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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告媒体者運用サイトとしての第１の情報処理装置と、
　当該第１の情報処理装置以外の情報処理装置であって、前記広告媒体者運用ウェブペー
ジに広告を掲載する第三者事業者サイトとしての第２の情報処理装置と、
　各種情報を入力するための情報入力手段、情報入力データやその他の表示データを表示
する表示手段、および各種制御や情報を処理する処理手段を有するユーザー端末装置と、
を備えており、
　前記第１及び第２の情報処理装置と前記ユーザー端末装置とが、インターネットを介し
て接続されているウェブ広告システムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、広告媒体者運用ウェブページを表示するためのコンテンツ
と、該広告媒体者運用ウェブページの所定のエリア内に前記第三者事業者の広告として表
示する画像データプログラム製品を有しており、
　前記第２の情報処理装置は、前記画像データプログラム製品から情報を受信したときに
、対応する指示情報を生成する機能を有する情報処理プログラムと、前記画像データプロ
グラム製品と前記第２の情報処理装置との間で情報の受け渡しを行なうために予め設定さ
れているデータ送受信用プログラムファイルとを備えており、
　前記ユーザー端末装置は、入力されたＵＲＬに基づいて前記第１の情報処理装置にアク
セスすることにより、前記表示手段に広告媒体者運用ウェブページを表示するとともに、
該表示された広告媒体者運用ウェブページの所定のエリア内に広告としての画像データプ
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ログラム製品を表示することが可能であり、
　当該表示された画像データプログラム製品は、当該画像データプログラム製品内におい
て、所望の情報の入力、該入力情報の前記第２の情報処理装置への送信、該送信の結果と
して第２の情報処理装置から送信される指示情報の受信、受信した指示情報に従った画像
データプログラム製品内への当該指示情報の表示、をそれぞれ行なうプログラムを備えて
おり、
　前記画像データプログラム製品によって表示される広告及び前記データ送受信用プログ
ラムファイルが、それぞれ固有の情報を持っており、
　前記第２の情報処理装置は、前記画像データプログラム製品との通信の開始を前記情報
処理プログラムで認識するとともに、前記データ送受信用プログラムファイルを該第２の
情報処理装置から前記画像データプログラム製品に送信し、
　前記画像データプログラム製品は、前記データ送受信用プログラムファイルを受信した
後に、前記入力情報を該データ送受信用プログラムファイルに格納して、前記第２の情報
処理装置に送信し、
　次に、前記第２の情報処理装置は、前記情報処理プログラムによって前記入力情報に対
応する指示情報を生成するとともに、該指示情報を前記データ送受信用プログラムファイ
ルに格納して、前記画像データプログラム製品に送信する，
ようにして、前記画像プログラム製品と前記第２の情報処理装置とが、前記データ送受信
用プログラムファイルにより双方向通信を行なう際に、前記固有の情報による識別を行う
ことで、セキュリティーを保った状態で、広告媒体者運用ウェブページの移動や再読み込
みを含むページ全体の移動を行なうことなく、広告内での情報入力、情報収集およびコミ
ュニケーションを可能にしたことを特徴とするウェブ広告システム。
【請求項２】
　前記画像データプログラム製品のプログラムは、入力情報に文字が含まれている場合に
、入力情報の可否，入力の継続，入力情報の確認，の少なくとも一つを行なうことを特徴
とする請求項１記載のウェブ広告システム。
【請求項３】
　前記システムを、アンケートキャンペーン、リアルタイムに変更される価格の表示、物
品の通信販売、乗車券・航空券・映画館・劇場・コンサート・旅行・旅館・ホテル・スポ
ーツイベントのリアルタイムな空き情報の表示、生産状況・在庫状況・配達状況のリアル
タイムな表示、に利用したことを特徴とする請求項１又は２に記載のウェブ広告システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体者のウェブページ内に表示掲載する広告画像データと情報処理装置を活
用した双方向コミュニケーションを可能にするウェブ広告システムに関するものである。
【０００２】
　さらに詳しくは、ユーザー端末装置を使用して、表示されたウェブページやデジタル映
像ページに、第三者事業者の広告として表示掲載している広告画像を、単なる第三者事業
者の広告ページへのリンク画像としてではなく、ユーザー端末表示画面にて一度表示され
たウェブページやデジタル映像ページから第三者事業者の広告ページへ移動する必要がな
く、ユーザーは、情報入力が可能であり、入力情報の結果もそのユーザー端末表示画像内
に表示されることによりストレスが軽減され、第三者事業者はスムーズに顧客情報やアン
ケート収集予約、購入の誘導、ユーザーへの返信等が可能となり、広告表示や掲載ページ
の提供者にとっては、ユーザーのページ（放送番組）滞在時間が長くなることにより、提
供ページ（放送番組）の価値が高まるといった、三者間が最大限のメリットを享受するこ
とができる、拡張性の高い情報入力、情報収集およびコミュニケーションを可能にするた
めの画像データを活用した方法、画像データプログラム製品、情報処理装置、およびシス
テムに関するものである。



(3) JP 4731814 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００３】
　従来より、インターネット上のウェブサイト運用者（個人、法人含む）は数多く存在し
、自らのサイトを告知し、またウェブサイト来訪者を増加させるべく検索エンジンやポー
タルサイトと呼ばれる、Yahoo、Infoseek、Excite、goo、msn、Nifty、Biglobe、So-net
、DION、ODN、Googleや利用者の多い専門サイト（以下、広告媒体を提供する「媒体者」
という。）自らのサイトにリンクさせたPR文言や自社ロゴ等でデザインした画像（バナー
広告と呼ばれるもの）や告知文言（テキスト広告と呼ばれるもの）を掲載し、ユーザーに
バナー広告やテキスト広告をクリックさせることで誘導を図っていた。
【０００４】
　また、自らのサイト（以下、広告を出稿する「第三者事業者」という。）が会員登録や
アンケート登録キャンペーン等を実施している場合には、第３者事業者は景品の告知や当
選賞金等のメリットをユーザーに大々的に伝えるためにバナー広告やテキスト広告を媒体
者に出稿し、ユーザーの興味を引くよう工夫を凝らしている。
【０００５】
　さらに、画像作成の技術やアニメーションの技術が進むに従い、バナー広告もユーザー
の目を引きクリックを誘導させるために、バナー広告のアニメーション化や、本当は当選
していないがあたかも当選したかのようなギミック抽選をさせるバナー広告等も数多く掲
載されるようになり、結局、これらは各種の思考を凝らしてはいるが、キャンペーンの参
加場所、アンケートの入力先、商品の予約、購入先などは、第三者事業者のウェブサイト
であり、ユーザーの参加を誘導するには、一度バナー広告やテキスト広告をクリックして
もらうしかなかった。
【０００６】
　また、キャンペーン商品の購入を第三者事業者がウェブページ上で行なう際にも、バナ
ー広告での告知しかできず、媒体者のウェブページ内で完結させるためには、第三者事業
者の運用するシステムと媒体者のシステムを連動させるためのシステム構築費や場合によ
っては、業務提携費などの販売手数料的な費用の支払いが発生する等の問題があった。
【０００７】
　媒体者のウェブページ上でユーザーの目には留まってもクリックされない限り、第３者
事業者への来訪誘導は勿論のこと、会員登録やキャンペーン参加者の増加を見込むことは
難しく、場合によっては費用対効果の低い広告プロモーション施策として終わってしまう
ことが頻繁にある。
【０００８】
　そのため、媒体者は前述の理由により、第三者事業者からの広告出稿量が減ると同時に
広告収入も激減し２００１年頃より、検索エンジン、ポータルサイトと呼ばれている大手
媒体者の合併、運用停止も発生している。
【０００９】
　媒体者として広告収入の増加を計るために媒体者運用サイトの価値を高める必要があり
、第三者事業者が媒体の価値を計る基準は、サイト来訪者数や運用サイトの各ページ滞在
時間または各ページに掲載のバナー広告やテキスト広告のクリック数が挙げられる。
【００１０】
　媒体者としては、クリック数を上げるために、アニメーションやギミックを使った運用
負荷のかかるバナー広告の出稿を可能にする一方で、ユーザーがバナー広告をすぐにクリ
ックしてしまうことで、サイト滞在時間は減少してしまうといった矛盾が生じてしまう。
【００１１】
　また、数多くのバナーや負荷のかかるアニメーションを使ったギミックバナー広告を安
価に、また大量に提供するようになるが、収益が一時的に上がったとしても、媒体者運用
ウェブページのユーザーに不快感を同時に与えてしまい、サイト来訪者数の減少にも繋が
っている。
【００１２】
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　ユーザーにとっては、ユーザーが求める情報を探して媒体者運用サイトにアクセスして
きているにもかかわらず、バナー広告をクリックしてしまうと別の第三者事業者サイトに
移動させられてしまう。
【００１３】
　また、移動後の第三者事業者サイトのアンケート入力等の情報入力を行なうと、次のウ
ェブページの再読み込みが自動的に行なわれてしまい、キャンペーンに参加しても、最後
まで情報入力作業を完了するまでには数多くのステップを踏むようになり、特に予約や決
済になるとユーザーが踏むステップが多くなることによりストレスを感じさせている。
【００１４】
　さらに、ユーザーは、アニメーションバナー広告やギミックバナー広告など、積極的に
ユーザーに訴えかける広告が大量に掲載されることにより、インターネット本来の時間的
、空間的な情報収集の自由を奪われている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　前述した背景技術の問題点は、ウェブサイトのみならず、現在のＶＯＤ（Video On Dem
and）や今後の衛星および地上波デジタル放送などTVを含み、ユーザー端末装置との双方
向のデジタル映像、デジタル通信が可能なデジタル情報やデジタル映像ページを提供する
媒体者、そして媒体者の運用するページに広告を出稿する第三者事業者およびページまた
は広告を閲覧するユーザーとの関係においても容易に想定することができる。
【００１６】
　ユーザーにとっては、１)バナー広告等の媒体者運用サイトに掲載している画像やアニ
メーション広告をクリックするとすぐに第三者事業者の運用サイトに移動してしまう、２
)バナー広告の表示情報は、表示を開始し始めた時点での情報であり、タイムリーな情報
を獲得することができない、３）バナー広告により誘導された第三者事業者の運用サイト
の指示に従って入力をしても何度もサイトの再読み込み等が行なわれてしまい完了するま
でに時間がかかってしまう、４）場合によっては情報入力後の結果（抽選結果や当選の可
否）が直に出てこない、５）アニメーションを使ったバナー広告上の抽選やゲーム参加後
の結果は、誘導の為のギミックであって本当の結果ではない、６）バナー広告等によりキ
ャンペーン商品の情報は獲得できても、実際に予約、購入をする際には、第三者事業者の
運用するウェブサイトへの移動が必須となっているなどの問題があった。
【００１７】
　媒体者にとっては、1）効果的な広告掲載枠を提供できていない、２）広告を出稿する
第三者事業者にユーザーを誘導するために、アニメーション等を活用した訴求力の高い、
強制的なバナー広告を掲出しても、逆にユーザーのサイト来訪者数が減少してしまい、３
）強制的な広告により媒体者運用サイトの滞在時間も減少してしまう等の問題があった。
【００１８】
　また、第三者事業者にとっては、１）媒体者運用サイトからの効果的なユーザー誘導が
行えず、２）ユーザーを誘導しても効率よくユーザーの情報入力やキャンペーンの参加誘
導までは行なえていない、３）バナー広告を媒体者に提供した時点の情報をタイムリーに
変更することができない、４）さらに、商品、チケット等の購入や予約の場合は、媒体者
とのシステム連動や、広告費以外の販売手数料の支払いなどによるコストが発生する、５
）媒体者運用サイトに広告を出稿しても費用対効果が低いなどの問題があった。
【００１９】
　本発明は、上述した問題点を解消し、ユーザーが媒体者運用サイトに滞在したままで、
広告画像をクリックしても第三者事業者運用サイトに移動することなく、情報入力やアン
ケート入力、キャンペーンの参加や抽選結果等の入力結果の確認や購入、予約等の作業が
完了できる、情報入力、情報収集とコミュニケーションを可能にするための画像データを
活用した方法を提供することで、ユーザーにストレスを与えることなく、第三者事業者は
効果的なマーケティングプロモーションや、媒体者の運用するサイト内でのサービス・商
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品告知だけでなく、その広告スペースの中で、最新情報の提供や予約や商品販売が可能と
なり、ウェブページのみならず、デジタル映像ページの媒体者にとってもユーザー数の増
加、サイト滞在時間の向上UP、効果的な広告媒体の提供が可能となり、収益の増加が見込
めるといった、三者がメリットを享受できるシステム、画像データプログラム製品および
情報処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の上記目的を達成するために、請求項１記載の発明に係るシステムは、広告媒体
者運用サイトとしての第１の情報処理装置と、当該第１の情報処理装置以外の情報処理装
置であって、前記広告媒体者運用ウェブページに広告を掲載する第三者事業者サイトとし
ての第２の情報処理装置と、各種情報を入力するための情報入力手段、情報入力データや
その他の表示データを表示する表示手段、および各種制御や情報を処理する処理手段を有
するユーザー端末装置と、を備えており、前記第１及び第２の情報処理装置と前記ユーザ
ー端末装置とが、インターネットを介して接続されているウェブ広告システムにおいて、
前記第１の情報処理装置は、広告媒体者運用ウェブページを表示するためのコンテンツと
、該広告媒体者運用ウェブページの所定のエリア内に前記第三者事業者の広告として表示
する画像データプログラム製品を有しており、前記第２の情報処理装置は、前記画像デー
タプログラム製品から情報を受信したときに、対応する指示情報を生成する機能を有する
情報処理プログラムと、前記画像データプログラム製品と前記第２の情報処理装置との間
で情報の受け渡しを行なうために予め設定されているデータ送受信用プログラムファイル
とを備えており、前記ユーザー端末装置は、入力されたＵＲＬに基づいて前記第１の情報
処理装置にアクセスすることにより、前記表示手段に広告媒体者運用ウェブページを表示
するとともに、該表示された広告媒体者運用ウェブページの所定のエリア内に広告として
の画像データプログラム製品を表示することが可能であり、当該表示された画像データプ
ログラム製品は、当該画像データプログラム製品内において、所望の情報の入力、該入力
情報の前記第２の情報処理装置への送信、該送信の結果として第２の情報処理装置から送
信される指示情報の受信、受信した指示情報に従った画像データプログラム製品内への当
該指示情報の表示、をそれぞれ行なうプログラムを備えており、前記画像データプログラ
ム製品によって表示される広告及び前記データ送受信用プログラムファイルが、それぞれ
固有の情報を持っており、前記第２の情報処理装置は、前記画像データプログラム製品と
の通信の開始を前記情報処理プログラムで認識するとともに、前記データ送受信用プログ
ラムファイルを該第２の情報処理装置から前記画像データプログラム製品に送信し、前記
画像データプログラム製品は、前記データ送受信用プログラムファイルを受信した後に、
前記入力情報を該データ送受信用プログラムファイルに格納して、前記第２の情報処理装
置に送信し、次に、前記第２の情報処理装置は、前記情報処理プログラムによって前記入
力情報に対応する指示情報を生成するとともに、該指示情報を前記データ送受信用プログ
ラムファイルに格納して、前記画像データプログラム製品に送信する，ようにして、前記
画像プログラム製品と前記第２の情報処理装置とが、前記データ送受信用プログラムファ
イルにより双方向通信を行なう際に、前記固有の情報による識別を行うことで、セキュリ
ティーを保った状態で、広告媒体者運用ウェブページの移動や再読み込みを含むページ全
体の移動を行なうことなく、広告内での情報入力、情報収集およびコミュニケーションを
可能にしたことを特徴とする。
【００２７】
　本発明のシステムは、請求項１記載の発明の如く構成したので、ユーザーは、
　１）バナー広告等の媒体者運用サイトに掲載しているバナー広告画像やアニメーション
広告をクリックしても第三者事業者の運用サイトに即座に移動することはなく、情報入力
やアンケート入力、キャンペーンの参加や、第三者事業者の運用サーバーか返信される抽
選結果等の入力結果の確認や購入、予約等の作業および第三者事業者の運用サーバーから
返信される購入や予約の結果等確認することができる、
　２）バナー広告の表示情報をその表示の開始からタイムリーに逐次、刻々と第三者事業
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者の運用サーバーから配信される最新情報を確認することができる、
　３）第三者事業者に求める情報をバナー広告内で検索する事ができ、またその検索結果
も第三者事業者の運用サーバーから返信された最新の情報として確認することができる、
　４）情報入力後の結果（抽選結果や当選の可否等）が媒体者運用サイトですぐに判るの
でユーザーはストレスを感じることがない、
　５）媒体者運用サイトに掲載されているバナー広告等のキャンペーン商品の情報を得て
、実際に予約や購入をするときは、第三者事業者の運用するウェブサイトへの移動をする
ことなく、媒体者運用サイト内でこれらの予約や購入を完結することができるのでユーザ
ーはストレスを感じることがないなどの効果を奏することができる。
【００２８】
　また、媒体者にとっては、
　１）効果的な広告掲載枠を提供できる、
　２）広告を出稿する第三者事業者がユーザーを誘導するために、アニメーション等を活
用した訴求力の高い、バナー広告よりも媒体者運用サイトの滞在時間も増加させることが
できる等の効果を奏することができる。
【００２９】
　さらに、第三者事業者にとっては、
　１）媒体者運用サイトのみで効果的なユーザー誘導が行える、
　２）アニメーションを使ったバナー広告上の抽選やゲーム参加後の結果をギミック等で
誘導する必要なく直ちに正当な結果として返信することができるのでユーザーにストレス
を与えずにすむ、
　３）バナー広告内にて、ユーザーの情報入力やキャンペーンの参加誘導までを行なうこ
とができるため、費用対効果の高い顧客情報の獲得また、目的のものに対するユーザー誘
導を行なうことができる、
　４）バナー広告を媒体者に情報を提供した時点から情報をタイムリーに変更することが
できる、
　５）商品、チケット等の購入や予約の場合でも、媒体者とのシステム連動の必要がなく
、そのため、広告費以外の販売手数料またシステム連動コストの支払いなどによるコスト
の発生がない、
　６）媒体者運用サイトに広告を出稿した際の費用対効果が高いなどの効果を奏すること
ができる。
【００３０】
　本発明の請求項２に係る発明では、前記画像データプログラム製品のプログラムは、入
力情報に文字が含まれている場合に、入力情報の可否，入力の継続，入力情報の確認，の
少なくとも一つを行なうことを特徴とする。
【００３１】
　本発明の請求項３に係る発明では、前記システムを、アンケートキャンペーン、リアル
タイムに変更される価格の表示、物品の通信販売、乗車券・航空券・映画館・劇場・コン
サート・旅行・旅館・ホテル・スポーツイベントのリアルタイムな空き情報の表示、生産
状況・在庫状況・配達状況のリアルタイムな表示、に利用したことを特徴とする。

【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の実施におけるユーザー端末装置と情報処理装置との関係を説明するた
めのブロック図である。
【００３４】
　図２は、本発明の実施におけるユーザー端末装置と第1の情報処理装置と第２の情報処
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理装置との関係を説明するためのブロック図である。
【００３５】
　図３は、本発明の実施におけるユーザー端末装置の環境を説明するための図である。
【００３６】
　図４は、本発明の実施におけるユーザー端末装置に第１の画像データプログラム製品が
表示された状態における第１の画像データプログラム製品内におけるプログラムフローお
よび当該プログラム製品と情報処理装置との関係を説明するための図である。
【００３７】
　図５は、本発明の実施におけるユーザー端末装置に第２の画像データプログラム製品が
表示された状態における第２の画像データプログラム製品内におけるプログラムフローお
よび当該プログラム製品と第２の情報処理装置との関係を説明するための図である。
【００３８】
　図６は、本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用したアンケー
トキャンペーンにおいて入力および抽選が行われている具体例を説明するための図である
。
【００３９】
　図７は、本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用した株価検索
サービスにより株価を検索し自動的にリアルタイムに株価を表示している具体例を説明す
るための図である。
【００４０】
　図８は、本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用したパソコン
の販売サービスにおいて実際に商品情報を確認し、購入依頼および決済が行われている具
体例を説明するための図である。
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００４２】
　図1において、ユニホーム　リソース　ロケーター（ＵＲＬ：Uniform Resource Locato
r）に基づいたウェブページを表示するためのコンテンツまたはデジタル映像を表示する
ためのデジタル映像コンテンツや本発明の第1の画像データプログラム製品を持つ報処理
装置１は、アパッチ（Apache）等のウェブサーバーアプリケーションとポストグレエスキ
ューエル（PostgreSQL）等のデータベースアプリケーションおよびリナックス（Linux）
等のデータベースサーバー用オーエス（ＯＳ）がインストールされており、これらは、必
ずしも一台にインストールされる必要は無く、一個または又は複数のアプリケーションが
複数台にインストールされていてもよく、情報配信受信サーバー１１、情報処理サーバー
１２のように複数台で構成されてもよい。さらに、ウェブページを表示するためのコンテ
ンツまたはデジタル映像を表示するためのデジタル映像コンテンツを持つ情報処理サーバ
ー1が通信系統４により接続または連動された、第三者の情報処理サーバー１６を含めた
構成となっていてもよい。
【００４３】
　情報配信受信サーバー１１や情報処理サーバー１２は、ワールドワイドウェブ（ＷＷＷ
）の標準プロトコルを用いてネットワーク（例えばインターネット）上でユーザー端末装
置３から送られてくる指示（例えばＵＲＬ等）を受信し、この受信情報に応じてウェブペ
ージ（デジタル映像）構成コンテンツ１４や第１の画像データプログラム製品５を提供す
るための、サーバーソフトウェアがインストールされたハードウェアおよびソフトウェア
コンポーネントと、ウェブページや画像データプログラム製品を表示したりするなどの当
該機能をなすためのプログラムが設定されており、画像データプログラム製品から送信さ
れるデータを受信し、受信した情報に基づいて処理し、処理結果を画像データプログラム
製品に対して送信するためのハードウェアとソフトウェアコンポーネントの両方が含まれ
ていれており、当該機能をなすためのプログラムが設定されていればよい。
【００４４】



(8) JP 4731814 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

　ユーザー端末装置３は、図３に示すように各種情報入力するための情報入力手段と表示
手段（ディスプレイ装置３１）と処理手段（コンピュータ本体３２）から構成されている
。ＴＶのような場合はディスプレイ装置３１内にコンピューター本体３２が内蔵されてい
るケースもあり、また携帯電話や各種ディスプレイ装置付の携帯端末装置の場合は、情報
入力手段と表示手段と処理手段が一体型になっていてもよい。
【００４５】
　前記情報入力手段としては、キーボード３３、マウス３４、携帯電話/ＰＤＡ３５、リ
モコン３６等市販の任意のものが使用でき、情報入力データやその他の表示データを表示
する表示手段としてのディスプレイ装置３１は、液晶、プラズマ、ＣＲＴモニター、ブラ
ウン管等の各種市販の任意のものを使用することができる。各種制御や情報を処理する処
理手段であるコンピューター本体３２には、市販のオーエス（ＯＳ）と呼ばれるアプリケ
ーションとインターネットを通じてウェブページを表示するためのマイクロソフト・イン
ターネット・エクスプローラー（Microsoft Internet Explorer）またはネットスケープ
・ナビゲーター（Netscape Navigator）等のブラウザソフト、映像データを表示する場合
は、指定の市販またはフリーソフトがインストールされており、また前記コンピューター
本体がTV番組を放映する場合はTVチューナー装置が装備されていればよい。さらに、コン
ピューター本体３２は本発明である第1の画像データプログラム製品を表示または起動さ
せるためのマクロメデア（Macromedia）社のフラッシュプレヤー（FlashPlayer）やショ
ックウエーブ　プレヤー（Shockwave Player）等の市販またはフリーの閲覧ソフトがイン
ストールされており、これら情報入力手段、表示手段および情報処理手段はランケーブル
等の有線または赤外線等による無線により連動されていればよい。
【００４６】
　また、上記に示すユーザー端末装置と情報処理装置は、ウェブ、電波、短波、無線、衛
星・地上波デジタル通信網を含む通信系統４で接続もしくは連動されている。
これにより、多数のユーザー端末装置からの情報処理装置に対する要求に応答または処理
できる環境となっている。
【００４７】
　上記のように構成された装置において、本発明の第1の画像データプログラム製品を利
用実施の形態について図１および図４を参照しさらに説明する。
【００４８】
　図１および図４に示すディスプレイ装置３１内にはブラウザが起動されており、ブラウ
ザを介してウェブページ１５（デジタル映像ページ）を配信できる情報処理装置１内の情
報配信受信サーバー１１は、典型的には少なくとも１つのインターネットプロトコルを（
ＩＰ）アドレスと、おそらくドメイン名（１つまたは複数のＩＰアドレスを識別する名）
を有し、ウェブページと第1の画像データプログラム製品は、固有のユニホームリソース
ロケーター（ＵＲＬ）によって識別されるように、情報配信受信サーバー１１に設定され
ており、または、ある一定の周波数またはアクセスポイントに、デジタル映像ページと第
1の画像データプログラム製品を自動的に配信するように設定されている。
【００４９】
　このような状態で、上記ユーザー端末装置３により、ディスプレイ装置３１に表示され
たブラウザ内にＵＲＬを入力し、情報配信受信サーバー１１にアクセスまたは、周波数も
しくはアクセスポイントを合わせることにより、ディスプレイ装置３１にウェブページ（
またはデジタル映像ページ）１５と第1の画像データプログラム製品が表示される。
【００５０】
　前記表示手段（ディスプレイ装置３１）に表示されたウェブページもしくはデジタル映
像ページの所定のエリア内に表示された第1の画像データプログラム製品は、
　第1の画像データプログラム製品が表示されている、ＵＲＬに基づいたウェブページま
たはアクセスポイントに基づいて配信されているデジタル映像ページからの移動もしくは
再読み込みを行なうことなく、第1の画像データプログラム製品内にて、情報入力や一部
画像の移動や、ボタンのクリック等のインタラクティブな動作や表示ができるように、
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情報入力プログラムＳ５０１、入力情報可否プログラムＳ５０２、入力継続判断プログラ
ムＳ５０４、と入力情報確認プログラムＳ５０６を有するプログラムオブジェクト５０Ａ
と、目的に応じて、複数のプログラムオブジェクト５０Ｂ、５０Ｃ・・・・によって構成
されており、情報入力プログラムＳ５０１にて要求された情報に対する収集情報の可否、
継続可否の判断、入力情報の確認をすることが可能である。
【００５１】
　ユーザー端末装置３により当該情報入力プログラムＳ５０１にて要求された情報が入力
（尚、本発明において、入力には、文字入力だけでなく、クリック、ドラック、選択も含
まれる。以下、同様。）されたときに、入力情報可否プログラムＳ５０２により当該入力
情報の可否（例えば、メールアドレスの入力欄であれば、その入力欄に正しいメールアド
レスが入力されているかどうか等）を判断し、目的（例えば、当該情報入力プログラムに
よって予め設定した入力や動作（クリックやチェック等）等）に応じた情報が入力されな
かった場合は、Ｓ５０３にてエラーを表示すると同時に前記情報入力プログラムＳ５０１
に戻すことができ、また別のプログラムオブジェクトを起動させるてもよい。
【００５２】
　上記目的に応じた情報が入力されていた場合は、入力継続判断プログラムＳ５０４によ
り、新しい入力を引続き行うかどうかの判断が入力継続判断プログラムＳ５０４にて行な
われる。
【００５３】
　入力継続判断プログラムにて、入力継続、イエス（Ｙｅｓ）と判断された場合は、次の
プログラムオブジェクト５０Ｂが起動し、当該プログラムオブジェクト５０Ｂによって構
成された新たな入力欄や回答欄が第1の画像データプログラム製品５内に表示され、継続
して情報入力プログラムＳ５０１にて要求された情報に対してユーザー端末装置３１によ
り、さらに継続して入力することができ、入力情報確認プログラムＳ５０６にて、最終的
に情報入力プログラムにて予め設定された要件に対してユーザーが入力したすべて（また
は一部でもよい）を認識することが可能である。
【００５４】
　入力情報の可否判断や継続的な入力を必要としない場合には、各プログラムオブジェク
ト内の各プログラム要素（例えば、入力情報可否プログラムや入力継続判断プログラム等
、プログラムオブジェクトを構成するプログラムの一部）が省略することができる。
【００５５】
　さらに、第1の画像データプログラム製品５は、入力情報を確認した後に、入力した情
報の一部もしくは全部である入力情報Ｓ５１５を、送信できる入力情報送信プログラムＳ
５０７を有し、当該入力情報送信プログラムＳ５０７により、通信系統４を通じてウェブ
ページもしくはデジタル映像ページの配信先である情報処理装置１との通信が可能となる
。
【００５６】
　また、第1の画像データプログラム製品５は、前記第1の画像データプログラム製品５よ
り送信された入力情報を含むデータを受信した情報処理サーバー１２内の第1の画像デー
タプログラム製品送信情報処理プログラム１３により、当該データが処理され、入力情報
Ｓ５１５に対する処理結果として指示情報Ｓ５１６が新たに生成された後に当該画像プロ
グラム製品に対して返信され、当該返信情報を受信することができる、指示情報受信プロ
グラムＳ５０８を有している。
【００５７】
　　前記指示情報受信プログラムＳ５０８は、が受信した結果として、指示情報Ｓ５１６
の指示に従って新たなプログラムを実行させる指示情報実行プログラムＳ５０９と、指示
情報を表示させる指示情報表示プログラムＳ５１０を有し、第1の画像データプログラム
製品５内に受信結果を表示させることができる。
【００５８】
　また、指示情報実行プログラムＳ５０９により、新たなプログラムオブジェクト５０Ｄ
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・・・が必要に応じて起動し、新たな情報の入力が可能となり、また新たな入力情報が入
力情報送信プログラムＳ５０７により情報処理装置１に送信されることにより、また新た
な指示情報が返信され、必要に応じて一連のプログラムおよびプログラムオブジェクトを
組み合わせることにより、当該画像データが一部または全部表示掲出されているウェブペ
ージの移動（ＵＲＬの変更）、再読み込み、転送、移動、デジタル映像ページを表示掲出
している周波数もしくはアクセスポイントの変更を含むページ全体の移動もしくはその動
作指示をユーザー処理端末装置により入力することなく、画像プログラム製品５内にて配
信基の情報処理装置１とインタラクティブな通信が可能となり、情報入力、情報収集とコ
ミュニケーションを可能にする。
【００５９】
　また、第1の画像データプログラム製品５は、上記ユーザー端末装置３により、ディス
プレイ装置３１に表示されたブラウザ内にＵＲＬを入力し、情報配信受信サーバー１１に
アクセスし、または、周波数もしくはアクセスポイントを合わせることにより、ディスプ
レイ装置３１にウェブページ（デジタル映像ページ）１５と第1の画像データプログラム
製品５または、デジタル映像ページ１５と第1の画像データプログラム製品５が表示され
、ディスプレイ装置３１に表示された時点で、ウェブぺージまたはデジタル映像ページと
配信元である情報処理装置1とは通信系統４を通じて通信が開始されている状態であるが
、前記表示手段であるディスプレイ装置３１に表示されたウェブページもしくはデジタル
映像ページの所定のエリア内に表示された第1の画像データプログラム製品５は、通信を
行なわないように設定する事ができる。
【００６０】
　前記第1の画像データプログラム製品に有するプログラムオブジェクト５０Ａの指示に
従って、ユーザ端末装置３により当該画像データ５内に入力された情報が完了したことを
入力情報確認プログラムＳ５０６が確認し、入力情報送信プログラムＳ７０７が起動した
時点で、初めて情報処理装置１との通信を開始し始める。
【００６１】
　これにより、多数のユーザーが同時に、ウェブページもしくはデジタル映像ページの所
定のエリア内に表示された第1の画像データプログラム製品５をユーザー端末装置に表示
させたとしても、第1の画像データプログラム製品と通信を行なう情報処理サーバーに対
するアクセス負荷を軽減させることができる。
【００６２】
　さらに、第1の画像データプログラム製品５は、情報処理装置１と通信を開始し始める
と同時に、情報処理装置１内の情報処理サーバー１２内に予め設定してある、ソフトウェ
アプログラムが第1の画像データプログラム製品５との通信が開始されたことを認識し、
当該画像データプログラム製品５と情報処理装置１間で入力情報の受け渡しを行なうため
に予め設定してあるプログラムファイルが起動し、当該画像データプログラム製品に対し
て当該プログラムファイルが送信され、当該プログラムファイルを第1の画像データプロ
グラム製品５が受信し、当該プログラムファイルに入力情報Ｓ５１５を格納した上で、当
該入力情報が格納された当該プログラムファイルを情報処理装置1に送信し、また第1の画
像データプログラム製品送信情報処理プログラム１３により処理された結果として当該画
像プログラム製品５に返信される指示情報Ｓ５１６も当該プログラムファイルに格納され
、当該画像データプログラム製品５に送信される。
【００６３】
　このように本発明のシステムはプログラムファイルを活用した送受信を当該画像プログ
ラム製品５と当該情報処理装置１とが双方で行なうことにより、より高度なセキュリティ
ーを保った状態で且つ、必要最低限のデータ送受信処理を行ない、情報処理装置１に対す
付加が軽減させることができる。
【００６４】
　図２は、ＵＲＬ（ユニホームリソースロケーター）に基づいたウェブページを表示する
ためのコンテンツまたは、デジタル映像を表示するためのデジタル映像コンテンツや本発
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明の第２の画像データプログラム製品６を持つ第1の情報処理装置１Ａは、アパッチ（Apa
che）等のウェブサーバーアプリケーションとポストグレ・エスキューエル（PostgreSQL
）等のデータベースアプリケーションおよびリナックス（Linux）等のデータベースサー
バー用オーエス（ＯＳ：Operating System　オペレーティング・システム）がインストー
ルされており、これらは、必ずしも一台にインストールされる必要は無く、それぞれのア
プリケーションが複数台にインストールされていてもよく、さらに情報配信・受信サーバ
ーＡ１も複数台で構成されてもよい。
【００６５】
　前記情報配信・受信サーバーＡ１は、ワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）の標準プロトコ
ルを用いてネットワーク（例えばインターネット）上でユーザー端末装置３から送られて
くる指示情報を受信し、当該受信情報に応じてウェブページ（デジタル映像）構成コンテ
ンツＡ２や第２の画像データプログラム製品を提供するための、サーバーソフトウェアが
インストールされたハードウエアおよびソフトウェアコンポーネントの両方が含まれてお
り、ウェブページや画像データプログラム製品を表示したりするなどの機能をなすための
ソフトウェアプログラムが設定せれていればよい。
【００６６】
　また、第2の情報処理装置２も情報受信・返信サーバー２１や情報処理サーバー２２の
ように複数台で構成されていてもよく、第2の画像プログラム製品２から送信される情報
等のデータを受信し、受信した情報に基づいて処理し、処理結果を第２の画像データプロ
グラム製品に対して送信するためのハードウェアとソフトウェアコンポーネントの両方が
含まれており、当該機能をなすためのソフトウェアプログラムが設定されていればよい。
【００６７】
　ユーザー端末装置３は、図３に示すように各種情報入力するための情報入力手段と表示
手段（ディスプレイ装置３１）と処理手段として（コンピューター本体３２）から構成さ
れ、ＴＶのような場合はディスプレイ装置内にコンピューター本体３２が内臓されている
ケースもあり、また携帯電話や各種ディスプレイ装置付の携帯端末装置の場合は、情報入
力手段、表示手段、および処理手段が一体型になっていてもよい。
【００６８】
　情報入力手段は、キーボード３３、マウス３４、携帯電話/ＰＤＡ３５、リモコン３６
等市販の任意のものが使用できる。情報入力データやその他の表示データを表示する表示
手段としてのディスプレイ装置３１としては、液晶、プラズマ、ＣＲＴモニター、ブラウ
ン管等の各種市販の任意のものを使用することができる。　各種制御や情報を処理する処
理手段であるコンピューター本体３２は、市販のオーエス（ＯＳ：Operating System　オ
ペレーティング・システム）と呼ばれるアプリケーションとインターネットを通じてウェ
ブページを表示するためのMicrosoft Internet ExplorerまたはNetscape Navigator等の
ブラウザソフト、映像データを表示する場合は、指定の市販またはフリーソフト、TV番組
であればTVチューナー装置が装備されていればよい。また、コンピューター本体３２は、
本発明の第1の画像データプログラム製品を表示または起動させるためのMacromedia社のF
lashPlayerやShockwave Player等の市販またはフリーの閲覧ソフトがインストールされて
おり、これら情報入力手段と表示手段および情報処理する処理手段はランケーブル等の有
線または赤外線等による無線により連動されていればよい。
【００６９】
　また、上記ユーザー端末装置３、第1の情報処理装置１および第2の情報処理装置２は、
ウェブ、電波、短波、無線、衛星・地上波デジタル通信網を含む通信系統４で接続もしく
は連動されている。
【００７０】
　これにより、多数のユーザー端末装置３からの第1の情報処理装置１Ａおよび第２の情
報処理装置２に対する要求に応答または処理できる環境となっている。
【００７１】
　上記のように構成された装置において本発明である、第2の画像データプログラム製品
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６を活用した実施の形態について図２および図5を参照しさらに説明する。
【００７２】
　　図２および図５において、ディスプレイ装置内31にはブラウザが起動されており、ブ
ラウザを介してウェブページＡ2（デジタル映像構成コンテンツ）を配信できる情報配信
・受信サーバーＡ1は、少なくとも１つのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと
、ドメイン名（１つまたは複数のＩＰアドレスを識別する名）を有し、ウェブページＡ２
と第2の画像データプログラム製品６は固有のユニホームリソースロケーター（ＵＲＬ）
によって識別されるように、情報配信・受信サーバーＡ1に設定されており、または、あ
る一定の周波数またはアクセスポイントに、デジタル映像ページＡ２と第2の画像データ
プログラム製品６が自動的に配信できるように設定されていて、第2の画像データプログ
ラム製品６から送信されるデータを受信し、受信した情報に基づいて処理し、処理結果を
画像データプログラム製品６に対して送信するためのハードウェアとソフトウェアコンポ
ーネントの両方が含まれている第2の情報処理装置２は第1の情報処理装置Ａとは別の少な
くとも１つのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、これに連動されたドメイン
名（１つまたは複数のＩＰアドレスを識別する名）を有し、ウェブページＡ2とは別の固
有のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスまたはユニホームリソースロケーター（
ＵＲＬ）によって識別されるように設定されている。
【００７３】
　上記ユーザー端末装置３により、ディスプレイ装置31に表示されたブラウザ内にＵＲＬ
を入力し、情報配信・受信サーバーＡ1にアクセスし、または、周波数もしくはアクセス
ポイントを合わせることにより、ディスプレイ装置31にウェブページＡ2（デジタル映像
ページ）と第2の画像データプログラム製品６が表示される。
【００７４】
　前記表示手段であるディスプレイ装置３１に表示されたウェブページもしくはデジタル
映像ページＡ２の所定のエリア内に表示された第2の画像データプログラム製品６は、
　第2の画像データプログラム製品６が表示されている、ＵＲＬに基づいたウェブページ
またはアクセスポイントに基づいて配信されているデジタル映像ページＡ２からの移動も
しくは再読み込みを行なうことなく、第2の画像データプログラム製品６内にて、情報入
力や一部または全部の画像の移動や、ボタンのクリック等の目的に応じたインタラクティ
ブな動作や表示ができるよう、情報入力プログラムＳ701、入力情報可否プログラムＳ702
、入力継続判断プログラムＳ704、入力情報確認プログラムＳ706を有するプログラムオブ
ジェクト70Ａと、目的に応じて、複数のプログラムオブジェクト70Ｂ、70Ｃ・・・・によ
って構成され、情報入力プログラムＳ７０１にて要求された情報に対する収集情報の可否
、継続判断、入力情報を確認することが可能である。
【００７５】
　ユーザー端末装置3により当該情報入力プログラムＳ７０１にて要求された情報が入力
（文字入力だけでなく、クリックやドラックや選択も含まれる。以下、同様。）されると
、当該入力情報の可否を判断し（例えば、メールアドレスの入力欄であれば、その入力欄
に正しいメールアドレスが入力されているかどうか等）、情報入力プログラムによって予
め設定した入力や動作（クリックやチェック等）の要件が入力されなかった場合は、Ｓ70
3にてエラーを表示すると同時に情報入力プログラムＳ７０１に戻すことができ、また別
のプログラムオブジェクトを起動させてもよい。
【００７６】
　目的に応じた情報が入力された場合は、入力継続判断プログラムＳ７０４により、新し
い入力を引続き行うかどうかの判断が行なわれる。
【００７７】
　新しい入力を引続き行う必要がある場合は次のプログラムオブジェクト70Ｂが起動し、
構成された新たな入力欄や回答欄が第2の画像データプログラム製品６内に表示され、継
続して情報入力プログラムにて要求されたものに対してユーザー端末装置３により、さら
に継続して入力することができ、入力情報確認プログラムにて、最終的情報入力プログラ
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ムにて予め設定された要件に対してユーザーが入力したすべて（または一部でもよい）の
情報を認識することが可能である。
【００７８】
　また、入力情報の可否判断や継続的な入力を必要としない場合には、プログラムオブジ
ェクト内の各プログラム要素（例えば、入力情報可否プログラムや入力継続判断プログラ
ム等、プログラムオブジェクトを構成するプログラムの一部）が省略されてもよい。
【００７９】
　さらに、第2の画像データプログラム製品６は、入力情報を確認した後に、入力した情
報の一部もしくは全部（入力情報の他に予め当該画像に設定しているデータも含まれる場
合もある。）の入力情報Ｓ７１５を送信することができる入力情報送信プログラムＳ707
を有し、入力情報送信プログラムＳ707により、通信系統４を通じて第2の画像プログラム
製品６が表示されているウェブページもしくはデジタル映像ページの配信元である情報処
理装置Ａ1とは異なる、別の固有のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスまたはユ
ニホームリソースロケーター（ＵＲＬ）により識別可能に設定されている第2の情報処理
装置２との通信が可能となる。
【００８０】
　第2の画像データプログラム製品６より送信されたデータを受信した第2の情報処理装置
2は、その中にある第2の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム２３により
、当該データが処理され、入力情報Ｓ７１５に対する処理結果として第2の画像データプ
ログラム製品６に返信するために生成された指示情報Ｓ７１６を受信することを可能とす
る指示情報受信プログラムＳ７０８を有している。
【００８１】
　指示情報受信プログラムＳ７０８は、受信した結果として、指示情報Ｓ７１６の指示に
従って新たなプログラムを実行させる指示情報実行プログラムＳ７０９と、指示情報を表
示させる指示情報表示プログラムＳ７１０を有し、第2の画像データプログラム製品６内
に受信結果を表示させることができる。
【００８２】
　また、指示情報実行プログラムＳ７０９により、新たなプログラムオブジェクト７０Ｄ
・・・が必要に応じて起動し、新たな情報の入力が可能となる。また新たな入力情報が入
力情報送信プログラムＳ７０７により第2の情報処理装置２に送信、返信され、必要に応
じて一連のプログラムおよびプログラムオブジェクトを組み合わせることにより、当該画
像データの一部または全部が表示されているウェブページの移動（URLの変更）、再読み
込み、転送、移動、またはデジタル映像ページが表示されている周波数もしくはアクセス
ポイントの変更を含むページ全体の移動やその動作指示を、ユーザー処理端末装置３１に
より入力すること無く、画像プログラム製品６内にて、当該画像データが一部または全部
を表示されているウェブページやデジタル映像ページの配信元である第1の情報処理装置
Ａとは異なる別の第2の情報処理装置２とインタラクティブな通信が可能となり、情報入
力、情報収集とコミュニケーションを可能にする。
【００８３】
　また、第2の画像データプログラム製品６は、上記ユーザー端末装置３により、ディス
プレイ装置31に表示されたブラウザ内にＵＲＬを入力し、情報配信・受信サーバーＡ1に
アクセスし、または、周波数もしくはアクセスポイントを合わせることにより、ディスプ
レイ装置31にウェブページ（デジタル映像ページ）Ａ2と第2の画像データプログラム製品
が表示され、ディスプレイ装置31に表示された時点では、ウェブぺージ（またはデジタル
映像ページ）と当該コンテンツの配信元である第1の情報処理装置Ａとは、通信系統4を通
じて通信が開始されている状態であるが、前記表示手段に表示されたウェブページ（もし
くはデジタル映像ページ）の所定のエリア内に表示された第2の画像データプログラム製
品６は、前記表示された時点では第2の情報処理装置２と何ら通信が行なわないように設
定することができる。
【００８４】
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　前記第2の画像データプログラム製品６が有するプログラムオブジェクト７０Ａ…の各
プログラムの一連の指示に従って、ユーザ端末装置３により当該第２の画像データプログ
ラム製品６内に入力された情報が完了したことを入力情報確認プログラムＳ７０６が確認
し、入力情報送信プログラムＳ707が起動した時点で、初めて第2の情報処理装置との通信
を開始する。
【００８５】
　これにより、多数のユーザーが同時に、ウェブページもしくはデジタル映像ページの所
定のエリア内に表示された第1の画像データプログラム製品５をユーザー端末装置に表示
させたとしても、第1の画像データプログラム製品と通信を行なう情報処理サーバーに対
するアクセス負荷を軽減させることができる。
【００８６】
　さらに、第2の画像データプログラム製品6が第2の情報処理装置２と通信を開始し始め
ると同時に、第2の情報処理装置2内の、情報処理サーバー22が第2の画像データプログラ
ム製品６との通信が開始されたことを認識し、当該第２の画像データプログラム製品６と
第2の情報処理装置２間で入力情報の受け渡しを行なうために、予め設定したプログラム
ファイルが起動され、当該第２の画像データプログラム製品に対して当該プログラムファ
イルが送信される。　第2の画像データプログラム製品６が当該プログラムファイルを受
信し、当該プログラムファイルに入力情報Ｓ515を格納した上で、当該入力情報Ｓ７１５
が格納された当該プログラムファイルを第2の情報処理装置２に送信し、また第2の画像デ
ータプログラム製品送信情報処理プログラム２３により処理された結果として当該画像デ
ータプログラム製品６に返信される指示情報Ｓ７１６も当該プログラムファイルに格納し
、当該画像データプログラム製品６に送信することができる。
【００８７】
　プログラムファイルには、入力情報送信プログラムＳ７０７のみに反応するように設定
することが可能であり、第2の情報処理装置２に設定された固有のＩＰもしくはＵＲＬ間
のみで送受信可能となっており、当該プログラムファイルを活用した送受信を当該画像デ
ータプログラム製品６と当該第２の情報処理装置２とが双方で行なうことにより、より高
度なセキュリティーを保った状態で且つ、必要最低限のデータ送受信処理を行ない、第2
の情報処理装置２に対する負荷が軽減させることもできる。
【実施例】
【００８８】
　本発明の実施例を、図6を参照して説明する。
【００８９】
　図6は、第１の発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用したアン
ケートキャンペーンにおいて入力および抽選が行われている具体例を説明するための図で
ある。
【００９０】
　E-SHOP.COMという会社が第１の発明の第1の画像プログラム製品６を活用して、顧客登
録キャンペーンを行なっている場合の具体例である。
【００９１】
　 HYPERLINK "http://www.yahoo.co.jp/" この実施例ではwww.yahoo.co.jpドメインのウ
ェブページを運用するサーバーである情報処理装置1には、Yahooドメインのページを構成
するコンテンツを配信することができるよう情報配信・受信サーバー11が設定されている
。
【００９２】
　さらにE-SHOP.COMが当該キャンペーンの目的を達成できるように制作された第1の画像
プログラム製品５もYahooドメイン１１０のページに表示されるように設定されている。
【００９３】
　さらに、情報処理サーバー１２として１台または複数台の情報処理装置の一部に、第1
の画像プログラム製品からの送信データを受信し、受信したデータを処理し、処理した結
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果を返信するためのソフトウェアプログラム（第1の画像データプログラム製品送信情報
の処理プログラム１３）が設定されている。
【００９４】
　ユーザー端末装置３の操作により、ディスプレイ装置31にYahooのTOPページが表示され
ており、そのページの一部に第1の画像プログラム製品５により製作されたE-SHOP.COMの
キャンペーンバナー１２０Ａ表示されている。
【００９５】
　図4では、Yahooはウェブページ１５、E-SHOP.COMのキャンペーンバナーは画像データ５
に相当する。
E-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ａ内には名前、住所、E-mailアドレス等の入
力欄が表示されているが、図4で説明すると、これらが複数のプログラムオブジェクト５
０Ａ…で構成されており、入力欄は１個または複数のボタンやチェックボックス等で表示
されている。ユーザー端末装置３により、各プログムオブジェクトの情報入力プログラム
Ｓ５０１の要求に応じて、例えば、名前（AAA…）、住所（KKKDDD）、メールアドレス等
を順次入力した後にＯＫボタン１２２をクリックすると、入力情報可否プログラムＳ５０
２により、入力情報の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プログラム
Ｓ５０４により継続かどうか（情報入力が完了かどうか）の判断が行なわれる。この場合
は継続となり、キャンペーンバナー広告１２０Ｃが表示される。
【００９６】
　図７で表すように、既存のキャンペーンバナー広告では、この時点で他のURL（ドメイ
ン）で運用されているウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブラウザ
ー内で自動的に行なわれることにより、表示変更が行なわれるが、本発明の第1の画像プ
ログラム製品で作成されたE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ａは、プログラム
オブジェクト内の各プログラムにより入力内容がチェックされ、当該バナー広告内の表示
のみが変更されていることが特徴の一つである。
【００９７】
　続いて、入力継続判断プログラムＳ５０４にて「継続」（Yes）と判断された後に新た
なプログラムオブジェクトが起動し、このプログラムオブジェクトには、入力内容を再表
示する、という指示が含まれているため、１２３のようにキャンペーンバナー広告１２０
Ｂにて当該バナー広告内に入力された内容がキャンペーンバナー広告１２０Ｃで表示され
、さらに新たなチャンス[Chance]ボタンが表示されている。
【００９８】
　入力内容を確認した後に、チャンス[Chance]ボタンをクリックすると、上記と同じくプ
ログラムオブジェクト内のプログラムが判断した後に、継続ノー（No）となり入力情報確
認プログラムＳ５０６により、入力情報送信プログラムＳ５０７が起動する。
【００９９】
　これにより、先に入力した住所/名前/メールアドレス（Maiｌ）（その他、必要により
、入力時間やその他キーとなる情報も含まれる。また、入力した全部の情報だけでなく住
所/名前だけ、のように一部の情報の場合でもよい。）が入力情報Ｓ５１５として情報処
理装置１内の情報配信・受信サーバー１１に送信され、情報処理サーバー１２が受信した
後に第1の画像データプログラム製品送信情報処理プログラム１３内にて、データが格納
され、格納されたことを認識した後に、抽選を行なう。
【０１００】
　また、場合よっては入力情報Ｓ５１５として情報処理装置１内の情報配信・受信サーバ
ー１１に送信され、情報処理サーバー１２が受信した後に13：第1の画像データプログラ
ム製品送信情報処理プログラム１３内にて、抽選を行ない、抽選を行なった後にデータを
格納してもよい。
【０１０１】
　抽選結果および新たなプログラムオブジェクトの指示情報が生成され、指示情報Ｓ５１
６としてE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ｄに返信される。
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【０１０２】
　この場合の指示情報Ｓ５１６には、具体的には、キャンペーンバナー広告１２０Ｄ内に
抽選結果「あたりＡ賞」の画面と表示指示１２５の色変更およびドラック可能なカードを
ドラックさせ１２８に照合さえせたら抽選結果を浮かび上がらせる等の指示情報が含まれ
ているが、絵や図柄の情報が含まれていてもよい。
【０１０３】
　指示情報Ｓ５１６をE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ｄ内の指示情報受信プ
ログラムＳ５０８が受信し、指示情報Ｓ５１６に従い、指示情報実行プログラムＳ５０９
が起動し、新たなプログラムオブジェクトが起動することで、E-SHOP.COMキャンペーンバ
ナー広告内における表示が１２０Ｃから１２０Ｄに変更される。
【０１０４】
　ここにおいてもウェブページ１１０は変更されておらず、チャンス[Chance]ボタン１２
４をクリックすると、入力情報等の必要な情報のみが情報処理装置１に送信され、情報処
理装置１から返信された指示情報Ｓ５１６によってキャンペーンバナー広告１２０Ｃから
１２０Ｄのようにバナー広告の表示のみが変更されている。
【０１０５】
　１２５はドラック可能となり、この場合のプログラムオブジェクトには、入力情報可否
プログラムＳ５０２に相当するものや入力継続判断プログラムＳ５０４に相当するものは
含まれておらず、１２５がドラックされたかどうか、ドラックした後にバナー下のスペー
スに照合されたか否かの判断が行なわれ、照合されたときに入力情報確認プログラムＳ５
０６が照合されたことを認識し、指示情報表示プログラムＳ５１０が起動し、指示情報Ｓ
５１６により受信した抽選結果「あたり　Ａ賞」が１２０Ｅ内の１２８のように表示され
る。入力継続判断プログラムＳ５１２により継続が「無い」（No）と判断された場合は、
ＥＮＤＳ５１４となる。
【０１０６】
　また、抽選結果「あたり　A賞」表示後に、また新たな表示として、賞品送付先住所の
入力欄やリンク先、「はずれ」の場合は、再抽選等プログラムの設定により様々な展開が
バナー内にて行うことも可能である。
【０１０７】
　このように本発明によれば、E-SHOP.COMのキャンペーンバナーはYahooウェブページ内
で、自社ページに転送また、Yahooページ内での移動をすること無く、顧客データの収集
が可能となり、ユーザーもその場で抽選結果を確認することが可能である。
【０１０８】
　また、E-SHOP.COMキャンペーンバナーがデジタル映像ページ内、例えばクイズ番組やイ
ベント番組等の番組映像内に表示されているときは、ユーザーはクイズやイベント番組を
見ながら、アンケートに答えて、キャンペーンに参加することができ、また、クイズ番組
と連動させたクイズ形式のアンケート内容がE-SHOP.COMキャンペーンバナー内に設定され
ているときは、番組とバナーを活用した立体感のあるキャンペーンを実施することができ
る。
【０１０９】
　次に、第２の発明を活用した場合について説明する。
【０１１０】
　 HYPERLINK "http://www.yahoo.co.jp/" www.yahoo.co.jpのウェブページ１１０内に表
示されたE-SHOP.COMのバナー広告１２０Ａは表示された時点で、通信系統４を通じて情報
処理装置１との通信を常時開始しているが、第2の発明によると、第1の画像データプログ
ラム製品により作成されたE-SHOP.COMバナーとはなんら通信を行なっていない状態である
。
【０１１１】
　E-SHOP.COMのバナー広告１２０Ａ内に設定されている各プログラムオブジェクトのプロ
グラムに応じて、入力し、バナー広告１２０Ｃのステップまで到達したところでチャンス
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[Chance」ボタン124をクリックすると前記第１の発明と同様に入力情報確認プログラムＳ
５０６により入力情報送信プログラムＳ５０７が起動して、初めて、情報配信・受信サー
バー１１を通じて、情報処理サーバー１２との通信を開始する。
【０１１２】
　これにより、多数（例えば１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装置
３によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１１０内のE-SHOP.COM
バナー広告１２０Ａが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置３により、チャ
ンス[Chance」ボタン１２４をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー１１や情報
処理サーバー１２との通信が開始せず、バナー広告１２０Ａを表示したユーザーが全員同
時にチャンス[Chance」ボタン１２４をクリックすることはあり得ないため、第2の発明に
よって、余分な通信を回避することができ、E-SHOP.COMバナー１２０Ａと情報処理装置１
との通信負荷を大幅に軽減すること事ができる。
【０１１３】
　次に、第３の発明について説明する。ここでも、 HYPERLINK "http://www.yahoo.co.jp
/" www.yahoo.co.jpウェブページ１１０内に表示されたE-SHOP.COMのバナー広告１２０Ａ
は表示された時点で、通信系統4を通じて情報処理装置１との通信を常時開始しているが
、第1の画像プログラム製品５により作成されたE-SHOP.COMバナー広告１２０Ａはなんら
通信を行なっていない状態である。
【０１１４】
　E-SHOP.COMバナー広告１２０Ａ内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログ
ラムに応じて、入力し、バナー広告１２０Ｃのステップまで到達したところでチャンス[C
hance」ボタン１２４をクリックすると前記第１、２の発明と同様に入力情報確認プログ
ラムＳ５０６により入力情報送信プログラムＳ７０７が起動し、初めて、情報配信・受信
サーバー１１を通じて、情報処理サーバー１２との通信を開始し始める。
これと同時に、情報処理サーバー１２内に設定された画像データプログラム製品送信情報
処理プログラム１３がE-SHOP.COMバナー広告１２０Ａとの通信が開始されたことを認識し
、同時にE-SHOP.COMバナー広告１２０Ａからのデータのみを受け付けるように情報処理サ
ーバー１２に予め設定されたデータ送受信用プログラムファイルＰ１が情報処理サーバー
１２から送信され、第1の画像データプログラム製品が当該プログラムファイルＰ1を読み
込む。
【０１１５】
　E-SHOP.COMバナー広告１２０からのデータのみを受付けるように設定するとは、E-SHOP
.COMバナー広告１２０が表示されているウェブページ１１０のドメイン名指定（この場合
はyahoo.co.jpであったり、IPでもよい）また、予めバナー広告内に組み込まれたID等そ
の他E-SHOP.COMバナー広告を特定もしくは識別できる固有の情報を持たせておくことであ
り、この特定の情報に基づいてデータ送受信用プログラムファイルＰ１が送信されるよう
に設定されていることである。
【０１１６】
　また、ある場合において、E-SHOP.COMバナー広告１２０が前記プログラムファイルを情
報処理装置１から読み込む際には、前記プログラムファイルＰ１の配信場所または当該バ
ナー広告１２０の専用プログラムファイルであることが識別できるよう、固有のIPまたド
メイン名もしくは、IDもしくは特定の識別できる固有の情報をプログラムファイル内に持
たせることにより、専用のプログラムファイルしか読み込むことができないよう設定され
ていればよい。
【０１１７】
　第３の発明によると、このプログラムファイルが情報処理サーバー１２から配信され、
このファイル内に入力情報Ｓ515が格納され、さらにまた入力情報送信プログラムＳ５０
７により情報処理装置１に送信される。
【０１１８】
　情報処理サーバー１２は、E-SHOP.COMバナー広告１２０から送られてきたことをこの当
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該プログラムファイルが認識した後に、初めて指示情報Ｓ５１６を生成する。
【０１１９】
　生成された指示情報Ｓ５１６はまた当該プログラムファイル内に格納され、指示情報Ｓ
５１６としてE-SHOP.COMバナー広告１２０に対して送信される。
【０１２０】
　E-SHOP.COMバナー広告１２０内の、指示情報受信プログラムＳ５０８は、情報処理サー
バー12から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報実行プログ
ラムＳ５０９の実行へと進み、バナー広告１２０Ｄおよび１２０Ｅのようにプログラムオ
ブジェクトが稼動する。
【０１２１】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置３によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１１０内のE-SHOP.C
OMバナー広告１２０Ａに、ユーザーがユーザー端末装置３により、チャンス [Chance」ボ
タン１２４をクリックするまでは、情報配信受信サーバー１１や情報処理サーバー１２と
の通信が開始せず、バナー広告１２０Ａを表示したユーザーが全員同時にチャンス[Chanc
e」ボタン１２４をクリックすることはあり得ないため、第３の発明によって、余分な通
信を回避することができ、E-SHOP.COMバナー広告と情報処理装置１との通信負荷を大幅に
軽減すること事ができると同時に、固有のプログラムファイルでの送受信を行なうことに
より、全く別の第三者から送られてくる、不正確な情報を第1の画像プログラム製品が送
受信することを回避することができ、高度なセキュリティーを保ったままで、E-SHOP.COM
は第1の画像データプログラム製品を活用して、顧客登録キャンペーンを行ない、目的を
達成することが可能である。
【０１２２】
　次に、第４の発明の実施例について、図5および図6を参照して説明する。

【０１２３】
　図６はE-SHOP.COMが第2の画像データプログラム製品を活用して、顧客登録キャンペー
ンバナー広告を制作し、YAHOO  JAPANに当該バナー広告を表示しているものとする。
【０１２４】
　第４の発明の特徴は、第2の画像プログラム製品６を表示しているウェブページ１１０
を運用するサーバー以外の第三者サーバー（主に、第2の画像プログラム製品６を活用し
てバナー広告を掲載する広告主が運用するサーバー）と、第2の画像データプログラム製
品を活用して制作されたバナー広告のみとの通信（入力情報Ｓ715や指示情報Ｓ716の送受
信）が可能となるところにある。
【０１２５】
　第４の発明である図5で説明すると、ｙａｈｏｏ．ｃｏ.ｊｐドメインのウェブページを
運用するサーバーが図5の第1の情報処理装置であり、Yahoo  ドメインのページを構成す
るコンテンツを配信することができるよう情報配信・受信サーバーＡ1内に設定されてお
り、E-SHOP.COMが当該キャンペーンの目的を達成できるように制作された第２の画像デー
タプログラム製品６も同時に当該情報処理装置Ａ内にてYahoo  ドメイン１１０のページ
に表示されるように設定されている。
【０１２６】
　さらに、第2の情報処理装置２は、E-SHOP.COMが運用するドメインもしくは第2の画像デ
ータプログラム製品６とデータ送受信および送信データ処理することを可能にするために
設定された、Yahoo以外の当該画像データプログラム製品６専用の情報処理装置であり、
当該情報処理サーバー２２として１台または複数台ある情報処理装置の一部に、第2の画
像データプログラム製品６からの送信データを受信し、処理し、処理した結果を返信する
ためのソフトウェアプログラム第2の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラ
ム２３）が設定されている。
【０１２７】
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　ユーザー端末装置３の操作により、ディスプレイ装置３１にYahooのウェブページ１１
０が表示されており、このウエブページの一部(または全部)に第2の画像データプログラ
ム製品６により作成されたE-SHOP.COMのキャンペーンバナー１２０Ａが表示されている。
【０１２８】
　図5では、ディスプレイ装置内31のウエブページＡ２がYahoo１１０であり、画像データ
６がE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ａである。
【０１２９】
　キャンペーンバナー広告１２０Ａ内には名前、住所、E-mailアドレスの入力欄１２１が
表示されているが、図5で説明すると、これらが複数のプログラムオブジェクト70A・・・
で構成されており、入力欄は一個または複数のボタンやチェックボックス等で表示されて
いる。ユーザー端末装置により、各プログラムオブジェクトの情報入力プログラムの要求
に応じて、名前（AAA・・・）、住所（KKKDDD）、メールアドレス（E-Mail）を順次入力
した後にオーケー［OK］ボタン１２２をクリックすると、入力情報可否プログラムＳ７０
２により、入力情報の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プログラム
Ｓ７０４により継続可または否（情報入力が完了かどうか）の判断がなされる。この場合
は継続可となり、バナー１２０Ｃが表示される。
【０１３０】
　図6で示す表すとおり、既存のバナー広告では、この時点で他のURL（ドメイン）がで運
用されているウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブラウザー内で自
動的に行なわれることにより、表示変更が行なわれるが、第2の画像データプログラム製
品で作成されたE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０は、プログラムオブジェクト
内の各プログラムにより入力内容がチェックされ、バナー広告１２０内の表示のみが変更
されていることが特徴の一つである。
【０１３１】
　続いて、入力継続判断プログラムＳ７０４にて「継続」（Yes）と判断された後に新た
なプログラムオブジェクトが起動し、このプログラムオブジェクトには（入力内容を再表
示する。）という指示が含まれているため、表示１２３のようにバナー広告１２０Ｂにて
当該バナー広告１２０内に入力された内容がバナー広告120Cで表示され、さらに新たなチ
ャンス[Chance」ボタン１２４が表示されている。
【０１３２】
　入力内容を確認した後に、チャンス[Chance」ボタン１２４をクリックすると、上記と
同じくプログラムオブジェクト内のプログラムが判断し、継続否（No）となり入力情報確
認プログラムＳ７０６により、入力情報送信プログラムＳ７０７が起動する。
【０１３３】
　これにより、先に入力した住所/名前/Ｅ-Maiｌ（その他場合によっては、入力時間やそ
の他キーとなる情報も含まれる。また、場合によっては、入力した全部の情報だけでなく
住所/名前のように一部の情報の場合もある。）が入力情報Ｓ７１５として第2の情報処理
装置２内の情報配信・受信サーバー２１に送信され、情報処理サーバー２２が受信した後
に第2の画像データプログラム製品送信情報処理プログラム２３内にて、データが格納さ
れ、格納されたことを認識した後に、抽選を行なう。
【０１３４】
　また、場合によっては、入力情報Ｓ７１５として第２の情報処理装置２内の情報配信・
受信サーバー２１に送信され、情報処理サーバー２２が受信した後に第２の画像データプ
ログラム製品送信情報処理プログラム２３内にて抽選が行われた後に、データが格納され
てもよい。
【０１３５】
　抽選結果および新たなプログラムオブジェクトの指示情報が生成され、指示情報Ｓ７１
６としてE-SHOP.COMのキャンペーンバナー広告１２０Ｄに返信される。第2の画像データ
プログラム製品送信情報処理プログラム２３内の処理については、このキャンペーンに複
数回参加していないかどうかの重複チェックや、他のサーバーに格納されているデータと



(20) JP 4731814 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

の照合等、必要に応じてプログラムを設定すればよい。
【０１３６】
　この場合の指示情報Ｓ７１６には、具体的には、抽選結果「あたりＡ賞」/画面１２０
Ｄ、表示指示/125カード１２５の色変更およびドラック可能/カードをドラックさせ１２
８に照合させて抽選結果を顕在させる等の指示情報が含まれている。　場合によっては、
絵や図柄の情報が含まれていてもよい。
【０１３７】
　抽選結果も「はずれです」「残念です。」等の表示を設定によって任意に変えることが
できることは容易に想像できる範囲である。
【０１３８】
　これにより、指示情報Ｓ７１６を、E-SHOP.COMのキャンペーンバナー１２０Ｄ内の指示
情報受信プログラムＳ７０８が受信し、指示情報Ｓ７１６に従い、指示情報実行プログラ
ムＳ７１０が起動し、新たなプログラムオブジェクトが起動することで、E-SHOP.COMキャ
ンペーンバナー広告内における表示が１２０Ｃから１２０Ｄに変更される。
【０１３９】
　ここにおいても、ウェブページ１１０は変更されておらず、チャンス[Chance」ボタン
をクリックすると、入力情報等必要な情報のみが当該バナー広告１２０を表示しているＹ
ａｈｏｏのウェブページ１１０を運用している第1の情報処理装置Ａとはまったく独立し
た第三者（ここではE-SHOP.COMが運用者となっている。）の運用する第2の情報処理装置2
に送信され、当該情報処理装置２から返信された指示情報をE-SHOP.COMバナー広告１２０
が受信することによって、１２０Ｃから１２０Ｄのようにバナーのみ表示が変更されてい
ることができる。
【０１４０】
　さらに、この時点で、E-SHOP.COMは自社の運用する情報処理装置にＹａｈｏｏのウェブ
ページ利用者の顧客を自社のウェブページに誘導することなく、Ｙａｈｏｏのウェブペー
ジ内に表示しているバナー広告120内にて顧客情報を獲得することが可能である。
バナー広告１２０Ｄ内に表示されたカード１２５はがドラック可能であり、この場合のプ
ログラムオブジェクトには、入力情報可否プログラムＳ７０１に相当するものや入力継続
判断プログラムＳ７０４に相当するものは含まれておらず、カード１２５がドラックされ
たかどうか、カード１２５をドラックした後にバナー広告下の定められた所定のスペース
に照合されたかどうかの判断が行なわれ、照合されたときに入力情報確認プログラムＳ７
０６が照合されたことを認識し、指示情報表示プログラムＳ７１０が起動し、指示情報Ｓ
７１６により受信した抽選結果「あたり　A賞」がバナー広告１２０Ｅ内の１２８のよう
に表示される。入力継続判断プログラムＳ７１２により継続が「無い」（No）と判断され
た場合は、ＥＮＤ S７１４となる。
【０１４１】
　また、場合によっては、抽選結果「あたり　Ａ賞」表示後に、また新たな表示として、
賞品送付先住所の入力欄やリンク先、「はずれ」の場合は、再抽選等プログラムの設定に
より様々な展開をバナー内にて行うことも可能となる。
【０１４２】
　このように第４の発明では、E-SHOP.COMはYahooウェブページ内で、自社ページに転送
また、Yahooページ内での移動をすること無く、顧客データの収集が可能となり、ユーザ
ーもその場で抽選結果を確認することが可能となる。
[第５の発明の実施]
　次に第５の発明を活用した場合について説明する。前述のように、ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊ
ｐ のウェブページ１１０内に表示されたバナー広告１２０Ａは表示された時点で、ウエ
ブページ１１０は通信系統４を通じて第1の情報処理装置Ａとの通信を常時開始している
が、第2の画像データプログラム製品により作成されたE-SHOP.COMバナー広告１２０Ａは
なんら通信を行なっていない状態である。
【０１４３】
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　E-SHOP.COMバナー広告１２０Ａ内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログ
ラムに応じて、入力し、バナー広告１２０Ｃのステップまで到達したところでチャンス[C
hance」ボタン１２４をクリックすると、前述と同様に入力情報確認プログラムＳ７０６
により入力情報送信プログラムＳ７０７が起動し、第2に情報処理プログラム２内の情報
配信・受信サーバー21と通じて情報処理サーバー22との通信を開始する。
【０１４４】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、ウェブページ１１０内のE-SHOP.COMのバナ
ー広告120Ａが表示されていても、ユーザーがユーザー端末装置により、チャンス [Chanc
e」ボタン１２４をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー２１や情報処理サーバ
ー２２との通信が開始せず、バナー広告１２０Ａを表示したユーザーが全員同時にチャン
ス[Chance」ボタン１２４をクリックすることはないため、余分な通信を回避することが
でき、E-SHOP.COMバナー広告と第2の情報処理装置２との通信負荷を大幅に軽減する事が
できる。
【０１４５】
　特に、ウェブサイト来訪者数の多いウェブサイトに、ウェブサイト運用者とは別の広告
出稿主等である第三者が運用するサーバーとの双方向通信が可能な第2の画像プログラム
製品を活用することになると、常時通信をした場合に、ユーザがユーザー端末装置に第2
の画像プログラム製品を表示した回数分に相当するアクセスが情報処理サーバーに対して
発生するため、バナー広告表示先のウェブサイト運用サーバーと異なり、一時的な集中と
大量なアクセスに耐えうるだけの規模や容量を想定した情報処理サーバーが必要となる場
合には、相当な負荷がかかることが予想されるが第5の発明を適用することによってこの
ような問題が解消されるという利点がある。
【０１４６】
[第６の発明の実施]
　次に第６の発明について説明する。前述のように、ｙａｈｏｏ．ｃｏ.ｊｐウェブペー
ジ１１０内に表示されたバナー広告１２０Ａは表示された時点で、通信系統４を通じて第
１の情報処理装置Ａとの通信を常時開始しているが、
第２の画像データプログラム製品により作成されたE-SHOP.COMのバナー広告１２０はなん
ら通信を行なっていない状態である。
【０１４７】
　E-SHOP.COMバナー広告１２０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、バナー広告１２０Ｃのステップまで到達したところでチャンス[Cha
nce」ボタン１２４をクリックすると、前述と同様に入力情報確認プログラムＳ７０６に
より入力情報送信プログラムＳ７０７が初めて起動し、第2の情報処理装置２内の情報配
信・受信サーバー２１と通じて情報処理サーバー２２との通信を開始する。
【０１４８】
　これと同時に、情報処理サーバー２２内に設定された画像データプログラム製品送受信
情報処理プログラム２３がE-SHOP.COMのバナー広告１２０との通信が開始されたことを認
識し、同時にE-SHOP.COMのバナー広告１２０からのデータのみを受け付けるように予め設
定されたデータ送受信用プログラムファイルＰ２が情報処理サーバー２２から送信され、
第２の画像データプログラム製品が当該プログラムファイルＰ２を読み込む。
【０１４９】
　E-SHOP.COMのバナー広告１２０からのデータのみを受付けるような設定とは、E-SHOP.C
OMのバナー広告１２０が表示されているウェブページ１１０のドメイン名指定（この場合
はyahoo.co.jpであったり、IPでもよい）または、予めバナー広告１２０内に組み込まれ
たID等その他バナー広告１２０を特定できる固有の情報を持っていればよく、この予め設
定した特定の認識情報を持っているE-SHOP.COMのバナー広告１２０に対して、データ送受
信用プログラムファイルが送信されるように設定されていればよい。
【０１５０】
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　第６の発明によると、このプログラムファイルＰ２が情報処理サーバー２２から配信さ
れ、このファイル内に入力情報Ｓ715が格納され、さらにまた入力情報送信プログラムに
より情報処理装置に送信される。
【０１５１】
　情報処理サーバー２２は、E-SHOP.COMのバナー広告から送られてきたことを認識した後
に、初めて指示情報を生成する。
生成された指示情報はまた当該プログラムファイル内に格納され、指示情報Ｓ７１６とし
てE-SHOP.COMのバナー広告１２０に対して送信される。
E-SHOP.COMのバナー広告１２０内の、指示情報受信プログラムＳ７０８は、情報処理サー
バー２２から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報プログラ
ムＳ７０９の実行へと進み、E-SHOP.COMのバナー広告１２０Ｄおよび１２０Ｅのようにプ
ログラムオブジェクトが稼動する。
【０１５２】
　これにより、多数（例えば、１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウエブページ１１０内にE-SHOP.COM
のバナー広告１２０Ａが表示されていても、ユーザーがユーザー端末装置により、チャン
ス[Chance」ボタン１２４をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー２１や情報処
理サーバー２２との通信が開始せず、バナー広告１２０Ａを表示したユーザーが全員同時
にチャンス[Chance」ボタン１２４をクリックすることはあり得ないため、第６の発明に
よって、余分な通信を回避する事ができ、E-SHOP.COMのバナー広告１２０と第2の情報処
理装置２との間の通信負荷を大幅に軽減することができると同時に、固有のプログラムフ
ァイルでの送受信を行なうことにより、全く別の第三者から送られてくる、不正確な情報
の第２の画像データプログラム製品が送受信することを回避することができ、高度なセキ
ュリティーを保ったままで、E-SHOP.COMは第2の画像データプログラム製品６を活用して
、顧客登録キャンペーンを行ない、目的を達成することが可能である。
【０１５３】
 [実施例]
第1の画像データプログラム製品を活用した別の実施例を、図7を基に説明する。
【０１５４】
　図７は、本発明の実施における、画像データプログラム製品を株価検索サービスに活用
することにより株価を検索し自動的にリアルタイムに株価を表示している具体例を説明す
るための図である。
【０１５５】
　図７は、ある証券会社が第1の画像データプログラム製品を活用して、最新の株価情報
をポータルサイトであるＢＩＧＬＯＢＥの政治・経済コーナー（ウェブページ）の閲覧者
に対して提供しているものとする。
【０１５６】
　この場合、ｂｉｇｌｏｂｅ．ｎｅ．ｊｐ ドメインのウェブページを運用するサーバー
が図1の情報処理装置1であり、ｂｉｇｌｏｂｅ．ｎｅ．ｊｐ ドメイン内で展開される、
様々なコーナーのウェブページを構成するコンテンツと同様に、政治・経済コーナのペー
ジを構成するコンテンツを配信することができるよう情報配信・受信サーバー１１内に設
定されており、当該証券会社がサービスの目的を達成できるように制作された第1の画像
データプログラム製品も同時に当該情報処理装置１内にてBIGLOBEドメイン１３０内の「
政治・経済ページのTOPページ」（以下、「BIGLOBE政治経済TOP」という。）に表示され
るように設定されている。
【０１５７】
　さらに、情報処理サーバー１２として複数台ある情報処理装置1の一部に、第1の画像デ
ータプログラム製品からの送信データを受信し、受信したデータを処理し、処理した結果
を返信するためのソフトウェアプログラム（第1の画像データプログラム製品送信情報の
処理プログラム１３）が設定されている。
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【０１５８】
　ユーザー端末装置３の操作により、ディスプレイ装置３１には、BIGLOBE政治経済TOPが
表示されており、このページの一部に第1の画像データプログラム製品により制作された
当該証券会社の最新株価情報提供サービス-「On　Time　株価バナー」１４０が表示され
ている。
【０１５９】
　図4で表わすと、BIGLOBE政治・経済TOP１３０はウエブページ１５、On　Time　株価バ
ナー１４０Ａは画像データ５である。
On　Time　株価バナー140A内には、目的の株価を表示するための会社名、証券コードの入
力欄が表示されているが、図4で説明すると、これら入力欄141や検索ボタン142は複数の
プログラムオブジェクト50A・・・で構成されており、入力欄１４１はボタンやチェック
ボックス等の複数の入力欄が表示されていてもよい。
【０１６０】
　ユーザー端末装置３により、各プログムオブジェクト５０Ａ…の情報入力プログラムＳ
５０１の要求に応じて、ユーザーが目的としている会社名（AA株式会社）、住所(K-0012)
等を順次入力した後に検索ボタン１４２をクリックすると、入力情報可否プログラムＳ５
０２により、入力情報の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プログラ
ムＳ５０４により継続かどうか（情報入力が完了かどうか）の判断が下される。
【０１６１】
　この場合は、入力継続判断プログラムＳ５０４により、目的とする企業の株価を検索す
るための情報として、これ以上の情報入力が必要ないと判断され、入力情報送信プログラ
ムＳ507が起動し、これにより、先に入力した「会社名」や「コード」（その他場合によ
っては、入力時間やその他キーとなる情報も含まれる。
【０１６２】
　また、場合によっては、入力した全部の情報だけでなく「コード」だけのように一部の
情報の場合もある。）が入力情報Ｓ５１５として情報処理装置１内の情報配信・受信サー
バー１１に送信される。
【０１６３】
　当該入力情報Ｓ５１５を情報配信・受信サーバー１１を通じて情報処理サーバー１２が
受信した後に、第1の画像データプログラム製品送信情報処理プログラム１３内にて、デ
ータが格納され、格納された事を認識した後に、当該入力情報に含まれる、会社名/コー
ドに一致する最新の株価を情報処理サーバー１２内から抽出し、最新の株価情報と新たな
プログラムオブジェクトへの指示情報が生成され、指示情報Ｓ５１６としてのOn　Time　
株価バナー１４０Ｂに返信される。
【０１６４】
　図7で表すとおり、既存のバナー広告だと、この時点で他のURL（ドメイン）で運用され
ているウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブラウザー内で自動的に
行なわれることにより、表示変更が行なわれ、情報処理装置内で、入力したデータが正し
いかどうかの判断を行なうが、第1の画像プログラム製品で制作されたOn　Time　株価バ
ナー１４０Ａは、プログラムオブジェクト内の各プログラムにより入力内容がチェックさ
れた後に、正しいデータとして、情報処理装置１に送信される。
【０１６５】
　返信された指示情報Ｓ５１６を、On　Time　株価バナー１４０Ｂ内の指示情報受信プロ
グラムＳ５０８が受信することで、On　Time　株価バナー１４０Ｂにて入力した会社名と
コードに適応した、会社名およびどの時点での株価なのかを表す時間１４３と最新の株価
１４４がOn　Time　株価バナー140Cの通り表示される。
この場合の指示情報Ｓ５１６には、具体的には、検索結果「AA株式会社の株価」/「検索
時間」/および各情報を表示するための指示情報および、自動的に検索ボタン１４２をク
リックするための指示情報が含まれている。
【０１６６】
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　このように、情報処理装置１より返信された指示情報Ｓ５１６を指示情報受信プログラ
ムＳ５０８が受信した時に、指示情報実行プロググラムＳ５０９が起動し、指示情報内に
含まれる、会社名および検索時間１４３、株価１４４を表示するよう、指示情報表示プロ
グラムＳ５１０に指示することで、On　Time　株価バナー１４０Ｃの通り表示されている
。
【０１６７】
　また、指示情報Ｓ５１６に会社名や検索時間の他に、例えばＡＡ株式会社のＵＲＬも含
まれていて、１４３の会社名（ＡＡ株式会社）がクリック可能となるようOn　Time　株価
バナー内に設定しておく事により、当該会社のホームページにリンクし、当該会社のホー
ムページにて情報を閲覧するようになっていてもよい。
この時点で、ユーザーはBIGLOBE政治・経済TOP１３０から他のページに強制的もしくは自
動的に移動されること無く、またOn　Time　株価バナー140Ｃを含めたページ全体の再読
み込みが行なわれることも無く、第1の画像データプログラム製品を活用したOn　Time　
株価バナー１３０内にて、株価の検索および最新の株価情報の獲得が可能となる。
【０１６８】
　さらに、指示情報Ｓ５１６内に含まれる、自動的に検索ボタン１４２をクリックするた
めの指示情報により、入力継続判断プログラムＳ５１２により継続「Yes」と判断され、O
n　Time　株価バナー１４０Ｃ内で、新たなプログラムオブジェクトが起動すると同時に
、例えば３分おきに、既に入力された会社名（AA株式会社）、コード（K-0012）が新たな
入力情報として、前述同様に、確認および判断が行なわれ、情報処理装置１に送信され、
また送信された結果として情報処理装置１から最新の株価情報を含む指示情報Ｓ５１６が
返信され、返信された指示情報Ｓ５１６を指示情報受信プログラムＳ５０８が受信するこ
とで、On　Time　株価バナー１４０Ｄのように、自動的にAA株式会社の最新の株価１４６
がOn　Time　株価バナー１４０Ｄ内に表示される。
【０１６９】
　On　Time　株価バナー１４０Ｅもまた同様に、返信された当該指示情報Ｓ５１６内に含
まれる、自動起動指示により、自動的に画像データプログラム製品内の各プログラムが起
動するようになり、143（15：30）、145（15：33）、147（15：36）のように3分間隔で、
On　Time　株価バナー１４０Ｂの１４１内にて一度入力された入力情報に基づき、On　Ti
me　株価バナーと情報処理装置との間で定期的な送受信が行なわれることにより、最新の
株価が表示される。
【０１７０】
　On　Time　株価バナー１４０Ａ，１４０Ｂ、１４０Ｃ…が表示されているウェブページ
とは別に、画像データプログラム製品と情報処理装置との間のみで、双方向データ送受信
を行なうことにより、ユーザーはウェブページ内記載の他の情報を閲覧しながら、自動的
に最新の株価情報を獲得することが可能である。
【０１７１】
　また、指示情報またOn　Time　株価バナー内のプログラムの設定により1分間隔または
数秒間隔（また、数秒以下でもよい）の最新株価表示も可能である。また141内に新たな
会社名また新たなコードを入力することにより、他の会社の新たな情報を表示することも
可能である。
【０１７２】
　また、表示される株価情報１４４、１４６、１４８の最新株価情報を時系列に並べて表
すことも時系列を図で表示させることも可能である。
【０１７３】
　また、情報処理サーバー１２と他の複数の企業情報が格納された図1の第三者情報処理
サーバー１６と連動させることにより、例えば、第三者情報処理サーバー１６が帝国デー
タバンク等の企業情報の提供会社が運営するサーバーであれば、前述の入力情報である会
社名/コードを1：情報処理サーバー１２が受信し、当該会社名にあった株価以外の他の会
社情報を第三者情報処理サーバー１６から抽出し、指示情報Ｓ５１６内に株価とあわせて
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返信することにより、On　Time　株価バナー１４０内にて、株価以外の最新の会社情報を
表示することも可能である。
【０１７４】
　その結果、ユーザーはBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０内で、当該証券会社の運用す
るウェブページへの転送また、BIGLOBEページ内での移動をすること無く、最新の株価情
報の取得が可能である。
【０１７５】
　また、On　Time　株価バナー１４０がデジタル映像ページ内、例えばドラマやニュース
等の番組映像内に表示されていたとすれば、ユーザーはドラマやニュースを見ながら、目
的の会社の株価情報を検索することができ、また随時更新された最新の株価をディスプレ
イ上で閲覧することができる。
[実施例]
　前述のように、 HYPERLINK "http://www.biglobe.ne.jp/" www.biglobe.ne.jp１３０ド
メイン内のBIGLOBE政治・経済TOPページと当該ウェブページ内に表示された、On　Time　
株価バナー１４０Ａは、表示された時点で、通信系統4を通じて情報処理装置１との通信
を常時開始しているが、
第2の発明によると、第1の画像データプログラム製品により制作されたOn　Time　株価バ
ナー１４０Ａはなんら通信を行なっていない状態である。
On　Time　株価バナー１４０Ａ内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、On　Time　株価バナー１４０Ｂのステップまで到達したところで「
検索」ボタン１４２をクリックすると前述同様に入力情報確認プログラムＳ５０６により
入力情報送信プログラムＳ５０７が起動すると、初めて、入力情報送信プログラムＳ５０
７により、通信開始用の指示情報が入力情報とは別に、予め設定したあるコード値となる
ものを送信し、情報配信受信サーバー１１を通じて、情報処理サーバー１２との通信を開
始し始めるようになる。
【０１７６】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０
内のOn　Time　株価バナー１４０Ａが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置
により、「検索」ボタン１４２をクリックするまでは、情報配信受信サーバー11や情報処
理サーバー12との通信が開始せず、On　Time　株価バナー１４０Ａを表示したユーザーが
全員同時に「検索」ボタン１４２をクリックすることはあり得ないため、第2の発明によ
って、余分な通信を回避することができ、On　Time　株価バナーと情報処理装置との通信
負荷を大幅に軽減する事ができる。
[実施例]
　前述のように、 HYPERLINK "http://www.biglobe.ne.jp/" www.biglobe.ne.jp　ドメイ
ン内のBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０と当該ウェブページ内に表示されたOn　Time　
株価バナー１４０Ａは表示された時点で、通信系統４を通じて情報処理装置との通信を常
時開始しているが、
第3の発明によると、ウェブページ１３０は通信を開始していても、第1の画像データプロ
グラム製品により制作されたOn　Time　株価バナー１４０はなんら通信を行なっていない
状態である。
【０１７７】
　On　Time　株価バナー１４０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、On　Time　株価バナー１４０Ｂのステップまで到達したところで「
検索」ボタン１４２をクリックすると前述同様に入力情報確認プログラムＳ５０６により
入力情報送信プログラムＳ５０７が起動すると、通信開始用の指示情報が入力情報とは別
に、予め設定したあるコード値となるものを送信し、情報配信受信サーバー１１を通じて
、情報処理サーバー１２との通信を開始し始めるようになる。
【０１７８】
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　これと同時に、情報処理サーバー１２内に設定された画像データプログラム製品送受信
情報処理プログラム１３との通信が開始されたことを認識し、同時にOn　Time　株価バナ
ー１４０からのデータのみ受付けるように設定されたデータ送受信用プログラムファイル
Ｐ１が起動する。
On　Time　株価バナー１４０からのデータのみ受付けるように設定するには、On　Time株
価バナー１４０が表示されているウェブページのドメイン名指定（この場合はbiglobe.ne
.jp  であったり、IPでもよい）また、予めバナー内に組み込まれたID等その他On　Time
　株価バナーを特定もしくは識別できる固有の情報を持たせておいてもよく、この特定の
情報に基づいてデータ送受信用プログラムファイルＰ１が送信されるように設定されてい
ればよい。
【０１７９】
　また、On　Time　株価バナーがプログラムファイルを情報処理装置１から読み込む際に
は、プログラムファイルの配信場所また当該バナーの専用プログラムファイルであること
が識別できるよう、固有のIPまたはドメイン名もしくは、IDもしくは特定の識別できる固
有の情報をプログラムファイル内に持たせることにより、専用のプログラムファイルのみ
読み込むことができるように設定されていればよい。
【０１８０】
　第3の発明によると、このプログラムファイルが情報処理サーバー１２から送信される
と同時に、画On　Time　株価バナー１４０がこのファイルを読み込み、当該プログラムフ
ァイル内に入力情報Ｓ５１５が格納され、さらにまた入力情報送信プログラムＳ５０７に
より情報処理装置１に送信される。
【０１８１】
　情報処理サーバー１２は、On　Time　株価バナー１４０から送られてきたことをこの当
該プログラムファイルを受信することで認識し、初めて指示情報を生成する。
生成された指示情報はまた当該プログラムファイル内に格納され、指示情報Ｓ５１６とし
てOn　Time　株価バナー１４０に対して送信される。
On　Time　株価バナー１４０内の、指示情報受信プログラムＳ５０８は、情報処理サーバ
ー１２から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報プログラム
の実行へと進み、On　Time　株価バナー140Ｃまたは１４０Ｄのようにプログラムオブジ
ェクトが稼動することで、ユーザーの目的にあった最新の株価情報を表示および自動再検
索を行なう。
【０１８２】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０
内のOn　Time　株価バナー１４０Ａが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置
により、「検索」ボタン１４２をクリックするまでは、情報配信受信サーバー11や情報処
理サーバー12との通信が開始せず、On　Time　株価バナー１４０Ａを表示したユーザーが
全員同時に「検索」ボタン１４２をクリックすることはあり得ないため、第3の発明によ
って、余分な通信を回避する事ができ、On　Time　株価バナー１４０Ａと情報処理装置１
との通信負荷を大幅に軽減することができると同時に、固有のプログラムファイルでの送
受信を行なうことにより、全く別の第三者から送られてくる、不正確な情報の第1の画像
データプログラム製品が送受信することを回避することができ、高度なセキュリティーを
保ったままで、当該証券会社は第1の画像データプログラム製品を活用して、最新の株価
情報をユーザーに提供することができ、目的を達成することが可能である。
[実施例]
　第2の画像データプログラム製品を活用した場合について図7を基に説明する。
【０１８３】
　図7はある証券会社が第2の画像データプログラム製品を活用して、最新の株価情報をポ
ータルサイトであるＢＩＧＬＯＢＥの政治・経済コーナーのウェブページにおけるTOPペ
ージ（以降、「BIGLOBE政治・経済TOP」という。）の閲覧者に対して提供しているもので
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ある。
【０１８４】
　第４の発明によれば、第2の画像プログラム製品を表示しているウェブページを運用す
るサーバー以外の第三者サーバー（主に、第2の画像プログラム製品を活用してバナー広
告を掲載する広告主が運用するサーバー）と、第2の画像プログラム製品を活用して制作
されたバナーのみとの通信（入力情報Ｓ７１５や指示情報Ｓ７１６の送受信）が可能とな
る。
【０１８５】
　第４の発明を図5で説明すると、 HYPERLINK "http://www.biglobe.ne.jp/" www.biglob
e.ne.jp ドメインのウェブページを運用するサーバーが図2の第1の情報処理装置Ａであり
、biglobe.ne.jpドメインのページを構成するコンテンツ（BIGLOBE政治・経済コーナーの
ウェブページを構成するコンテンツも含まれる。）を配信することができるよう情報配信
・受信サーバーＡ1が第１の情報処理装置Ａ内に設定されており、On　Time　株価バナー
が当該サービスの目的を達成できるように制作された第1の画像データプログラム製品も
同時に第1の情報処理装置Ａ内にてBIGLOBE政治・経済TOPのページ１３０に表示されるよ
うに設定されている。
【０１８６】
　さらに、第2の情報処理装置2は、On　Time　株価バナーが運用するためのドメインに連
動されているか、もしくは第2の画像データプログラム製品との間で、データの送受信お
よび送信データ処理をすることを可能にするために設定された、biglobe.ne.jpドメイン
を運用もしくは、当該ウェブページを構成するコンテンツを配信するための情報処理装置
以外の第2の画像データプログラム製品専用（もしくは兼用）の情報処理装置であり、当
該情報処理サーバーとして１台または複数台ある情報処理装置の一部に、第2の画像デー
タプログラム製品からの送信データを受信し、受信したデータを処理し、処理した結果を
返信するためのソフトウェアプログラム（第2の画像データプログラム製品送信情報の処
理プログラム２３）が設定されている。
【０１８７】
　ユーザー端末装置の操作により、ディスプレイ装置３１にBIGLOBE政治・経済TOPページ
１３０が表示されており、ページの一部に第2の画像プログラム製品により制作されたOn
　Time　株価バナー１４０Ａが表示されている。
【０１８８】
　図5で表わすと、ディスプレイ装置31内のウエブページＡ２がBIGLOBE政治・経済TOPペ
ージ１３０、画像データ６が：On　Time　株価バナー１４０である。
【０１８９】
　株価バナー１４０Ａ内には、目的の株価を表示するための会社名、証券コードの入力欄
が表示されているが、
図５で説明すると、これら入力欄１４１や検索ボタン１４２は複数のプログラムオブジェ
クト50Ａ・・・で構成されている。
【０１９０】
　また、場合によっては、入力欄にボタンやチェックボックス等の複数の他の入力欄が表
示されていてもよい。
【０１９１】
　ユーザー端末装置により、各プログムオブジェクトの情報入力プログラムの要求に応じ
て、ユーザーが目的としている会社名（AA株式会社）、住所(K-0012)を順次入力した後に
検索ボタン１４２をクリックすると、入力情報可否プログラムＳ７０２により、入力情報
の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プログラムＳ７０４により継続
かどうか（情報入力が完了かどうか）の判断が下される。
【０１９２】
　この場合は、入力継続判断プログラムＳ７０４により、目的とする企業の株価を検索す
るための情報として、これ以上の情報入力が必要ないと判断され、入力情報送信プログラ
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ムＳ７０７が起動し、これにより、先に入力した「会社名」や「コード」（その他場合に
よっては、入力時間やその他キーとなる情報も含まれる。また、場合によっては、入力し
た全部の情報だけでなく「コード」だけのように一部の情報の場合もある。）が入力情報
Ｓ７１５として第２の情報処理装置２内の情報受信・返信サーバー２１に送信される。
【０１９３】
　当該入力情報を当該証券会社が運用する情報処理サーバー２２が受信した後に情報処理
サーバー２２内の第2の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム２３内にて
、データが格納され、格納されたことを認識した後に、当該入力情報に含まれる、会社名
/コードに一致する最新の株価を情報処理サーバー２２内から抽出し、最新の株価情報と
新たなプログラムオブジェクトへの指示情報が生成され、指示情報Ｓ７１６としてのOn　
Time　株価バナー140Ｂに返信される。
返信された指示情報Ｓ７１６を、On　Time　株価バナー１４０Ｂ内の指示情報受信プログ
ラムＳ７０８が受信することで、On　Time　株価バナー１４０Ｂにて入力した会社名とコ
ードに適応した、会社名およびどの時点での株価なのかを表す時間１４３と最新の株価１
４４がOn　Time　株価バナー１４０Ｃの通り表示される。
【０１９４】
　第４の発明によれば、図7で表すとおり、既存のバナー広告だと、この時点で他のURL（
ドメイン）で運用されているウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブ
ラウザー内で自動的に行なわれることにより、表示変更が行なわれ、第2の情報処理装置
２内で、入力したデータが正しいかどうかの判断を行なうが、第1の画像プログラム製品
で制作されたOn　Time　株価バナー１４０Ａは、プログラムオブジェクト内の各プログラ
ムにより入力内容がチェックされた後に、正しいデータとして、第2の情報処理装置2に送
信される。
【０１９５】
　この場合の指示情報Ｓ７１６には、具体的には、検索結果「AA株式会社の株価」/「検
索時間」/および各情報を表示するための指示情報および、自動的に検索ボタン142をクリ
ックするための指示情報が含まれている。
【０１９６】
　そのため、第2の情報処理装置２より返信された指示情報を指示情報受信プログラムＳ
７０８が受信した時に、指示情報実行プロググラムＳ７０９が起動し、指示情報内に含ま
れる、会社名および検索時間１４３、株価１４４を表示するよう、指示情報表示プログラ
ムＳ710に指示することで、On　Time　株価バナー140Cの通り表示される。
【０１９７】
　また、指示情報Ｓ５１６に会社名や検索時間の他に、例えばＡＡ株式会社のＵＲＬも含
まれていて、１４３の会社名（ＡＡ株式会社）がクリック可能となるようOn　Time　株価
バナー内に設定しておく事により、当該会社のホームページにリンクし、当該会社のホー
ムページにて情報を閲覧するようになっていてもよい。
【０１９８】
　この時点で、ユーザーはBIGLOBE政治・経済TOPから他のページに強制的もしくは自動的
に移動されること無く、またOn　Time　株価バナー140Ｃを含めたページ全体の再読み込
みが行なわれることも無く、第2の画像データプログラム製品を活用したOn　Time　株価
バナー１４０内にて、株価の検索や最新の株価情報などの獲得が可能となる。
【０１９９】
　さらに、指示情報Ｓ７１６内に含まれる、自動的に検索ボタン１４２をクリックするた
めの指示情報により、入力継続判断プログラムＳ７１２により継続「Yes」と判断され、O
n　Time　株価バナー１４０Ｃ内で、新たなプログラムオブジェクトが起動すると同時に
、例えば、３分おきに、既に入力された会社名（AA株式会社）、コード（K-0012）が新た
な入力情報として、前述同様に、確認および判断が行なわれ、第2の情報処理装置２に送
信され、また送信された結果として第2の情報処理装置２から最新の株価情報を含む指示
情報が返信され、返信された指示情報を指示情報受信プログラムが受信することで、On　
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Time　株価バナー１４０Ｄのように、自動的にAA株式会社の最新の株価１４６がOn　Time
　株価バナー１４０Ｄ内に表示される。
【０２００】
　On　Time　株価バナー１４０Ｅもまた同様に、返信された当該指示情報に内に含まれる
、自動起動指示により、自動的に画像データプログラム製品内の各プログラムが起動する
ようになり、時刻１４３（１５:３０）、１４５（１５:３３）、１４７（１５:３６）の
ように3分間隔で、On　Time　株価バナー１４０Ｂの１４１内にて一度入力された入力情
報に基づき、On　Time　株価バナーと情報処理装置との間で定期的な送受信が行なわれる
ことにより、最新の株価が表示される。
【０２０１】
　On　Time　株価バナーが表示されているウェブページとは別に、第2の画像データプロ
グラム製品と第2の情報処理装置との間のみで、双方向データ送受信を行なうことにより
、ユーザーはウェブページ内記載の他の情報（この場合はBIGLOBE政治・経済TOPページ記
載の情報）を閲覧しながら、自動的に最新の株価情報を獲得することが可能である。
【０２０２】
　また、指示情報またはOn　Time　株価バナー１４０内のプログラムの設定により1分間
隔また数秒間隔（数秒いないでもよい）での最新株価の表示も可能である。また141内に
新たな会社名または新たなコードを入力することにより、他の会社の新たな情報を表示す
ることも可能である。
【０２０３】
　また、表示される株価１４４、１４６、１４８の最新株価情報を時系列に並べてで表す
ことも可能であり、時系列の図で表示させることも可能である。
【０２０４】
　また、検索した順番に、複数の会社の最新株価情報および更新情報を同時に表示するこ
とも可能である。
【０２０５】
　また、情報処理サーバー２２と他の複数の企業情報が格納された図1の第三者情報処理
サーバー１６のように、他の情報処理サーバーと連動させることにより、例えば、帝国デ
ータバンク等の企業情報の提供会社が運営するサーバーであれば、前述の入力情報である
会社名/コードを２１：情報処理サーバーが受信し、当該会社名にあった株価以外の他の
会社情報を第三者情報処理サーバーから抽出し、指示情報Ｓ７１６内に株価とあわせて返
信することにより、On　Time　株価バナー１４０内にて、株価以外の最新の会社情報を表
示することも可能となる。
【０２０６】
　結果として、ユーザーはBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０内で、当該証券会社の運用
するウェブページへの転送やBIGLOBEページ内での移動をすること無く、最新の株価情報
の取得が可能となり、On　Time　株価バナー１４０がデジタル映像ページ内、例えばドラ
マやニュース等の番組映像内に表示されていたとすれば、ユーザーはドラマやニュースを
見ながら、目的の会社の株価情報を検索することができ、また随時更新された最新の株価
をディスプレイ上で閲覧する事ができるようになる。
【０２０７】
　[実施例]
　第５の発明を活用した場合について説明する。前述のように、ｂｉｇｌｏｂｅドメイン
内のBIGLOBE政治・経済TOPページ１３０と当該ウェブページ内に表示されたOn　Time　株
価バナー１４０Ａは表示された時点で、通信系統4を通じて第1の情報処理装置Ａとの通信
を常時開始しているが、
第5の発明によると、当該ウェブページ１３０は通信を開始しているが第2の画像データプ
ログラム製品により制作されたOn　Time　株価バナー１４０は、第2の情報処理装置2とな
んら通信を行なっていない状態である。
【０２０８】
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　On　Time　株価バナー１４０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、On　Time　株価バナー140Bのステップまで到達したところで「検索
」ボタン１４２をクリックすると、前述同様に入力情報確認プログラムＳ７０６により入
力情報送信プログラムＳ707が起動し、初めて、入力情報送信プログラムＳ７０７により
、通信開始用の指示情報が入力情報とは別に、予め設定したコード値を送信し、情報受信
・返信サーバー２１を通じて、情報処理サーバー２２との通信を開始する。
【０２０９】
　これにより、多数（例えば１０，０００あるいは１００,０００端末）のユーザー端末
装置によりアクセス可能な状態となるが、同時にウェブページ１３０内のOn　Time　株価
バナー１４０Ａ が表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置により、「検索」
ボタン１４２をクリックするまでは、情報受信・返信サーバー２１や情報処理サーバー２
２との通信が開始せず、On　Time　株価バナー１４０Ａを表示したユーザーが全員同時に
「検索」ボタン１４２をクリックすることは通常ではあり得ないので、第５の発明によっ
て、余分な通信を回避する事ができ、On　Time　株価バナーと第2の情報処理装置２との
通信負荷を大幅に軽減することができる。
【０２１０】
　特に、来訪者数の多いポータルサイトと呼ばれる媒体者のウェブサイトに、ウェブサイ
ト運用者とは別の広告出稿主等である第三者が運用するサーバーとの双方向通信が可能な
第2の画像プログラム製品を活用することになると、常時通信をした場合に、ユーザがユ
ーザー端末装置に第2の画像プログラム製品を表示した回数分に相当するアクセスが第2の
情報処理装置２１に対して発生するため、バナー広告表示先（この場合はBIGLOBE）のウ
ェブサイト運用サーバーと異なり、一時的な集中かつ大量なアクセスに耐えうるだけの規
模や容量を想定した情報処理サーバーを必要としないなどの利点がる。
【０２１１】
　[実施例]
　第６の発明を活用した場合について説明する。
【０２１２】
　前述のように、ｂｉｇｌｏｂｅ１３０ドメイン内のBIGLOBE政治・経済TOPページと当該
ウェブページ内に表示されたOn　Time　株価バナー１４０Ａは表示された時点で、通信系
統４を通じて第1の情報処理装置Ａとの通信を常時開始しているが、
第6の発明によると、ウェブページ１３０は通信を開始していても、第2の画像データプロ
グラム製品により制作されたOn　Time　株価バナー１４０は当該証券会社が運用する第2
の情報処理装置2となんら通信を行なっていない状態である。
【０２１３】
　On　Time　株価バナー１４０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、On　Time　株価バナー１４０Ｂのステップまで到達したところで「
検索」ボタン１４２をクリックすると、前述同様に、入力情報確認プログラムＳ７０６に
より入力情報送信プログラムＳ７０７が起動し、通信開始用の指示情報が入力情報とは別
に、予め設定したあるコード値を送信し、情報受信・返信サーバー２１を通じて、情報処
理サーバー２２との通信を開始する。
【０２１４】
　これと同時に、情報処理サーバー２２内に設定された第2の画像データプログラム製品
送受信情報の処理プログラム２３との通信が開始されたこと事を認識し、同時On　Time　
株価バナー１４０からのデータのみを受け付けるように設定されたデータ送受信用プログ
ラムファイルＰ２が起動する。
【０２１５】
　On　Time　株価バナー１４０からのデータのみを受け付けるように設定するには、On　
Time　株価バナー１４０が表示されているウェブページ１３０のドメイン名指定（この場
合はbiglobe.ne.jp  やIPでもよい）や予めバナー内に組み込まれたID等その他On　Time
　株価バナー１４０を特定もしくは識別できる固有の情報を持たせておき、この特定の情
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報に基づいてデータ送受信用プログラムファイルＰ２が送信されるように設定されていれ
ばよい。
【０２１６】
　On　Time　株価バナー１４０がプログラムファイルＰ２を第2の情報処理装置2から読み
込む際には、プログラムファイルの配信場所や当該バナーの専用プログラムファイルであ
ることが識別できるよう、固有のIP、ドメイン名もしくは、IDもしくは特定の、識別でき
る固有の情報をプログラムファイル内に持たせることにより、専用のプログラムファイル
Ｐ２しか読み込むことができないよう設定されていればよい。
【０２１７】
　第6の発明によると、このプログラムファイルが情報処理サーバー２２から送信される
と同時に、On　Time　株価バナー１４０がこのファイルを読み込み、当該プログラムファ
イル内に入力情報Ｓ７１５が格納され、さらにまた入力情報送信プログラムにより第2の
情報処理装置に送信される。
【０２１８】
　情報処理サーバー２２は、On　Time　株価バナーから送られてきたことをこの当該プロ
グラムファイルを受信することで認識し、初めて指示情報を生成する。
【０２１９】
　生成された指示情報は、また当該プログラムファイル内に格納され、指示情報Ｓ７１６
としてOn　Time　株価バナー１４０に送信される。
On　Time　株価バナー１４０内の、指示情報受信プログラムＳ７０８は、情報処理サーバ
ー２２から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報プログラム
の実行へと進み、On　Time　株価バナー１４０Ｃ、１４０Ｄのようにプログラムオブジェ
クトが稼動することで、ユーザーの目的にあった最新の株価情報を表示また自動再検索を
行なうこととなる。
【０２２０】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１３０内のOn　Time　
株価バナー１４０Ａが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置により、「検索
」ボタン１４２をクリックするまでは、情報受信・返信サーバー２１や情報処理サーバー
２２との通信が開始せず、On　Time　株価バナー１４０Ａを表示したユーザーが全員同時
に「検索」ボタン142をクリックすることは通常ではあり得ないため、第６の発明によっ
て、余分な通信を回避する事ができ、On　Time　株価バナー１４０Ａと情報処理装置との
通信負荷を大幅に軽減することができると同時に、固有のプログラムファイルでの送受信
を行なうことにより、全く別の第三者から送られてくる、不正確な情報の第2の画像デー
タプログラム製品が送受信することを回避することができ、高度なセキュリティーを保っ
たままで、当該証券会社は第2の画像データプログラム製品を活用して、最新の株価情報
をユーザーに提供することができ、所定の目的を達成することが可能である。
【０２２１】
　[実施例]
　本発明の別の実施の形態によれば、第1の画像データプログラム製品を活用した場合に
ついて図8を基に説明する。
【０２２２】
　図8はパソコン通販のDELL（Dell Inc. 商標登録であり、以下同様）が第1の画像データ
プログラム製品を活用して、キャンペーン対象商品であるパソコンの情報提供と販売サー
ビスをポータルサイトであるinfoseekのパソコン・携帯コーナー（ウェブページ）の閲覧
者に対して提供しているものを想定したものである。
【０２２３】
　この場合、ｉｎｆｏｓｅｅｋ.　ｃｏ.　ｊｐ. ドメインのウェブページを運用するサー
バーが図1の情報処理装置1であり、ｉｎｆｏｓｅｅｋ.　ｃｏ.　ｊｐ. ドメイン内で展開
される、様々なコーナーのウェブページを構成するコンテンツと同様に、パソコン・携帯
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コーナのページを構成するコンテンツを配信することができるよう情報配信受信サーバー
１１内に設定されており、DELLがサービスの目的を達成できるように制作された第1の画
像データプログラム製品も同時に当該情報処理装置内にてinfoseekドメイン内のパソコン
・携帯ページのTOPページ150（以降、「infoseeｋ　パソコン・携帯TOP」という。）に表
示されるように設定されている。
【０２２４】
　さらに、情報処理サーバー１２として複数台（一台でもよい）ある情報処理装置の一部
に、第1の画像データプログラム製品からの送信データを受信し、受信したデータを処理
し、処理した結果を返信するためのソフトウェアプログラム（第1の画像データプログラ
ム製品送信情報の処理プログラム13）が設定されている。
【０２２５】
　ユーザー端末装置３の操作により、ディスプレイ装置31にinfoseekパソコン・携帯ＴＯ
Ｐ150が表示されており、ページの一部には第1の画像データプログラム製品により制作さ
れたＤＥＬＬのキャンペーン対象商品であるパソコンの情報提供と販売サービスバナー（
以下「情報提供・販売バナー」という。）160Aが表示されている。
【０２２６】
　図4で表わすと、infoseeｋ　パソコン・携帯TOP がウェブページ（デジタル映像ページ
）１５、情報提供・販売バナーが画像データ５である。
情報提供・販売バナー１６０Ａ内には、当該バナーで購入することができるパソコン（商
品）の最新情報１６２と、商品を選択できるラジオボタン１６１、また詳細説明を当該バ
ナー上に表示する指示を出すための［詳細説明]ボタン１６２、選択した商品を購入する
ための画面を当該バナー上に表示するための指示を出すための購入ボタン１６３が表示さ
れている。
【０２２７】
　図4で説明すると、商品の最新情報１６２、これら商品選択用ラジオボタン１６１や［
詳細説明]ボタン１６２、購入ボタン１６３は複数のプログラムオブジェクト50A・・・で
構成されている。
【０２２８】
　また、場合によって、入力欄は１個または複数のボタンやチェックボックス等で構成さ
れていてもよい。
【０２２９】
　情報提供・販売バナー１６０Ｂにおいてユーザー端末装置３により、各プログムオブジ
ェクトの情報入力プログラムの要求に応じて、ユーザーが目的としている商品を選択し１
６２、［詳細説明]ボタン１６６をクリックすると、入力情報可否プログラムＳ５０２に
より、入力情報の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プログラムＳ５
０４により継続かどうか（情報入力が完了かどうか）の判断が下される。
この場合は、入力継続判断プログラムＳ５０４により、目的とする商品の詳細情報を検索
するための情報として、これ以上の情報入力が必要ないと判断され、入力情報送信プログ
ラムＳ５０７が起動し、これにより、先に入力した商品名（目的としている商品コードで
もよい。その他場合によっては、入力時間やその他キーとなる情報も含まれる。また、場
合によっては、入力した全部の情報だけでなく「コード」だけのように一部の情報の場合
もある。）が入力情報Ｓ５１５として情報処理装置内１の情報配信・受信サーバー１１に
送信される。
【０２３０】
　当該入力情報を情報処理サーバー１２が受信した後に、第1の画像データプログラム製
品送信情報の処理プログラム１３内にて、データが格納され、格納されたことを認識した
後に、当該入力情報に含まれる、商品名もしくは商品名を判断できるコードの場合はその
コードに一致する最新の商品情報および商品の画像を情報処理サーバー12内から抽出し、
当該抽出情報と新たなプログラムオブジェクトへの指示情報が生成され、指示情報Ｓ５１
６としての情報提供・販売バナー１６０Ｂに返信される。
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【０２３１】
　また、場合によっては、予め当該バナー内にて商品内容、商品を表す画像が組み込まれ
ていて［詳細説明]ボタン１６６をクリックすると、入力継続判断プログラムＳ５０４の
判断により継続「Ｙｅｓ」と判断され、新しいプログラムオブジェクトを起動させて、デ
ータの送受信を行なわず選択した商品の情報を当該バナー内に表示してもよい。
【０２３２】
　図８で表わすとおり、既存のバナーだと、この時点で他のURL（ドメイン）で運用され
ているウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブラウザー内で自動的に
行なわれることにより、表示変更が行なわれ、情報処理装置１内で、入力したデータが正
しいかどうかの判断を行なうが、第1の画像プログラム製品で制作された情報提供・販売
バナー１６２は、プログラムオブジェクト内の各プログラムにより入力内容がチェックさ
れた後に、正しいデータとして、情報処理装置に送信される。
【０２３３】
　返信された指示情報Ｓ５１６を、情報提供・販売バナー１６０Ｂ内の指示情報受信プロ
グラムが受信することで、情報提供・販売バナー１６０Ｂにて選択した商品に基づいて、
情報提供・販売バナー１６０Ｃのように、商品画像１６８、商品詳細説明１６９、［戻る
]ボタン１７０、購入する場合に必要な画面への進むための購入ボタンが表示される。
【０２３４】
　この場合の指示情報Ｓ５１６には、具体的には、各種情報や画像を表示するための指示
情報が含まれている。
【０２３５】
　また場合によっては、商品画像１６９だけでなく各種ボタンを表す画像が含まれていて
もよい。
【０２３６】
　よって、情報処理装置１より返信された指示情報Ｓ５１６を指示情報受信プログラムＳ
５０８が受信した時に、指示情報実行プロググラムＳ５０９が起動し、指示情報Ｓ５１６
内に含まれる、各種画像や情報が表示されるよう、指示情報表示プログラムＳ５１０に指
示することで、情報提供・販売バナー１６０Ｃが表示される。
【０２３７】
　また、場合によっては、情報処理サーバー１２内で在庫状況をチェックし、在庫状況を
指示情報Ｓ５１６に返信することにより、最新の在庫状況を表示することもできるし、価
格が変動していれば、その価格状況もあわせて返信することにより、最新の価格もリアル
タイムに表示することができる。
【０２３８】
　第１の発明によれば、この時点で、ユーザーはinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０か
ら他のページに強制的もしくは自動的に移動されること無く、また情報提供・販売バナー
１４０Ｃを含めたページ全体の再読み込みが行なわれること無く、第1の画像データプロ
グラム製品を活用した情報提供・販売バナー１６２内にて、最新の情報の提供と詳細の情
報提供が可能となる。
【０２３９】
　さらに、指示情報Ｓ５１６内に、自動的に選択した商品の情報を情報処理装置１に送信
する指示情報が含まれていた場合は、他のユーザーが購入することで減っていく在庫状況
が自動的に変更されたり、また商品が無くなった場合には新たな代替商品の詳細を表示す
ることもできる。
【０２４０】
　情報提供・販売バナー１６０Ｄは、情報提供・販売バナー１６０Ｃにてユーザーが当該
選択商品を購入することを決定し、購入ボタン１７１をクリックしたことにより、予め当
該バナーに設定してあった新たなプログラムオブジェクトが起動し、選択した商品名１７
２、購入のための決済情報入力欄１７３、前ステップ１６０Ｃに戻るための［戻る］ボタ
ン１７４と次のプログラムオブジェクトを起動させるための［次へ］ボタン１７５が予め
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当該バナーに設定され、これらが表示されているものである。
【０２４１】
　ユーザー端末装置により各プロググラムオブジェクトの情報入力プログラムの要求に応
じて名前（ＡＡＡＢＢＢＣ）、住所（ＫＫＫＤＤＤ）、電話、カード会社名、カード、有
効期限を入力し、［
次へ］ボタン１７５をクリックすると
情報入力可否プログラムにより、入力情報の可否が判断され、入力情報が正しい（Ｙｅｓ
）の場合は入力継続判断プログラムＳ５０４により入力継続の判断が行なわれ、この場合
は入力継続（Ｙｅｓ）と判断され、入力情報を表示するための新たなプログラムオブジェ
クトが起動する。
【０２４２】
　これにより情報提供・販売バナー１６０Ｅには情報提供・販売バナー１６０Ｄにて入力
された情報が目視にて確認できるように表示され、［戻る]ボタン１７７と決済ボタン１
７８が表示されていて、このプログラムオブジェクトには、情報入力プログラムＳ５０１
と入力情報確認プログラムＳ５０６にて構成されていてもよい。
ユーザーが目視にて、入力情報を確認することでもし間違っていたら［戻る]ボタン１７
７をクリックすることにより、情報提供・販売バナー１６０Ｄに戻り再入力することもで
きる。
【０２４３】
　次に、ユーザーが決済ボタン１７８をクリックすることにより、情報入力プログラムＳ
５０１から情報入力確認プログラムＳ５０６により、入力情報を認識し、入力情報送信プ
ログラムＳ５０７が起動することにより、当該決済情報が新たな入力情報Ｓ５１５として
情報処理装置内１の情報配信・受信サーバー１１に送信される。
【０２４４】
　送信される情報の中には、入力情報だけでなく、選択商品の金額や、場合によっては決
済ボタン１７８をクリックした時点の日時等が含まれる場合もある。
当該入力情報を情報処理サーバー１２が受信した後に、第1の画像データプログラム製品
送信情報の処理プログラム１３内にて、データが格納され、格納されたことを認識した後
に、カード決済情報に基づいた決済処理がされて、決済の結果が生成され、新たな指示情
報Ｓ５１６として、情報提供・販売バナー１６０Ｅに返信される。
返信された指示情報Ｓ５１６を指示情報受信プログラムＳ５０８が受信し、指示情報実行
プログラムＳ５０９が起動することにより指示情報表示プログラムＳ５１０が起動し、情
報提供・販売バナー１６０Ｆのように、情報提供・販売バナー内に購入したユーザーに対
するＤＥＬＬ側のコメント１８１や決済結果情報１７９として、承認日（2003/11/20）や
商品番号、承認金額が表示される。
【０２４５】
　この場合の指示情報Ｓ５１６には、コメント１８１、決済結果情報１７９の他に、160
Ｆにて表示するための指示情報も含まれていることになる。
【０２４６】
　また、情報提供・販売バナー１６０Ｅにて決済ボタン１７８をクリックし、情報処理装
置１に入力情報Ｓ５１５が送信され決済処理を情報処理サーバー１２内で行ったときに、
有効期限が無効/カードが無効/決済金額が利用限度額を超えている等の理由によりカード
決済が承認できないと判断した場合は、情報処理装置１から返信される指示情報Ｓ５１６
には、決済無効な旨通知するコメントや決済無効な旨表示するための決済結果情報１７９
が含まれている。
【０２４７】
　この場合は、［戻る]ボタン１８０をクリックすると再度決済情報を入力するステップ
の報提供・販売バナー１６０Ｄに戻るよう設定されていてもよい。
また、ある場合においては、再度また報提供・販売バナー１６０Ａのような最初のステッ
プに戻してもよい。
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【０２４８】
　また、ある場合においては、付属品やその他のサービスを購入するための商品情報の表
示や選択できるラジオボタンが表示されるように予め、情報提供・販売バナーに設定して
置くことにより、関連商品の販売に繋げてもよい。
【０２４９】
　また、図1の第三者情報処理サーバー１６がカード会社の決済処理サーバーである場合
は、カード会社の決済サーバーと複数台連動させることにより、情報提供・販売バナー１
６０Ｅの時点で決済ボタン１７８をクリックすると、決済情報としての入力情報Ｓ５１５
を情報処理サーバー１２が受信した後に、第1の画像データプログラム製品送信情報の処
理プログラム１３内にて、データが格納され、格納されたことを認識した後に、通信系統
４を通じて、カード会社の決済処理サーバーである第三者情報処理サーバー１６に送信さ
れ、決済結果が情報処理サーバー１２に返信されるようになり、この決済結果が決済結果
情報１７９に表示されるようになり、複数のカード会社の決済機能と連動させることも可
能となる。
【０２５０】
　また、別の場合では、コンビニエンスストアやインターネットバンキングとも同様に連
動させることにより、カードを使用する場合だけで無く、他の様々な決済手段により、第
１の画像プログラム製品を活用した当該バナーにて、商品を購入することが可能となる。
【０２５１】
　第１の発明を上記パソコンの情報提供と販売サービスをポータルサイトのパソコン・携
帯コーナー（ウェブページ）の閲覧者に対して提供することにより、結果として、ユーザ
ーはinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０ページ内で、ＤＥＬＬの運用するウェブページ
への転送また、infoseekページ内での移動をすること無く、最新の情報の収集や、最新情
報に基づいた商品やサービスの購入ができることになる。
【０２５２】
　また、DELL側にとっては、一つのバナー内で、最新の情報を提供することができ、さら
にユーザーにストレスを与えること無く商品やサービスの販売が可能となり、売上増加が
見込めることが可能である。
【０２５３】
　また、情報提供・販売バナーがデジタル映像ページ内、例えばドラマやニュース等の番
組映像内に表示されていたとすれば、ユーザーはドラマやニュースを見ながら、最新の情
報を収集し、購入することができるし、通販番組であれば、番組内で説明している商品を
、コールセンターに電話することで購入する必要が無く、番組を見ながら番組を表示して
いるユーザー端末装置による当該バナーへの入力を行なうことにより、購入することがで
きるようになる。
【０２５４】
　infoseekのようなウェブサイト運用者またデジタル映像ページを提供する番組提供者側
にすれば、当該バナーを表示しているページや番組から移動する必要がないため、ウェブ
ページの滞在時間の増加が見込め、番組提供者とすれば視聴率の増加にも繋がる。
【０２５５】
　[第２の発明への適用例]
　第２の発明に適用した場合について説明する。前述のように、infoseek.co.jpドメイン
内のinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰページ150と当該ウェブページ内に表示された情報提
供・販売バナー１６０Aは表示された時点で、通信系統４を通じて情報処理装置との通信
を常時開始しているが、
第2の発明によると、当該ウェブページ１５０は通信を開始しているが第1の画像データプ
ログラム製品により制作された情報提供・販売バナー１６０はなんら通信を行なっていな
い状態である。
【０２５６】
　情報提供・販売バナー１６０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
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ムに応じて、入力し、情報提供・販売バナー１６０Ｂのステップまで到達したところで［
詳細説明]ボタン１６６をクリックすると前述同様に入力情報確認プログラムにより入力
情報送信プログラムＳ５０７が起動し、初めて、入力情報送信プログラムＳ５０１により
、通信開始用の指示情報が入力情報とは別に、予め設定したあるコード値を送信し、情報
配信・受信サーバー１１を通じて、情報処理サーバー１２との通信を開始する。
【０２５７】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１５０内の情報提供・
販売バナー１６０Ａ　が表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置により、［詳
細説明]ボタン１６６をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー１１や情報処理サ
ーバー１２との通信が開始せず、情報提供・販売バナー１６０Aを表示したユーザーが全
員しかも同時に［詳細説明]ボタン１６６をクリックすることは通常ではあり得ないため
、第2の発明によって、余分な通信を回避することができ、情報提供・販売バナー１６０
と情報処理装置１との通信負荷を大幅に軽減することができる。
【０２５８】
　同様に、情報提供・販売バナー１６０Cから１６０Eまでは当該バナーはなんらの通信も
行なっておらず、決済ボタン１７８を押した時点で情報配信・受信サーバー１１を通じて
、情報処理サーバー１２との通信を開始し始めるようになる。
【０２５９】
　当該バナー内にて入力チェックや入力確認、入力情報の認識や判断を完結するできるこ
とを特徴としているために、サーバーとの最低限の通信のみで、バナーを通じた双方向コ
ミュニケーションが可能である。
【０２６０】
　 [第３の発明への適用例]
　前述のように、infoseek.co.jpドメイン内のinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰページ１５
０と当該ウェブページ内に表示された情報提供・販売バナー１６０Ａ　は表示された時点
で、通信系統４を通じて情報処理装置との通信を常時開始しているが、
第3の発明によると、ウェブページ１５０は通信を開始していても、第1の画像データプロ
グラム製品により制作された情報提供・販売バナー１６０はなんら通信を行なっていない
状態である。
【０２６１】
　情報提供・販売バナー１６０内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラ
ムに応じて、入力し、情報提供・販売バナー１６０Ｂのステップまで到達したところで、
［詳細説明]ボタン１６６をクリックすると、前述同様に入力情報確認プログラムＳ５０
６により入力情報送信プログラムS ５０７が起動し、通信開始用の指示情報が入力情報と
は別に、予め設定したあるコード値を送信し、情報配信・受信サーバー１１を通じて、情
報処理サーバー１２との通信を開始し始める。
【０２６２】
　情報提供・販売バナー１６０Ｃから１６０Ｅのステップの間も前述と同様になんらの通
信も行なっていない状態で、決済ボタン１７８をクリックした時点で入力情報確認プログ
ラムＳ５０６により入力情報送信プログラムS ５０７が起動し、通信開始用の指示情報が
入力情報とは別に、予め設定したあるコード値を送信し、情報配信・受信サーバー１１を
通じて、情報処理サーバー１２との通信を開始し始める。
【０２６３】
　これと同時に、情報処理サーバー１２内に設定された画像データプログラム製品送受信
情報の処理プログラム１３との通信が開始されたことを認識し、同時に情報提供・販売バ
ナー１６０からのデータのみを受付けるように設定されたデータ送受信用プログラムファ
イルＰ１が起動する。
【０２６４】
　情報提供・販売バナー１６０からのデータのみを受け付けるように設定するには、情報
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提供・販売バナーが表示されているウェブページのドメイン名指定（この場合はinfoseek
.co.jp　であったり、IPアドレスでもよい）、予めバナー内に組み込まれたID等その他情
報提供・販売バナーを特定もしくは識別できる固有の情報を持たせておいてもよく、この
特定の情報に基づいてデータ送受信用プログラムファイルＰ１が送信されるように設定さ
れていればよい。
【０２６５】
　また、情報提供・販売バナー１６０がプログラムファイルを情報処理装置１から読み込
む際には、プログラムファイルの配信場所や当該バナーの専用プログラムファイルである
ことが識別できるよう、固有のIPやドメイン名もしくは、IDもしくは特定の、識別できる
固有の情報をプログラムファイル内に持たせることにより、専用のプログラムファイルの
みを読み込むことができるように設定されていればよい。
【０２６６】
　第3の発明によると、このプログラムファイルが情報処理サーバー１２から送信される
と同時に、画情報提供・販売バナー１６０がこのファイルを読み込み、当該プログラムフ
ァイル内に入力情報Ｓ５１５が格納され、指示情報Ｓ５１５が含まれたプログラムファイ
ルＰ２が入力情報送信プログラムＳ５０７により情報処理装置１に送信される。
【０２６７】
　情報処理サーバー１２は、情報提供・販売バナー１６０から送られてきたことをこの当
該プログラムファイルＰ２を受信することで認識し、初めて指示情報を生成する。
【０２６８】
　生成された指示情報はまた当該プログラムファイル内に格納され、指示情報S５１６と
して情報提供・販売バナー１６０に対して送信される。
【０２６９】
　情報提供・販売バナー内の、指示情報受信プログラムS５０８は、情報処理サーバー１
２から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報実行プログラム
Ｓ５０９の実行へと進み、情報提供・販売バナー１６０Cや１６０Fのようにプログラムオ
ブジェクトが稼動することで、ユーザーの目的にあった、情報の提供や、商品またサービ
スの売買が可能になる。
【０２７０】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１５０内の情報提供・
販売バナー１６０Aが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置により、［詳細
説明]ボタン１６６や決済ボタン１７８をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー
１１や情報処理サーバー１２との通信が開始せず、情報提供・販売バナー１６０Bや１６
０Eを表示したユーザーが全員しかも同時に詳細説明１６６や決済178ボタンをクリックす
ることは通常ではあり得ないため、第3の発明によって、余分な通信を回避することがで
き、情報提供・販売バナー１６０と情報処理装置１との通信負荷を大幅に軽減することが
できると同時に、固有のプログラムファイルでの送受信を行なうことにより、全く別の第
三者から送られてくる、不正確な情報の第1の画像データプログラム製品が送受信するこ
とを回避することができ、高度なセキュリティーを保ったままで、決済情報や個人情報の
双方向通信が第1の画像データプログラム製品をすることにより可能となり、目的のサー
ビスを達成することが可能となる。
【０２７１】
 [第４の発明を第1の画像データプログラム製品に適用した場合]
　図8はパソコン通販のDELL（Dell Inc. 商標登録であり以下同様）はが第2の画像データ
プログラム製品を活用して、キャンペーン対象商品であるパソコンの情報提供と販売サー
ビスをポータルサイトであるinfoseekのパソコン・携帯コーナー（ウェブページ）の閲覧
者に対して提供しているものを想定したものである。
【０２７２】
　この場合、ｉｎｆｏｓｅｅｋ.　ｃｏ.　ｊｐ.  ドメインのウェブページを運用するサ
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ーバーが図2の第1の情報処理装置Ａであり、 ｉｎｆｏｓｅｅｋ.　ｃｏ.　ｊｐ. ドメイ
ン内で展開される、様々なコーナーのウェブページを構成するコンテンツと同様に、パソ
コン・携帯コーナのページを構成するコンテンツを配信することができるよう情報配信受
信サーバーＡ１内に設定されており、DELLがサービスの目的を達成できるように制作され
た第２の画像データプログラム製品も同時に当該情報処理装置内にてinfoseekドメイン内
のパソコン・携帯ページのTOPページ１５０（「infoseeｋ　パソコン・携帯TOP」という
。）に表示されるように設定されている。
【０２７３】
　さらに、第2の情報処理装置２内には、第２の画像データプログラム製品とのデータ通
信ができるよう、情報受信・返信サーバー２１、第２の画像データプログラム製品からの
送信データを受信し、受信したデータを処理し、処理した結果を返信するためのソフトウ
ェアプログラム（第2の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム２３）が設
定されている。また、ハードウェアである情報受信・返信サーバー２１、情報処理サーバ
２２は一台で構成されている場合もあり、また複数台で構成されていてよい。
【０２７４】
　ユーザー端末装置３の操作により、ディスプレイ装置３１にinfoseekパソコン・携帯Ｔ
ＯＰ１５０が表示されており、ページの一部に第２の画像データプログラム製品により制
作されたＤＥＬＬのキャンペーン対象商品であるパソコンの情報提供と販売サービスバナ
ー（以下「情報提供・販売バナー」という。）１６０Ａが表示されている。
【０２７５】
　図５で表わすと、infoseeｋ　パソコン・携帯TOP１５０ がウェブページ（デジタル映
像ページ）Ａ２　、情報提供・販売バナー１６０Ａが画像データ６である。
【０２７６】
　情報提供・販売バナー１６０Ａ内には、当該バナーで購入することができるパソコン（
商品）の最新情報１６２と、商品を選択できるラジオボタン１６１、また詳細説明を当該
バナー上に表示する指示を出すための［詳細説明]ボタン１６２、選択した商品を購入す
るための画面を当該バナー上に表示するための指示を出すための購入ボタン１６３が表示
されているが、
　図５で説明すると、商品の最新情報１６２、これら商品選択用ラジオボタン１６１や［
詳細説明]ボタン１６２、購入ボタン１６３は複数のプログラムオブジェクト50A・・・で
構成されている。
【０２７７】
　また、ある場合においては、目的に応じて一つまたは複数の入力欄がボタンやチェック
ボックス等で構成されていてもよい。
【０２７８】
　情報提供・販売バナー１６０Ｂにおいてユーザー端末装置３により、各プログムオブジ
ェクトの情報入力プログラムＳ７０１の要求に応じて、ユーザーが目的としている商品を
選択し（１６２）、［詳細説明]ボタン１６６をクリックすると、入力情報可否プログラ
ムＳ７０２により、入力情報の可否が判断され、「可」（Yes）の場合は入力継続判断プ
ログラムＳ７０４により継続かどうか（情報入力が完了かどうか）の判断が下される。
この場合は、入力継続判断プログラムＳ７０４により、目的とする商品の詳細情報を検索
するための情報として、これ以上の情報入力が必要ないと判断され、入力情報送信プログ
ラムＳ７０７が起動し、これにより、先に入力した商品名（目的としている商品コードで
もよい。その他場合によっては、入力時間やその他キーとなる情報も含まれる。また、場
合によっては、入力した全部の情報だけでなく「コード」だけのように一部の情報の場合
もある。）が入力情報Ｓ７１５として、第2の情報処理装置内２内の情報受信・返信サー
バー２１に送信される。
【０２７９】
　ここでは、第2の画像データプログラム製品で制作されたＤＥＬＬの情報提供・販売バ
ナー１６０は、当該バナーが一部表示されているinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０を
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配信し、また運用している第1の情報処理装置Ａとは全く別の、ＤＥＬＬが当該バナー１
６０を通じてサービスを提供するために運用している第2の情報処理装置２とのデータ通
信を行う。
【０２８０】
　ここでは、ＤＥＬＬが直接運用する第２の情報処理装置２を想定しているが、ＤＥＬＬ
が第三者に委託して運用しているものでもよい。
【０２８１】
　当該入力情報を情報処理サーバー２２が受信した後に、第２の画像データプログラム製
品送信情報の処理プログラム２３内にて、データが格納され、格納されたことを認識した
後に、当該入力情報に含まれる、商品名もしくは商品名を判断できるコードの場合はその
コードに一致する最新の商品情報および商品の画像を情報処理サーバー２２内から抽出し
、当該抽出情報と新たなプログラムオブジェクトへの指示情報が生成され、指示情報Ｓ７
１６としての情報提供・販売バナー１６０Ｂに返信される。
【０２８２】
　また、場合によっては、予め当該バナー内にて商品内容、商品を表す画像が組み込まれ
ていて［詳細説明]ボタン１６６をクリックすると入力継続判断プログラムＳ７０４の判
断により継続「Ｙｅｓ」と判断され、新しいプログラムオブジェクトを起動させることに
より、データの送受信を行なわず選択した商品の情報を当該バナー内に表示してもよい。
【０２８３】
　図８で表すとおり、既存のバナーでは、この時点で他のURL（ドメイン）で運用されて
いるウェブページに転送されるか、他のページの再読み込みがブラウザー内で自動的もし
くは強制的に行なわれることにより、表示変更が行なわれ、当該バナーの提供主のウェブ
ページを運用する（この場合は、ＤＥＬＬのwww1.jp.dell.com ドメインのウェブページ
が想定される）第2の情報処理装置２内で、入力したデータが正しいかどうかの判断を行
なうが、第２の画像プログラム製品で制作された情報提供・販売バナー１６０は、プログ
ラムオブジェクト内の各プログラムにより入力内容がチェックされた後に、正しいデータ
として、情報処理装置に送信される。
【０２８４】
　返信された指示情報Ｓ７１６を、情報提供・販売バナー１６０Ｂ内の指示情報受信プロ
グラムＳ７０８が受信すると、情報提供・販売バナー１６０Ｂにて選択した商品に基づい
て、情報提供・販売バナー１６０Ｃで示すように、商品画像１６８、商品詳細説明１６９
、［戻る]ボタン１７０、購入する場合に必要な画面１７１に進むための購入ボタンが表
示される。
　この場合の指示情報Ｓ７１６には、具体的には、各種情報や画像を表示するための指示
情報が含まれている。
　また場合によっては、商品画像１６９だけでなく各種ボタンを表す画像が含まれていて
もよい。
　よって、第2の情報処理装置２より返信された指示情報Ｓ７１６を指示情報受信プログ
ラムＳ７０８が受信した時に、指示情報実行プロググラムＳ７０９が起動し、指示情報内
に含まれる、各種画像や情報が表示されるよう、指示情報表示プログラムＳ７１０に指示
することで、情報提供・販売バナー１６０Ｃが表示される。
【０２８５】
　また、場合によっては、第2の情報処理装置２内の情報処理サーバー２２内で在庫状況
をチェックし、在庫状況を指示情報Ｓ７１６に返信することにより、最新の在庫状況を表
示することもできるし、価格が変動していれば、その価格状況もあわせて返信することに
より、最新の価格もリアルタイムで表示することができる。
【０２８６】
　この時点で、ユーザーはinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０から他のページに強制的
もしくは自動的に移動されること無く、また情報提供・販売バナー１４０Ｃを含めたペー
ジ全体の再読み込みが行なわれることも無く、第２の画像データプログラム製品を活用し
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た情報提供・販売バナー１６０内にて、最新の情報の提供と詳細の情報提供が可能となっ
ている。
【０２８７】
　さらに、指示情報Ｓ７１６内に、ユーザーが選択した商品の情報を自動的に第２の情報
処理装置２に送信する指示情報が含まれていた場合は、他のユーザーが購入することで減
っていく在庫状況が自動的に変更されたり、また商品が無くなった場合には新たな代替商
品の詳細を表示することもできる。逐次タイムリーにそして自動的に変わっていく在庫状
況を当該バナー１６０で、他の商品情報を閲覧しながら、確認することができる。
【０２８８】
　情報提供・販売バナー１６０Ｄは、情報提供・販売バナー１６０Ｃにてユーザーが当該
選択商品を購入することを決定し、購入ボタン１７１をクリックしたことにより、予め当
該バナーに設定されている新たなプログラムオブジェクトが起動し、選択した商品名１７
２、購入のための決済情報入力欄１７３、前ステップ１６０Ｃに戻るため［戻る]ボタン
１７４と次のプログラムオブジェクトを起動させるための「次へ」ボタン１７５が予め当
該バナーに設定されており、これらが表示されているものである。
【０２８９】
　ユーザー端末装置３により各プロググラムオブジェクトの情報入力プログラムの要求に
応じて名前（ＡＡＡＢＢＢＣ）、住所（ＫＫＫＤＤＤ）、電話、カード会社名、カード、
有効期限等を入力し、「次へ」ボタン１７５をクリックすると、情報入力可否プログラム
Ｓ７０２により入力情報の可否が判断され、入力情報が正しい（Ｙｅｓ）場合は入力継続
判断プログラムＳ７０４により入力継続の判断が行なわれ、この場合は入力継続（Ｙｅｓ
）と判断され、入力情報を表示するための新たなプログラムオブジェクトが起動する。
【０２９０】
　これにより情報提供・販売バナー１６０Ｅには情報提供・販売バナー１６０Ｄにて入力
された情報が目視にて確認できるように表示され（１７０）、［戻る]ボタン１７７と決
済ボタン１７８が表示されていて、このプログラムオブジェクトには、情報入力プログラ
ムＳ７０１と入力情報確認プログラムＳ７０６にて構成されていてもよい。
　ユーザーが目視にて、入力情報を確認することで、もし間違っていたら「戻る」ボタン
１７７をクリックすることにより、情報提供・販売バナー１６０Ｄに戻り再入力すること
もできる。
【０２９１】
　次に、ユーザーが決済ボタン１７８をクリックすることにより、情報入力プログラムＳ
７０１から情報入力確認プログラムＳ７０６により、入力情報を認識し、入力情報送信プ
ログラムＳ７０７が起動し、当該決済情報が新たな入力情報Ｓ７１５として第2の情報処
理装置２内の情報受信・返信サーバー２１に送信される。
　送信される情報の中には、入力情報だけでなく、選択商品の金額や、場合によっては決
済ボタン１７８をクリックした時点の日時等が含まれていてもよい。
　当該入力情報を情報処理サーバー２２が受信した後に、第２の画像データプログラム製
品送信情報の処理プログラム２３内にて、データが格納され、格納されたことを認識した
後に、カード決済情報に基づいた決済処理がされて、決済の結果が生成され、新たな指示
情報Ｓ７１６として、情報提供・販売バナー１６０Ｅに返信される。
【０２９２】
　返信された指示情報Ｓ７１６を指示情報受信プログラムＳ７０８が受信し、指示情報実
行プログラムＳ７０９が起動することにより、指示情報表示プログラムＳ７１０が起動し
、情報提供・販売バナー１６０Ｆで示す情報提供・販売バナー内に購入したユーザーに対
するＤＥＬＬ側のコメント１８１や決済結果情報１７９として、承認日（2003/11/20）や
商品番号、承認金額が表示される。
【０２９３】
　この場合の指示情報Ｓ７１６には、コメント１８１、決済結果情報１７９の他に、情報
提供・販売バナー160Ｆにて表示するための指示情報表示プログラムＳ７１０を起動させ
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るための指示情報も含まれている。
　また、情報提供・販売バナー１６０Ｅにて決済ボタン１７８をクリックし、第２の情報
処理装置２に入力情報Ｓ７１５が送信され決済処理を情報処理サーバー２２内で行ったと
きに、有効期限が無効/カードが無効/決済金額が利用限度額を超えている等の理由により
カード決済が承認できないと判断した場合は、第２の情報処理装置２から返信される指示
情報には、決済無効な旨通知するコメントや決済無効な旨表示するための決済結果情報１
７９が含まれている。
【０２９４】
　この場合は、［戻る]ボタン１８０をクリックすると再度決済情報を入力するステップ
１６０Ｄに戻るよう設定されていてもよい。
　また、ある場合においては、再度また情報提供・販売バナー１６０Ａのような最初のス
テップに戻してもよい。
　さらに、目的の商品を購入することができたユーザーに対して、付属品やその他のサー
ビスを購入するための商品情報の表示や選択できるラジオボタンが表示されるように予め
情報提供・販売バナーに設定して置くことにより、関連商品の販売に繋げてもよい。
【０２９５】
　また、カード会社の決済処理サーバーと第２の情報処理装置２内の情報処理サーバーを
連動させることにより、情報提供・販売バナー１６０Ｅの時点で決済ボタン１７８をクリ
ックすると、決済情報としての入力情報Ｓ５１５を報処理サーバー２２が受信した後に、
第1の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム２３内にて、データが格納さ
れ、格納されたことを認識した後に、通信系統４を通じて、カード会社の決済処理サーバ
ーである第三者情報処理サーバーに送信され、決済結果が情報処理サーバー２２に返信さ
れるようになり、この決済結果が１７９に表示されるようになり、複数のカード会社の決
済機能と連動させることも可能となる。
【０２９６】
　また、別の場合では、コンビニエンスストアやインターネットバンキングとも同様に連
動させることにより、カードだけで無く様々な決済手段により、第１の画像プログラム製
品を活用した当該バナーにて、商品を購入することが可能となる。
【０２９７】
　第2の画像データプログラム製品を活用したＤＥＬＬの情報提供・販売バナーは、当該
バナーの表示ページ（ウェブページもしくはデジタル映像ページ）および表示ページを運
用する第1の情報処理装置Ａを介さず、全く別な自社または自社が委託して運用するＤＥ
ＬＬのドメインの運用サーバーである、第2の情報処理装置２との双方通信を行なうこと
により、結果として、ユーザーはinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０ページ内で、ＤＥ
ＬＬの運用するウェブページへの転送また、infoseekページ内での移動をすること無く、
最新の情報の収集や、最新情報に基づいた商品またサービスの購入ができることになる。
【０２９８】
　また、DELL側にとっては、一つのバナー内で、最新の情報を提供することができ、さら
に、ユーザーにストレスを与えること無く、商品またサービスの販売が可能となり、売上
増加が見込めることが可能である。
【０２９９】
　また、情報提供・販売バナーがデジタル映像ページ内、例えばドラマやニュース等の番
組映像内に表示されていたとすれば、ユーザーはドラマやニュースを見ながら、最新の情
報を収集し、購入することができるし、通販番組であれば、番組内で説明している商品を
、コールセンターに電話することで購入する必要が無く、番組を見ながら番組を表示して
いるユーザー端末装置による当該バナーへの入力を行なうことにより、購入することがで
きるようになる。
【０３００】
　infoseekのようなウェブサイト運用者またデジタル映像ページを提供する番組提供者側
にすれば、当該バナーを表示しているページや番組から移動する必要がないため、ウェブ
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ページの滞在時間の増加が見込め、番組提供者とすれば視聴率の増加にも繋がる。
【０３０１】
 [第５の発明への適用例]
　前述のように、infoseek.co.jpドメイン内のinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０ペー
ジと当該ウェブページ内に表示された１６０Ａは表示された時点で、通信系統４を通じて
第1の情報処理装置Ａとの通信を常時開始しているが、
第5の発明によると、当該ウェブページ１５０は通信を開始しているが第２の画像データ
プログラム製品により制作された情報提供・販売バナー１６０Ａはなんら通信を行なって
いない状態である。
【０３０２】
　情報提供・販売バナー内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログラムに応
じて、入力し、１６０Ｂのステップまで到達したところで［詳細説明]ボタンをクリック
すると前述同様に入力情報確認プログラムにより入力情報送信プログラムＳ７０７が起動
し、初めて、入力情報送信プログラムにより、通信開始用の指示情報が入力情報とは別に
、予め設定したあるコード値となるものを送信し、第２の情報通信処理装置２内の情報受
信・返信サーバー２１を通じて、情報処理サーバー２２との通信を開始し始めるようにな
る。
【０３０３】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
置によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１５０内の情報提供・
販売バナー１６０Ａ　が表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置３により、詳
細説明ボタン１６６をクリックするまでは、第２の情報処理装置２内の情報配信・受信サ
ーバー２１や情報処理サーバー２２との通信が開始せず、情報提供・販売バナー１６０Ａ
を表示したユーザーが、全員しかも同時に詳細説明ボタン１６６をクリックすることは通
常ではあり得ないため、第５の発明によって、余分な通信を回避することができ、情報提
供・販売バナー１６０Ａと情報処理装置２との通信負荷を大幅に軽減することができる。
【０３０４】
　同様に、情報提供・販売バナー１６０Cから１６０Eまでは当該バナーはなんらの通信も
行なっておらず、決済ボタン１７８を押した時点で情報配信・受信サーバー２１を通じて
、情報処理サーバー２２との通信を開始し始めるようになる。
　当該バナー内にて入力チェックや入力確認、入力情報の認識や判断を完結するできるこ
とを特徴としてもいるために、サーバーとの最低限の通信のみで、バナーを通じた双方向
コミュニケーションが可能となる。
【０３０５】
　特に、来訪者数の多いポータルサイトと呼ばれる媒体者のウェブサイトに、ウェブサイ
ト運用者とは別の広告出稿主等である第三者が運用するサーバーとの双方向通信が可能な
第2の画像プログラム製品を活用することになると、常時通信をした場合に、ユーザーが
ユーザー端末装置３に第2の画像プログラム製品を表示した回数分に相当するアクセスが
第2の情報処理装置２に対して発生するため、バナー広告表示先（この場合はｉnfoseekで
ある）のウェブサイト運用サーバーと異なり、一時的な集中かつ大量なアクセスに耐えう
るだけの規模や容量を想定した情報処理サーバーを必要としないので、余分な負荷がかか
ることを回避することができるなど非常に大きな効果を発揮するものである。
【０３０６】
 [第６の発明への適用例]
前述のように、infoseek.co.jpドメイン内のinfoseekパソコン・携帯ＴＯＰ１５０ページ
と当該ウェブページ１５０内に表示された情報提供・販売バナー１６０Ａ　は、これらが
表示された時点で、通信系統４を通じて第1の情報処理装置Ａとの通信のみを常時開始し
ているが、
第６の発明によると、ウェブページ１５０は通信を開始していても、第２の画像データプ
ログラム製品により制作されたＤＥＬＬの情報提供・販売バナー１６０Ａはなんら通信を
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行なっていない状態である。
【０３０７】
　情報提供・販売バナー１６０Ａ内に設定されている各プログラムオブジェクトのプログ
ラムに応じて、入力し、情報提供・販売バナー１６０Ｂのステップまで到達したところで
詳細説明ボタン１６６をクリックすると前述同様に入力情報確認プログラムＳ７０６によ
り入力情報送信プログラムS ７０７が初めて起動し、通信開始用の指示情報が入力情報と
は別に、予め設定してあるコード値を送信し、第2の情報処理装置２内の情報受信・返信
サーバー２１を通じて、情報処理サーバー２２との通信を開始し始める。
【０３０８】
　情報提供・販売バナー１６０Ｃから１６０Ｅのステップの間も前述と同様になんらの通
信も行なっていない状態で、決済ボタン１７８をクリックした時点で、入力情報確認プロ
グラムＳ７０６により入力情報送信プログラムＳ７０７が、初めて起動し、通信開始用の
指示情報が入力情報とは別に、予め設定したあるコード値を送信し、情報配信・受信サー
バー２１を通じて、情報処理サーバー２２との通信を開始し始める。
【０３０９】
　これと同時に、情報処理サーバー２２内に設定された画像データプログラム製品送受信
情報の処理プログラム２３との通信が開始されたことを認識し、同時に情報提供・販売バ
ナー１６０からのデータしか受付けないように設定されたデータ送受信用プログラムファ
イルＰ２が起動する。
【０３１０】
　情報提供・販売バナー１６０からのデータしか受付けないようにな設定するにはとは、
例えば、情報提供・販売バナー１６０が表示されているウェブページ１５０のドメイン名
指定（この場合はinfoseek.co.jpであったり、IPアドレスでもよい）や予め当該バナー１
６０内に組み込まれたID等その他情報提供・販売バナー１６０を特定もしくは識別できる
固有の情報を持たせておいてもよく、この特定の情報に基づいてデータ送受信用プログラ
ムファイルＰ２が送信されるように設定されていればよい。
【０３１１】
　また、情報提供・販売バナー１６０がプログラムファイルを第2の情報処理装置２から
読み込む際には、プログラムファイルの配信場所や当該バナー１６０の専用プログラムフ
ァイルであることが識別できるように、固有のIPやドメイン名もしくはIDまたは特定の識
別できる固有の情報をプログラムファイル内に持たせることにより、専用のプログラムフ
ァイルしか読み込むことができないよう設定されていればよい。
【０３１２】
　第６の発明によると、このプログラムファイルが情報処理サーバーから送信されると同
時に、画情報提供・販売バナー１６０Ａがこのファイルを読み込み、当該プログラムファ
イル内に入力情報Ｓ７１５が格納され、さらにまた入力情報送信プログラムＳ７０７によ
り第２の情報処理装置２に送信される。
【０３１３】
　情報処理サーバー２２は、情報提供・販売バナー１６０Ａから送られてきたことをこの
当該プログラムファイルを受信することで認識し、初めて指示情報Ｓ７１６を生成する。
生成された指示情報Ｓ７１６はまた当該プログラムファイル内に格納され、指示情報Ｓ７
１６として情報提供・販売バナー１６０Ａに対して送信される。
【０３１４】
　情報提供・販売バナー１６０Ａ内の、指示情報受信プログラムＳ７０８は、情報処理サ
ーバー２２から送られてきた正当な指示情報であることを認識した後に、指示情報実行プ
ログラムＳ７０９の実行へと進み、情報提供・販売バナー１６０Ｃや１６０Ｆのようにプ
ログラムオブジェクトが稼動することで、ユーザーの目的にあった、情報の提供や、商品
またサービスの売買が可能になる。
【０３１５】
　これにより、多数（例えば　１０，０００あるいは100,000端末）あるユーザー端末装
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置３によりアクセス可能な状態となっているが、同時にウェブページ１５０内の情報提供
・販売バナー１６０Ａが表示されたとしても、ユーザーがユーザー端末装置により、詳細
説明ボタン１６６や決済ボタン１７８をクリックするまでは、情報配信・受信サーバー２
１や情報処理サーバー２２との通信が開始せず、情報提供・販売バナー１６０Ｂや１６０
Eを表示したユーザーが全員しかも同時に詳細説明ボタン１６６や決済ボタン１７８ボタ
ンをクリックすることは通常ではあり得ないため、第６の発明によって、余分な通信を回
避することができ、情報提供・販売バナー１６０Ａ……と第2の情報処理装置２との通信
負荷を大幅に軽減することができると同時に、固有のプログラムファイルでの送受信を行
なうことにより、全く別の第三者から送られてくる、不正確な情報を第２の画像データプ
ログラム製品２が送受信することを回避することができ、高度なセキュリティーを保った
ままで、決済情報や個人情報の双方向通信が第２の画像データプログラム製品を利用する
ことにより可能となり、よって目的のサービスを達成することが可能となる。
【０３１６】
[本発明のその他の適用例]
　第2の画像データプログラム製品を活用して、先の例ではＤＥＬＬ一1社を想定しての適
用展開事例であったが、第2の画像データプログラム製品を活用した情報提供・販売バナ
ーが通信することができる、第2の情報処理装置を第3、第4・・・と複数の事業会社が運
営する複数の情報処理装置と連動させることにより、例えば、第2の情報処理装置がＤＥ
ＬＬ、第３の情報処理装置がＮＥＣ、第4の情報処理装置が東芝のように、パソコン情報
を提供する複数の会社の情報処理装置と通信を可能にするように設定することにより、複
数の会社のパソコンの在庫状況等最新の情報を獲得することができ、複数の会社の製品の
中から、ユーザーは目的の商品を選択することができ、最終的には購入も可能となる。
【０３１７】
　また、別の場合においては、図8の情報提供・販売バナー１６０Ａ内に商品名を入力す
ることができる入力欄を設定し、ユーザーが入力欄に入力した情報を第2の情報処理サー
バーに送信し、送信した結果をまた当該バナーに返信することにより、特定の商品だけで
なく、ユーザーが求める商品にあった情報を提供し、またその情報に基づいた商品購入も
可能となる。
【０３１８】
　また別の場合においては、検索した商品名の商品を製造販売している各メーカーが運用
するウェブサイトに顧客を誘導することもできる。　既存のバナーであると、一つのバナ
ーに対する誘導先（リンク先）ウェブページは一つであるが、当該バナーはユーザーの目
的にあったウェブページへの誘導も可能となる。
【０３１９】
　また、別の場合においては、商品がパソコンに限るわけではなく、食品、飲料、賃貸マ
ンション等の特定の複数の事業会社の運用する情報処理装置と連動させることにより、活
用範囲は広範である。
　更に、本発明は、例えば、リアルタイムで変動する株価に基づいた株の売買、オークシ
ョン形式での物品売買におけるリアルタイムに変更される価格の表示や、その変動価格に
基づいた物品の売買、乗車券・航空券・映画館、劇場、コンサート・旅行・旅館・ホテル
・スポーツイベント等のリアルタイムな空き情報の表示や、その変動価格に基づいたチケ
ット等の売買、その他の情報の表示では、生産状況、在庫状況、配達状況等をリアルタイ
ムに表示するなどに利用でき、その利用範囲は広範である。
【図面の簡単な説明】
【０３２０】
【図１】本発明の実施におけるユーザー端末装置と情報処理装置との関係を説明するため
のブロック図である。
【図２】本発明の実施におけるユーザー端末装置と第1の情報処理装置と第２の情報処理
装置との関係を説明するためのブロック図である。
【図３】本発明の実施におけるユーザー端末装置の環境を説明するための図である。
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【図４】本発明の実施におけるユーザー端末装置に第１の画像データプログラム製品が表
示された状態における第１の画像データプログラム製品内におけるプログラムフローおよ
び当該プログラム製品と情報処理装置との関係を説明するための図である。
【図５】本発明の実施におけるユーザー端末装置に第２の画像データプログラム製品が表
示された状態における第２の画像データプログラム製品内におけるプログラムフローおよ
び当該プログラム製品と第２の情報処理装置との関係を説明するための図である。
【図６】本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用したアンケート
キャンペーンにおいて入力および抽選が行われている具体例を説明するための図である。
【図７】本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用した株価検索サ
ービスにより株価を検索し自動的にリアルタイムに株価を表示している具体例を説明する
ための図である。
【図８】本発明の実施における、画像データプログラム製品を実際に活用したパソコンの
販売サービスにおいて実際に商品情報を確認し、購入依頼および決済が行われている具体
例を説明するための図である。
【符号の説明】
【０３２１】
　１            情報処理装置
　２            第２の情報処理装置
　３            ユーザー端末装置
　４            通信系統
　５、６        画像データ（第１の画像データプログラム製品）
　１１          情報配信・受信サーバー
　１２          情報処理サーバー
　１３          第１の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム
　１４、１５　ウエブページ（デジタル映像構成コンテンツ）
　１６          第３者情報処理サーバー
　２１          情報受信・返信サーバー
　２２          情報処理サーバー
　２３          第２の画像データプログラム製品送信情報の処理プログラム
　３１          ディスプレイ装置
　３２          コンピューター本体
　３３          キーボード
　３４          マウス
　３５          携帯電話／ＰＤＡ
　３６          リモコン
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