
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】第１の広告情報、自身のネットワーク上に
おける位置情報および管理情報を含む第１の電子メール
をユーザのメールアドレスに対して送信し、前記ユーザ
によって前記位置情報が指示されることにより前記ユー
ザの端末装置から送信される前記管理情報を含むリクエ
ストメッセージを受信した場合に、前記受信したリクエ
ストメッセージに含まれる前記管理情報に従って前記第
１の広告情報に関連付けられた第２の広告情報を特定
し、前記第２の広告情報を含む第２の電子メールを前記
リクエストメッセージを送信したユーザのメールアドレ
スに対して送信し、かつ、前記受信したリクエストメッ
セージに含まれる前記管理情報に従って所定の広告主サ
ーバ上のリソースが前記ユーザの端末装置に送信される
ように制御することを特徴とする広告代理サーバ。

【請求項２】前記広告代理サーバは、
前記所定の広告主サーバに対するリダイレクトリクエス
トメッセージを前記端末装置に送信することを特徴とす
る請求項１記載の広告代理サーバ。
【請求項３】前記広告代理サーバは、
前記リクエストメッセージを受信した場合に、前記リク
エストメッセージに含まれる前記管理情報に従って、所
定の履歴情報を記憶することを特徴とする請求項１記載
の広告代理サーバ。
【請求項４】前記広告代理サーバは、
前記記憶した履歴情報に基づいて、前記第２の電子メー
ルを送信するか否かを判断し、送信すると判断した場合
に限り、前記第２の電子メールを送信することを特徴と
する請求項３記載の広告代理サーバ。
【請求項５】少なくともメールアドレスを含む顧客情報
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を記憶する第１の記憶手段と、
少なくとも第１の広告情報、該第１の広告情報に関連付
けられた第２の広告情報および広告主サーバのネットワ
ーク上における位置情報を含む広告主情報を記憶する第
２の記憶手段と、
前記顧客情報および前記広告主情報に基づいて、レコー
ドごとに管理情報によって管理される電子メール送信リ
ストテーブルを作成するテーブル作成手段と、
前記顧客情報および前記広告主情報に基づいて、前記レ
コードごとに、該レコードを管理する管理情報を含む第
１の電子メールを作成する第１の電子メール作成手段
と、
前記作成した第１の電子メールを送信する第１の送信手
段と、
前記第１の電子メールを受信したユーザの端末装置から
送信される前記管理情報を含むリクエストメッセージを
受信する受信手段と、
前記電子メール送信リストテーブルの中から、前記受信
したリクエストメッセージに含まれる管理情報に従っ
て、前記送信した第１の広告情報に関連付けられた第２
の広告情報を特定する特定手段と、
前記特定した第２の広告情報を含む第２の電子メールを
作成する第２の電子メール作成手段と、
前記作成した第２の電子メールを前記リクエストメッセ
ージを送信したユーザに送信する第２の送信手段と、
前記受信手段が前記リクエストメッセージを受信した場
合に、前記電子メール送信リストテーブルの中から、前
記リクエストメッセージに含まれる前記管理情報に従っ
て所定の広告主サーバのネットワーク上の位置情報を特
定する手段と、
前記特定した位置情報で示されるリソースが前記ユーザ
に送信されるように制御するリダイレクト手段と、を備
えたことを特徴とする広告代理サーバ。
【請求項６】前記リダイレクト手段は、
前記所定の広告主サーバに対するリダイレクトリクエス
トメッセージを前記端末装置に送信することを特徴とす
る請求項５記載の広告代理サーバ。
【請求項７】前記広告代理サーバは、
前記受信手段によって前記リクエストメッセージを受信
した場合に、前記リクエストメッセージに含まれる前記
管理情報に従って顧客情報を特定し、前記特定した顧客
情報に、前記第２の電子メールを送信したことを示す履
歴情報を加える履歴情報管理手段をさらに備えたことを
特徴とする請求項５記載の広告代理サーバ。
【請求項８】前記広告代理サーバは、
前記記憶した履歴情報に基づいて、前記第２の電子メー
ルを送信するか否かを判断する判断手段をさらに備え、
前記判断手段によって送信すると判断された場合に、前
記第２の送信手段が前記第２の電子メールを送信するこ
とを特徴とする請求項７記載の広告代理サーバ。

【請求項９】第１の広告情報、自身のネットワーク上に
おける位置情報および管理情報を含む第１の電子メール
をユーザのメールアドレスに対して送信し、前記ユーザ
によって前記位置情報が指示されることにより前記ユー
ザの端末装置から送信される前記管理情報を含むリクエ
ストメッセージを受信した場合に、前記受信したリクエ
ストメッセージに含まれる前記管理情報に従って前記第
１の広告情報に関連付けられた第２の広告情報を特定
し、前記第２の広告情報を含む第２の電子メールを前記
リクエストメッセージを送信したユーザの端末装置に送
信し、かつ、前記リクエストメッセージに含まれる前記
管理情報に従って所定の広告主サーバ上のリソースが前
記端末装置に送信されるように制御することを特徴とす
る広告情報送信方法。
【請求項１０】広告代理サーバに所定の機能を実現させ
るプログラムを記録した記録媒体であって、
少なくともメールアドレスを含む顧客情報を第１の記憶
手段に記憶させる機能と、
少なくとも第１の広告情報、該第１の広告情報に関連付
けられた第２の広告情報および広告主サーバのネットワ
ーク上における位置情報を含む広告主情報を第２の記憶
手段に記憶させる機能と、
前記顧客情報および前記広告主情報に基づいて、レコー
ドごとに管理情報によって管理される電子メール送信リ
ストテーブルを作成する機能と、
前記顧客情報および前記広告主情報に基づいて、前記レ
コードごとに、該レコードを管理する管理情報を含む第
１の電子メールを作成する機能と、
前記作成した第１の電子メールを送信する機能と、
前記第１の電子メールを受信したユーザの端末装置から
送信される前記管理情報を含むリクエストメッセージを
受信する機能と、
前記電子メール送信リストテーブルの中から、前記受信
したリクエストメッセージに含まれる管理情報に従っ
て、前記送信した第１の広告情報に関連付けられた第２
の広告情報を特定する機能と、
前記特定した第２の広告情報を含む第２の電子メールを
作成する機能と、
前記作成した第２の電子メールを前記リクエストメッセ
ージを送信したユーザに送信する機能と、
前記リクエストメッセージを受信した場合に、前記電子
メール送信リストテーブルの中から、前記リクエストメ
ッセージに含まれる前記管理情報に従って所定の広告主
サーバのネットワーク上の位置情報を特定する機能と、
前記特定した位置情報で示されるリソースが前記ユーザ
に送信されるように制御するリダイレクト機能と、
を広告代理サーバに実現させることを特徴とするプログ
ラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】本発明は、広告代理サーバお
よび該広告代理サーバを用いた広告代理システムの技術
に関する。
【従来技術】インターネットの普及により、ＷＷＷシス
テムやメールシステムを利用した新しい商品やサービス
に対する広告が行われることが多くなっている。
【０００２】例えば、メールシステムを用いた広告で
は、広告提供者側のサーバが、広告情報を含む電子メー
ルを、メールアドレスを登録した多数のユーザにダイレ
クトに配信するのが一般的である。
【０００３】また、ＷＷＷシステムを用いた広告では、
例えば、ポータルサイトなどのユーザからのアクセス件
数が多いＷｅｂページにバナー広告を掲載するという方
法が知られている。これにより、そのバナー広告自体に
よる広告効果と、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）
によってバナー広告からハイパーリンクされた広告企業
のＷｅｂページにユーザを誘導して、さらなる広告効果
を期待することができる。特に、Ｗｅｂブラウザは、グ
ラフィカルな画面をユーザに提供することができるた
め、訴求力ある広告を行うことができる。
【０００４】さらに、ユーザのコンピュータ上のＷｅｂ
ブラウザなどのビューワは、電子メールやＷｅｂページ
などをシームレスに扱うことができるため、広告提供者
側のサーバがＵＲＬを含む電子メールを配信すること
で、そのＵＲＬによってハイパーリンクされたＷｅｂペ
ージにユーザを誘導し、上記効果を併せて期待すること
ができる。
【発明が解決しようとする課題】上記のようなメールシ
ステムは、広告提供者側がユーザに対してダイレクトに
広告情報を提供することができ、さらにハイパーリンク
機能によって関連するＷｅｂページを閲覧させることが
できる。
【０００５】しかしながら、Ｗｅｂページにおいて訴求
力を追求すると、イメージデータなどを多用することに
なり、データ量が膨大になる。従って、インターネット
への通信回線速度が低いユーザは、このようなＷｅｂペ
ージの閲覧に時間を要するため、データの取得中でＷｅ
ｂページが未完成であっても、閲覧を中止し、他のＷｅ
ｂページに移行してしまうことがある。つまり、ある広
告によって、さらなる詳細な広告情報を入手したいと思
ったユーザであっても、通信回線速度などの制約によ
り、情報入手が面倒であると感じて、目的とする情報を
入手することをあきらめてしまうという問題があり、こ
れでは十分な広告効果を期待することができなかった。
【０００６】また、広告提供者が、より多くの顧客に広
告情報を送信する際に、当初から詳細な広告情報を送信
すると、顧客にとって情報の取捨選択を妨げる要因とな
り、広告効果を期待することができないという実情もあ
る。
【０００７】そこで、本発明は、きわめて多大な広告効

果を期待できる広告代理システムを提供することを目的
とする。
【０００８】より具体的には、本発明の目的は、ダイレ
クトメールとして簡易な広告情報をより多くの顧客に送
信するとともに、その広告情報に興味を示した顧客に対
してさらに詳細な広告情報をメールで送信することがで
きる広告代理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の発明は、以下のように特定される。
【０００９】すなわち、本発明は、第１の広告情報、自
身のネットワーク上における位置情報および管理情報を
含む第１の電子メールをユーザのメールアドレスに対し
て送信し、前記ユーザによって前記位置情報が指示され
ることにより前記ユーザの端末装置から送信される前記
管理情報を含むリクエストメッセージを受信した場合
に、前記受信したリクエストメッセージに含まれる前記
管理情報に従って前記第１の広告情報に関連付けられた
第２の広告情報を特定し、前記第２の広告情報を含む第
２の電子メールを前記リクエストメッセージを送信した
ユーザのメールアドレスに対して送信することを特徴と
する広告代理サーバである。第１の広告情報は、簡易な
広告情報であり、第２の広告情報は、その詳細な広告情
報である。
【００１０】ここで、前記広告代理サーバは、前記リク
エストメッセージを受信した場合に、前記リクエストメ
ッセージに含まれる前記管理情報に従って所定の広告主
サーバ上のリソースが前記端末装置に送信されるように
制御することが好ましい。この場合、前記広告代理サー
バは、前記所定の広告主サーバに対するリダイレクトリ
クエストメッセージを前記端末装置に送信することが好
ましい。
【００１１】また、前記広告代理サーバは、前記リクエ
ストメッセージを受信した場合に、前記リクエストメッ
セージに含まれる前記管理情報に従って、所定の履歴情
報を記憶することが好ましい。所定の履歴情報とは、例
えば、ユーザが過去にアクセスした広告を識別するため
の情報を蓄積したものである。
【００１２】さらに、前記広告代理サーバは、前記記憶
した履歴情報に基づいて、前記第２の電子メールを送信
するか否かを判断し、送信すると判断した場合に限り、
前記第２の電子メールを送信することが好ましい。
【００１３】上記、物の発明は方法の発明として把握す
ることができ、方法の発明は物の発明として把握するこ
とができる。また、上記発明は、コンピュータに所定の
機能を実現させるプログラムを記録した記録媒体または
プログラム製品としても成立する。なお、前記記録媒体
とは、例えば、ハードディスク（ＨＤ）、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ、フレキシブルディスク（ＦＤ）やＣＤ－ＲＯＭ等の
ほかに、ＲＡＭやＲＯＭ等のメモリを含む。また、前記
コンピュータとは、例えば、ＣＰＵやＭＰＵといったい

(3)                           特許３３３３１５８
5 6

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



わゆる中央処理装置がプログラムを解釈することで所定
の処理を行う、いわゆるマイクロコンピュータ等をも含
む。
【００１４】なお、本明細書において、手段とは、単に
物理的手段を意味するものではなく、その手段が有する
機能をソフトウェアによって実現する場合やハードウェ
ア回路によって実現する場合も含む。また、１つの手段
が有する機能が２つ以上の物理的手段により実現されて
も、２つ以上の手段の機能が１つの物理的手段により実
現されても良い。
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照しつつ説明する。
［第１の実施形態］図１は、本発明に係る広告代理シス
テムの概要を説明するための図である。同図に示すよう
に、本広告代理システムは、広告が提供されるユーザの
端末装置（クライアント）１、広告企業の広告に関する
処理を代理する広告代理サーバ２および広告を提供する
広告企業サーバ３が、インターネットを介して相互に接
続されることにより構成される。クライアント１は、典
型的には、汎用のコンピュータが相当し、電子メールを
扱うためのメールビューワやＷＷＷを扱うためのＷｅｂ
ブラウザなどのアプリケーションソフトウェアが実装さ
れる。広告代理サーバ２は、クライアント１との間でイ
ンターネット通信を行って、後述する広告サービスを実
現する機能を有する。広告代理サーバ２は、広告企業デ
ータベース４および顧客データベース５を有し、これら
のデータベースにアクセス可能に構成されている。広告
企業データベース４には、広告を提供しようとする企業
に関する情報が登録され、また、顧客データベース５に
は、広告が提供されるユーザに関する情報が登録され
る。これらデータベースの詳細については後述する。広
告企業サーバ３は、広告を提供しようとする企業のサー
バであり、典型的には、外部からの所定の要求に応じて
リソースを提供する機能を有する。この機能は、例え
ば、ＨＴＴＰをベースにしたＨＴＴＰサーバ（Ｗｅｂサ
ーバ）によって実現される。
【００１５】ここで、同図を用いて、本広告代理システ
ムの動作の概要を説明する。広告管理サーバ２は、ま
ず、広告企業データベース４および顧客データベース５
から登録されているデータを読み出して、メールで広告
を提供すべき顧客（ユーザ）の送信先リストおよびその
広告内容を含むメールを作成する（図中(1)）。このメ
ールは、いわゆるハイパーリンク機能を有し、ユーザに
おいてハイパーリンクされたＵＲＩを指示することによ
り、そのＵＲＩに対してリクエストメッセージを送信可
能なように構成される。また、メールに含まれる広告内
容は、ネットワークにおける通信負荷を考慮し、テキス
トベースで簡略的に作成される。次に、広告代理サーバ
２は、作成したメールをそれぞれの顧客に配信する（同
(2)）。メールを受信し、これを読んだ顧客のうち、そ

のメールに含まれる広告内容に関して興味を示すことに
よってそのＵＲＩが指示された場合には、クライアント
１は、そのＵＲＩに基づいてリクエストメッセージを広
告代理サーバ３に送信する（同(3)）。
【００１６】広告代理サーバ２は、リクエストメッセー
ジを受信すると、そのメッセージを送信した顧客に関す
るログを記録するとともに（同(4)）、顧客が興味を示
した広告内容について、さらに詳細な広告情報を含むメ
ールを作成して、これを送信する（同(5)）。また、広
告代理サーバ２は、その広告を提供している広告企業サ
ーバ３のＷｅｂページが閲覧されるように、リダイレク
ト・リクエストメッセージを送信し（同(6)）、これを
受信したクライアント１は、リダイレクト・リクエスト
メッセージで指示されたＵＲＩに従って、広告企業サー
バ３にリソースのリクエストメッセージを送信する（同
(7)）。広告企業サーバ３は、このリクエストメッセー
ジを受信し、指示されたリソースをクライアント１に送
信する（同(8)）。これにより、クライアント１側の顧
客は、詳細な広告情報を含むメールを受信し、その内容
を確認することができるとともに、その広告情報に関連
する広告企業サーバにアクセスすることができるように
なる。
【００１７】図２は、広告代理サーバにおけるデータ登
録処理を説明するためのフローチャートである。広告代
理サーバ２は、オペレータなどの操作により入力され
た、広告企業に関する情報および顧客に関する情報をそ
れぞれのデータベース４および５に登録する（ＳＴＥＰ
２０１）。
【００１８】図３は、広告企業データベース４のデータ
構造を説明するための図である。同図に示すように、広
告ＩＤによって識別されるそれぞれのレコードは、広告
ページＵＲＩ、簡易広告情報および詳細広告情報を有す
る。なお、これらの情報を含んで構成されるレコード
を、広告企業情報と呼ぶことにする。広告ページＵＲＩ
は、広告企業サーバ３上のリソースの位置情報である。
簡易広告情報は、企業の広告内容を簡易に表現したもの
であり、テキストベースで、そのデータサイズが数十～
数百バイト程度で表現されることが好ましい。詳細広告
情報は、簡易広告情報に比して企業の広告内容を詳細に
表現したものである。詳細広告情報は、テキストデータ
に加え、イメージデータやサウンドデータ、ビデオデー
タなどのマルチメディアデータを用いた訴求力ある広告
内容であることが好ましい。これら簡易広告情報や詳細
広告情報は、通常、可変長データであるため、それぞれ
のレコードごとに、その実体を示すポインタによってそ
れぞれ関連付けらている。
【００１９】また、図４は、顧客データベースのデータ
構造を説明するための図である。同図に示すように、顧
客ＩＤによって識別されるそれぞれのレコードは、その
顧客のメールアドレス、個人情報および履歴情報を有す
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る。なお、これらの情報を含んで構成されるレコード
を、顧客情報と呼ぶことにする。個人情報は、その顧客
についての固有の情報であり、顧客から提供された住
所、氏名、電話番号などの情報である。履歴情報は、そ
の顧客が過去において詳細広告情報を要求したことを示
す情報が蓄積されることにより、構成される。本実施形
態では、履歴情報として広告ＩＤを蓄積するものとし、
履歴がない場合にはポインタの代わりに、ｎｕｌｌで示
される。広告代理サーバ２は、この履歴情報を参照し、
広告ＩＤごとにその出現数をカウントすることによっ
て、その顧客の履歴状況を取得することができる。
【００２０】広告企業情報および顧客情報をそれぞれの
データベースに登録した後、広告代理サーバ２は、メー
ル送信リストテーブルを作成するとともに、送信すべき
メールを作成する（図２のＳＴＥＰ２０２）。
【００２１】図５は、メール送信リストテーブルおよび
メールの内容を説明するための図である。同図に示すよ
うに、メール送信リストテーブルは、管理ＩＤ、顧客Ｉ
Ｄ、広告ＩＤ、広告ページＵＲＩおよびメールデータを
含んで構成される。管理ＩＤは、それぞれのレコードを
一意に識別するためものである。広告ＩＤおよび顧客Ｉ
Ｄは、当該レコードを作成する元になった広告企業デー
タベース４および顧客データベース５に登録されたレコ
ードを参照するためのものである。広告ページＵＲＩ
は、図３に示した広告ページＵＲＩと同じものである。
広告代理サーバ２は、広告ＩＤに従って広告企業データ
ベース４のレコードを特定し、そのレコードの広告ペー
ジＵＲＩを参照することが可能であるが、本例では、高
速化を図るなどのため、メール送信リストテーブルに含
めている。メールデータは、広告を提供すべき顧客に送
信するメールそのものである。メールデータは、宛先メ
ールアドレス、文字コードなど制御情報を記述するヘッ
ダ部およびメール本文を記述するボディ部とから構成さ
れる。メール本文には、簡易広告情報およびその他の情
報が記述される。メールデータは、顧客のメーラがハイ
パーリンク機能に対応している場合に、それを実現する
ためのＵＲＩがタグとして埋め込まれている。つまり、
本例では、“＜Ａ  ＨＲＥＦ＝…＞”および“＜／Ａ
＞”で括られたデータがハイパーリンクされることにな
り、従って、本例では、ハイパーリンク先として広告代
理サーバ２が指示されている。さらに、このＵＲＩに
は、パラメータとして管理ＩＤ（例えば“５２５”）が
埋め込まれている。なお、この管理ＩＤは、当該メール
データが属するレコードの管理ＩＤである。これによ
り、クライアント１のメーラ上で、このＵＲＩを指示す
ることによって、広告代理サーバ２に接続し、パラメー
タを含むリクエストメッセージを送信することになる。
【００２２】図２に戻り、ＳＴＥＰ２０１において、広
告代理サーバ２がメール送信リストテーブルを作成する
と、作成したメールを送信する（ＳＴＥＰ２０３）。こ

の場合、宛先が複数ある場合には、いわゆる同報メール
の形式で送信される。
【００２３】このように、広告代理サーバ２は、予め登
録された顧客に対し、簡易広告情報を含むメールを送信
し、ダイレクトメールとしての広告を行う。メールを受
信した顧客は、そのクライアント１のメーラでメールを
読み、簡易広告情報に興味を示した場合には、そのＵＲ
Ｉを指示することになる。ＵＲＩが指示されると、クラ
イアント１は、例えば、ＨＴＴＰに従ってリクエストメ
ッセージをそのＵＲＩ、つまり広告代理サーバ２に送信
することになる。
【００２４】図６は、広告代理サーバにおけるリクエス
トメッセージの受信処理を説明するためのフローチャー
トである。同図に示すように、広告代理サーバ２は、リ
クエストメッセージを受信すると、そのリクエストメッ
セージのパラメータとして渡される管理ＩＤを取得する
（ＳＴＥＰ６０１）。次に、広告代理サーバ２は、メー
ル送信リストテーブルを参照して、取得した管理ＩＤで
識別されるレコードの顧客ＩＤおよび広告ＩＤを特定
し、顧客データベース５を参照する。広告代理サーバ
は、顧客データベース５における顧客ＩＤで識別される
レコードの履歴情報に、その広告ＩＤを登録するととも
に（ＳＴＥＰ６０２）。その広告ＩＤがすでに登録され
ていたか否かをチェックする（ＳＴＥＰ６０３）。つま
り、履歴情報にその広告ＩＤが登録されていなかった場
合には、広告代理サーバ２は、メールとして送信した広
告情報に対して顧客が初めてアクセスした（２回目以降
でない）ものと判断する。広告代理サーバ２は、初めて
のアクセスであると判断した場合には（ＳＴＥＰ６０３
のＮｏ）、広告ＩＤに従って広告企業データベース４を
参照して詳細広告情報を読み出し、これを含むメールを
作成し（ＳＴＥＰ６０４）、リクエストメッセージを送
信した顧客に作成したメールを送信する（ＳＴＥＰ６０
５）。次に、広告代理サーバ２は、メール送信リストテ
ーブルを参照し、広告ページＵＲＩを特定し（ＳＴＥＰ
６０６）、クライアント１からのアクセスをそのＵＲＩ
に切り替える（ＳＴＥＰ６０７）。これにより、顧客を
違和感なく広告企業サーバ３のＵＲＩに誘導することが
できるようになる。なお、ＳＴＥＰ６０３において、２
回目以降のアクセスであると判断した場合には、広告代
理サーバ２は、詳細広告情報を含むメールを作成、送信
することなく、ＳＴＥＰ６０６に移行する。
【００２５】以上のように、本実施形態によれば、広告
情報をまずは簡易なものとして配信し、顧客が興味を示
した場合にのみ、その詳細な広告情報を送信するととも
に、その広告情報に関連する広告企業サーバにアクセス
することができるようになる。
【発明の効果】本発明によれば、ダイレクトメールとし
て簡易な広告情報をより多くの顧客に送信するととも
に、その広告情報に興味を示した顧客に対してさらに詳
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細な広告情報をメールで送信することができるようにな
る。これにより、きわめて多大な広告効果を期待できる
広告代理システムを提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る広告代理システムの概要を説明す
るための図である。
【図２】広告代理サーバにおけるデータ登録処理を説明
するためのフローチャートである。
【図３】広告企業データベースのデータ構造を説明する
ための図である。
【図４】顧客データベースのデータ構造を説明するため

の図である。
【図５】メール送信リストテーブルおよびメールの内容
を説明するための図である。
【図６】広告代理サーバにおけるメール受信処理を説明
するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１…クライアント
２…広告代理サーバ
３…広告企業サーバ
４…広告企業データベース
５…顧客データベース

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】
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