装置より速度が遅いハードディスクのような補
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る。プロセッサ１１４０は、ビデオモニタ、トラックボール、マウス、キーボード、マイ
クロフォン、タッチスクリーン型ディスプレイ、カード読取り機、磁気または紙テープ読
み取り機、音声または手書き文字認識機、ジョイ・スティック、またはその他の公知され
たコンピュータ入出力装置のような１つ以上の入出力インターフェイス１１３０と連結さ
れる。最後に、プロセッサ１１４０はネットワークインターフェイス１１５０を介して有
線または無線通信ネットワークに連結される。このようなネットワーク連結を介して前記
した方法の手順を実行することができる。前記した装置および道具はコンピュータハード
ウェアおよびソフトウェア技術分野の当業者に広く知られている。
【００９３】
　前記したハードウェア装置は、本発明の動作を実行するために１つ以上のソフトウェア
モジュールとして作動するように構成されることもできる。
【００９４】
　以上のように本発明は限定された実施例と図面によって説明されたが、本発明は前記の
実施例に限定されるものでなく、本発明が属する分野において通常の知識を有する者にと
っては、このような記載から多様な修正および変形が可能であろう。従って、本発明思想
は、添付の特許請求の範囲によってのみ把握されなければならず、この均等物または等価
的変形のすべてが、本発明思想の範囲に属することは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１ａ】従来技術によって検索語を介したウェブページ検索時に検索語と関連した広告
を画面の一部分にディスプレイすることによって広告を行う方法の一例を示した図である
。
【図１ｂ】従来技術によるインターネット上での広告誘致方法の一例を示した図である。
【図２】本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を判断するための
方法を示す流れ図である。
【図３】本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を用いて所定の広
告を行うための対象キーワードデータの生成方法の流れを示した流れ図である。
【図４】図３に示された本発明の一実施例による対象キーワードデータの生成方法が実行
されるシステムの一例を示した構成ブロック図である。
【図５】図３に示された本発明の一実施例による対象キーワードデータの生成方法が実行
されるシステムのさらに他の一例を示した構成ブロック図である。
【図６】本発明のさらに他の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を用い
て所定の広告を行うための対象キーワードデータの生成方法の流れを示した流れ図である
。
【図７ａ】本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインタ
ーネット上での広告誘致方法の一例を示した図である。
【図７ｂ】本発明の一実施例によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインタ
ーネット上での広告誘致方法の一例を示した図である。
【図８】本発明の一実施例によるインターネット上での広告誘致方法を示す流れ図である
。
【図９】本発明によるインターネット上での広告提供方法の一例を示す流れ図である。
【図１０】本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上
での広告誘致および広告提供システムの一例を示した構成ブロック図である。
【図１１】本発明によるインターネットユーザのアクセス意図を用いたインターネット上
での広告誘致および広告提供方法およびそのシステムに用いられる汎用コンピュータシス
テムの内部ブロック図である。
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