
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  インターネット上の広告システムであっ
て、広告サーバサイトと、インターネット上にウエブペ
ージを提供し、かつ会員ユーザのｅメールアドレスを有
している少なくとも１つのパートナーウエブサイトとを
備えている広告システムにおいて、広告サーバサイト
は、
（ａ）複数の広告バナーを該広告バナーそれぞれの識別
情報とともに記憶している第１のデータベースと、
（ｂ）第１のデータベースに記憶された広告バナーの識
別情報と同一の識別情報を有し、それにより広告バナー
と関連つけられている詳細な広告コンテンツを記憶して
いる第２のデータベースと、
（ｃ）第１のデータベースに記憶された少なくとも１つ
の広告バナーをパートナーウエブサイトに提供して、該

パートナーウエブサイトが提供するウエブページ上に広
告バナーを呈示させる広告バナー提供手段と、
（ｄ）パートナーウエブサイトのウエブページがユーザ
の端末にブラウジングされ、該ページ上の広告バナーが
クリックされたときに、広告バナーの識別情報及び該ユ
ーザのｅメールアドレスを、パートナーウエブサイトか
ら受け取る手段と、
（ｅ）受け取った識別情報と同一の識別情報を有する広
告コンテンツを検索し、受け取ったｅメールアドレスの
ユーザ端末に該広告コンテンツをｅメールで配信する手
段とを備えていることを特徴とする広告システム。
【請求項２】  インターネット上の広告システムであっ
て、広告サーバサイトと、インターネット上にウエブペ
ージを提供する少なくとも１つのパートナーウエブサイ
トとを備えている広告システムにおいて、広告サーバサ

1 2

1010



イトは、
（ａ）複数の広告バナーを該広告バナーそれぞれの広告
識別情報とともに記憶している第１のデータベースと、
（ｂ）第１のデータベースに記憶された広告バナーの広
告識別情報と同一の広告識別情報を有し、それにより広
告バナーと関連つけられている詳細な広告コンテンツを
記憶している第２のデータベースと、
（ｃ）ユーザのｅメールアドレスを含んだユーザ情報を
記憶する第３のデータベースと、
（ｄ）第１のデータベースに記憶された少なくとも１つ
の広告バナーをパートナーウエブサイトに提供して、該
パートナーウエブサイトが提供するウエブページ上に広
告バナーを呈示させる広告バナー提供手段と、
（ｅ）ユーザがパートナーウエブサイトのウエブページ
にアクセスしたときに、該ユーザのｅメールアドレスが
第３のデータベースに記憶されているどうかを判定する
手段と、
（ｆ）ユーザのｅメールアドレスが第３のデータベース
に記憶されていると判定された場合、該ユーザの端末に
ブラウジングされた広告バナーをユーザがクリックした
ときに、広告バナーの広告識別情報及び該ユーザの識別
情報を、パートナーウエブサイトから受け取る手段と、
（ｇ）ユーザのｅメールアドレスが第３のデータベース
に記憶されていないと判定された場合、ユーザの端末に
ブラウジングされたウエブページ上の広告バナーであっ
て、該バナーの広告識別情報及びユーザに割り当てられ
た一意的なユーザ識別情報が、広告サーバサイトのｅメ
ールアドレスを示すメイルtoタグとともに埋め込まれて
いる広告バナーをクリックしたときに、ユーザの端末か
ら、該広告バナーの広告識別情報及びユーザ識別情報を
含んだ空のｅメールを受け取り、かつ、該ｅメールのｅ
メールアドレスをユーザ識別情報とともに第３のデータ
ベースに記憶する手段と、
（ｈ）受け取った広告識別情報を有する広告コンテンツ
を第２のデータベースから検索し、かつ受け取ったユー
ザ識別情報を有するｅメールアドレスを第３のデータベ
ースから検索し、該ｅメールアドレスのユーザ端末に該
広告コンテンツをインターネットを介してｅメールで配
信する手段とを備えていることを特徴とする広告システ
ム。
【請求項３】  請求項１又は２記載の広告システムにお
いて、パートナーウエブサイトは、ネットゲームプロバ
イダ、チャットルームプロバイダ、Ｅコマースプロバイ
ダの少なくとも１つであることを特徴とする広告システ
ム。
【請求項４】  請求項１～３いずれかに記載の広告シス
テムにおいて、広告バナー提供手段は、複数の広告バナ
ーをパートナーウエブサイトに提供して、該パートナー
ウエブサイトのウエブページ上に、同時に複数の広告バ
ナーが呈示されるように構成されていることを特徴とす

る広告システム。
【請求項５】  請求項１～４いずれかに記載の広告シス
テムにおいて、広告バナー提供手段は、複数組の広告バ
ナーをパートナーウエブサイトに提供して、該パートナ
ーウエブサイトのウエブページ上に、所定の時間毎に広
告バナーの組が切り替えられて呈示されるよう構成され
ていることを特徴とする広告システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、ユーザにインターネッ
トを介して広告を配信する技術に関し、より詳細には、
広告バナーに関連する詳細な広告情報を、簡単にかつ確
実にｅメールでユーザに配信できるようにした、インタ
ーネット上の広告システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】インターネット上の様々なウエブページ
は、今日、広告バナーを載せている。ウエブページ上の
広告バナーをユーザがクリックすると、ユーザ端末は、
該広告バナーの広告主のウエブページを主催するサーバ
に接続され、該サーバは、ユーザが、該バナーにリンク
されたページのコピーをユーザ端末で見ることができる
ようにする。ユーザは、広告バナーにリンクされたコン
テンツを受け取るためには、広告バナーをクリックする
だけでよいが、ユーザがこのようなリンクを追いかけて
広告ページを閲覧することができない場合がある。ペー
ジへのリンクを追いかけてコンテンツを見ることは、時
間を必要とするだけでなく、ビューアにとって非常に厄
介である場合がある。その結果、チャトルーム及びゲー
ムサイトに参加している場合、仕事場でコンピュータを
使用している場合等において、ユーザはバナーのリンク
を追いかけることが不可能となる場合がある。よって、
ユーザが広告バナーにリンクされたページを閲覧したと
考えたとしても、該ユーザは閲覧を断念せざるを得な
い。このようなユーザのページ訪問の断念は、広告バナ
ーの広告主にとってビジネス効果を上げることができな
い要因となる。また、ユーザが広告バナーにリンクされ
たページを閲覧する余裕があったとしても、バナーを見
たときではなく、その後いつかの時点でページの内容を
見たいと考える場合が多々ある。
【０００３】しかしながら、汎用のインターネット上の
広告システムにおいては、広告バナーを見た時点で該広
告バナーに関連するコンテンツを見ることができない又
は気が進まないユーザの要求を満たすことが不可能であ
った。本発明は、このような従来例の問題点に鑑みてな
されたものである。したがって、本発明の目的は、ユー
ザが広告バナーに関連するコンテンツを、ワンクリック
操作のみによって得ることができ、そしてその後の任意
の時点で、該コンテンツを見ることができるようにする
ためのインターネット上の広告システムを提供すること
である。
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【０００４】
【課題を解決するための手段】上記した目的を達成する
ために、本発明は、インターネット上の広告システムで
あって、広告サーバサイトと、インターネット上にウエ
ブページを提供し、かつ会員ユーザのｅメールアドレス
を有している少なくとも１つのパートナーウエブサイト
とを備えている広告システムにおいて、広告サーバサイ
トが、（ａ）複数の広告バナーを該広告バナーそれぞれ
の識別情報とともに記憶している第１のデータベース
と、（ｂ）第１のデータベースに記憶された広告バナー
の識別情報と同一の識別情報を有し、それにより広告バ
ナーと関連つけられている詳細な広告コンテンツを記憶
している第２のデータベースと、（ｃ）第１のデータベ
ースに記憶された少なくとも１つの広告バナーをパート
ナーウエブサイトに提供して、該パートナーウエブサイ
トが提供するウエブページ上に広告バナーを呈示させる
広告バナー提供手段と、（ｄ）パートナーウエブサイト
のウエブページがユーザの端末にブラウジングされ、該
ページ上の広告バナーがクリックされたときに、広告バ
ナーの識別情報及び該ユーザのｅメールアドレスを、パ
ートナーウエブサイトから受け取る手段と、（ｅ）受け
取った識別情報と同一の識別情報を有する広告コンテン
ツを検索し、受け取ったｅメールアドレスのユーザ端末
に該広告コンテンツをｅメールで配信する手段とを備え
ていることを特徴とする広告システムを提供する。
【０００５】上記した本発明の広告システムにおいて、
広告バナーを、ウエブページ上に呈示する代わりに、パ
ートナーウエブサイトから配信されるｅメール中に含ま
せてもよい。
【０００６】また、本発明は、インターネット上の広告
システムであって、広告サーバサイトと、インターネッ
ト上にウエブページを提供し、かつ会員ユーザのｅメー
ルアドレスを有している少なくとも１つのパートナーウ
エブサイトとを備えている広告システムにおいて、広告
サーバサイトが、（ａ）複数の広告バナーを該広告バナ
ーそれぞれの広告識別情報とともに記憶している第１の
データベースと、（ｂ）第１のデータベースに記憶され
た広告バナーの識別情報と同一の広告識別情報を有し、
それにより広告バナーと関連つけられている詳細な広告
コンテンツを記憶している第２のデータベースと、
（ｃ）ユーザのｅメールアドレスを含んだユーザ情報を
記憶する第３のデータベースと、（ｄ）第１のデータベ
ースに記憶された少なくとも１つの広告バナーをパート
ナーウエブサイトに提供して、該パートナーウエブサイ
トが提供するウエブページ上に広告バナーを呈示させる
広告バナー提供手段と、（ｅ）ユーザがパートナーウエ
ブサイトのウエブページにアクセスしたときに、該ユー
ザのｅメールアドレスが第３のデータベースに記憶され
ているどうかを判定する手段と、（ｆ）ユーザのｅメー
ルアドレスが第３のデータベースに記憶されていると判

定された場合、該ユーザの端末にブラウジングされた広
告バナーをユーザがクリックしたときに、広告バナーの
ＡＤ識別情報及び該ユーザの識別情報を、パートナーウ
エブサイトから受け取る手段と、（ｇ）ユーザのｅメー
ルアドレスが第３のデータベースに記憶されていないと
判定された場合、ユーザの端末にブラウジングされたウ
エブページ上の広告バナーであって、該バナーのＡＤ識
別情報及びユーザに割り当てられた一意的なユーザ識別
情報が、広告サーバサイトのｅメールアドレスを示すメ
イルtoタグとともに埋め込まれている広告バナーをクリ
ックしたときに、ユーザの端末から、該広告バナーのＡ
Ｄ識別情報及びユーザ識別情報を含んだ空のｅメールを
受け取り、かつ、該ｅメールのｅメールアドレスをユー
ザ識別情報とともに第３のデータベースに記憶する手段
と、（ｈ）受け取ったＡＤ識別情報を有する広告コンテ
ンツを第２のデータベースから検索し、かつ受け取った
ユーザ識別情報を有するｅメールアドレスを第３のデー
タベースから検索し、該ｅメールアドレスのユーザ端末
に該広告コンテンツをインターネットを介してｅメール
で配信する手段とを備えていることを特徴とする広告シ
ステムを提供する。
【０００７】
【発明の実施の形態】図１は、本発明に係るインターネ
ット上の広告システムのブロック図を示している。該広
告システムは、広告サーバサイト３、及び該広告ウエブ
サイトのパートナーであるウエブサイト４を備えてい
る。広告サーバサイト３は、ＧＩＦイメージ等からなる
広告バナーをパートナーウエブサイト４に提供する広告
バナー提供サーバ３１と、ユーザの少なくともｅメール
アドレスを含んでいるユーザ情報を受け取って該広告サ
ーバサイト３に格納するユーザ登録サーバ３２と、ユー
ザの端末２にｅメールで広告バナーに関連したコンテン
ツを配信するコンテンツメーリングサーバ３３とを備え
ている。各ユーザ端末２は、インターネット１に接続可
能なパーソナルコンピュータ又は携帯電話端末である。
【０００８】広告サーバサイト３はまた、バナー提供サ
ーバ３１に接続された広告バナーデータベース３４と、
ユーザ登録サーバ３２に接続されたユーザデータベース
３５と、コンテンツメーリングサーバ３３に接続された
広告コンテンツデータベース３６とを備えている。
【０００９】広告バナーデータベース３４は、ＧＩＦイ
メージ等からなる広告バナーを広告識別情報（ＡＤ Ｉ
Ｄ）とともに記憶しており、該広告バナーは、バナー提
供サーバ３１によって読み出されて、パートナーウエブ
サイト４に提供される。ユーザデータベース３５は、ユ
ーザ情報として、各ユーザのｅメールアドレスを格納
し、さらに可能であれば、ユーザ名、ユーザ登録日、性
別、年齢、趣味、バナークリック回数、等も記憶する。
ユーザ情報は、一般に、会員であるユーザの情報を通常
保持しているパートナーウエブサイト４から、得られ
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る。コンテンツデータベース３６は、バナーデータベー
ス３４中のそれぞれの広告バナーに対応する、広告バナ
ー関連のコンテンツを記憶している。広告バナー及び該
バナーに関連するコンテンツは、同一のＡＤ ＩＤが付
与されている。広告バナーに関連するコンテンツは、テ
キスト情報、イメージ情報、又はこれらの組み合わせと
して形成される。
【００１０】パートナーウエブサイト４は、ウエブペー
ジを提供しているネットゲームサービスサイト、チャト
ルームサービスサイト、及びＥコマースサイトの少なく
とも１つである。ただし、パートナーウエブサイト４
は、これらに限定されるものではない。各パートナーウ
エブサイト４は、バナー提供サーバ３１によってバナー
データベース３５から読み出された、予め契約されてい
る広告バナーを受け取り、自身のウエブページ上に該広
告バナーを配置する。広告バナーは、特定のパートナー
ウエブサイト４に含まれるメールサーバから配信される
ｅメール上に配置することも可能である。
【００１１】次に、図１に示した広告システムにより詳
細な構成を、図２に示したフローチャートを参照してそ
の動作を説明することによって、明確にする。動作は、
ユーザが特定のパートナーウエブサイト４、例えばネッ
トゲームウエブページを提供しているパートナーウエブ
サイト４にアクセスすることによって、ステップＳ１で
開始される。ネットゲームウエブページには、広告サー
バ・サイト３からの広告バナーが少なくとも１つ呈示さ
れている。そして、ステップＳ２において、該ネットゲ
ームウエブページがユーザ端末２にブラウジングされ
る。ネットゲームをしている最中に、ユーザの端末２に
現れたバナーに興味を持ったとき、ステップＳ３におい
て該バナーをクリックすると、クリックされたバナーに
埋め込まれているＡＤ ＩＤがパートナーウエブサイト
４に転送される。すると、ステップＳ４において、プレ
ーヤが該パートナーウエブサイト４の会員であるかどう
か、したがって、パートナーウエブサイト４が少なくと
も彼／彼女のｅメールアドレスを含んだ情報をすでに保
有しているかどうかを判定する。ユーザ情報を保有して
いる場合、ステップＳ５において、パートナーウエブサ
イト４は、ユーザ情報を受け取ったＡＤ ＩＤととも
に、広告サーバサイト３に転送する。
【００１２】広告サーバサイト３では、ユーザ情報がユ
ーザ登録サーバ３２によって、ユーザデータベース３５
に記憶又は更新され、その後、ユーザ情報及びクリック
されたバナーのＡＤ ＩＤがコンテンツメーリングサー
バ３３に転送される。コンテンツメーリングサーバ３３
は、ステップＳ６において、受け取ったＳＤ－ＩＤと同
一の識別情報を有する、広告バナー関連のコンテンツを
コンテンツデータベース３６から読み出し、受け取った
ｅメールアドレスのユーザ端末２に、インターネット１
を介してｅメールとして配信する。広告バナー関連のコ

ンテンツは、ｅメールに添付してもよく、またｅメール
テキスト自身として配信してもよい。したがって、広告
バナーに関連したコンテンツをユーザにｅメールで配信
することができる。これにより、ユーザはゲームを阻害
されることなく楽しみながら、ワンクリック操作を行う
だけで、広告バナーに関連したコンテンツを得ることが
可能となる。クリックされたバナーのＡＤ ＩＤもま
た、ユーザデータベース３５に格納され、これにより、
ユーザの興味及びパフォーマンスに基づいた履歴情報を
構築することができる。
【００１３】一方、ステップＳ４において、ユーザがパ
ートナーウエブサイト４の会員ではないと判定された場
合（これは、ユーザのｅメールアドレスを該ウエブサイ
ト４が保有していないことを意味する）、ウエブサイト
４は、ステップＳ７において、ユーザ端末に、彼又は彼
女のｅメールアドレスを入力するためのダイアログを送
る。ステップＳ８において、ユーザがｅメールアドレス
を入力したと判定すると、ステップＳ８からステップＳ
５に移行する。ユーザが自分のｅメールアドレスの入力
を欲しない場合は、ステップＳ９において、パートナー
ウエブサイト４は、ユーザに対して、広告バナーに関連
するコンテンツを送ることができない旨のメッセージを
送る。
【００１４】パートナーウエブサイトが提供するウエブ
ページ上で、会員であるユーザのみがゲーム等を楽しむ
ことができる場合、該ウエブサイト４は、通常、会員で
あるユーザののｅメールアドレスを含んだ情報を保有し
ている。したがって、広告サーバサイト３は、パートナ
ーウエブサイト４から、ウエブページ上のバナーをクリ
ックしたユーザのｅメールアドレスを容易に得ることが
できる。このことは、パートナーウエブサイト４からユ
ーザ端末２に対して配信されるｅメールに１又は複数の
広告バナーが載せられている場合にも、ユーザのｅメー
ルアドレスがウエブサイト４にすでに格納されているこ
とから、同様に言えることである。これにより、ユーザ
は、後の自由な時間に、広告バナーに関連するコンテン
ツを見ることができる。
【００１５】図３は、本発明に係る広告システムの他の
例の動作を示すフローチャートである。ステップＳ２１
及びＳ２２において、ユーザがパートナーウエブサイト
４のウエブページにアクセスし、該ページがユーザ端末
にブラウジングされる。すると、ステップＳ２３におい
て、パートナーウエブサイト４は、ユーザの識別情報を
サーチする。該サーチは、ユーザＩＤとして機能するク
ッキー又は一意的な番号がユーザ端末にすでに割り当て
られているかどうかを判定し、割り当てられている場合
には、ユーザＩＤが格納されているかどうかを判定する
ことによって実行される。ユーザＩＤがステップＳ２３
において発見された場合、工程はステップＳ２４に進
み、パートナーウエブ際と４は、ユーザＩＤを用いて、
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ｅメールアドレスを含んだユーザ情報がユーザデータベ
ース３５にすでに記憶されているかどうかを、広告サー
バサイト３に問い合わせる。
【００１６】ユーザデータベース３５にユーザ情報がす
でに格納されている場合、ステップＳ２５において、ウ
エブサイト４は、少なくとも１つのバナーに該ユーザＩ
Ｄを埋め込み、該バナーがウエブページ上に表示され
る。ステップＳ２６において、該バナーをユーザがクリ
ックすると、埋め込まれているユーザＩＤ及びＡＤ Ｉ
Ｄが、広告サーバサイト３に転送される。すると、ステ
ップＳ２７において、受け取ったユーザＩＤ及びＡＤ 
ＩＤを用いて、ｅメールアドレス及びバナー関連のコン

テンツがデータベース３５及び３６からそれぞれ検索さ
れ、該コンテンツがユーザ端末にｅメールで配信され
る。
【００１７】一方、ユーザＩＤ及びユーザ情報（すなわ
ちｅメールアドレス）のいずれかがステップＳ２３及び
Ｓ２４において発見されない場合、工程はステップＳ２
８に進み、パートナーウエブサイト４は、空のｅメール
を送るためのメイルtoタグ、及びユーザに割り当てた一
意的なＩＤを含んだファームタグを、少なくとも１つの
バナーに埋め込む。該バナーはウエブページに挿入され
て、ユーザ端末２にブラウジングされる。ファームタグ
は、例えば、以下のように記述される。

<form method="post" action="mailto:xxxx@(AD server)">
   <input type= hidden name="subject" value="ＡＤ ＩＤ-END-USER ID">
   <input type=image arc="BANNER.gif">
   </form>

上記説明から明らかなように、フォームタグはバナーの
ＡＤ ＩＤも含んでいる。パートナーウエブサイト４は
また、クッキーとしてユーザＩＤをユーザ端末２に送
る。
【００１８】続いて、ステップＳ２９において、ユーザ
がバナーをクリックしたときに、図４に示したようなメ
ッセージボックスがポップアップされる。ステップＳ３
０において、ユーザが該メッセージボックス内のＯＫボ
タンをクリックすると、空のｅメールが、ユーザのｅメ
ールアドレス、ユーザＩＤ及びＡＤ ＩＤとともに、広
告サーバサイト３に送られる。送られたｅメールアドレ
スは、ステップＳ３１において、ユーザＩＤとともにユ
ーザデータベース３５に記憶され、これにより、ｅメー
ルアドレスがユーザＩＤにより検索可能となる。したが
って、ステップＳ２６において、コンテンツメーリング
サーバ３３は、ｅメールにより、広告バナーに関連する
コンテンツをユーザ端末２に配信することができる。こ
のようにしてｅメールアドレスとユーザＩＤとを記憶し
た後は、エンドユーザは、ワンクリックだけの操作で、
広告バナーに関連するコンテンツを得ることができる。
【００１９】本発明に係る広告システムは、種々に変形
が可能である。例えば、広告バナー提供サーバ３１は、
データベース３５から複数の広告バナーを読み出し、こ
れら広告バナーをパートナーウエブサイト４の１つのウ
エブページ上に同時に載せて、ユーザ端末２のモニタス
クリーンに同時にブラウジングさせることができる。ま
た、異なる広告バナーの組を、所定時間の経過毎にウエ
ブページに取り替えて表示することもできる。これらい
ずれの場合でも、１つのウエブページ上のバナーを２つ
以上クリックすることが可能となる。
【００２０】上記したように、ユーザ端末２として、パ
ーソナルコンピュータ又は携帯電話端末が用いられる。
しかしながら、携帯電話端末は、現在のところ、パーと
ウエブサイト４によって一意的なユーザＩＤが割り当て

られている場合にのみ、ユーザ端末として使用可能であ
る。これは、現在のところ、携帯電話端末に、クッキー
を用いた個別識別機能が具備されていないからである。
このような機能が付加されれば、ユーザＩＤが割り当て
られていない携帯電話端末であっても、ユーザ端末２と
して使用可能である。
【００２１】本発明に係る広告システムは、ユーザ及び
広告主の双方にとって極めて有効な広告システムであ
り、さらには、広告バナーを載せるウエブページを提供
するパートナーサイトにとっても有効なシステムであ
る。本発明の有効性を示すと、従来のインターネット上
の広告システムにおいては、広告バナーをクリックする
ことによりリンクされたウエブページにアクセスするユ
ーザの数は、全体ユーザの１％程度であるといわれてい
る。これは、本明細書において上記した制限及び環境に
よる困難性に起因するものである。本発明の広告システ
ムによれば、広告バナーに関連するコンテンツがｅメー
ルで配信されるので、ユーザは詳細な広告情報すなわち
バナー関連のコンテンツを自由時間にしかも反復的に見
ることができる。さらに、単一のクリック操作でコンテ
ンツを得ることができる。また、このように広告コンテ
ンツを簡便にかつ制限無く配信することができる広告シ
ステムは、広告主の商品販売に多大な影響を及ぼすこと
ができる。さらに、従来、１訪問当たり１クリックのみ
が、パートナーウエブサイトに関して計数されており、
該パートナーウエブサイトにとって、比較的低いコスト
-パー-クリック（ＣＰＣ）となっている。しかしなが
ら、本発明の広告システムにおいては、パートナーウエ
ブサイトのウエブページ上で、ユーザが広告バナーをク
リックしても、ユーザを広告主のウエブページに強制的
に連れ去ることにならず、複数の広告バナーがユーザ端
末に同時にブラウジングされ、かつ、ブラウジングされ
たすべてのバナー関連のコンテンツをｅメールによって
容易に配信することが可能である。したがって、ユーザ
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がバナーをクリックする度に、クリック回数が計数さ
れ、これにより、パートナーウエブサイトの広告収入の
増大につながる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るインターネット上の広告システム
の概略構成を説明するためのブロック図である。
【図２】図１に示した広告システムの第１の実施例の動

作を説明するためのフローチャートである。
【図３】図１に示した広告システムの第２の実施例の動
作を説明するためのフローチャートである。
【図４】広告バナーがクリックされたときに、空のｅメ
ールを送るためにポップアップされるメッセージボック
スすなわちメッセージダイアログを示す図である。

【図４】 【図１】

(6)                           特許３３０６４１９
11 12

＊

＊



【図２】
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