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(57)【要約】
【課題】
　開示するＷＥＢページ提供システムは、検索エンジン
の検索結果又はリスティング広告・アフィリエイト広告
等から対象サイトへのアクセスがあった場合に、商品役
務の販売促進の手段としての機能を提供する。
【解決手段】
　開示するＷＥＢページ提供システムは、ユーザー端末
からの一のＷＥＢページ情報に係る閲覧要求及びユーザ
ー属性情報が所定の条件を満たす場合、満たされた所定
の条件と対応付けられる制御規則を抽出する制御規則抽
出手段と、制御規則抽出手段によって抽出された制御規
則に基づいて、ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他の
ＷＥＢページ情報を特定し、特定された他のＷＥＢペー
ジ情報をユーザー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段
と、を有することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムであって、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段と
、
　一の前記ＷＥＢページ情報に係る閲覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端
末を識別するユーザー端末識別情報の提供要求を行い、前記ユーザー端末が前記ユーザー
端末識別情報を有していない場合、新たに割り当てた前記ユーザー端末識別情報を前記ユ
ーザー端末に対し書き込む端末識別情報取得・書込手段と、
　前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユーザー端末において行われ
た入力操作に基づき取得するユーザー情報取得手段と、
　前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前記提供ページ制御装置
へ通知する端末情報通知手段と、を有し、
　前記提供ページ制御装置が、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該制
御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段と、
　前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記ユーザー端末識別情報
と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報が前記条件を満たす場
合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出する制
御規則抽出手段と、
　前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記ＷＥＢページ提供装置へ
通知する制御規則通知手段と、を有し、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基づいて、前記ＷＥＢページ
記憶手段に記憶される他の前記ＷＥＢページ情報を特定するＷＥＢページ特定手段と、
　前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＷＥＢページ情報を前記ユーザ
ー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段と、を有することを特徴とするＷＥＢページ提供
システム。
【請求項２】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項１に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項３】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項４】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システム
。
【請求項５】
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　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＷＥＢページ情報を選択することによって、前記ユ
ーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を特定することを特徴とする請求項１乃
至４の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項６】
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を生成することを特徴と
する請求項３又は４に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項７】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を生成する
ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項８】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムにおいて行われるＷＥＢページ提供
方法であって、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段を
有する前記ＷＥＢページ提供装置において、
　端末識別情報取得・書込手段が、一の前記ＷＥＢページ情報に係る閲覧要求を行う前記
ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報の提供要求を行い、
前記ユーザー端末が前記ユーザー端末識別情報を有していない場合、新たに割り当てた前
記ユーザー端末識別情報を前記ユーザー端末に対し書き込むステップと、
　ユーザー情報取得手段が、前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユ
ーザー端末において行われた入力操作に基づき取得するステップと、
　端末情報通知手段が、前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前
記提供ページ制御装置へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該
制御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段とを有する前記提供ペ
ージ制御装置において、
　制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記
ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報
が前記条件を満たす場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記
制御規則を抽出するステップと、
　制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記Ｗ
ＥＢページ提供装置へ通知するステップと、を含み、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置において、
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　ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基
づいて、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他の前記ＷＥＢページ情報を特定するス
テップと、
　ＷＥＢページ通知手段が、前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＷＥ
Ｂページ情報を前記ユーザー端末へ通知するステップと、を含むＷＥＢページ提供方法。
【請求項９】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項８に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１０】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得す
ることを特徴とする請求項８又は９に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１１】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得することを特徴とする請求項８乃至１０の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１２】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＷＥＢページ情報を選択することによって、前記ユ
ーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を特定することを特徴とする請求項８乃
至１１の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１３】
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を生成することを特徴と
する請求項１０又は１１に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１４】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＷＥＢページ情報を生成する
ことを特徴とする請求項８乃至１１の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ユーザーの閲覧要求に対し、販売促進のための適切なＷＥＢページを提供するシステム
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の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年インターネット上には、多数の仮想店舗が開設されており、一般消費者にとって当
該仮想店舗において商品・サービスを購入することは珍しいことではなくなってきている
。
【０００３】
　一方で、インターネット上に多数の仮想店舗が開設されている状況下、店舗間の競争は
激化しており、各店舗は業績を維持・向上させるために取扱商品・サービスの販売促進活
動が重要なものとなってきている。
【０００４】
　そのような市場のニーズに呼応して、インターネット上での販売促進活動に関する技術
の研究・開発も盛んに行われている。例えば特許文献１では、表示させているＷＥＢペー
ジに応じて選択されたバナー広告等ウェブ表示情報を当該ＷＥＢページと共に表示させる
技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５４１５６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の従来技術においては、見込み客の主要なアプローチ経路である検
索エンジンの検索結果及びリスティング広告・アフィリエイト広告からの商品役務販売サ
イトへのアクセスに、販売促進の手段として適用することができないという問題点があっ
た。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題点に鑑み、検索エンジンの検索結果又はリスティング広告
・アフィリエイト広告等から対象サイトへのアクセスがあった場合に、商品役務の販売促
進の手段として機能するＷＥＢページ提供システム及びＷＥＢページ提供方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開示するＷＥＢページ提供システムの一形態は、ユーザー端末からの閲覧要求に対応し
ＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装置と、前記ＷＥＢページ提供装置による
前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ
提供システムであって、前記ＷＥＢページ提供装置が、前記ユーザー端末に提供する前記
ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段と、一の前記ＷＥＢページ情報に係る
閲覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報
の提供要求を行い、前記ユーザー端末が前記ユーザー端末識別情報を有していない場合、
新たに割り当てた前記ユーザー端末識別情報を前記ユーザー端末に対し書き込む端末識別
情報取得・書込手段と、前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユーザ
ー端末において行われた入力操作に基づき取得するユーザー情報取得手段と、前記閲覧要
求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前記提供ページ制御装置へ通知する端
末情報通知手段と、を有し、前記提供ページ制御装置が、前記ユーザー端末識別情報及び
前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手段と、前記ユーザー端末に提供す
る前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該制御規則が適用される条件を対
応付けて記憶する制御規則記憶手段と、前記端末情報通知手段によって通知された前記閲
覧要求及び前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられ
る前記属性情報が前記条件を満たす場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応
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付けられる前記制御規則を抽出する制御規則抽出手段と、前記制御規則抽出手段によって
抽出された前記制御規則を前記ＷＥＢページ提供装置へ通知する制御規則通知手段と、を
有し、さらに、前記ＷＥＢページ提供装置が、前記制御規則通知手段によって通知された
前記制御規則に基づいて、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他の前記ＷＥＢページ
情報を特定するＷＥＢページ特定手段と、前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された
前記他のＷＥＢページ情報を前記ユーザー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段と、を有
することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　開示するＷＥＢページ提供システムは、検索エンジンの検索結果又はリスティング広告
・アフィリエイト広告等から対象サイトへのアクセスがあった場合に、商品役務の販売促
進の手段としての機能を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムの概要を説明する図である。
【図２】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムの機能ブロック図である。
【図３】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムが機能していない場合にユーザー
端末からの一の閲覧要求に応じ提供されるＷＥＢページの一例を示す図である。
【図４】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムが機能している場合にユーザー端
末からの一の閲覧要求に応じ提供されるＷＥＢページの一例を示す図である。
【図５】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムが機能している場合にユーザー端
末からの一の閲覧要求に応じ提供されるＷＥＢページの一例を示す図である。
【図６】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムが機能している場合にユーザー端
末からの一の閲覧要求に応じ提供されるＷＥＢページの一例を示す図である。
【図７】本実施の形態に係る商品購入時提供ＷＥＢページの一例を示す図である。
【図８】本実施の形態に係るユーザー情報記憶手段に記憶される情報の一例を示す図であ
る。
【図９】本実施の形態に係る制御規則記憶手段に記憶される情報の一例を示す図である。
【図１０】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供装置のハードウエア構成例を示す図であ
る。
【図１１】本実施の形態に係る提供ページ制御装置のハードウエア構成例を示す図である
。
【図１２】本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムによる処理例の流れを示すシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について説明する。
　（本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムの概要）
【００１２】
　図１を用いて、本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システム（以下、単に「本システ
ム」という。）１の概要について説明する。図１で示すように、本システム１は、ＷＥＢ
ページ提供装置（以下、単に「提供装置」という。）１００、提供ページ制御装置（以下
、単に「制御装置」という。）２００を有し、これらは通信ネットワーク３１０を介して
接続される。また提供装置１００は、通信ネットワーク３１０を介してユーザー端末３２
０と接続される。ここで、ユーザー端末３２０とは、提供装置１００へＷＥＢページ３４
０の閲覧要求を行うユーザーが操作する端末のことであって、提供装置１００及び制御装
置２００の管理者が操作する端末のことではない。
【００１３】
　提供装置１００は、ユーザー端末３２０から行われるＷＥＢページ３４０の閲覧要求３
５０に応じ、ユーザー端末３２０へ閲覧用ＷＥＢページ３４０を送信する機能を備え、例
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えば、商品・サービスを販売するＷＥＢサイトに係る情報を記憶しているサーバー装置で
ある。
【００１４】
　制御装置２００は、ユーザー端末３２０からのＷＥＢページ閲覧要求３５０に応じ、提
供装置１００がユーザー端末３２０へ送信するＷＥＢページ３４０を特定する（生成する
）指示を出す装置である。
【００１５】
　制御装置２００は、ユーザーの閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ（例えば、ＵＲＬ：
Uniform Resource Locator）３４０、住所・年齢・性別・購入済商品等の個人情報、ＷＥ
Ｂページ３４０の閲覧履歴などを適宜組み合わせた条件が満たされる場合、合致した条件
に対応する所定のＷＥＢページ３４０をユーザー端末３２０へ送信するように提供装置１
００へ指示を行う。
【００１６】
　提供装置１００は、制御装置２００から受けた指示に従い選択・生成したＷＥＢページ
３４０をユーザー端末３２０へ送信する。本システム１（提供装置１００、制御装置２０
０）が機能する場合、ユーザー端末３２０へ送信されるＷＥＢページ３４０は、ユーザー
の閲覧要求３５０で指定されるＷＥＢページ３４０とは異なる、商品・サービスの販売促
進の手段と成り得るものである。
　（本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムの動作原理）
【００１７】
　図２乃至８を用いて、本システム１の動作原理について説明する。図２は、本システム
１の機能ブロック図である。図２で示すように、本システム１は、提供装置１００、制御
装置２００を有する。また、提供装置１００は、ユーザー端末３２０と通信ネットワーク
３１０を介して接続される。
【００１８】
　図２で示すように、提供装置１００は、ＷＥＢページ記憶手段１１０、端末識別情報取
得・書込手段１２０、ユーザー情報取得手段１３０、端末情報通知手段１４０、ＷＥＢペ
ージ特定手段１５０、ＷＥＢページ通知手段１６０を有する。
【００１９】
　ＷＥＢページ記憶手段１１０は、ユーザー端末３２０からのＷＥＢページ閲覧要求３５
０に応じユーザー端末３２０へ提供するＷＥＢページ情報（ＷＥＢページに挿入する画像
情報、音声情報、動画情報を含む）３４０を記憶する。ここで、ＷＥＢページ情報３４０
とは、ＷＥＢブラウザに一度に表示されるデータのまとまりであり、テキストデータやＨ
ＴＭＬ（HyperText Markup Language）によるレイアウト情報、文書中に埋め込まれた画
像や音声、動画などから構成され、ＷＥＢブラウザを用いて閲覧可能な情報である。
【００２０】
　図３乃至６は、ＷＥＢページ記憶手段１１０に記憶されるＷＥＢページ情報３４０の一
例を示す図である。図３乃至６で示すように、ＷＥＢページ記憶手段１１０には、ユーザ
ー端末３２０へ提供するＷＥＢページ情報３４０が記憶されている。
【００２１】
　端末識別情報取得・書込手段１２０は、ＷＥＢページ情報３４０の閲覧要求３５０を行
ったユーザー端末３２０に対し、ユーザー端末３２０を識別するユーザー端末識別情報３
３０の提供を要求すると共に、要求に応じ提供される端末識別情報３３０を取得する。
【００２２】
　端末識別情報取得・書込手段１２０は、ユーザー端末３２０がユーザー端末識別情報３
３０を有していない場合、新たにユーザー端末識別情報３３０を割り当てると共に、新た
に割り当てたユーザー端末識別情報３３０をユーザー端末３２０に対し書き込む。
【００２３】
　ここで、端末識別情報取得・書込手段１２０が読み取りを行ったり、書込を行ったりす
るユーザー端末識別情報３３０は、例えば、クッキー（Cookie、HTTP Cookie）の機能を



(8) JP 2016-146016 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

利用して行われる。クッキーとは、ＷＥＢブラウザを通じて、ＷＥＢサイト管理者がＷＥ
Ｂページ閲覧者の端末に一時的にデータを書き込んで保存させる仕組みのことである。
【００２４】
　なお、ユーザー端末３２０からのＷＥＢページ情報３４０の閲覧要求３５０は、グーグ
ル（登録商標）やヤフー（登録商標）等の検索エンジンの検索結果を経由して行われる場
合や、リスティング広告やアフィリエイト広告等のインターネット上の広告を介して行わ
れる場合が想定される。また、閲覧要求３５０は、ＷＥＢブラウザに直接ＵＲＬを入力指
定して行われるものであっても良い。
【００２５】
　ユーザー情報取得手段１３０は、ユーザー端末３２０を操作するユーザーに係る属性情
報３８０をユーザー端末３２０において行われた入力操作に基づき取得する。ここで、ユ
ーザー属性情報３８０とは、ユーザーの氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、生
年月日、性別等、ユーザーを特徴づけるユーザー固有の情報である。
【００２６】
　また、ユーザー情報取得手段１３０は、商品・サービスを購入する時に提供されるＷＥ
Ｂページ情報（商品・サービスの購入ページ）４００において入力された、ユーザーを特
定するユーザー特定情報３９０を取得する形態としても良い。この場合、ユーザー情報取
得手段１３０は、ユーザー特定情報３９０（ユーザー属性情報３８０）として、ユーザー
の氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、生年月日、性別等をはじめ、ユーザーが
購入した商品・サービスに係る情報も取得する。例えば図７で示すように、ユーザー情報
取得手段１３０は、商品・サービスの購入ページ４００において入力されたユーザー特定
情報３９０を取得する。
【００２７】
　また、ユーザー情報取得手段１３０は、商品・サービスの試供を申し込む時に提供され
るＷＥＢページ情報（商品・サービスの試供申し込みページ）４１０において入力された
ユーザー特定情報３９０を取得する形態としても良い。この場合、ユーザー情報取得手段
１３０は、ユーザー特定情報３９０（ユーザー属性情報３８０）として、ユーザーの氏名
、住所、電子メールアドレス、電話番号、生年月日、性別等をはじめ、ユーザーが試供を
申し込んだ商品・サービスに係る情報も取得する。なお、ユーザー特定情報３９０は、ユ
ーザー属性情報３８０の下位概念である。
【００２８】
　端末情報通知手段１４０は、制御装置２００に対し、ユーザー端末３２０からのＷＥＢ
ページ閲覧要求３５０、ユーザー端末３２０に係るユーザー端末識別情報３３０を通知す
る。ユーザー情報取得手段１３０がユーザー特定情報３９０（ユーザー属性情報３８０）
を取得した場合、端末情報通知手段１４０は、制御装置２００に対し、ユーザー端末識別
情報３３０と共に、ユーザー特定情報３９０（ユーザー属性情報３８０）を通知する。
【００２９】
　ＷＥＢページ特定手段１５０は、後述する制御規則通知手段２３０によって通知される
制御規則３７０に従って、ＷＥＢページ記憶手段１１０に記憶される情報の中から、ユー
ザー端末３２０に提供するＷＥＢページ情報３４０を特定する。ここで、ユーザー端末３
２０に提供するＷＥＢページ情報３４０は、商品・サービスの販売促進の手段としての役
割を果たすため、当初のＷＥＢページ閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報３４０とは
内容を異にし、何らかの加工がなされたＷＥＢページ情報３４０である。
【００３０】
　ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報３４０
とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０を選択する形態であっても良い。
図３及び４で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０
に係るＷＥＢページ情報３４０が図３で示されるようなＷＥＢページであるところ、図４
で示すようなＷＥＢページを選択する。図４は、既に１度、商品・サービスを購入してい
る客には通常の商品紹介用ＷＥＢページは見せず、特別な提案を行う（定期購入を促す）
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ＷＥＢページを見せるような販売促進の手段への適用例を示している。
【００３１】
　また、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報
３４０と同一のＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０であるが、制御規則３７０で
指定されるテキスト情報、画像情報、音声情報又は動画情報を所定位置に挿入してＷＥＢ
ページ情報３４０を生成する形態であっても良い。ここで、ＷＥＢページ情報３４０に挿
入される情報は、ユーザー情報取得手段１３０によって取得されたユーザー特定情報３９
０に基づく情報であっても良い。
【００３２】
　図５で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、指定されるＷＥＢページ情
報３４０の右上位置に所定の画像情報を挿入して、ユーザー端末３２０へ提供するＷＥＢ
ページ情報３４０を生成する。図５は、例えば、時期に応じた特別な提案を行う（期間限
定商品キャンペーン、在庫処分の割引キャンペーン等）ＷＥＢページを見せるような販売
促進の手段への適用例を示している。
【００３３】
　図６で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、指定されるＷＥＢページ情
報３４０の最上位位置に、ユーザー特定情報３９０（ここでは「商品購入日」、「ユーザ
ーの氏名」）を挿入して、ユーザー端末３２０へ提供するＷＥＢページ情報３４０を生成
する。図６は、例えば、商品を購入（試供品を申込み）した日から一定期間内の客に対し
特別な提案（定期購入を促す）ＷＥＢページを見せるような販売促進の手段への適用例を
示している。
【００３４】
　さらに、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情
報３４０とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０を選択すると共に、選択
したＷＥＢページ情報３４０の所定位置に、制御規則３７０で指定されるテキスト情報、
画像情報、音声情報又は動画情報を挿入してＷＥＢページ情報３４０を生成する形態であ
っても良い。
【００３５】
　ＷＥＢページ通知手段１６０は、ＷＥＢページ情報３４０の閲覧要求を行ったユーザー
端末３２０に対し、ＷＥＢページ特定手段１５０によって特定されたＷＥＢページ情報３
４０を通知する。ユーザー端末３２０は、ＷＥＢブラウザを利用して、ＷＥＢページ通知
手段１６０によって通知されたＷＥＢページ情報３４０を閲覧することが可能である。
　図２で示すように、制御装置２００は、制御規則記憶手段２１０、制御規則抽出手段２
２０、制御規則通知手段２３０、ユーザー情報記憶手段２４０を有する。
【００３６】
　ユーザー情報記憶手段２４０は、端末情報通知手段１４０によって通知されるユーザー
端末識別情報３３０、ユーザー属性情報３８０（又はユーザー特定情報３９０）及びＷＥ
Ｂページ閲覧要求３５０に係る履歴３６０を関連付けて記憶する。
【００３７】
　図８で示すように、ユーザー情報記憶手段２４０は、端末識別情報３３０「１００００
１」、ユーザー特定情報３９０「氏名：道明　翔太」「住所：東京都世田谷区□□」…、
閲覧履歴３６０「履歴１：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」…それぞれを対応付けて
記憶する。
【００３８】
　制御規則記憶手段２１０は、ＷＥＢページ特定手段１５０がＷＥＢページ情報３４０を
特定するための制御規則３７０と制御規則３７０が適用される条件４２０とを対応付けて
記憶する。制御規則３７０が適用される条件４２０は、ＷＥＢページ閲覧要求３５０、閲
覧要求３５０に係る履歴３６０、ユーザー属性情報３８０（又はユーザー特定情報３９０
）を適宜組み合わせて設定される。
【００３９】
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　図９の１行目で示すように、制御規則記憶手段２１０は、閲覧要求３５０「http://www
.aaa.co.jp/teiki-kounyu.html」、閲覧履歴３６０「http://www.aaa.co.jp/kounyu.html
」…という抽出条件４２０と、制御規則３７０「提供ＷＥＢページＵＲＬ：http://www.a
aa.co.jp/teiki-kounyu2.html」…と、を対応付けて記憶する。
【００４０】
　また、図９の２行目で示すように、制御規則記憶手段２１０は、閲覧要求３５０「http
://www.aaa.co.jp/sai-kounyu.html」、閲覧履歴３６０「http://www.aaa.co.jp/kounyu.
html」、ユーザー特定情報３９０「性別：男」「購入日／試供品申込日（からの経過期間
）：１月以内」…という抽出条件４２０と、制御規則３７０「提供ＷＥＢページＵＲＬ：
http://www.aaa.co.jp/sai-kounyu2.html」「ユーザー特定情報の挿入場所：ＷＥＢペー
ジの一番上」「挿入するユーザー特定情報：氏名」…と、を対応付けて記憶する。
【００４１】
　制御規則抽出手段２２０は、端末情報通知手段１４０によって通知された閲覧要求３５
０及びユーザー端末識別情報３３０とユーザー情報記憶手段２４０において対応付けられ
るユーザー属性情報３８０（又はユーザー特定情報３９０）が制御規則記憶手段２１０に
おいて記憶される抽出条件４２０と合致するか否かを判定する。制御規則抽出手段２２０
は、合致すると判定した場合、合致した抽出条件４２０と制御規則記憶手段２１０におい
て対応付けられている制御規則３７０を抽出する。制御規則抽出手段２２０は、制御規則
３７０の抽出条件４２０として、少なくとも閲覧要求３５０及びユーザー属性情報３８０
（又はユーザー特定情報３９０）を考慮する。
【００４２】
　さらに制御規則抽出手段２２０は、抽出条件４２０として、閲覧要求３５０及びユーザ
ー属性情報３８０（又はユーザー特定情報３９０）に加えて閲覧履歴３６０（商品・サー
ビスの購入画面、試供品の申込画面への往訪履歴を含む）を考慮する形態としても良い。
【００４３】
　ここで制御規則３７０とは、当初なされた閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報３４
０とは内容を異にし、何らかの加工がなされたＷＥＢページ情報３４０をユーザー端末３
２０へ送信させる指示である。図９の１行目で示すように、制御規則３７０とは、当初の
閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報３４０とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢペー
ジ情報３４０を選択させる内容であっても良い。
【００４４】
　図９の３行目で示すように、制御規則３７０とは、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢ
ページ情報３４０と同一のＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０であるが、制御規
則３７０で指定されるテキスト情報、画像情報、音声情報又は動画情報を所定位置に挿入
してＷＥＢページ情報３４０を生成させる内容であっても良い。
【００４５】
　図９の２行目で示すように、制御規則３７０とは、制御規則３７０とは、当初の閲覧要
求３５０に係るＷＥＢページ情報３４０とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報
３４０を選択すると共に、選択されたＷＥＢページ情報３４０の所定位置に、所定のテキ
スト情報、画像情報、音声情報又は動画情報を挿入してＷＥＢページ情報３４０を生成さ
せる内容であっても良い。
　本システム１は、制御規則３７０及び適用条件４２０を適当に設定することによって、
下記のような販売促進手段としての機能を提供することができる。
・試供品の申込履歴があるユーザーへ定期購入を提案するＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：試供品申込（ページ）の履歴、試供品申込日で設定
・定期購入の履歴があるユーザーへ関連商品の購入を提案するＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：定期購入申込（ページ）の履歴、購入日で設定
・商品購入日から所定期間内のユーザーへ特別な提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：購入申込（ページ）の履歴、購入日で設定
・所定期間内で商品購入をしたユーザーへ特別な提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
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→適用条件４２０：購入申込（ページ）の履歴、購入日で設定
・ユーザーの性別によって異なる内容の提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：ユーザーの性別で設定
・ユーザーの誕生月に、クーポンを発行するＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：ユーザーの誕生日（誕生日が属する「月」）で設定
・ユーザー端末の特徴によって異なる内容の提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：ユーザー端末がパソコンかスマートフォンの別で設定
・ユーザーのサイト訪問回数に応じた提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：ユーザーの訪問履歴で設定
・ユーザーの居住地域の違いによって異なる内容の提案を行うＷＥＢページを閲覧させる
→適用条件４２０：ユーザーの住所（住所情報の「都道府県」単位）で設定
・商品購入には至っていない（かご落ち）ユーザーへ特別な提案を行うＷＥＢページを閲
覧させる
→適用条件４２０：ユーザーの訪問履歴で設定
　制御規則通知手段２３０は、制御規則抽出手段２２０によって抽出された制御規則３７
０を提供装置１００へ通知する。
　（本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムのハードウエア構成）
　（１）ＷＥＢページ提供装置１００のハードウエア構成例
　図１０を用いて、提供装置１００のハードウエア構成例について説明する。図１０は、
提供装置１００のハードウエア構成の一例を示す図である。
【００４６】
　図１０で示すように、提供装置１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５１０
、ＲＯＭ（Read-Only Memory）５２０、ＲＡＭ（Random Access Memory）５３０、補助記
憶装置５４０、通信Ｉ／Ｆ５５０、入力装置５６０、表示装置５７０、記録媒体Ｉ／Ｆ５
８０を有する。
【００４７】
　ＣＰＵ５１０は、ＲＯＭ５２０に記憶されたプログラムを実行する装置であり、ＲＡＭ
５３０に展開（ロード）されたデータを、プログラムの命令に従って演算処理し、提供装
置１００全体を制御する。ＲＯＭ５２０は、ＣＰＵ５１０が実行するプログラムやデータ
を記憶している。ＲＡＭ５３０は、ＣＰＵ５１０でＲＯＭ５２０に記憶されたプログラム
を実行する際に、実行するプログラムやデータが展開（ロード）され、演算の間、演算デ
ータを一時的に保持する。
【００４８】
　補助記憶装置５４０は、基本ソフトウエアであるＯＳ（Operating System）や本実施の
形態に係るアプリケーションプログラムなどを、関連するデータとともに記憶する装置で
ある。補助記憶装置５４０は、ＷＥＢページ記憶手段１１０を含み、例えば、ＨＤＤ（Ha
rd Disc Drive）やフラッシュメモリなどである。
【００４９】
　通信Ｉ／Ｆ５５０は、有線・無線ＬＡＮ（Local Area Network）、インターネットなど
通信ネットワーク３１０に接続し、通信機能を提供する他装置（ユーザー端末３２０や制
御装置２００など）とデータの授受を行うためのインターフェースである。
【００５０】
　入力装置５６０は、キーボードなど提供装置１００にデータ入力を行うための装置であ
る。表示装置（出力装置）５７０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等で構成される
装置であり、提供装置１００が有する機能をユーザー（対象サイトの運営者等）が利用す
る際や各種設定を行う際のユーザーインターフェースとして機能する装置である。記録媒
体Ｉ／Ｆ５８０は、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリなどの記録媒体５９０
とデータの送受信を行うためのインターフェースである。
【００５１】
　提供装置１００が有する各手段は、ＣＰＵ５１０が、ＲＯＭ５２０又は補助記憶装置５
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４０に記憶された各手段に対応するプログラムを実行することにより実現される形態とし
ても良い。また、提供装置１００が有する各手段は、当該各手段に関する処理をハードウ
エアとして実現される形態としても良い。また、通信Ｉ／Ｆ５５０を介して外部サーバー
から本発明に係るプログラムを読み込ませたり、記録媒体Ｉ／Ｆ５８０を介して記録媒体
５９０から本発明に係るプログラムを読み込ませたりして、提供装置１００に当該プログ
ラムを実行させる形態としても良い。
　（２）提供ページ制御装置２００のハードウエア構成例
　図１１を用いて、制御装置２００のハードウエア構成例について説明する。図１１は、
制御装置２００のハードウエア構成の一例を示す図である。
【００５２】
　図１１で示すように、制御装置２００は、ＣＰＵ６１０、ＲＯＭ６２０、ＲＡＭ６３０
、補助記憶装置６４０、通信Ｉ／Ｆ６５０、入力装置６６０、表示装置６７０、記録媒体
Ｉ／Ｆ６８０を有する。
【００５３】
　ＣＰＵ６１０は、ＲＯＭ６２０に記憶されたプログラムを実行する装置であり、ＲＡＭ
６３０に展開（ロード）されたデータを、プログラムの命令に従って演算処理し、制御装
置２００全体を制御する。ＲＯＭ６２０は、ＣＰＵ６１０が実行するプログラムやデータ
を記憶している。ＲＡＭ６３０は、ＣＰＵ６１０でＲＯＭ６２０に記憶されたプログラム
を実行する際に、実行するプログラムやデータが展開（ロード）され、演算の間、演算デ
ータを一時的に保持する。
【００５４】
　補助記憶装置６４０は、基本ソフトウエアであるＯＳや本実施の形態に係るアプリケー
ションプログラムなどを、関連するデータとともに記憶する装置である。補助記憶装置６
４０は、制御規則記憶手段２１０、ユーザー情報記憶手段２４０を含み、例えば、ＨＤＤ
やフラッシュメモリなどである。
【００５５】
　通信Ｉ／Ｆ６５０は、有線・無線ＬＡＮ（Local Area Network）、インターネットなど
通信ネットワーク３１０に接続し、通信機能を提供する他装置（提供装置１００など）と
データの授受を行うためのインターフェースである。
【００５６】
　入力装置６６０は、キーボードなど制御装置２００にデータ入力を行うための装置であ
る。表示装置（出力装置）６７０は、ＬＣＤ等で構成される装置であり、制御装置２００
が有する機能をユーザー（対象サイトの運営者等）が利用する際や各種設定を行う際のユ
ーザーインターフェースとして機能する装置である。記録媒体Ｉ／Ｆ６８０は、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリなどの記録媒体６９０とデータの送受信を行うため
のインターフェースである。
【００５７】
　制御装置２００が有する各手段は、ＣＰＵ６１０が、ＲＯＭ６２０又は補助記憶装置６
４０に記憶された各手段に対応するプログラムを実行することにより実現される形態とし
ても良い。また、制御装置２００が有する各手段は、当該各手段に関する処理をハードウ
エアとして実現される形態としても良い。また、通信Ｉ／Ｆ６５０を介して外部サーバー
から本発明に係るプログラムを読み込ませたり、記録媒体Ｉ／Ｆ６８０を介して記録媒体
６９０から本発明に係るプログラムを読み込ませたりして、制御装置２００に当該プログ
ラムを実行させる形態としても良い。
　（本実施の形態に係るＷＥＢページ提供システムによる処理例）
　図１２を用いて、本システム１による処理例について説明する。図１２は、本システム
１が行う処理の一例に係るシーケンス図である。
【００５８】
　Ｓ１０でユーザー端末３２０が提供装置１００に対し、一のＷＥＢページ情報３４０に
係る閲覧要求３５０を行う。なお、ユーザー端末３２０から行われるＷＥＢページ情報３



(13) JP 2016-146016 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

４０の閲覧要求３５０は、グーグル（登録商標）やヤフー（登録商標）等の検索エンジン
の検索結果を経由して行われる場合や、リスティング広告やアフィリエイト広告等のイン
ターネット上の広告を介して行われる場合を想定する。また閲覧要求３５０は、ＷＥＢブ
ラウザに直接ＵＲＬを入力指定して行われるものであっても良い。
【００５９】
　Ｓ２０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、Ｓ１０において閲覧要求３５０を行っ
たユーザー端末３２０に対し、ユーザー端末識別情報３３０の提供を要求すると共に、要
求に応じ提供される端末識別情報３３０を取得する。図８で示すように、端末識別情報３
３０とは、例えば、「１００００１」「１００００２」等の情報であり、クッキー（Cook
ie、HTTP Cookie）の機能が利用される。
【００６０】
　Ｓ２０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、Ｓ１０において行われた一のＷＥＢペ
ージ情報３４０に係る閲覧要求３５０を取得する。図８の１行目で示すように、端末識別
情報取得・書込手段１２０は、例えば、「ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」
に対する閲覧要求を取得する。
　Ｓ２０で端末情報通知手段１４０が、Ｓ２０において取得した端末識別情報３３０及び
閲覧要求３５０を制御装置２００へ通知する。
【００６１】
　Ｓ３０で制御装置２００が、Ｓ２０において通知された端末識別情報３３０で対象ユー
ザーを特定し、特定した対象ユーザーに係るＷＥＢページ情報３４０の閲覧履歴としてユ
ーザー情報記憶装置２４０に記録する。図８の１行目で示すように、例えば、制御装置２
００は、端末識別情報３３０「１００００１」で識別されるユーザーの閲覧履歴１として
「ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」をユーザー情報記憶装置２４０に記録す
る。
【００６２】
　Ｓ４０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、ユーザー端末３２０がユーザー端末識
別情報３３０を有していない場合、新たにユーザー端末識別情報３３０を割り当てる。そ
して、端末情報通知手段１４０が、Ｓ４０において新たに割り当てたユーザー端末識別情
報３３０を制御装置２００へ通知する。端末識別情報取得・書込手段１２０は、例えば、
ユーザー端末識別情報３３０として「１００００３」等の情報を新たに割り当てる。
【００６３】
　Ｓ５０で制御装置２００が、Ｓ４０において通知された端末識別情報３３０を新たにユ
ーザー情報記憶装置２４０に記録する。制御装置２００は、例えば、ユーザー端末識別情
報３３０として「１００００３」等の情報を新たにユーザー情報記憶装置２４０に記録す
る。
　Ｓ６０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、Ｓ４０において新たに割り当てたユー
ザー端末識別情報３３０をユーザー端末３２０へ通知する。
【００６４】
　Ｓ７０でユーザー端末３２０が、Ｓ６０において通知された端末識別情報３３０を自身
の記憶装置に記録する。制御装置２００は、例えば、ユーザー端末識別情報３３０として
「１００００３」等の情報を新たにユーザー情報記憶装置２４０に記録する。ユーザー端
末３２０による端末識別情報３３０の書き込みについては、クッキー（Cookie、HTTP Coo
kie）の機能が利用される。
【００６５】
　Ｓ８０でユーザー端末３２０が、提供装置１００が提供する商品・サービスの購入ＷＥ
Ｂページ４００又は商品・サービスの試供申込ＷＥＢページ４１０において、ユーザー端
末３２０を操作するユーザーを特定するユーザー特定情報３９０の入力操作を行う。ユー
ザー特定情報３９０は、商品・サービスの購入を行う時や試供申し込みを行う時に入力す
る「氏名」「住所」「電子メールアドレス」「性別」「生年月日」等の情報である。
【００６６】
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　Ｓ９０でユーザー情報取得手段１３０が、Ｓ８０において入力されたユーザー特定情報
３９０を取得する。このときユーザー情報取得手段１３０は、処理対象のユーザー端末３
２０を識別するために、Ｓ２０又はＳ４０における端末識別情報取得・書込手段１２０と
同様に、ユーザー端末識別情報３３０の取得処理又はユーザー端末識別情報３３０の新規
割当処理を行う。
　Ｓ９０で端末情報通知手段１４０が、Ｓ９０において取得したユーザー特定情報３９０
及びユーザー端末識別情報３３０を制御装置２００へ通知する。
【００６７】
　Ｓ１００で制御装置２００が、Ｓ９０において通知されたユーザー特定情報３９０をユ
ーザー端末識別情報３３０と対応付けて、ユーザー情報記憶装置２４０に記録する。図８
で示すように、制御装置２００は、例えば、ユーザー端末識別情報３３０「１００００１
」と対応付けて、ユーザー特定情報３９０「氏名：道明　翔太」「住所：東京都世田谷区
□□」等をユーザー情報記憶装置２４０に記録する。
【００６８】
　Ｓ１１０で制御装置２００が、制御装置２００の管理者の操作に基づいて、制御規則抽
出手段２２０が制御規則３７０の内容と制御規則３７０を適用する抽出条件４２０の設定
が行われ、設定が行われた制御規則３７０の内容及び抽出条件４２０が制御規則記憶手段
２１０に記憶される。図９の１行目で示すように、例えば、制御規則記憶手段２１０には
、抽出条件４２０として「閲覧要求３５０：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu.html」
、「閲覧履歴３６０：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」が設定登録され、対応する制
御規則３７０として「提供ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu2.html」が設定
登録される。
【００６９】
　Ｓ１２０でユーザー端末３２０が提供装置１００に対し、一のＷＥＢページ情報に係る
閲覧要求３５０を行う。なお、ユーザー端末３２０からのＷＥＢページ情報３４０の閲覧
要求３５０は、グーグル（登録商標）やヤフー（登録商標）等の検索エンジンの検索結果
を経由して行われる場合や、リスティング広告やアフィリエイト広告等のインターネット
上の広告を介して行われる場合を想定する。また閲覧要求３５０は、ＷＥＢブラウザに直
接ＵＲＬを入力指定して行われるものであっても良い。
【００７０】
　Ｓ１３０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、Ｓ１２０において閲覧要求３５０を
行ったユーザー端末３２０に対し、ユーザー端末識別情報３３０の提供を要求すると共に
、要求に応じ提供される端末識別情報３３０を取得する。図８の１行目で示すように、端
末識別情報取得・書込手段１２０は、例えば、端末識別情報３３０「１００００１」を取
得する。
【００７１】
　Ｓ１３０で端末識別情報取得・書込手段１２０が、Ｓ１２０において行われた一のＷＥ
Ｂページ情報３４０に係る閲覧要求３５０を取得する。図９の１行目で示すように、端末
識別情報取得・書込手段１２０は、例えば、「ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/teiki-kou
nyu.html」に対する閲覧要求を取得する。
【００７２】
　Ｓ１３０で端末情報通知手段１４０が、Ｓ１３０において取得した端末識別情報３３０
及び閲覧要求３５０を制御装置２００へ通知する。例えば、端末情報通知手段１４０は、
制御装置２００に対し、端末識別情報３３０「１００００１」及び閲覧要求３５０「ＵＲ
Ｌ：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu.html」を通知する。
【００７３】
　Ｓ１４０で制御規則抽出手段２２０が、Ｓ１３０において通知された端末識別情報３３
０をユーザー情報記憶手段２４０に記憶される情報と照合し、対象ユーザーを特定する。
図８で示すように、制御規則抽出手段２２０は、端末識別情報３３０「１００００１」を
ユーザー情報記憶手段２４０に記憶される情報と照合し、対象ユーザーを「氏名：道明　
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翔太」と特定する。
【００７４】
　Ｓ１４０で制御規則抽出手段２２０が、Ｓ１４０において特定した対象ユーザーとユー
ザー情報記憶手段２４０で対応付けて記憶されるユーザー特定情報３９０及びＳ１３０に
おいて通知された閲覧要求３５０と、制御規則記憶手段２１０に記憶される抽出条件４２
０とが合致するか否かを判定する。制御規則抽出手段２２０は、閲覧要求３５０「ＵＲＬ
：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu.html」及び対象ユーザーと対応付けられるユーザ
ー情報３９０「氏名：道明　翔太」「住所：東京都世田谷区□□」…、閲覧履歴３６０「
履歴１：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」…が、何れかの抽出条件４２０と合致する
か否かを判定する。図９の１行目で示すように、制御規則抽出手段２２０は、例えば、閲
覧要求３５０「ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu.html」及びユーザー情報３
９０「履歴１：http://www.aaa.co.jp/kounyu.html」が抽出条件４２０と合致すると判定
する。
【００７５】
　Ｓ１４０で制御規則抽出手段２２０が、ユーザー特定情報３９０及び閲覧要求３５０が
抽出条件４２０に合致していると判定した場合、合致していた抽出条件４２０に対応する
制御規則３７０を制御規則記憶手段２１０から抽出する。図９の１行目で示すように、制
御規則抽出手段２２０は、例えば、制御規則４２０「提供ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp
/teiki-kounyu2.html」を抽出する。
【００７６】
　Ｓ１５０で制御規則通知手段２３０が、Ｓ１４０において抽出した制御規則４２０を提
供装置１００へ通知する。制御規則通知手段２３０は、例えば、制御規則４２０として「
提供ＵＲＬ：http://www.aaa.co.jp/teiki-kounyu2.html」を提供装置１００へ通知する
。
【００７７】
　Ｓ１６０でＷＥＢページ特定手段１５０が、Ｓ１５０において通知された制御規則３７
０に従って、ＷＥＢページ記憶手段１１０に記憶される情報の中から、ユーザー端末３２
０に提供するＷＥＢページ情報３４０を特定する。
【００７８】
　ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報３４０
とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０を選択する形態であっても良い。
図３及び４で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０
に係るＷＥＢページ情報３４０が図３で示されるようなＷＥＢページであるところ、図４
で示すようなＷＥＢページを選択する。図４は、既に１度、商品・サービスを購入してい
る客には通常の商品紹介用ＷＥＢページは見せず、特別な提案を行う（定期購入を促す）
ＷＥＢページを見せるような販売促進の手段への適用例を示している。
【００７９】
　また、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情報
３４０と同一のＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０であるが、制御規則３７０で
指定されるテキスト情報、画像情報、音声情報又は動画情報を所定位置に挿入してＷＥＢ
ページ情報３４０を生成する形態であっても良い。ここで、ＷＥＢページ情報３４０に挿
入される情報は、ユーザー情報取得手段１３０によって取得されたユーザー特定情報３９
０に基づく情報であっても良い。
【００８０】
　図５で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、指定されるＷＥＢページ情
報３４０の右上位置に所定の画像情報を挿入して、ユーザー端末３２０へ提供するＷＥＢ
ページ情報３４０を生成する。図５は、例えば、時期に応じた特別な提案を行う（期間限
定商品キャンペーン、在庫処分の割引キャンペーン等）ＷＥＢページを見せるような販売
促進の手段への適用例を示している。
【００８１】
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　図６で示すように例えば、ＷＥＢページ特定手段１５０は、指定されるＷＥＢページ情
報３４０の最上位位置に、ユーザー特定情報３９０（ここでは「商品購入日」、「ユーザ
ーの氏名」）を挿入して、ユーザー端末３２０へ提供するＷＥＢページ情報３４０を生成
する。図６は、例えば、商品を購入（試供品を申込み）した日から一定期間内の客に対し
特別な提案（定期購入を促す）ＷＥＢページを見せるような販売促進の手段への適用例を
示している。
【００８２】
　さらに、ＷＥＢページ特定手段１５０は、当初の閲覧要求３５０に係るＷＥＢページ情
報３４０とは異なるＵＲＬで指定されるＷＥＢページ情報３４０を選択すると共に、選択
したＷＥＢページ情報３４０の所定位置に、制御規則３７０で指定されるテキスト情報、
画像情報、音声情報又は動画情報を挿入してＷＥＢページ情報３４０を生成する形態であ
っても良い。
【００８３】
　Ｓ１６０でＷＥＢページ通知手段１６０が、Ｓ１６０において特定されたＷＥＢページ
情報３４０を、ＷＥＢページ情報３４０の閲覧要求を行ったユーザー端末３２０に対し通
知する。
　Ｓ１７０でユーザー端末３２０が、Ｓ１６０において通知されたＷＥＢページ情報３４
０を、ＷＥＢブラウザを利用して閲覧する。
【００８４】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施の形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲において、種々の
変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００８５】
１　　　ＷＥＢページ提供システム
１００　ＷＥＢページ提供装置
１１０　ＷＥＢページ記憶手段
１２０　端末識別情報取得・書込手段
１３０　ユーザー情報取得手段
１４０　端末情報通知手段
１５０　ＷＥＢページ特定手段
１６０　ＷＥＢページ通知手段
２００　提供ページ制御装置
２１０　制御規則記憶手段
２２０　制御規則抽出手段
２３０　制御規則通知手段
２４０　ユーザー情報記憶手段
３１０　通信ネットワーク
３２０　ユーザー端末
３３０　ユーザー端末識別情報
３４０　ＷＥＢページ情報
３５０　（ＷＥＢページの）閲覧要求
３６０　閲覧請求に係る履歴
３７０　制御規則
３８０　ユーザー属性情報
３９０　ユーザー特定情報
４００　商品・サービスの購入ページ
４１０　商品・サービスの試供申し込みページ
４２０　抽出条件
５１０、６１０　ＣＰＵ
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５２０、６２０　ＲＯＭ
５３０、６３０　ＲＡＭ
５４０、６４０　補助記憶装置
５５０、６５０　通信インターフェース
５６０、６６０　入力装置
５７０、６７０　出力装置
５８０、６８０　記録媒体インターフェース
５９０、６９０　記録媒体
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月22日(2015.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムであって、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段と
、
　一のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）で特定される前記ＷＥＢページ情報に係る閲
覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報の
提供要求を行う端末識別情報取得・書込手段と、
　前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユーザー端末において行われ
た入力操作に基づき取得するユーザー情報取得手段と、
　前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前記提供ページ制御装置
へ通知する端末情報通知手段と、を有し、
　前記提供ページ制御装置が、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と、
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　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該制
御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段と、
　前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記ユーザー端末識別情報
と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報が前記条件を満たす場
合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出する制
御規則抽出手段と、
　前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記ＷＥＢページ提供装置へ
通知する制御規則通知手段と、を有し、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基づいて、前記ＷＥＢページ
記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報を特定するＷＥＢペ
ージ特定手段と、
　前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペー
ジ情報を前記ユーザー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段と、を有することを特徴とす
るＷＥＢページ提供システム。
【請求項２】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項１に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項３】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項４】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システム
。
【請求項５】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を選択するこ
とによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報
を特定することを特徴とする請求項１乃至４の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システ
ム。
【請求項６】
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とする請求項３又は４に記載のＷＥＢページ提供システム。
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【請求項７】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペ
ージ情報を生成することを特徴とする請求項１乃至４の何れか一に記載のＷＥＢページ提
供システム。
【請求項８】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムにおいて行われるＷＥＢページ提供
方法であって、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段を
有する前記ＷＥＢページ提供装置において、
　端末識別情報取得・書込手段が、一のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報に係る
閲覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報
の提供要求を行うステップと、
　ユーザー情報取得手段が、前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユ
ーザー端末において行われた入力操作に基づき取得するステップと、
　端末情報通知手段が、前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前
記提供ページ制御装置へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該
制御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段とを有する前記提供ペ
ージ制御装置において、
　制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記
ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報
が前記条件を満たす場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記
制御規則を抽出するステップと、
　制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記Ｗ
ＥＢページ提供装置へ通知するステップと、を含み、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置において、
　ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基
づいて、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢペー
ジ情報を特定するステップと、
　ＷＥＢページ通知手段が、前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲ
Ｌで特定されるＷＥＢページ情報を前記ユーザー端末へ通知するステップと、を含むＷＥ
Ｂページ提供方法。
【請求項９】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項８に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１０】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得す
ることを特徴とする請求項８又は９に記載のＷＥＢページ提供方法。



(23) JP 2016-146016 A 2016.8.12

【請求項１１】
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得することを特徴とする請求項８乃至１０の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１２】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を選択するこ
とによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報
を特定することを特徴とする請求項８乃至１１の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法
。
【請求項１３】
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とする請求項１０又は１１に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１４】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペ
ージ情報を生成することを特徴とする請求項８乃至１１の何れか一に記載のＷＥＢページ
提供方法。
 
 
【手続補正書】
【提出日】平成27年7月9日(2015.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムであって、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段と
、
　一のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）で特定される前記ＷＥＢページ情報に係る閲
覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報の
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提供要求を行う端末識別情報取得・書込手段と、
　前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユーザー端末において行われ
た入力操作に基づき取得するユーザー情報取得手段と、
　前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前記提供ページ制御装置
へ通知する端末情報通知手段と、を有し、
　前記提供ページ制御装置が、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該制
御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段と、
　前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記ユーザー端末識別情報
と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報が前記条件を満たす場
合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出する制
御規則抽出手段と、
　前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記ＷＥＢページ提供装置へ
通知する制御規則通知手段と、を有し、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基づいて、前記ＷＥＢページ
記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報を特定するＷＥＢペ
ージ特定手段と、
　前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペー
ジ情報を前記ユーザー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段と、を有し、
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得し
、
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とするＷＥＢページ提供システム。
【請求項２】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムであって、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段と
、
　一のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）で特定される前記ＷＥＢページ情報に係る閲
覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報の
提供要求を行う端末識別情報取得・書込手段と、
　前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユーザー端末において行われ
た入力操作に基づき取得するユーザー情報取得手段と、
　前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前記提供ページ制御装置
へ通知する端末情報通知手段と、を有し、
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　前記提供ページ制御装置が、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該制
御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段と、
　前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記ユーザー端末識別情報
と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報が前記条件を満たす場
合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出する制
御規則抽出手段と、
　前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記ＷＥＢページ提供装置へ
通知する制御規則通知手段と、を有し、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置が、
　前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基づいて、前記ＷＥＢページ
記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報を特定するＷＥＢペ
ージ特定手段と、
　前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペー
ジ情報を前記ユーザー端末へ通知するＷＥＢページ通知手段と、を有し、
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得し、
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とするＷＥＢページ提供システム。
【請求項３】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載のＷＥＢページ提供システム。
【請求項４】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を選択するこ
とによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報
を特定することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に記載のＷＥＢページ提供システ
ム。
【請求項５】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
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入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペ
ージ情報を生成することを特徴とする請求項１乃至３の何れか一に記載のＷＥＢページ提
供システム。
【請求項６】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムにおいて行われるＷＥＢページ提供
方法であって、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段を
有する前記ＷＥＢページ提供装置において、
　端末識別情報取得・書込手段が、一のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報に係る
閲覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報
の提供要求を行うステップと、
　ユーザー情報取得手段が、前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユ
ーザー端末において行われた入力操作に基づき取得するステップと、
　端末情報通知手段が、前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前
記提供ページ制御装置へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該
制御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段とを有する前記提供ペ
ージ制御装置において、
　制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記
ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報
が前記条件を満たす場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記
制御規則を抽出するステップと、
　制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記Ｗ
ＥＢページ提供装置へ通知するステップと、を含み、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置において、
　ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基
づいて、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢペー
ジ情報を特定するステップと、
　ＷＥＢページ通知手段が、前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲ
Ｌで特定されるＷＥＢページ情報を前記ユーザー端末へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスを購入する時に提供され
たＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を取得し
、
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とするＷＥＢページ提供方法。
【請求項７】
　ユーザー端末からの閲覧要求に対応しＷＥＢページ情報を提供するＷＥＢページ提供装
置と、前記ＷＥＢページ提供装置による前記ＷＥＢページ情報の提供動作を制御する提供
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ページ制御装置と、を含むＷＥＢページ提供システムにおいて行われるＷＥＢページ提供
方法であって、
　前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を記憶するＷＥＢページ記憶手段を
有する前記ＷＥＢページ提供装置において、
　端末識別情報取得・書込手段が、一のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢページ情報に係る
閲覧要求を行う前記ユーザー端末に対し該ユーザー端末を識別するユーザー端末識別情報
の提供要求を行うステップと、
　ユーザー情報取得手段が、前記ユーザー端末を操作するユーザーに係る属性情報を該ユ
ーザー端末において行われた入力操作に基づき取得するステップと、
　端末情報通知手段が、前記閲覧要求、前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を前
記提供ページ制御装置へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー端末識別情報及び前記属性情報を対応付けて記憶するユーザー情報記憶手
段と前記ユーザー端末に提供する前記ＷＥＢページ情報を特定するための制御規則及び該
制御規則が適用される条件を対応付けて記憶する制御規則記憶手段とを有する前記提供ペ
ージ制御装置において、
　制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記閲覧要求及び前記
ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記属性情報
が前記条件を満たす場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記
制御規則を抽出するステップと、
　制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記制御規則を前記Ｗ
ＥＢページ提供装置へ通知するステップと、を含み、さらに、
　前記ＷＥＢページ提供装置において、
　ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則に基
づいて、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される他のＵＲＬで特定される前記ＷＥＢペー
ジ情報を特定するステップと、
　ＷＥＢページ通知手段が、前記ＷＥＢページ特定手段によって特定された前記他のＵＲ
Ｌで特定されるＷＥＢページ情報を前記ユーザー端末へ通知するステップと、を含み、
　前記ユーザー情報取得手段が、前記ユーザーが商品・サービスの試供を申し込む時に提
供されたＷＥＢページ情報において入力した前記ユーザーを特定するユーザー特定情報を
取得し、
　前記制御規則抽出手段が、前記制御規則と共に、前記端末情報通知手段によって通知さ
れた前記ユーザー端末識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられた前記
ユーザー特定情報を抽出し、
　前記制御規則通知手段が、前記制御規則抽出手段によって抽出された前記ユーザー特定
情報を通知し、
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記ユーザー特定情報を挿入することに
よって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を生
成することを特徴とするＷＥＢページ提供方法。
【請求項８】
　前記ユーザー情報記憶手段において、前記ユーザー端末識別情報及び前記閲覧要求に係
る履歴が対応付けて記憶される場合、
　前記制御規則抽出手段が、前記端末情報通知手段によって通知された前記ユーザー端末
識別情報と前記ユーザー情報記憶手段において対応付けられる前記履歴が前記条件を満た
す場合、前記制御規則記憶手段において前記条件と対応付けられる前記制御規則を抽出す
ることを特徴とする請求項６又は７に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項９】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
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で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報を選択するこ
とによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢページ情報
を特定することを特徴とする請求項６乃至８の何れか一に記載のＷＥＢページ提供方法。
【請求項１０】
　前記ＷＥＢページ特定手段が、前記制御規則通知手段によって通知された前記制御規則
で指定される前記ＷＥＢページ情報であって、前記ＷＥＢページ記憶手段に記憶される前
記ＷＥＢページ情報の中から所定の前記ＷＥＢページ情報を選択し、該所定のＷＥＢペー
ジ情報内の前記制御規則で指定される所定位置に前記制御規則で指定される所定情報を挿
入することによって、前記ユーザー端末へ通知する前記他のＵＲＬで特定されるＷＥＢペ
ージ情報を生成することを特徴とする請求項６乃至８の何れか一に記載のＷＥＢページ提
供方法。
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