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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント側からのホームページ情報のダウンロード要求に際してホームページを供
給するサーバ装置において、
　トリガ読み取り手段により、所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取りステッ
プと、
　特殊クリックポイント上乗せ手段により、前記トリガ読み取り手段が読み取った前記ト
リガ、または任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリガをもとに特殊クリッ
クポイント配置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊
クリックポイント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成された特殊クリックポ
イント配置情報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリ
ックポイントを基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポ
イント上乗せステップと、
　特殊クリックポイント供給手段により、特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された
特殊クリックポイント上乗せに関する情報や特殊クリックポイント上乗せ手段をクライア
ント側、またはリンク先ホームページサイト側に供給する特殊クリックポイント供給ステ
ップとを備え、
　クライアント側の端末またはリンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置の
いずれにおいても、前記特殊クリックポイント上乗せステップを実行して特殊クリックポ
イント上乗せホームページを作成でき、クライアント側において、特殊クリックポイント
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をホームページ画面上に表示する時に、通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな
位置に重ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームページの通常クリックポイント
の両方を有効とするようにしたことを特徴とするホームページ情報供給方法。
【請求項２】
　リンク先ホームページ情報送信要求手段により、特殊クリックポイントにリンクするホ
ームページ情報であるリンク先ホームページ情報をクライアント側、またはリンク先ホー
ムページサイト側に供給する際に、前記特殊クリックポイントにリンクするホームページ
情報であるリンク先ホームページ情報をクライアントサーバに対し、クライアント側また
はリンク先ホームページサイト側へ送信するよう要求するリンク先ホームページ情報送信
要求ステップを備えたことを特徴とする請求項１に記載されたホームページ情報供給方法
。
【請求項３】
　クライアント側からリンク先ホームページサイト側へのホームページ情報のダウンロー
ド要求に際してホームページを供給するサーバ装置において、
　トリガ読み取り手段により、所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取りステッ
プと、
　特殊クリックポイント上乗せ手段により、前記トリガ読み取り手段が読み取った前記ト
リガ、または任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリガをもとに特殊クリッ
クポイント配置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊
クリックポイント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成された特殊クリックポ
イント配置情報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリ
ックポイントを基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポ
イント上乗せステップと、
　特殊クリックポイント供給手段により、特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された
特殊クリックポイント上乗せに関する情報や特殊クリックポイント上乗せ手段をリンク先
ホームページサイト側に供給する特殊クリックポイント供給ステップとを備え、
　リンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記特殊
クリックポイント上乗せステップを実行して特殊クリックポイント上乗せホームページを
作成でき、クライアント側において、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示
する時に、リンク先ホームページサイトの基本ホームページ画面上または通常形態の基本
ホームページ画面上のランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホー
ムページの通常クリックポイントの両方を有効とするようにしたことを特徴とするホーム
ページ情報供給方法。
【請求項４】
　リンク先ホームページ情報送信要求手段により、特殊クリックポイントにリンクするホ
ームページ情報であるリンク先ホームページ情報を、リンク先ホームページサイト側を経
由してクライアント側に供給する際に、前記特殊クリックポイントにリンクするホームペ
ージ情報であるリンク先ホームページ情報をクライアントサーバに対し、リンク先ホーム
ページサイト側を経由してクライアント側へ送信するよう要求するリンク先ホームページ
情報送信要求ステップを備えたことを特徴とする請求項３に記載されたホームページ情報
供給方法。
【請求項５】
　特殊クリックポイント無効処理手段により、特殊クリックポイント上乗せホームページ
情報に上乗せされているリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを消し、無効
にするための特殊クリックポイント無効処理ステップを備えたことを特徴とする請求項１
～４のいずれか１記載のホームページ情報供給方法。
【請求項６】
　音声通知・認識手段により、特殊クリックポイントが上乗せされたことを音声で通知し
、音声による応答を認識する音声通知・認識ステップとを備えたことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１記載のホームページ情報供給方法。
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【請求項７】
　リンク先ホームページ情報検索・選択手段により、特殊クリックポイントにリンクする
ホームページ情報であるリンク先ホームページ情報を検索して選択するリンク先ホームペ
ージ情報検索・選択ステップとを備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１記載
のホームページ情報供給方法。
【請求項８】
　前記特殊クリックポイント上乗せステップにおいて、特殊クリックポイントの上乗せ位
置を随所に変更可能とすることを特徴とする請求項１～７のいずれか１記載のホームペー
ジ情報供給方法。
【請求項９】
　特殊クリックポイント形状変更手段において、特殊クリックポイントの形状を変更する
特殊クリックポイント形状変更ステップと、前記特殊クリックポイント上乗せステップに
おいて、変更された特殊クリックポイントを上乗せし直すことを特徴とする請求項１～７
のいずれか１記載のホームページ情報供給方法。
【請求項１０】
　クライアント側からのホームページ情報のダウンロード要求に際してホームページを供
給するサーバ装置であって、
　所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取り手段と、
　前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングにおいて手
動により決定されたトリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成し、該生成され
た特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイルを生成
するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに配置が規
定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ上のラン
ダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗せ手段と、
　特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された特殊クリックポイント上乗せに関する情
報や特殊クリックポイント上乗せ手段をクライアント側、またはリンク先ホームページサ
イト側に供給する特殊クリックポイント供給手段とを備え、
　クライアント側の端末またはリンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置の
いずれにおいても、前記特殊クリックポイント上乗せ手段により特殊クリックポイント上
乗せホームページを作成でき、クライアント側において、特殊クリックポイントをホーム
ページ画面上に表示する時に、通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな位置に重
ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームページの通常クリックポイントの両方を
有効とするようにされていることを特徴とするサーバ装置。
【請求項１１】
　特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報
をクライアント側、またはリンク先ホームページサイト側に供給する際に、前記特殊クリ
ックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報をクライア
ントサーバに対し、クライアント側またはリンク先ホームページサイト側へ送信するよう
要求するリンク先ホームページ情報送信要求手段を備えたことを特徴とする請求項１０に
記載されたサーバ装置。
【請求項１２】
　クライアント側からリンク先ホームページサイト側へのホームページ情報のダウンロー
ド要求に際してホームページを供給するサーバ装置であって、
　所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取り手段と、
　前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングにおいて手
動により決定されたトリガをもとに、特殊クリックポイント配置情報を生成し、該生成さ
れた特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイルを生
成するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに配置が
規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ上のラ
ンダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗せ手段と、
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　特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された特殊クリックポイント上乗せに関する情
報や特殊クリックポイント上乗せ手段をリンク先ホームページサイト側に供給する特殊ク
リックポイント供給手段とを備え、
　リンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記特殊
クリックポイント上乗せ手段により特殊クリックポイント上乗せホームページを作成でき
、クライアント側において、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示する時に
、リンク先ホームページサイトの基本ホームページ画面上または通常形態の基本ホームペ
ージ画面上のランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームページ
の通常クリックポイントの両方を有効とするようにされていることを特徴とするサーバ装
置。
【請求項１３】
　特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報
を、リンク先ホームページサイト側を経由してクライアント側に供給する際に、前記特殊
クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報をクラ
イアントサーバに対し、リンク先ホームページサイト側を経由してクライアント側へ送信
するよう要求するリンク先ホームページ情報送信要求手段を備えたことを特徴とする請求
項１２に記載されたサーバ装置。
【請求項１４】
　特殊クリックポイント上乗せホームページ情報に上乗せされているリンク先ホームペー
ジ情報や特殊クリックポイントを消し、無効にするための特殊クリックポイント無効処理
手段を備えたことを特徴とする請求項１０～１３のいずれか１記載のサーバ装置。
【請求項１５】
　特殊クリックポイントが上乗せされたことを音声で通知し、音声による応答を認識する
音声通知・認識手段とを備えたことを特徴とする請求項１０～１３のいずれか１記載のサ
ーバ装置。
【請求項１６】
　特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報
を検索して選択するリンク先ホームページ情報検索・選択手段とを備えたことを特徴とす
る請求項１０～１３のいずれか１記載のサーバ装置。
【請求項１７】
　クライアント側からのダウンロード要求に際してホームページを供給するサーバ装置で
あって、
　所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取り手段と、
　前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングにおいて手
動により決定されたトリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成し、該生成され
た特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイルを生成
するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに配置が規
定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ上のラン
ダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗せ手段と、
　前記基本ホームページに上乗せする特殊クリックポイントを検索して選択する特殊クリ
ックポイント検索・選択手段と、
　前記基本ホームページに上乗せする前記リンク先ホームページ情報を検索して選択する
リンク先ホームページ情報検索・選択手段と、
　前記特殊クリックポイント上乗せ手段が前記基本ホームページにリンク先ホームページ
情報や特殊クリックポイントを上乗せしている特殊クリックポイント上乗せホームページ
に関する情報や特殊クリックポイント上乗せ手段を前記クライアント側や前記リンク先ホ
ームページサイト側に供給するホームページ情報供給手段と、
　特殊クリックポイントが上乗せされていることを表す表示手段と、前記特殊クリックポ
イントが上乗せされたことを音声で通知し、音声による応答を認識する音声通知・認識手
段と、前記特殊クリックポイントに付与する得点を規定する得点規定手段と、前記規定さ
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れた得点を前記特殊クリックポイントに付与する得点付与手段と、クライアントが前記特
殊クリックポイントをクリックした際に取得した得点を、クライアント毎に登録・集計管
理する登録・集計手段と、前記クライアント毎の得点の精算管理を行う精算手段と、前記
クライアントが前記特殊クリックポイントをクリックした際の課金・精算について管理す
る課金・精算手段とを備え、
　クライアント側の端末またはリンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置の
いずれにおいても、前記特殊クリックポイント上乗せ手段により特殊クリックポイント上
乗せホームページを作成でき、クライアント側において、特殊クリックポイントをホーム
ページ画面上に表示する時に、通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな位置に重
ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームページの通常クリックポイントの両方を
有効とするようにされていることを特徴とするサーバ装置。
【請求項１８】
　前記特殊クリックポイント上乗せ手段は、特殊クリックポイントの上乗せ位置を随所に
変更可能とすることを特徴とする請求項１０～１７のいずれか１記載のサーバ装置。
【請求項１９】
　特殊クリックポイントの形状を変更する特殊クリックポイント形状変更手段と、前記特
殊クリックポイント上乗せ手段は、変更された特殊クリックポイントを上乗せし直すこと
を特徴とする請求項１０～１７のいずれか１記載のサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばインターネットなどの通信ネットワークを利用したコンピュータシ
ステムにおいて、ホームページ情報を取得しようとするクライアント側からのダウンロー
ド要求に際して応答し、前記ホームページ情報を前記クライアント側へ供給するホームペ
ージ情報供給方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネットホームページを媒介として広告情報を含む各種ホームページ情報
が提供されている。クライアント側は、前記各種ホームページ情報を取得しようとすると
きには、インターネットへ接続したパーソナルコンピュータや情報（通信）機器などの端
末を操作して前記インターネットホームページへアクセスし、前記インターネットホーム
ページを提供するサーバ装置に対しそのインターネットホームページ情報のダウンロード
を要求し、クライアント側で操作する端末へ前記インターネットホームページ情報をダウ
ンロードして閲覧する。
　一方、前記インターネットホームページ情報を提供する側では、前記インターネットホ
ームページ情報を更新するなどして、クライアント側に飽きられないようにして前記クラ
イアント側のいっそうの満足度を得るようにしているが、クライアント側からアクセスさ
れるホームページのインターネットホームページ情報の内容は、そのホームページの運営
者により更新されない限り変わることはなく、そのホームページを訪れる全てのクライア
ントに対し常に同じ内容のインターネットホームページ情報を提供することになる。この
結果、前記ホームページを訪れようとするクライアントは、インターネットホームページ
情報の内容が更新された時期を見計らって再訪するのが一般的である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のインターネットホームページ情報の提供は以上のように行われているため、来訪
するクライアントの数や来訪の頻度を増やすためには、ホームページの運営者はそのイン
ターネットホームページ情報を出来る限り頻繁に更新し、提供するホームページについて
常に新鮮味を保つ必要があるが、更新しようとするインターネットホームページ情報の量
に制約があったり、更新するための作業に手間を要するなど、短い時間間隔でインターネ
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ットホームページ情報を頻繁に更新するのは容易でないという課題がある。
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、リンク先ホーム
ページサイトを含むホームページサイトへアクセスするクライアントに対し前記ホームペ
ージサイトのホームページの内容について常に新鮮な感覚を与え興味を喚起できるホーム
ページ情報供給方法および装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、クライアント側からのホームページ情報
のダウンロード要求に際してホームページを供給するサーバ装置において、トリガ読み取
り手段により、所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取りステップと、特殊クリ
ックポイント上乗せ手段により、前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、また
は任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリガをもとに特殊クリックポイント
配置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポ
イント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置
情報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイン
トを基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗
せステップと、特殊クリックポイント供給手段により、特殊クリックポイント上乗せ手段
で作成された特殊クリックポイント上乗せに関する情報や特殊クリックポイント上乗せ手
段をクライアント側、またはリンク先ホームページサイト側に供給する特殊クリックポイ
ント供給ステップとを備え、クライアント側の端末またはリンク先ホームページサイト側
サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記特殊クリックポイント上乗せステップ
を実行して特殊クリックポイント上乗せホームページを作成でき、クライアント側におい
て、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示する時に、通常形態の基本ホーム
ページ画面上のランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームペー
ジの通常クリックポイントの両方を有効とするようにしたものである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、リンク先ホームページ情報送信要求手段
により、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームペー
ジ情報をクライアント側、またはリンク先ホームページサイト側に供給する際に、前記特
殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報をク
ライアントサーバに対し、クライアント側またはリンク先ホームページサイト側へ送信す
るよう要求するリンク先ホームページ情報送信要求ステップを備えたものである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、クライアント側からリンク先ホームペー
ジサイト側へのホームページ情報のダウンロード要求に際してホームページを供給するサ
ーバ装置において、トリガ読み取り手段により、所定の条件下でのトリガを読み取るトリ
ガ読み取りステップと、特殊クリックポイント上乗せ手段により、前記トリガ読み取り手
段が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリ
ガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント
配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成
された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホーム
ページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示
させる特殊クリックポイント上乗せステップと、特殊クリックポイント供給手段により、
特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された特殊クリックポイント上乗せに関する情報
や特殊クリックポイント上乗せ手段をリンク先ホームページサイト側に供給する特殊クリ
ックポイント供給ステップとを備え、リンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ
装置のいずれにおいても、前記特殊クリックポイント上乗せステップを実行して特殊クリ
ックポイント上乗せホームページを作成でき、クライアント側において、特殊クリックポ
イントをホームページ画面上に表示する時に、リンク先ホームページサイトの基本ホーム
ページ画面上または通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな位置に重ねて表示し
、特殊クリックポイントと基本ホームページの通常クリックポイントの両方を有効とする
ようにしたものである。
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　この発明に係るホームページ情報供給方法は、リンク先ホームページ情報送信要求手段
により、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームペー
ジ情報を、リンク先ホームページサイト側を経由してクライアント側に供給する際に、前
記特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームページ情報
をクライアントサーバに対し、リンク先ホームページサイト側を経由してクライアント側
へ送信するよう要求するリンク先ホームページ情報送信要求ステップを備えたものである
。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、特殊クリックポイント無効処理手段によ
り、特殊クリックポイント上乗せホームページ情報に上乗せされているリンク先ホームペ
ージ情報や特殊クリックポイントを消し、無効にするための特殊クリックポイント無効処
理ステップを備えたものである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、音声通知・認識手段により、特殊クリッ
クポイントが上乗せされたことを音声で通知し、音声による応答を認識する音声通知・認
識ステップとを備えたものである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、リンク先ホームページ情報検索・選択手
段により、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク先ホームペ
ージ情報を検索して選択するリンク先ホームページ情報検索・選択ステップとを備えたも
のである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、前記特殊クリックポイント上乗せステッ
プにおいて、特殊クリックポイントの上乗せ位置を随所に変更可能とするものである。
　この発明に係るホームページ情報供給方法は、特殊クリックポイント形状変更手段にお
いて、特殊クリックポイントの形状を変更する特殊クリックポイント形状変更ステップと
、前記特殊クリックポイント上乗せステップにおいて、変更された特殊クリックポイント
を上乗せし直すものである。
　この発明に係るサーバ装置は、クライアント側からのホームページ情報のダウンロード
要求に際してホームページを供給するサーバ装置であって、所定の条件下でのトリガを読
み取るトリガ読み取り手段と、前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、または
任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリガをもとに特殊クリックポイント配
置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポイ
ント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置情
報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイント
を基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗せ
手段と、特殊クリックポイント上乗せ手段で作成された特殊クリックポイント上乗せに関
する情報や特殊クリックポイント上乗せ手段をクライアント側、またはリンク先ホームペ
ージサイト側に供給する特殊クリックポイント供給手段とを備え、クライアント側の端末
またはリンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記
特殊クリックポイント上乗せ手段により特殊クリックポイント上乗せホームページを作成
でき、クライアント側において、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示する
時に、通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリッ
クポイントと基本ホームページの通常クリックポイントの両方を有効とするようにされて
いるものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報で
あるリンク先ホームページ情報をクライアント側、またはリンク先ホームページサイト側
に供給する際に、前記特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリンク
先ホームページ情報をクライアントサーバに対し、クライアント側またはリンク先ホーム
ページサイト側へ送信するよう要求するリンク先ホームページ情報送信要求手段を備えた
ものである。
　この発明に係るサーバ装置は、クライアント側からリンク先ホームページサイト側への
ホームページ情報のダウンロード要求に際してホームページを供給するサーバ装置であっ
て、所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取り手段と、前記トリガ読み取り手段
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が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングにおいて手動により決定されたトリガ
をもとに、特殊クリックポイント配置情報を生成し、該生成された特殊クリックポイント
配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイルを生成するとともに、前記生成
された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに配置が規定されたリンク先ホーム
ページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ上のランダムな位置に重ねて表示
させる特殊クリックポイント上乗せ手段と、特殊クリックポイント上乗せ手段で作成され
た特殊クリックポイント上乗せに関する情報や特殊クリックポイント上乗せ手段をリンク
先ホームページサイト側に供給する特殊クリックポイント供給手段とを備え、リンク先ホ
ームページサイト側サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記特殊クリックポイ
ント上乗せ手段により特殊クリックポイント上乗せホームページを作成でき、クライアン
ト側において、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示する時に、リンク先ホ
ームページサイトの基本ホームページ画面上または通常形態の基本ホームページ画面上の
ランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリックポイントと基本ホームページの通常クリッ
クポイントの両方を有効とするようにされているものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報で
あるリンク先ホームページ情報を、リンク先ホームページサイト側を経由してクライアン
ト側に供給する際に、前記特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報であるリ
ンク先ホームページ情報をクライアントサーバに対し、リンク先ホームページサイト側を
経由してクライアント側へ送信するよう要求するリンク先ホームページ情報送信要求手段
を備えたものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイント上乗せホームページ情報に上乗せ
されているリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを消し、無効にするための
特殊クリックポイント無効処理手段を備えたものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイントが上乗せされたことを音声で通知
し、音声による応答を認識する音声通知・認識手段とを備えたものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイントにリンクするホームページ情報で
あるリンク先ホームページ情報を検索して選択するリンク先ホームページ情報検索・選択
手段とを備えたものである。
　この発明に係るサーバ装置は、クライアント側からのダウンロード要求に際してホーム
ページを供給するサーバ装置であって、所定の条件下でのトリガを読み取るトリガ読み取
り手段と、前記トリガ読み取り手段が読み取った前記トリガ、または任意のタイミングに
おいて手動により決定されたトリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成し、該
生成された特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリックポイント配置情報ファイ
ルを生成するとともに、前記生成された特殊クリックポイント配置情報ファイルをもとに
配置が規定されたリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイントを基本ホームページ
上のランダムな位置に重ねて表示させる特殊クリックポイント上乗せ手段と、前記基本ホ
ームページに上乗せする特殊クリックポイントを検索して選択する特殊クリックポイント
検索・選択手段と、前記基本ホームページに上乗せする前記リンク先ホームページ情報を
検索して選択するリンク先ホームページ情報検索・選択手段と、前記特殊クリックポイン
ト上乗せ手段が前記基本ホームページにリンク先ホームページ情報や特殊クリックポイン
トを上乗せしている特殊クリックポイント上乗せホームページに関する情報や特殊クリッ
クポイント上乗せ手段を前記クライアント側や前記リンク先ホームページサイト側に供給
するホームページ情報供給手段と、特殊クリックポイントが上乗せされていることを表す
表示手段と、前記特殊クリックポイントが上乗せされたことを音声で通知し、音声による
応答を認識する音声通知・認識手段と、前記特殊クリックポイントに付与する得点を規定
する得点規定手段と、前記規定された得点を前記特殊クリックポイントに付与する得点付
与手段と、クライアントが前記特殊クリックポイントをクリックした際に取得した得点を
、クライアント毎に登録・集計管理する登録・集計手段と、前記クライアント毎の得点の
精算管理を行う精算手段と、前記クライアントが前記特殊クリックポイントをクリックし
た際の課金・精算について管理する課金・精算手段とを備え、クライアント側の端末また
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はリンク先ホームページサイト側サーバまたはサーバ装置のいずれにおいても、前記特殊
クリックポイント上乗せ手段により特殊クリックポイント上乗せホームページを作成でき
、クライアント側において、特殊クリックポイントをホームページ画面上に表示する時に
、通常形態の基本ホームページ画面上のランダムな位置に重ねて表示し、特殊クリックポ
イントと基本ホームページの通常クリックポイントの両方を有効とするようにされている
ものである。
　この発明に係るサーバ装置は、前記特殊クリックポイント上乗せ手段は、特殊クリック
ポイントの上乗せ位置を随所に変更可能とするものである。
　この発明に係るサーバ装置は、特殊クリックポイントの形状を変更する特殊クリックポ
イント形状変更手段と、前記特殊クリックポイント上乗せ手段は、変更された特殊クリッ
クポイントを上乗せし直すものである。
【０００５】
　特殊クリックポイントがランダムな位置に重ねて表示（上乗せ又は埋め込みとも称する
）されているホームページをクライアント側へ提供することが出来、前記特殊クリックポ
イントが上乗せされていることから、アクセスするホームページサイトに対しクライアン
ト側は常に新鮮な感覚を持つことが出来、飽きることのない興味を喚起できる効果がある
。
　前記音声による通知、前記特殊クリックポイントに付与される得点、前記特殊クリック
ポイントをクリックした際の課金などにより、クライアント側に対し常に新鮮な感覚を与
え、前記クライアント側の興味を喚起できる効果がある。
　特殊クリックポイント上乗せホームページ情報に上乗せされているリンク先ホームペー
ジ情報や特殊クリックポイントを消して無効にすることが可能になり、クライアント側に
対し常に新鮮な感覚を与え、前記クライアント側の興味を喚起できる効果がある。
　随所に配置位置を変えて上乗せされている特殊クリックポイント上乗せホームページ情
報をクライアント側へ提供することが出来、クライアント側は、アクセスするホームペー
ジサイトに対し常に新鮮な感覚を持つことが出来、興味を喚起できる効果がある。
【０００６】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の実施に
ついて、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１．
　先ず、以下の説明における用語の定義について説明する。「情報提供者」とはホームペ
ージ情報提供者のことであり、「クライアント」とはインターネットを介してホームペー
ジへアクセスしホームページをダウンロードし閲覧する情報受給者であり、「クリックポ
イント」とはホームページ上に設けられクライアントが動作指示を行う目的でクリックあ
るいはタップ可能な例えばマウスカーソルが矢印から指マークへ変わるクリックまたはタ
ップすることにより動作指示の可能な位置またはエリアまたは機能である（埋め込まれた
ことが音声によって通知され、音声を認識することによる動作指示を可能にする機能も含
む）。また、「ホームページ」とはリンク先ホームページサイトのホームページおよび通
常形態のホームページを指し、通常形態のホームページにリンクするリンク先サイトのホ
ームページも含む。「ホームページ情報」とは前記ホームページにリンクするリンク先ホ
ームページサイトのホームページおよびホームページ情報あるいは通常形態のホームペー
ジおよびホームページ情報を含む。
　「基本ホームページ」とは、特殊クリックポイントが埋め込まれるホームページであり
、リンク先ホームページサイトの基本ホームページおよび通常形態のホームページの基本
ホームページや通常形態のホームページにリンクするリンク先サイトのホームページの基
本ホームページを含む。
　「リンク先ホームページ情報」とは、特殊クリックポイントにリンクするホームページ
情報として、また、特殊クリックポイントを含むリンク先ホームページ情報として基本ホ
ームページに埋め込まれる各種ホームページのホームページ情報であり、ホームページア
ドレスや電話番号またはホームページのＵＲＬや認識番号（ＩＰアドレス）、画像、動画
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像、映像および音楽情報などのホームページ情報を含む。
　また「通常形態のホームページ」とは、「特殊クリックポイントＰＣＰ」が埋め込まれ
ていないホームページである。
　また、「クリックポイント」は通常クリックポイントと「特殊クリックポイントＰＣＰ
」に分けられ、前記「特殊クリックポイントＰＣＰ」は、さらにブラインド特殊クリック
ポイントＢＰＣＰと、ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰと、インタレスト特殊クリ
ックポイントＩＰＣＰと、エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰと、ボイス特殊クリ
ックポイントＶＰＣＰに分類される。また、「特殊クリックポイントＰＣＰ」は、条件下
の動作指示情報やタイミング情報に応じて前記「基本ホームページ」に埋め込まれて供給
され、あるいは条件下の動作指示情報やタイミング情報に応じて無効処理が行なわれる。
　「ブラインド特殊クリックポイントＢＰＣＰ」とは存在が視認できずクリック後の動作
も不明確なクリックポイントであり、また「ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰ」と
は存在は視認できるがクリック後の動作が不明確なクリックポイントであり、また「イン
タレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ」とは存在は視認できクリック後の動作も明確で
あるが、付帯するゲームエンジンの働きにより動作後の結果が一定でないクリックポイン
トであり、また「エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰ」とは存在は視認でき、クリ
ック後の動作も明確であるが「条件下」でのみ随所に埋め込まれるクリックポイントであ
り、また、「ボイス特殊クリックポイントＶＰＣＰ」とは存在は視認できず埋め込まれた
ことが音声によって通知されるクリックポイントをいう。
　また、それぞれの特殊クリックポイントには空の動作指示を行う特殊クリックポイント
が含まれる。また。前記特殊クリックポイントの形状や領域サイズは不定形である。
　また、「通常起動ホームページ」とは、通常のホームページファイルがダウンロードさ
れる。そして、この通常のホームページファイルでは一般的なホームページと同様なクリ
ックポイントをクリックして動作指示を行いプログラムを選択する。クリックポイントが
ダウンロード要求に際して埋め込まれて配置されたり、無効処理されたり、また、クリッ
クポイントの位置がダウンロード要求のたびに変化することはない。
　また、「条件下起動ホームページ」とは、条件下でダウンロードされる特殊クリックポ
イントＰＣＰや特殊クリックポイントＰＣＰにリンクするリンク先ホームページ情報ファ
イルや特殊クリックポイントを含むリンク先ホームページ情報ファイルが埋め込まれたホ
ームページであり、特殊クリックポイントＰＣＰ埋め込みファイルはアクセスカウンタの
カウンタ値すなわちアクセス回数積算値、アクセスのあった日付、時刻を含むタイミング
情報の例えば末尾数をもとに決定されたトリガにより作成される。
　また、任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報の
例えば何時間とか何ヶ月とか、何時から何時までとか、曜日とか、任意の随時とか、記念
日とかと設定されることにより決定されるトリガによっても作成される。
　また、前記タイミング情報によるトリガの決定に加えて任意のタイミングにおける手動
による方法で決定されたトリガによっても作成される。
　また、クライアント側の例えば任意のタイミングにおけるクリックなどの動作指示をト
リガとすることによっても作成される。
　次に、この実施の形態１によるホームページ情報供給方法について説明する。
　この実施の形態１では、特殊クリックポイントを通常形態のホームページの基本ホーム
ぺージに埋め込み、前記特殊クリックポイントが埋め込まれた通常形態のホームページの
特殊クリックポイント埋込みホームページ情報をクライアント側に供給する。
【０００７】
　図１は、この実施の形態１のホームページ情報供給方法が適用されるネットワーク構成
図であり、図において、１はインターネット、２はインターネット１へ接続したクライア
ント側で操作する端末、符号３と符号１０５および符号１０７はルータなどの経路制御装
置、４は経路制御装置３を介してインターネット１へ接続したサーバである。
　なお、図１においてリンク先ホームページサーバ１０６および別のリンク先ホームペー
ジサーバ１０８は経路制御装置１０５，１０７を介してインターネット１へ接続しており
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、実施の形態２、実施の形態３において適用される際の構成図でもある。
　また、図１において、端末１０９および端末１１０は「サーバ機能」や一時的にデータ
を蓄積する「キャッシュ機能」、ネットワーク内の交通整理を行う「ルータ機能」などの
役割を担うように設計されており、本来「サーバ装置」が担う機能や、「経路制御装置」
が担うルータ機能をソフトウェアなどにより担うことが可能である。従って、前記端末１
０９、１１０がインターネットに接続する上で経路制御装置は必要としない。また、前記
端末１０９、１１０はサーバ機能も担っており、その際「サーバ装置」も必要としない。
　また、前記サーバ４、１０６、１０８においてもサーバ機能および経路制御装置機能を
有する端末であってもよい。
　ここでは、以下の説明においてルータなどの経路制御装置３を介してインターネット１
へ接続したサーバ４が係わる際の実施の形態１について説明する。
　サーバ４には、前記クライアント側の端末２からアクセスされるホームページ情報が格
納されており、サーバ４は、このホームページ情報供給方法を実現するための主処理部制
御手段を備えている。
　図２は、前記サーバ（あるいは情報受給装置）４、リンク先ホームページサーバ１０６
、または別のリンク先のホームページサーバ１０８の構成を示す機能ブロック図であり、
図において１１は主処理部制御処理手段（ホームページ情報供給手段）、１２は他のサー
バあるいは情報供給装置（情報受給装置（端末））クライアントに接続された入出力制御
手段（ホームページ情報供給手段）、１３は特殊クリックポイントＰＣＰ（存在が視認で
きずクリック後の動作も不明確なブラインド特殊クリックポイントＢＰＣＰと、存在は視
認できるがクリック後の動作は不明確なユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰと、存在
は視認できクリック後の動作も明確であるが、付帯するゲームエンジンの働きにより動作
後の結果が一定でないインタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰと、存在は視認でき、
クリック後の動作も明確であるが、「条件下」でのみ随所に埋め込まれるエキストラ特殊
クリックポイントＥＰＣＰと、存在は視認できず埋め込まれたことが音声によって通知さ
れるボイス特殊クリックポイントＶＰＣＰを含む）のリンク先であるＰＣＰリンク先ホー
ムページ情報ファイル、１４は特殊クリックポイントＰＣＰの配置パターンについてのＰ
ＣＰ配置パターンファイル、１５はそのホームページに対するアクセス回数を示すアクセ
ス回数積算値、アクセスがあった日付、時刻などを検出し出力するアクセスカウンタであ
る。
　２１は通常のホームページについて制御を行う通常ホームページ（ＨＰ）制御手段、２
２はそのホームページへアクセスがあったときのそのアクセスカウンタ１５が出力するア
クセス回数積算値、日付、時刻などのタイミング情報の末尾数（数値）を抽出する末尾数
（数値）抽出機能、２３は末尾数（数値）抽出機能２２の抽出した前記アクセス回数積算
値、前記日付、時刻などの例えば末尾数や、任意に設定された条件やタイミングにもとづ
く動作指示情報やタイミング情報や、手動により決定する動作指示情報やタイミング情報
をトリガとして読み取るトリガ読み取り機能（トリガ読み取り手段）、２５は特殊クリッ
クポイントＰＣＰをホームページへ埋め込むためのＰＣＰ埋込み機能（ＰＣＰ埋込み手段
）、２６は前記トリガをもとにＰＣＰ配置パターンファイル１４を選択するための計算ロ
ジック、２７は前記トリガをもとにホームページ上へ特殊クリックポイントＰＣＰをラン
ダムに配置するためのランダム配置ロジック、３２は前記通常のホームページ情報ファイ
ル、３３は前記ゲームエンジンである。
　５１は特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれていることを表すＰＣＰ埋め込み表示
機能（ＰＣＰ埋め込み表示手段）、５２は特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれたこ
とを音声で通知し、クライアント側からの音声による動作指示を認識する音声通知認識機
能（音声通知・認識手段）、５３は特殊クリックポイントＰＣＰおよび特殊クリックポイ
ントにリンクするリンク先ホームページ情報ファイルを選択する各種情報選択機能（各種
情報選択手段）、５４は特殊クリックポイントＰＣＰおよびリンク先ホームページ情報フ
ァイルを検索して選択する各種情報検索機能（各種情報検索・選択手段）、５５は特殊ク
リックポイントＰＣＰに付与する得点を規定し、クライアント側で特殊クリックポイント
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ＰＣＰをクリックした際に付与される得点を得点管理ファイル５５Ｆにより管理・精算す
る得点付与機能（得点付与精算手段）、５６はクライアント側が特殊クリックポイントＰ
ＣＰをクリックした際の課金を規定し、課金管理ファイル５６Ｆにより管理する課金管理
機能（課金管理手段）、５７は埋め込まれている特殊クリックポイントＰＣＰあるいは埋
め込まれた特殊クリックポイントＰＣＰを消し無効にするための特殊クリックポイント無
効処理機能（無効処理手段）、５８はバーコード読み取り機能（バーコード読み取り手段
）である。
【０００８】
　次に動作について説明する。
　この実施の形態１のホームページ情報供給方法では、クライアント側から前記サーバ４
へのアクセスに対しリンク先ホームページ情報を含むホームページのダウンロード要求が
あると、そのダウンロードの要求に際して異なった情報内容のホームページファイルを構
成して応答する。また、前記ダウンロードの要求が行われるたびに通常形態の基本ホーム
ページへ特殊クリックポイントＰＣＰを随所に埋め込み、ホームページのクリックポイン
トを含む構成内容が前記ダウンロード要求に際するたびに異なるようにして、前記ダウン
ロードを要求するクライアント側に意外性や新鮮味を提供する。
　このため、トリガ読み取り機能２３が読み取ったトリガをもとに、前記ダウンロード要
求に際してリンク先ホームページ情報を含む特殊クリックポイントＰＣＰをホームページ
に埋め込んだり、また埋め込む特殊クリックポイントＰＣＰの配置位置を変えたり、また
埋め込み特殊クリックポイントＰＣＰの種類を変えたり、また、特殊クリックポイントＰ
ＣＰと相互にリンクするリンク先ホームページ情報ファイルを変えたり、また埋め込み特
殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報の無効処理を行い、ダウンロード要求に
際するたびにホームページ情報の異なったホームページファイルを構成し、前記ダウンロ
ード要求、すなわちクライアント側からのリクエストに応答する。
　また、前記トリガは任意のタイミングにおいて手動で決定され前記ダウンロード要求に
際し応答される場合もある。
　また、前記トリガは、クライアント側での例えば任意のタイミングにおけるクリックな
どの動作指示により決定される場合もある。
　なお、クライアント側からのダウンロード要求に際し、通常ホームページと変わらない
ホームページファイルで応答する場合もある。
　次に、サーバ４の主処理部制御手段１１の動作について説明する。
　図３、図５および図８は、この実施の形態１のホームページ情報供給方法を実現するサ
ーバ４の動作およびクライアント側の端末２の画面遷移を含む動作を説明するためのフロ
ーチャートである。このフローチャートによれば、最初サーバ４ではリンク先ホームペー
ジ情報を含むホームページのダウンロード要求待ちを行なっている（ステップＳＴ１）。
前記ホームページのＵＲＬが指定されそのダウンロード要求があると、当該ダウンロード
要求が「特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込んだホームページのダウンロード要求」で
あるか、または「ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホー
ムページへ埋め込む形態のダウンロード要求」であるかの判定を行う（ステップＳＴ２）
。この判定は、例えば、アクセスカウンタ１５の出力するアクセス回数積算値、日付、時
刻の末尾数の下一桁の数字が特定の数字であるときには「特殊クリックポイントＰＣＰを
埋め込んだホームページのダウンロード」、前記特定の数字以外の数字であるときには「
ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームページへ埋め込
む」というような判定条件をあらかじめ決めておくことで行うことが可能である。
　なお、ステップＳＴ２の判定処理の代わりに、「特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込
んだホームページのダウンロード要求」、または「ダウンロード後にクライアント側で特
殊クリックポイントＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロード要求」のどちら
であるかについてダウンロード要求の形態をサーバ側およびクライアント側で手動で選択
する構成、またはサーバ側もしくはクライアント側で手動で選択する構成を採用すること
も可能である。
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　ここで図３で説明したフローチャートのステップＳＴ２の判定処理において、ダウンロ
ード要求が「ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームペ
ージへ埋め込む形態のダウンロード要求」である場合の図８に示す動作フローについて説
明する。
　図３４は、ダウンロード要求が「ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイ
ントＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロード要求」である場合のホームペー
ジ情報供給方法の動作を示す動作説明図であり、クライアントの端末２ではＰＣＰ埋め込
みホームページ情報の作成をクライアント側で行うようサーバ４からＰＣＰ埋め込み機能
をクライアント側にダウンロードする。また、図４５はその際のシーケンス概要を示す説
明図であり、（３）は受け取ったＰＣＰ埋め込み機能に従ってＰＣＰ埋め込み配置情報を
決定、決定したＰＣＰ埋め込み配置情報に従って動的にＰＣＰ埋め込みＨＰを作成する。
また、ＳＴ１９１はクライアントからサーバ４に対して要求を通知する。ＳＴ１９２はサ
ーバ４ではＰＣＰ埋め込み機能をクライアントに引き渡す。
　図３４に示すホームページ情報供給方法では、クライアント側の端末２はサーバ４で管
理しているホームページのＵＲＬに対し、インターネット１と経路制御装置３を介して前
記ホームページのダウンロード要求を行う（ステップＳＴ１９１）。サーバ４は前記クラ
イアントに対しダウンロード応答を行い、前記クライアントの前記ダウンロード要求に応
じて、前記サーバ４が管理しているホームページの基本ホームページへ特殊クリックポイ
ントＰＣＰを埋め込むための特殊クリックポイント埋め込み機能２５を含む各種ツールを
前記クライアント側の端末２へ供給する（ステップＳＴ１９２）。
　この場合、前記クライアント側では、所定の条件をもとに特殊クリックポイントを前記
通常形態のホームページの基本ホームぺージの随所に埋め込み、前記特殊クリックポイン
トが埋め込まれた前記通常形態のホームページの特殊クリックポイント埋込みホームペー
ジ情報を作成する。ここでいう所定の条件とは、例えばアクセスカウンタ１５のアクセス
回数積算値、日付、時刻などの例えば末尾数などをトリガとする動作指示情報やタイミン
グ情報、あるいは、計算ロジック２６が関与するＰＣＰ配置パターンファイル１４の選択
結果、あるいは、ランダム配置ロジック２７による特殊クリックポイントＰＣＰのランダ
ムな埋め込み処理などの各種条件を指す。
　さらに具体的に説明すると、ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイント
ＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロード要求があると、サーバ４はクライア
ント側の前記ダウンロード要求を発した端末２へ、アクセスカウンタ１５のアクセス回数
積算値、トリガ読み取り機能２３、ＰＣＰ埋め込み機能２５、日付、時刻などの末尾数（
数値）、計算ロジック２６、ランダム配置ロジック２７、ＰＣＰ無効処理手段５７、バー
コ－ド読み取り手段５８および主処理部制御手段１１などのファイル群と、通常ホームペ
ージ情報ファイル３２を含む各種ホームページファイルと、ＰＣＰ配置パターンファイル
１４、ゲームエンジン３３を含む各種情報をダウンロードする。そして、クライアント側
の前記端末２には、図１２に示す通常ホームページ画面が表示される（図８のステップＳ
Ｔ１１１）。この通常ホームページ画面に対しクライアント側で最初のクリックを行うと
、前記ダウンロードされた主処理部制御手段１１が前記クライアント側の端末２において
末尾数（数値）抽出機能２２により抽出された末尾数（数値）の判定を行う（ステップＳ
Ｔ１１２）。そして、前記判定結果に応じて「通常起動」または「条件下起動」を決める
（図３のステップＳＴ３）。この「通常起動」または「条件下起動」を決める判定条件は
例えば図３のステップＳＴ２と同様の条件とすることが出来る。
　この結果、「通常起動」である場合には、図３のステップＳＴ４で説明する図１２に示
す通常のホームページ画面を表示し、図３のステップＳＴ４以降の各ステップによる図１
３から図１９までの画面表示が可能になる。
　一方、図８のステップＳＴ１１２の判定結果が「条件下起動」である場合には、前記ス
テップＳＴ１１１における図１２に示す「モノものタウン」のホームページトップ画面に
対し、アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば末尾数をト
リガにして選択されたＰＣＰ配置パターンファイル１４により特殊クリックポイントＰＣ
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Ｐを埋め込み、あるいは、計算ロジック２６が関与して選択したＰＣＰ配置パターンファ
イル１４により特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込み、あるいはまた、ランダム配置ロ
ジック２７により特殊クリックポイントＰＣＰのランダム配置が実行された、特殊クリッ
クポイントＰＣＰがランダムに埋め込まれている図２０に示す画面を表示する。図２０に
おいて、ＡはＰＣＰ、ＢはＰＣＰが埋め込まれていることを表す表示。Ｃはリンク先ホー
ムページ情報の一例を示す。
　この特殊クリックポイントＰＣＰの埋め込みや配置はクライアント側へ前記ダウンロー
ドが行なわれた際にそのクライアント側で実行される。
　ステップＳＴ１１２の判定結果が「条件下起動」であると、続いて図５のステップＳＴ
２１へ進み、前記図２０に示す特殊クリックポイントＰＣＰが配置された「モノものタウ
ン」トップ画面を表示する。
　なお、前記図２０に示す画面には特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれていること
を表す表示も示されている。
【０００９】
　図８のフローチャートに示すステップＳＴ１１２から図５に示すフローチャートのステ
ップＳＴ２１へ進んだ場合には、続くステップＳＴ２２以下の処理は図５で説明するステ
ップＳＴ２１以下の説明と同様である。
　図９は、ダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれ
ているホームページを作成する場合のサーバ４からクライアント側の端末２へ送られる送
受信データについての説明図、図１０は、サーバ４からクライアント側の端末２へ特殊ク
リックポイントＰＣＰ埋め込み機能２５がダウンロードされることを示す説明図であり、
ＷＷＷブラウザからＷＷＷサーバへダウンロードを要求し、このＷＷＷサーバから要求処
理の解析と実行処理部へ要求引渡しを行い、この要求処理の解析と実行処理部からＷＷＷ
サーバへＨＰ及び各種ファイル渡しを行い、ＷＷＷサーバからＷＷＷブラウザへＨＰ及び
各種ファイル等をダウンロードする。要求処理の解析と実行処理部は、処理手順として、
　１．アクセスカウンタまたは日付・時刻から末尾数を抽出、
　２．ＨＰ、格納ファイル、計算ロジックをＷＷＷサーバに渡す。
　図１１はダウンロード後にクライアント側で特殊クリックポイントを埋め込む場合の画
面遷移図である。
　図９において、３５は商品情報、お知らせ情報などのファイルを示し、３６はキャラク
タアイコンなどのデータを示し、３７はホームページアドレスや電話番号またはホームペ
ージのＵＲＬや認識番号（ＩＰアドレス）、ゲーム情報、クイズ情報、広告情報、ニュー
ス、画像、動画像、映像、音楽情報などを含むリンク先ホームページ情報ファイルを示し
、３３はゲームエンジンを示す。
　一方、前記ステップＳＴ２の判定処理において、ダウンロード要求が「ダウンロード後
にクライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームページに埋め込む形態」のダウ
ンロード要求である場合において、トリガ読み取り機能２３のみを前記クライアント側の
端末２へ供給する方法もある。
　図３５は、この場合のホームページ情報供給方法の動作を示す動作説明図である。また
、図４６は、その際のシーケンス概要を示す説明図であり、ＳＴ２０１は、クライアント
からサーバ４に対して要求を通知する。ＳＴ２０２は、受け取ったリクエストによりサー
バ４ではトリガ読取機能２３をクライアントに引き渡す。ＳＴ２０３は、クライアントで
はサーバ４からトリガ読取機能２３を受け取った後に例えばファーストクリックなどの動
作指示を行なう。そして、クライアントの例えばファーストクリックなどの動作指示によ
る要求をサーバ４に対して通知する。ＳＴ２０４は、ＰＣＰ埋め込み機能または決定した
ＰＣＰ埋め込み配置情報に従って動的に作成したＰＣＰ埋め込みＨＰをＳＴ２０１，ＳＴ
２０３への応答として引き渡す。（５）ではＰＣＰ埋め込み機能の取得またはＰＣＰ埋め
込み配置情報決定に従って動的にＰＣＰ埋め込みＨＰの作成を行なう。図３５に示すホー
ムページ情報供給方法では、クライアント側の端末２は、サーバ４で管理しているホーム
ページのＵＲＬに対し、インターネット１と経路制御装置３を介して前記ホームページの
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ダウンロード要求を行う（ステップＳＴ２０１）。前記ダウンロード要求を受けた前記サ
ーバ４は、トリガ読み取り機能２３をダウンロード要求を発したクライアント側の端末２
へ供給する（ステップＳＴ２０２）。トリガ読み取り機能２３の供給を受けたクライアン
ト側が、例えば任意のタイミングにおけるクリックなどの動作指示を行い、特殊クリック
ポイント埋め込み機能２５のダウンロード要求を行う（ステップＳＴ２０３）。なお、こ
の場合のクライアント側の要求が特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれたホームペー
ジ情報のダウンロード要求であってもよい。これに対しサーバ４は、特殊クリックポイン
ト埋め込み機能２５をクライアント側の端末２へ引き渡すか、特殊クリックポイントＰＣ
Ｐ埋め込み配置情報を決定し、前記特殊クリックポイントＰＣＰ埋め込み配置情報に従っ
て動的に特殊クリックポイントＰＣＰ埋め込みホームページを作成し、そのホームページ
情報を前記クライアント側の端末２へ引き渡す（ステップＳＴ２０４）。この場合、クラ
イアント側の端末２は、１．トリガ読取機能が供給される。２．例えば、任意のタイミン
グによるクリックなどの動作指示によるダウンロード要求に対応してＰＣＰ埋め込み機能
またはＰＣＰ埋め込みホームページ情報供給を受ける。また、サーバ４では、１．トリガ
読取機能をクライアント側にダウンロードする。２．クライアント側の例えばファースト
クリックなどの動作指示に対応して、ＰＣＰ埋め込み機能またはＰＣＰ埋め込みホームペ
ージ情報をクライアント側に供給する。
　次に、図３に戻り、ステップＳＴ２の判定の結果、「特殊クリックポイントＰＣＰを埋
め込んだホームページのダウンロード要求」である場合について説明する。図３６は、こ
の発明の実施の形態１においてダウンロード要求が「特殊クリックポイントＰＣＰを埋め
込んだホームページのダウンロード要求」である場合のホームページ情報供給方法の動作
を示す動作説明図であり、サーバ４はＰＣＰ埋め込みＨＰ情報を生成し、リンク先ホーム
ページ情報（コンテンツ）を含むＰＣＰ埋め込みＨＰ情報をクライアント側に供給する。
　また、図４７はその際のシーケンス概要を示す説明図であり、ＳＴ３０１は、クライア
ントからサーバ４に対して要求を通知する。ＳＴ３０２は、後記（２）で生成されたＨＰ
をＳＴ３０１の応答として通知する。（２）はＰＣＰ埋め込み配置情報決定（同一サーバ
内リンク先決定）、上記配置情報に従って動的にＰＣＰ埋め込みホームページ情報を作成
する。
　この場合、クライアント側の端末２は、リンク先ホームページ情報（コンテンツ）を含
むＰＣＰ埋め込みホームページ情報を受ける。また、サーバ４は、ＰＣＰ埋め込みＨＰ情
報を生成、リンク先ホームページ情報（コンテンツ）を含むＰＣＰ埋め込みＨＰ情報をク
ライアント側に供給する。図４７はクライアント側の端末２からサーバ４に対して要求を
通知し、サーバ４で作成したＨＰをクライアント側の端末２へ応答する。
　図３に戻り、ステップＳＴ２に続いて「条件下起動」であるか、（通常形態のホームペ
ージ表示画面のみを表示）であるかの判定を行う（ステップＳＴ３）。この判定は、アク
セスカウンタ１５の出力するアクセス回数積算値、日付、時刻の例えば末尾数の下一桁の
数字が特定の数字であるときには「条件下起動」、前記特定の数字以外の数字であるとき
には「通常起動」というような判定条件をあらかじめ決めておくことで判定するものとす
る。
　なお、ステップＳＴ３の判定処理の代わりに、「条件下起動」であるか「通常起動」で
あるかについて任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング
情報をもとに、あるいはサーバ側で手動で選択する構成であってもよい。
　前記ステップＳＴ３の判定の結果が「条件下起動」であると図５に示すフローチャート
へ進む。一方、「通常起動」である場合には、前記ダウンロード要求を行なったクライア
ント側の端末２へ通常のホームページファイル３２がダウンロードされる（ステップＳＴ
４）。ここでは、ステップＳＴ２でその判定結果が「特殊クリックポイントＰＣＰを埋め
込んだホームページのダウンロード要求」であり、またステップＳＴ３の判定結果は「通
常起動」であり、クライアント側の端末２へダウンロードされた前記通常のホームページ
ファイル３２によるホームページ画面の一例は図１２に示されるものとなる。
　クライアント側の端末２の画面へ表示された図１２（リンク先ＨＰトップ画面）に示す
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ホームページ画面は、一例として「モノものタウン」のホームページトップ画面である。
このホームページトップ画面では、クライアント側が前記ホームページトップ画面の「総
合案内」表示領域をクリックすると、図１３に示す「総合案内」画面が表示される。また
、「お知らせボード」表示領域をクリックすると、図１４に示す「お知らせボード」画面
を表示する。また、「ＸＸＸセレクション」表示領域をクリックすると、前記ステップＳ
Ｔ２の判定結果が特殊クリックポイントＰＣＰ埋め込み後クライアント側へダウンロード
される形態であって、さらに前記ステップＳＴ３の判定結果が「通常起動」であるため、
図１５に示す特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれていない「ＸＸＸセレクション」
トップ画面を表示する（ステップＳＴ６）。
　一方、ステップＳＴ５の判定結果が「条件下起動」であれば図２１に示す特殊クリック
ポイントＰＣＰが埋め込まれている「ＸＸＸセレクション」トップ画面を表示する。この
場合の「ＸＸＸセレクション」表示領域がクリックされることで行われる「条件下起動」
であるか「通常起動」であるかの判定は、前記ステップＳＴ３で説明した判定方法と同様
、すなわち、アクセスカウンタ１５の出力するアクセス回数積算値、日付、時刻の例えば
末尾数の下一桁の数字が特定の数字であるときには「条件下起動（図２１へ）」、前記特
定の数字以外の数字であるときには「通常起動（ＳＴ６へ）」というような判定条件をあ
らかじめ決めておくことで判定するものとする。
　なお、クライアント側の端末２でこの「条件下起動」であるか「通常起動」であるかの
判定を行うためにはサーバ４の主処理部制御手段１１や各種ファイルが前記クライアント
側の端末２へダウンロードされていることが必要である。
　そして、「通常起動」である場合に表示される図１５に示す「ＸＸＸセレクション」ト
ップ画面に対しクライアント側で「お知らせ」表示領域をクリックすると、図１６に示す
「ＸＸＸセレクションお知らせ」画面を表示する（ステップＳＴ７）。また、「掲示板」
表示領域をクリックすると、図１７に示す「掲示板」画面を表示する（ステップＳＴ８）
。また、「商品一覧」表示領域をクリックすると、図１８に示す「商品一覧」画面を表示
する（ステップＳＴ９）。また、前記「商品一覧」画面において「商品注文」表示領域を
クリックすると、図１９に示す「商品注文」画面を表示する（ステップＳＴ１０）。そし
て、前記「商品注文」画面において「メール注文」または「ＦＡＸ注文」の何れかの選択
をクライアント側へ促す「注文受付け」画面を表示する（ステップＳＴ１１）。
【００１０】
　図４は、図３に示すステップＳＴ３の判定結果が「通常起動」である場合のステップＳ
Ｔ４，ステップＳＴ６，ステップＳＴ７，ステップＳＴ８，ステップＳＴ９，ステップＳ
Ｔ１０，ステップＳＴ１１の各処理による画面遷移図である。
　次に、図３のステップＳＴ２のダウンロード要求についての判定結果が「特殊クリック
ポイントＰＣＰを埋め込んだホームページのダウンロード要求」であり、続くステップＳ
Ｔ３の判定結果が「条件下起動」である場合のリンク先ホームページ情報を含むホームペ
ージ画面の表示、ホームページ情報の供給、およびそのホームページの構造について具体
的に説明する。
　図３のステップＳＴ３の判定処理において「条件下起動」であると図５に示すフローチ
ャートへ移行する。すなわち、この場合には、図２０に示す特殊クリックポイントＰＣＰ
が埋め込まれているリンク先ホームページの「モノものタウン」トップ画面のホームペー
ジトップ画面ファイルを含む各種ホームページ情報ファイルなどがサーバ４からクライア
ント側の端末２へダウンロードされ、図２０に示す「モノものタウン」トップ画面が表示
される（ステップＳＴ２１）。この図２０において、ＡはＰＣＰ、ＢはＰＣＰが埋め込ま
れていることを表す表示、Ｃはリンク先ホームページ情報の一例である。
　この図２０に示す「モノものタウン」トップ画面は、通常のホームページ情報ファイル
によるホームページ画面、すなわち、図１２に示す「モノものタウン」のホームページト
ップ画面に対し、アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば
末尾数をトリガにして、特殊クリックポイントＰＣＰの配置を決める複数のＰＣＰ配置パ
ターンファイル１４の中から前記末尾数に対応したＰＣＰ配置パターンファイルを選択し
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、前記選択したＰＣＰ配置パターンファイルにより特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込
んだ末尾数対応ＰＣＰ埋込み画面である。
　あるいは、図１２に示す「モノものタウン」のホームページトップ画面に対し、計算ロ
ジック２６が関与して選択したＰＣＰ配置パターンファイル１４により特殊クリックポイ
ントＰＣＰが埋め込まれた計算ロジック関与ＰＣＰ埋込み画面である。あるいは、図１２
に示す「モノものタウン」のホームページトップ画面に対し、ランダム配置ロジック２７
により特殊クリックポイントＰＣＰの配置がランダムに埋め込まれたランダムＰＣＰ埋込
み画面である。
　なお、この際において、前記末尾数対応ＰＣＰ埋込み画面、および前記計算ロジック関
与ＰＣＰ埋込み画面では、ＰＣＰ配置パターンファイル１４を使用する場合のみリンク先
ホームページ情報ファイルは固定的にあらかじめ決められたものであり、前記特殊クリッ
クポイントＰＣＰにリンクする前記リンク先ホームページ情報ファイルは関連付けられて
おり、また、前記埋め込まれるリンク先ホームページ情報ファイルにも特殊クリックポイ
ントが関連付けられ埋め込まれている。但し、ＰＣＰ配置パターンファイルを使用する場
合においても、ＰＣＰにリンクするリンク先ホームページ情報ファイルを固定的に決めて
おかずランダムに選択して関連させることもできる。また、ランダムＰＣＰ埋込み画面で
は、リンク先ホームページ情報ファイルについてもランダムに選択されており、前記ラン
ダムに埋め込まれた特殊クリックポイントＰＣＰに、前記ランダムに選択されたリンク先
ホームページ情報ファイルが関連付けられている。また、埋め込まれるリンク先ホームペ
ージ情報ファイルにも特殊クリックポイントが関連付けられ埋め込まれている。
　なお、ここで、前記リンク先ホームページ情報ファイルには、別のリンク先ホームペー
ジ情報ファイルに関連付けられている別の特殊クリックポイントや通常のクリックポイン
トが含まれている場合がある。
　ここで、図１２に示す「モノものタウン」のホームページトップ画面に対する特殊クリ
ックポイントＰＣＰの埋め込みについて図６および図７を参照して説明を行う。図６は、
図３のフローチャートに示すステップＳＴ２の判定結果が「特殊クリックポイントＰＣＰ
を埋め込んだホームページのダウンロード要求」であって、ステップＳＴ３の判定結果が
「条件下起動」である場合の通常のホームページファイルに対する特殊クリックポイント
ＰＣＰの埋め込みについての説明図である。
　図１２に示す「モノものタウン」のホームページトップ画面に対する特殊クリックポイ
ントＰＣＰの埋め込みは、図６に示すように、クライアント側からのダウンロード要求に
ついて、先ず、アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば末
尾数を決定し、「条件下起動」の判定を実行し、前記末尾数（数値）をトリガにして通常
のホームページへ埋め込む特殊クリックポイントＰＣＰのＰＣＰ配置パターンファイル１
４やＰＣＰリンク先ホームページ情報ファイル１３を決定する。なお、特殊クリックポイ
ントＰＣＰやＰＣＰリンク先ホームページ情報ファイルのランダム配置の場合には、計算
ロジック２６、ランダム配置ロジック２７、各種情報選択手段、各種情報検索手段により
ＰＣＰ配置ファイルを生成する。そして、前記決定したＰＣＰ配置パターンファイル、ま
たは前記生成したＰＣＰ配置ファイルによる特殊クリックポイント配置情報をもとにして
特殊クリックポイントＰＣＰの配置を規定した特殊クリックポイントＰＣＰやリンク先ホ
ームページ情報ファイルを通常のホームページファイル３２へ埋め込んだファイルを作成
し、前記特殊クリックポイントＰＣＰやＰＣＰリンク先ホームページ情報ファイルなどの
ホームページ情報が前記トリガに応じて異なるように選択され配置され埋め込まれた「モ
ノものタウン」のホームページトップ画面を含むホームページのファイルをクライアント
側の端末２へダウンロードする。
【００１１】
　この結果、クライアント側の端末２には特殊クリックポイントＰＣＰやリンク先ホーム
ページ情報が配置された図２０に示す画面が表示される。
　なお、クライアント側の端末２において特殊クリックポイントＰＣＰが配置されたこと
を音声により通知する場合もある。
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　なお、「条件下起動」の実行は任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示
情報やタイミング情報により、あるいは任意のタイミングにおいて手動で行うことも出来
る。図６において、要求処理の解析と実行処理部では、ＷＷＷサーバから要求引渡しを受
けると、次の処理手順を実行し作成ＨＰをＷＷＷサーバへ渡す。
　１．アクセスカウンタ／日付・時刻から末尾数（数値）を決定し、条件下起動の判定を
実施（条件下起動時以下を実施）する。
　２．読み込んだアクセスカウンタ値によりＰＣＰパターンを決定する。ランダム配置の
場合は、計算ロジックによりＰＣＰ配置情報ファイルを生成する。
　３．決定したＰＣＰ配置ＨＰ情報を通常のホームページファイル３２へ埋め込んだファ
イルを作成する。
　４．作成したファイルをＷＷＷサーバに渡す。
　図５に戻り、ステップＳＴ２１の次に前記ダウンロードにより表示された前記図２０に
示す画面に対しクライアント側で行われるクリックについて、「通常クリック」か「ＰＣ
Ｐクリック」かを判定する（ステップＳＴ２２）。「通常クリック」とは、領域や位置が
視認でき、位置が変わったりして特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれていることも
ない通常のクリック領域のクリックであり、前記クリックすることにより得られる動作の
内容が明示されているクリックである。
　また「ＰＣＰクリック」とは、位置、存在が視認できないクリック領域（ＢＰＣＰ，ブ
ラインド特殊クリックポイント）に対するクリック、あるいは存在していることは視認で
きるがクリックした際に得られるメニューや動作（情報内容）について事前には確認でき
ないクリック領域（ＵＰＣＰ，ユニーク特殊クリックポイント）に対するクリック、ある
いは位置や存在は視認でき、かつクリックした際に得られるメニューや動作（情報内容）
についても事前に確認できるが、付帯するゲームエンジンの働きにより動作結果が一定で
ないクリック領域（インタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ）に対するクリック、あ
るいは位置や存在は視認でき、かつクリックした際に得られるメニューや動作（情報内容
）についても事前に確認できるクリック領域であるが「条件下」でのみ随所に埋め込まれ
るクリックポイント（エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰ）、あるいは視認できず
埋め込まれたことが音声により通知されるクリックポイント（ボイス特殊クリックポイン
トＶＰＣＰ）に対するクリックや動作指示である。
　ステップＳＴ２２の判定結果が「通常クリック」である場合、すなわちクライアント側
で通常のクリック領域に対しクリックが行われると、図２０に示す「モノものタウン」ト
ップ画面に埋め込まれている特殊クリックポイントＰＣＰを消す。そして、前記クリック
された通常のクリック領域が「総合案内」についてのクリック領域であれば図１３に示す
画面を表示する。また、前記クリックされた通常のクリック領域がコンテンツ「ＸＸＸセ
レクション」であれば図２１に示す「ＸＸＸセレクション」の画面を表示する（ステップ
ＳＴ２３）。
　この「ＸＸＸセレクション」のトップ画面には特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込ま
れている場合があり、図２１に示す「ＸＸＸセレクション」のトップ画面は、特殊クリッ
クポイントＰＣＰが配置されている画面を示している。そして、この図２１に示すトップ
画面に対してもクライアント側が行なったクリックが「通常クリック」か「ＰＣＰクリッ
ク」かを判定する（ステップＳＴ２４）。そして、「通常クリック」であれば、ＰＣＰ無
効処理機能５７が働いて、埋め込まれている特殊クリックポイントＰＣＰを消して、図２
１に示す特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれている「ＸＸＸセレクション」のトッ
プ画面に代えて、図１５から図１９までに示す特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれ
ていない通常の「ＸＸＸセレクション」の画面を表示する。
　一方、ステップＳＴ２４における判定結果が「ＰＣＰクリック」であれば、そのＰＣＰ
クリックが“空”の特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであるか、広告情報について
の特殊クリックポイントＰＣＰであるか、さらには簡単なゲームについての特殊クリック
ポイントＰＣＰであるか、確変バナー広告ゲームについての特殊クリックポイントＰＣＰ
であるか、さらには懸賞クイズについての特殊クリックポイントＰＣＰであるかに応じて
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、“空”の特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであればＰＣＰ埋め込み無効処理が働
いて特殊クリックポイントＰＣＰを消した図３に示す図１５の「ＸＸＸセレクション」の
トップ画面を表示する。
　また、広告情報についての特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであれば、図２２に
一例として示すような広告情報画面を表示する（ステップＳＴ２５）。また、簡単なゲー
ムについての特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであれば、図２３に一例として示す
ような簡単ゲーム画面を表示する（ステップＳＴ２６）。また、確変バナー広告ゲームに
ついての特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであれば、確変バナー広告ゲーム画面を
表示する（ステップＳＴ３１）。また、懸賞クイズについての特殊クリックポイントＰＣ
Ｐのクリックであれば、懸賞クイズ画面を表示する（ステップＳＴ３２）。図２３に示す
画面は、「“同じものを引き当てると当たり”であるカードゲーム」を示す。
　一方、ステップＳＴ２２の判定結果が「ＰＣＰクリック」である場合、すなわちクライ
アント側で図２０の「モノものタウン」トップ画面の特殊クリックポイントＰＣＰに対し
クリックが行われると、そのＰＣＰクリックが“空”の特殊クリックポイントＰＣＰのク
リックであるか、広告情報についての特殊クリックポイントＰＣＰであるか、簡単なゲー
ムについての特殊クリックポイントＰＣＰであるか、確変バナー広告ゲームについての特
殊クリックポイントＰＣＰであるか、さらには懸賞クイズについての特殊クリックポイン
トＰＣＰであるかに応じて、“空”の特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであれば特
殊クリックポイントＰＣＰを消した図３のステップＳＴ４に示す図１２の「モノものタウ
ン」のホームページトップ画面を表示する。また、広告情報についての特殊クリックポイ
ントＰＣＰのクリックであれば、図２２に一例として示すような広告情報画面を表示する
（ステップＳＴ２７）。また、簡単なゲームについての特殊クリックポイントＰＣＰのク
リックであれば、図２３に一例として示すような簡単ゲーム画面を表示する（ステップＳ
Ｔ２８）。また、確変バナー広告ゲームについての特殊クリックポイントＰＣＰのクリッ
クであれば、確変バナー広告ゲーム画面を表示する（ステップＳＴ３５）。また、懸賞ク
イズについての特殊クリックポイントＰＣＰのクリックであれば、懸賞クイズ画面を表示
する（ステップＳＴ３６）。ここで、前記確変ゲームは、インタレスト特殊クリックポイ
ントＩＰＣＰに付帯してゲームエンジン３３とともに埋め込まれダウンロードされる。そ
して、この確変バナー広告ゲームは、例えば、分割された画面の絵柄がそれぞれ回転して
おり、ゲームエンジン３３であるロジックが関与して前記各画面の絵柄を選択し、その選
択された結果が特定の組み合わせである場合に限り「当たり」、前記特定の組み合わせ以
外の組み合わせである場合には「はずれ」とするゲームである。なお、この場合、前記ロ
ジックが関与して「当たり」についての確率を変化させることが出来る。
【００１２】
　この広告情報画面の表示後、または簡単ゲーム画面の表示後、または確変バナー広告ゲ
ーム画面の表示後、または懸賞クイズ画面の表示後は、特殊クリックポイントＰＣＰを消
した図３のステップＳＴ４に示す図１２の「モノものタウン」のホームページトップ画面
を表示する。
　図７は、クライアント側の端末２へダウンロードされた、特殊クリックポイントＰＣＰ
やＰＣＰリンク先ホームページ情報ファイルなどのホームページ情報が埋め込まれている
図２０の「モノものタウン」のホームページトップ画面、および特殊クリックポイントＰ
ＣＰやＰＣＰリンク先ホームページ情報ファイルなどのホームページ情報が埋め込まれて
いる図２１の「ＸＸＸセレクション」トップ画面がクリックされるとどの画面へ遷移する
かを示す画面遷移図であり、図２１において、Ａ，Ｂ，Ｃは図２０に示したＡ，Ｂ，Ｃと
同一のものを示す。また、図７において、Ｄ１，Ｄ２は通常クリック、Ｅ１，Ｅ２はＰＣ
Ｐクリックを示す。
　次に、特殊クリックポイントＰＣＰの位置をクライアント側からのアクセスによるダウ
ンロード要求ごとに随所に変化させて配置させる第１の手法について説明する。この第１
の手法は、複数の特殊クリックポイントＰＣＰが配置されている複数のＰＣＰ配置パター
ンがあらかじめファイルされており、各ＰＣＰ配置パターン中の特殊クリックポイントＰ
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ＣＰ位置は異なる個所に配置されている（同一位置に配置する場合は同一個所に配置され
る）。アクセスカウンタ１５の末尾数がトリガとなり前記末尾数にリンクしてＰＣＰ配置
パターンの「１つが選択され、各特殊クリックポイントＰＣＰに割り当てられたメニュー
（ファイル）とともに埋め込み先の通常のホームページへ埋め込まれるものである。例え
ば末尾数が３であれば３番目のＰＣＰ配置パターン、１であれば１番目のＰＣＰ配置パタ
ーンなどのように選択される。図２７および図２８はこの第１の手法を示す概念図である
。また、図５６は、この第１の手法のＰＣＰ配置情報決定プロセスの動作フローＳＴ４１
～ＳＴ４３を示す説明図であり、注１は抽出末尾数を下１桁とした場合である。
　すなわち、特殊クリックポイントＰＣＰの配置されたＰＣＰ配置パターンをアクセスカ
ウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば末尾数に応じて一組決定する
。このＰＣＰ配置パターンはあらかじめ用意されているＰＣＰ配置パターンファイル１４
から決める。また、ここでいう一組とは特殊クリックポイントＰＣＰを配置する画面が、
例えば「モノものトップ」画面と「ＸＸＸセレクショントップ」画面の２画面であれば２
画面分で一組とする。
　なお、任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報の
もとに、あるいは任意のタイミングにおいて手動でＰＣＰ配置パターンを決定することも
出来る。
　次に、第２の手法について説明する。
　末尾数（数値）抽出機能２２によりアクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付
、時刻などの末尾数（数値）を抽出し、この抽出した末尾数（数値）を“ｎ”とする。そ
して、ランダム数から整数ｉを求める。この整数ｉの算出は、例えば乱数生成手段により
ランダム数（一様乱数）を発生させ、この発生ランダム数を“ｒ”（０≦ｒ＜１）とする
とき、
０．０≦ｒ＜０．１→ｉ＝０
０．１≦ｒ＜０．２→ｉ＝１
０．２≦ｒ＜０．３→ｉ＝２
　　　　・
０．８≦ｒ＜０．９→ｉ＝８
０．９≦ｒ＜１．０→ｉ＝９
なる規則で整数ｉを算出する。
　なお、整数が０から９の場合には０．０５間隔とし、整数が２桁（０から９９）の場合
には０．０１間隔とする。
　次に、この第２の手法において前記末尾数（数値）から計算ロジック２６が関与してＰ
ＣＰ配置パターンを選択して構成する計算ロジック関与ＰＣＰ埋込み画面について記述す
る。
　この第２の手法は、アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例
えば末尾数がトリガとなり計算ロジック２６が起動しアルゴリズムが関与してＰＣＰ配置
パターンを選択し、埋め込み先の通常のホームページへ特殊クリックポイントＰＣＰを埋
め込むものであり、図２９はこの第２の手法を示す概念図である。
　また、図５７はこの第２の手法のＰＣＰ配置情報決定プロセスの動作フローＳＴ５１～
ＳＴ５６を示す説明図であり、注１は末尾数を下１桁とした場合、注２は１０パターンを
用意した場合である。
　なお、任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報を
もとに、あるいは任意のタイミングにおいて手動によりトリガを決定することも可能であ
る。
　すなわち、先ず、特殊クリックポイントＰＣＰの配置されたＰＣＰ配置パターンを複数
組定める。そして、これらの組ごとにＰＣＰ配置パターン番号を付与する。例えば、１０
組のＰＣＰ配置パターンを定め、０から９のパターン番号を各ＰＣＰ配置パターンに付与
する。そして、前記抽出した末尾数を“ｎ”とし、さらにランダム数から整数ｉを算出す
る。そして、前記抽出した末尾数“ｎ”が前記算出した整数ｉと等しい場合に「条件下起
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動」とし、また、さらにランダム数から整数“ｊ”を算出し、前記整数“ｊ”をパターン
番号とするＰＣＰ配置パターンの組を選択する。さらに特殊クリックポイントＰＣＰ配置
パターンを配置する画面数分、以上の処理を繰り返す。
　また、前記抽出した末尾数“ｎ”が前記算出した整数ｉと等しくない場合には、「通常
起動」であってＰＣＰ配置パターンは埋め込まない。
　次に、前記抽出した末尾数からランダム配置ロジック２７が関与してランダムに特殊ク
リックポイントＰＣＰを同一位置を含む随所に配置し、かつ、リンク先のファイルもラン
ダムに選択するランダムＰＣＰ埋込み配置情報を構成する第３の手法について説明する。
　この第３の手法は、アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例
えば末尾数がトリガとなり、ランダム配置ロジック２７が関与して埋め込み先の通常のホ
ームページへランダムに特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込み、かつリンク先ホームペ
ージ情報ファイルもランダムに選択して埋め込むものであり、図３０はこの第３の手法を
示す概念図である。
　また、図５８は、この第３の手法のＰＣＰ配置情報決定プロセスの動作フローＳＴ６１
～ＳＴ６８を示す説明図であり、注１は末尾数を下１桁とした場合、注２はセル分割を１
０×１０の１００セルとした場合、注３はＰＣＰリンク先ファイル数を１０とした場合で
ある。
　なお、任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報を
もとに、あるいは任意のタイミングにおいて手動によりトリガを決定し、このトリガを用
いることも出来る。
　なお、前記アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば末尾
数や、任意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報ある
いは任意のタイミングにおいて手動による動作指示情報やタイミング情報により、トリガ
を決定し、このトリガを用いて検索ロジックを関与させ前記ホームページの随所に埋め込
む特殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報を検索して選択することも出来る。
　すなわち、先ず、特殊クリックポイントＰＣＰの埋め込み先のホームページ画面につい
て行方向を整数ｋに分割し、また、列方向について整数ｍに分割し、前記埋め込み先のホ
ームページ画面をｋ（行番号）×ｍ（列番号）のセルに分割し、各セルを（ｋ，ｍ）で表
す。そして、前記ｋ×ｍ個のセルからランダムに複数個のセルを選択し、前記選択したセ
ルに特殊クリックポイントＰＣＰを配置する。
　次に、リンク先ホームページ情報ファイルを複数用意してランダムに選択する（複数用
意するリンク先ホームページ情報ファイルにはリンク先ファイル番号を付与する）。そし
て、前記抽出した末尾数を“ｎ”とし、さらにランダム数ｉを算出する。そして、前記抽
出した末尾数“ｎ”が前記算出した整数ｉと等しい場合に「条件下起動」とし、また、ラ
ンダム数より整数ｋ，ｍを求め埋め込み先セル（ｋ，ｍ）を決定し、さらにランダム数よ
り整数ｆを求め、その整数ｆをリンク先ホームページ情報ファイル番号とし、リンク先ホ
ームページ情報ファイルを選択する。
【００１３】
　以下、配置する特殊クリックポイントＰＣＰの数だけセルの選択と特殊クリックポイン
トＰＣＰの配置、リンク先ホームページ情報ファイルの選択を繰り返し、ランダム配置の
ＰＣＰ配置情報を生成する。そして、特殊クリックポイントＰＣＰを配置する画面数分、
以上の処理を繰り返す。また、前記抽出した末尾数“ｎ”が前記算出した整数ｉと等しく
ない場合には、「通常起動」であってＰＣＰは埋め込まない。
　次に、ＰＣＰ配置ファイルの構成について説明する。
　ＰＣＰ配置ファイルは、埋め込み位置情報とグラフィックファイル名とジャンプ先リン
ク情報の３要素からなる。図２４は特殊クリックポイントＰＣＰの埋め込み先のホームペ
ージをセル分割し、ｋは行番号、ｍは列番号で表す埋め込み位置情報を示す説明図であり
、ｋ行ｍ列のセルをセル（ｋ，ｍ）と表現する。
　また、グラフィックファイル名については、例えば、セル（ｉ，ｊ）に対応するＰＣＰ
グラフィックファイル名を“Ｇｒａｐｈ＿ｉｊ．ｊｐｇ”と表すと図２５に示すような関
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係となる。すなわち、“Ｇｒａｐｈ＿ｉｊ．ｊｐｇ”は、埋め込み先ホームページの対応
するセル（ｉ，ｊ）の背景色と同色、同サイズのＢＰＣＰ（位置、存在が視認できないク
リック領域、ブラインド特殊クリックポイント）グラフィックファイルのファイル名であ
り、“Ｇｒａｐｈ＿ｉｍ．ｊｐｇ”は、埋め込み先ホームページの対応するセル（ｉ，ｍ
）に、同サイズ視認可能な抽象的図形（例えば☆、＄）が配置されているユニーク特殊ク
リックポイントＵＰＣＰ（存在していることは確認できるがクリックした際に得られるメ
ニューや動作について事前には確認できないクリック領域）、グラフィックファイルのフ
ァイル名であり、前記インタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ、エキストラ特殊クリ
ックポイントＥＰＣＰのグラフィックファイルのファイル名についても同様に求めること
が出来る。
　また、ジャンプ先リンク情報は、埋め込まれた特殊クリックポイントＰＣＰをクリック
したときのジャンプ先または移動先を示すリンク情報（リンク先ホームページ情報ファイ
ル）であり、これらのファイルもランダムに選択する。例えば、セル（ｉ，ｊ）をクリッ
クしたときに表示する画面を“モノもの＿ｉｊ．ｈｔｍｌ”とすると、この“モノもの＿
ｉｊ．ｈｔｍｌ”がリンク先情報となる。図２６は、セル（ｉ，ｊ）およびセル（ｉ，ｍ
）の２つのセルに特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれている場合のＰＣＰ配置ファ
イルの構成例を示す。
　なお、前記特殊クリックポイントにリンクするリンク先ホームページ情報ファイルは前
記アクセスカウンタ１５のアクセス回数積算値、日付、時刻などの例えば末尾数や、任意
に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報あるいは任意の
タイミングにおいて手動によりトリガを決定し、このトリガを用いてリンク先ファイル検
索ロジックを関与させ、前記配置が規定された特殊クリックポイントにリンクさせるリン
ク先ホームページ情報ファイルとして検索して選択する。
　また、後述する実施の形態２、実施の形態３においてリンク先ホームページやリンク先
ホームページのホームページ情報ファイル、あるいはリンク先のホームページやリンク先
のホームページのホームページ情報ファイルを特殊クリックポイントにリンクするリンク
先ホームページ情報として選択する場合も同様の手法を用いる。
　なお、実施の形態１、実施の形態２、実施の形態３、実施の形態４において前記ダウン
ロード応答後でも回線が接続された状態のクライアント側に対して、特殊クリックポイン
ト、リンク先のホームページ情報が追加的に繰り返し供給される場合があり、その際にも
前記アクセスカウンタ１５のアクセス回数精算値、日付・時刻などの例えば末尾数や、任
意に設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報、あるいは任
意のタイミングにおける手動によるトリガをもとに、前記第１の手法、あるいは第２の手
法、あるいは前記ＰＣＰ配置ファイルの構成を含む第３の手法を用いて特殊クリックポイ
ント配置情報を生成し、前記生成した特殊クリックポイント配置情報をもとに特殊クリッ
クポイント埋め込みホームペ－ジ情報を新たに作成してクライアント側に供給する。
　また、ここで実施の形態１、実施の形態２、実施の形態３、実施の形態４において特殊
クリックポイント埋め込みホームページ情報に埋め込まれているリンク先のホームページ
情報や特殊クリックポイントが取り消され無効処理をされる場合があり、その際にも前記
アクセスカウンタ１５のアクセス回数精算値、日付、時刻などの例えば未尾数や、任意に
設定された条件やタイミングにもとづく動作指示情報やタイミング情報、あるいは任意の
タイミングにおける手動によるトリガをもとに、特殊クリックポイント無効処理５７を用
いて前記リンク先のホームページ情報や前記特殊クリックポイントの無効処理を行なう。
　図３１は、（ｂ）に示す前記ＢＰＣＰ（ブラインド特殊クリックポイント）グラフィッ
クファイル、前記ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰ（ＰＣＰを含むリンク先ホーム
ページ情報）と、前記インタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ（確変ゲーム）及び前
記エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰのグラフィックファイルを、（ｃ）に示すよ
うにＢＰＣＰは同一背景色にした後、この（ｃ）を（ａ）に示す通常のクリックポイント
ＣＰを有する基本のホームページ２０１へ重ねるもので、（ｄ）はこの重ねたときのブラ
インド状態図、（ｅ）はその抽象的図形図、（ｆ）は具象的図形等ＰＣＰやリンク先ホー
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ムページ情報の埋め込み状態を示す説明図である。つまり、特殊クリックポイントＰＣＰ
が基本ホームページ２０１に上書きされる形態で埋め込まれることを示す概念図であり、
２０２はＰＣＰを含むリング先ホームページ情報である。
　この図３１において、点線四角はＢＰＣＰを表し、同一色のため視認できない（実際は
点線四角は無い）、＄、★は視認できる。Ｅｘｔｒａは視認できる。また、図３１は位置
、存在が視認できないクリック領域（ブラインド特殊クリックポイントＢＰＣＰ）、存在
していることは視認できるがクリックした際に得られるメニューや動作（情報内容）につ
いて事前には確認できないクリック領域（ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰ）、前
記インタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ、前記エキストラ特殊クリックポイントＥ
ＰＣＰなどの特殊クリックポイントＰＣＰとともに埋め込まれるファイルの関係を示す概
念図である。
　図３２は、特殊クリックポイントＰＣＰとともに埋め込まれるファイル（メニュー）の
関連を示す説明図であり、１１１はＰＣＰ付きＴＯＰＨＰ、１１２はＢＰＣＰクリック時
の表示ファイル、１１３は通常のリンク先ホームページ情報、１１４はＰＣＰ付きｘｘｘ
セレクション、１１５はＵＰＣＰクリック時の表示ファイル、１１６はＥＰＣＰクリック
時の表示ファイル、１１７はＩＰＣＰクリック時の表示ファイル、１１８はＢＰＣＰクリ
ック時の表示ファイル、１１９はＵＰＣＰクリック時の表示ファイル、５７は、通常クリ
ックポイントをクリックしたときに特殊クリックポイントＰＣＰを消し無効にするための
特殊クリックポイントＰＣＰ無効処理手段である。
　図３３は、ダウンロード後でも特殊クリックポイントＰＣＰが埋め込まれたホームペー
ジファイルを作成することを示す説明図である。なお、図３３において、図３２と同一部
分には同一符号を付して重複説明を省略する。
　以上のように、この実施の形態１によれば、クライアント側では通常のホームページフ
ァイルが提供されるだけでなく、所定の条件下において前記通常形態のホームページに特
殊クリックポイントＰＣＰやリンク先ホームページ情報が埋め込まれたホームページファ
イルが提供されるため、必ずしも同一内容のホームページがクライアント側に提供される
ことにはならず、ホームページへアクセスするクライアント側に対し、常に意外性や新鮮
な感覚を与え、興味を喚起できるホームページ情報供給方法および装置が得られる効果が
ある。
　また、視認できない前記ブラインド特殊クリックポイントＢＰＣＰ、存在していること
は視認できるがクリックした際に得られるメニューや動作について事前に確認できない前
記ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰ、前記インタレスト特殊クリックポイントＩＰ
ＣＰ、前記エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰ、前記ボイス特殊クリックポイント
ＶＰＣＰが付加されたホームページがクライアント側に提供されることになり、さらに前
記ブラインド特殊クリックポイントＢＰＣＰ、ユニーク特殊クリックポイントＵＰＣＰ、
インタレスト特殊クリックポイントＩＰＣＰ、エキストラ特殊クリックポイントＥＰＣＰ
配置、内容や、形状や、選択される特殊クリックポイントの種類がアクセスのたびにラン
ダムに変化することになるため、ホームページへアクセスするクライアント側に対し常に
意外性や新鮮な感覚を与え、興味を喚起できるホームページ情報供給方法および装置が得
られる効果がある。
【００１４】
実施の形態２．
　次に、この実施の形態２のホームページ情報供給方法および装置について説明する。以
下に説明するホームページ情報供給方法では、クライアント側はダウンロード要求をホー
ムページサーバ４（以下、サーバ４という）へ行う。また、図１、図２の構成はこの実施
の形態２にも適用される。
　この実施の形態２のホームページ情報供給方法では、クライアント側から前記サーバ４
に対しそのサーバ４が管理するＵＲＬのホームページやそのホームページとリンクするリ
ンク先のホームページ、リンク先ホームページを含むホームページのダウンロード要求が
あると、そのダウンロード要求に際して異なった情報内容のホームページファイルを構成
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して応答する。また、サーバ４では、前記ダウンロード要求が行われるたびに通常形態の
基本ホームページへ特殊クリックポイントＰＣＰやリンク先ホームページ情報を随所に配
置して埋め込み、ホームページのクリックポイントを含む構成内容が前記ダウンロード要
求に際して異なるようにして、前記サーバ４にアクセスしダウンロードを要求するクライ
アント側に意外性や新鮮味を提供する。
　このため前記サーバ４のトリガ読み取り機能２３が読み取った前記トリガをもとに、前
記ダウンロード要求に際してリンク先のホームページあるいはリンク先ホームページを含
むホームページにおける特殊クリックポイントＰＣＰの配置情報を変え、また特殊クリッ
クポイントＰＣＰにリンクするリンク先ホームページ情報ファイルを変え、ダウンロード
要求に際してホームページ情報の異なったホームページファイルを構成し、前記クライア
ント側からのダウンロード要求に応答する。また、前記トリガは任意のタイミングにおい
て手動で決定され、前記ダウンロード要求に対し応答される場合もある。なお、クライア
ント側からのダウンロード要求に対し、通常ホームページと変わらないホームページファ
イルで応答する場合もある。
　また、前記ダウンロード応答後でも回線が接続された状態のクライアント側に対し、特
殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報ファイルが追加的に供給される場合があ
り、その際にも前記トリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成して、新たな特
殊クリックポイント埋め込みホームページ情報をクライアント側に供給する。
　図３７、図３８、図３９は、ホームページのダウンロード要求がクライアント側からサ
ーバ４へ行われたときの動作説明図であり、図４８、図４９、図５０はその際のシーケン
ス概要を示す説明図である。
　図４８において、ＳＴ４０１は、クライアントからサーバ４に対して要求を通知する。
ＳＴ４０２は、後記（２）にて生成されたＨＰをＳＴ４０１の応答として通知する。（２
）はＰＣＰ埋め込み配置情報の決定（他サーバのリンク先を決定）、上記配置情報に従っ
て動的にＨＰを作成する。
　図４９において、ＳＴ５０１は、クライアントからサーバ４に対して要求を通知する。
ＳＴ５０２は、後記（２）にて決定したＰＣＰ埋め込み配置情報をリンク先のホームペー
ジサーバ１０８あるいは１０６へ通知する。ＳＴ５０３は、サーバ１０８あるいは１０６
で作成したＨＰをサーバ４へ引き渡す。ＳＴ５０４は、サーバ４ではサーバ１０８あるい
は１０６から受け取ったＨＰをクライアントからの要求への応答として通知する。（２）
はＰＣＰ埋め込み配置情報の決定、（４）は受け取った配置情報に従って動的にＨＰを作
成する。
　図５０において、ＳＴ６０１は、クライアントからサーバ４に対して要求を通知する。
ＳＴ６０２は、サーバ４では取得したＰＣＰ埋め込み機能をリンク先のホームページサー
バ１０８あるいは１０６へ渡す。ＳＴ６０３は、サーバ１０８あるいは１０６で作成した
ＨＰをサーバ４へ引き渡す。ＳＴ６０４は、サーバ４ではサーバ１０８あるいは１０６か
ら受け取ったＨＰをクライアントからの要求への応答として通知する。（２）は取得した
ＰＣＰ埋め込み機能をリンク先のホームページ（ＰＣ）サーバ１０８あるいはリンク先の
ホームページ（ＰＣ）サーバ１０６へ渡す。（４）は受け取ったＰＣＰ埋め込み機能に従
ってＰＣＰ埋め込み配置情報を決定、決定したＰＣＰ埋め込み配置情報に従って動的にＨ
Ｐを作成する。
　サーバ４から前記クライアント側へ特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込んだホームペ
ージ情報あるいはリンク先のホームページサイトのホームページ情報、あるいはリンク先
ホームページサイトのホームページ情報がダウンロードされる。この場合、クライアント
側の端末２では、リンク先のホームページあるいはリンク先ホームページのホームページ
情報（コンテンツ）を含むＰＣＰ埋め込みホームページ情報を受ける。
　図４０も、サーバ４にクライアント側からダウンロード要求が行われたときの動作説明
図であるが、リンク先のホームページサイトのサーバまたはリンク先ホームページサイト
のサーバから直接、前記クライアント側へ特殊クリックポイントＰＣＰを埋め込んだリン
ク先のホームページサイトのホームページ情報あるいはリンク先ホームページサイトのホ
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ームページ情報がダウンロードされる。
　なお、この場合、リセット処理が行われる必要がある。図５１はその際のシーケンス概
要を示す説明図であり、ＳＴ７０１は、クライアントからサーバ４に対して要求を通知す
る。ＳＴ７０２は、サーバ４では取得したＰＣＰ埋め込み機能をリンク先のホームページ
サーバ１０８あるいは１０６に渡す。ＳＴ７０３は、サーバ４はクライアント側との切断
処理を行なう。ＳＴ７０４は、サーバ１０８あるいは１０６で作成したＨＰをクライアン
トに直接引き渡す。（２）はサーバ４内のＰＣＰ埋め込み機能を取得、（５）は受け取っ
たＰＣＰ埋め込み機能に従ってＰＣＰ埋め込み配置情報を決定、決定したＰＣＰ埋め込み
配置情報に従って動的にＨＰを作成する。
　すなわち、図３７に示すホームページ情報供給方法では、クライアント側はホームペー
ジのＵＲＬを確保しているサーバ４に対し、インターネット１と経路制御装置３を介して
前記ホームページのダウンロード要求を行う。この場合、前記ダウンロード要求される前
記ホームページはサーバ４が確保しているＵＲＬのホームページ、そのホームページにリ
ンクしたリンク先ホームページサイトのホームページを含む。クライアント側からのダウ
ンロード要求に対しサーバ４はダウンロード応答を行い、前記ダウンロード要求にかかる
ホームページがサーバ４からダウンロード要求を行なったクライアント側へ送られる。
　また、前記サーバ４が確保しているＵＲＬのホームページにリンクしたリンク先ホーム
ページサイトのホームページに対しクライアント側からそのホームページ情報のダウンロ
ード要求が行われると、サーバ４はリンク先のホームページサイトのホームページのＵＲ
Ｌを確保しているリンク先のホームページサイトのサーバ１０８へリンク先のホームペー
ジサイトのホームページ情報を、あるいはリンク先ホームページサイトのサーバ１０６へ
リンク先ホームページサイトのホームページ情報の要求を行う。前記リンク先のホームペ
ージサイトのサーバ１０８あるいはリンク先ホームページサイトのサーバ１０６は、要求
されたホームページ情報（ファイル）をサーバ４へ供給する。
　サーバ４は、前記クライアントのダウンロード要求に際してＰＣＰ埋め込み機能２５に
より前記サーバ４が管理するホームページに埋め込まれ配置が規定された特殊クリックポ
イントに、前記供給されたリンク先のホームページサイトのホームページ情報ファイルあ
るいはリンク先ホームページサイトのホームページ情報ファイルをリンクさせた特殊クリ
ックポイント埋め込みホームページ情報がサーバ４において完成され、ダウンロード要求
を行なったクライアント側に応答供給される。
　なお、サーバ４が管理しているホームページに埋め込む特殊クリックポイントにリンク
するリンク先ホームページ情報ファイルはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８
、あるいはリンク先ホームページサイトのサーバ１０６からのみに限らず、サーバ４が確
保しているＵＲＬのホームページ、そのホームページにリンクしたリンク先サイトのホー
ムページ情報ファイルを含むものとする。なお、後述する実施の形態２、実施の形態３に
おけるリンク先ホームページ情報ファイルの供給においても同様である。
　サーバ４は、前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６、あるいはリンク先のホ
ームページサイトのサーバ１０８から供給されたリンク先サイトあるいはリンク先のサイ
トのホームページ情報ファイルをサーバ４が管理するホームページの基本ホームページに
対し、ＰＣＰ埋込み機能２５により特殊クリックポイントをランダムに埋め込む。そして
、前記ランダムに埋め込まれた特殊クリックポイントにリンク先ホームページ情報をリン
クさせた特殊クリックポイント埋め込みホームページ情報が前記サーバ４において完成さ
れる。前記サーバ４において完成されたリンク先ホームページ情報を含む特殊クリックポ
イント埋め込みホームページ情報や、特殊クリックポイントを含むリンク先ホームページ
情報埋め込みホームページ情報はクライアント側に供給される。
　図３８に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はホームページのＵＲＬ
を確保しているサーバ４に対し、インターネット１と経路制御装置３を介して前記ホーム
ページのダウンロード要求を行う。この場合、前記ダウンロード要求される前記ホームペ
ージはサーバ４が確保しているＵＲＬのホームページ、そのホームページにリンクしたリ
ンク先ホームページサイトのホームページを含む。クライアント側からのダウンロード要
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求に対しサーバ４はダウンロード応答を行い、前記ダウンロード要求にかかるホームペー
ジがサーバ４が確保しているＵＲＬのホームページであるときには、そのホームページ情
報をサーバ４から前記ダウンロード要求を行なったクライアント側へ送る。
　また、前記サーバ４が確保しているＵＲＬのホームページにリンクしたリンク先ホーム
ページサイトのホームページについてクライアント側からダウンロード要求が行われると
、サーバ４は当該リンク先ホームページサイトのＵＲＬを確保しているリンク先ホームペ
ージサイトのサーバ１０６、リンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対し特殊ク
リックポイント配置情報を送る。この特殊クリックポイント配置情報は、前記実施の形態
１で詳しく説明した動作指示情報やタイミング情報に応じて生成された特殊クリックポイ
ント配置情報としてリンク先のホームページサイトのサーバ１０８、リンク先ホームペー
ジサイトのサーバ１０６へ送られる。リンク先ホームページサイトのサーバ１０６、リン
ク先のホームページサイトのサーバ１０８では、前記クライアント側がダウンロード要求
したリンク先ホームページサイト、リンク先のホームページサイトの基本ホームページに
対し、前記サーバ４から供給された特殊クリックポイント配置情報をもとにランダムに特
殊クリックポイントを埋め込み、その特殊クリックポイントがリンク先ホームページサイ
ト、リンク先のホームページサイトの基本ホームページにランダムに埋め込まれた特殊ク
リックポイント配置形態の特殊クリックポイント埋込みリンク先ホームページサイトのホ
ームページ情報あるいはリンク先のホームページサイトのホームページ情報が前記サーバ
４へ供給される。サーバ４は前記クライアント側からの前記ダウンロード要求に対しダウ
ンロード応答を行い、前記特殊クリックポイント埋込みホームページ情報をクライアント
側に供給する。
　図３９に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はホームページのＵＲＬ
を確保しているサーバ４に対し、インターネット１と経路制御装置３を介して前記ホーム
ページのダウンロード要求を行う。この場合、前記ダウンロード要求される前記ホームペ
ージはサーバ４が確保しているＵＲＬのホームページ、そのホームページにリンクしたリ
ンク先ホームページサイトのホームページを含む。クライアント側からのダウンロード要
求に対し前記ダウンロード要求にかかるホームページがサーバ４が確保しているＵＲＬの
ホームページであるときには、サーバ４はダウンロード応答を行い、そのホームページ情
報がサーバ４から前記ダウンロード要求を行なったクライアント側へ送られる。
　また、前記サーバ４が確保しているＵＲＬのホームページにリンクしたリンク先ホーム
ページサイトのホームページについてクライアント側からダウンロード要求が行われると
、サーバ４は前記リンク先のホームページサイトのＵＲＬを確保しているリンク先のホー
ムページサイトのサーバ１０８、リンク先ホームページサイトのサーバ１０６に対し前記
図２で説明した特殊クリックポイント埋込み機能２５を前記リンク先のホームページサイ
トのサーバ１０８、リンク先ホームページサイトのサーバ１０６へ送る。
　リンク先のホームページサイトのサーバ１０８、リンク先ホームページサイトのサーバ
１０６では、前記クライアント側がダウンロード要求したリンク先ホームページサイトの
基本ホームページあるいはリンク先のホームページサイトの基本ホームページに対し、前
記特殊クリックポイント埋込み機能２５によりランダムに特殊クリックポイントを埋め込
み、その特殊クリックポイントがランダムに埋め込まれた特殊クリックポイント配置形態
の特殊クリックポイント埋め込みリンク先のホームページサイトのホームページ情報ある
いは特殊クリックポイント埋め込みリンク先ホームページサイトのホームページ情報を前
記サーバ４へ供給する。サーバ４は前記クライアント側からの前記ダウンロード要求に対
しダウンロード応答を行い、前記特殊クリックポイント埋込みホームページ情報をクライ
アント側に供給する。
　図４０に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はホームページのＵＲＬ
を確保しているサーバ４に対し、インターネット１と経路制御装置３を介して前記ホーム
ページのダウンロード要求を行う。この場合、前記ダウンロード要求される前記ホームペ
ージはサーバ４が確保しているＵＲＬのホームページ、そのホームページにリンクしたリ
ンク先ホームページサイトのホームページを含む。
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　前記サーバ４が確保しているＵＲＬのホームページにリンクしたリンク先ホームページ
サイトのホームページについてクライアント側からダウンロード要求が行われると、サー
バ４はリンク先ホームページのＵＲＬを確保しているリンク先のホームページサイトのサ
ーバ１０８、リンク先ホームページサイトのサーバ１０６に対し前記実施の形態１で詳し
く説明した特殊クリックポイント埋込み機能２５を前記リンク先のホームページサイトの
サーバ１０８、リンク先ホームページサイトのサーバ１０６へ送る。
　前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６、リンク先のホームページサイトのサ
ーバ１０８では、前記クライアント側がダウンロード要求したリンク先ホームページサイ
トの基本ホームページあるいはリンク先のホームページサイトの基本ホームページに対し
、前記特殊クリックポイント埋込み機能２５によりランダムに特殊クリックポイントを埋
め込み、その特殊クリックポイントがランダムに埋め込まれた特殊クリックポイント配置
形態の特殊クリックポイント埋込みホームページ情報を、前記クライアント側へ直接、ダ
ウンロード応答を行なって供給する。
　この場合、前記クライアント側との接続においてリンク先のホームページサイトのサー
バ１０８側あるいはリンク先ホームページサイトのサーバ１０６側においてリセット操作
を行う必要がある。
　従って、この実施の形態２によれば、サーバ４に対するダウンロード要求によりリンク
先ホームページサイトのホームページへアクセスするクライアントに対し提供される前記
リンク先ホームページサイトのホームページの内容について、常に新鮮な感覚を与え興味
を喚起できるホームページ情報供給方法および装置が得られる効果がある。
【００１５】
実施の形態３．
　次に、この実施の形態３のホームページ情報供給方法について説明する。以下に説明す
るホームページ情報供給方法では、クライアント側はダウンロード要求をリンク先ホーム
ページサイトのサーバ１０６またはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８へ行う
。また、図１、図２の構成はこの実施の形態３にも適用される。
　この実施の形態３のホームページ情報供給方法では、クライアント側から前記リンク先
ホームページサイトのサーバあるいはリンク先のホームページサイトのサーバに対しその
リンク先ホームページサイトのサーバあるいはリンク先のホームページサイトのサーバで
管理するＵＲＬのホームページや、前記ホームページとリンクするリンク先ホームページ
サイトのホームページを含むホームページのダウンロード要求があると、そのダウンロー
ドの要求に際して異なった情報内容のホームページファイルを構成して応答する。また、
前記ダウンロードの要求が行われるたびに通常形態のホームページへ特殊クリックポイン
トＰＣＰをその配置情報を変えて埋め込み、ホームページのクリックポイントを含む構成
内容が前記ダウンロード要求に際して異なるようにして、前記リンク先ホームページサイ
トのホームページあるいはリンク先のホームページサイトのホームページに対してダウン
ロードを要求するクライアント側に意外性や新鮮味を提供する。
　このため、前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６、または前記リンク先のホ
ームページサイトのサーバ１０８のトリガ読み取り機能２３が読み取った前記トリガをも
とに、前記ダウンロード要求のたびに前記リンク先ホームページサイトのサーバまたはリ
ンク先のホームページサイトのサーバにリンクするリンク先サイトのホームページを含む
基本ホームページにおける特殊クリックポイントＰＣＰの配置を変えたり、また、リンク
先ホームページ情報ファイルを変え、ダウンロード要求に際してホームページ情報の異な
ったホームページファイルを構成し、前記ダウンロード要求に応答する。
　また、前記トリガは任意のタイミングにおいて手動で決定され前記ダウンロード要求に
対し応答される場合もある。
　また、前記ダウンロード応答後でも回線が接続された状態のクライアント側に対し、特
殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報ファイルが追加的に供給される場合があ
り、その際にも前記トリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成して、新たな特
殊クリックポイント埋め込みホームページ情報をクライアント側に供給する。
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　なお、クライアント側からのダウンロード要求に対し、通常ホームページと変わらない
ホームページファイルで応答する場合もある。
　図４１、図４２、図４３、図４４は、この実施の形態３のホームページ情報供給方法の
動作説明図である。また、図５２、図５３、図５４、図５５はその際のシーケンス概要を
示す説明図であり、図５２において、ＳＴ８０１は、クライアントからサーバ１０６ある
いは１０８に対して要求を通知する。ＳＴ８０２は、サーバ１０６あるいは１０８側で受
け取ったリクエストをサーバ４へ転送する。ＳＴ８０３は、サーバ４で作成したＰＣＰ配
置情報をサーバ１０６あるいは１０８へ引き渡す。ＳＴ８０４は、サーバ１０６あるいは
１０８ではクライアントからの要求への応答として通知する。（３）は受け取ったリクエ
ストによるＰＣＰ埋め込み配置情報を決定、決定したＰＣＰ埋め込み配置情報を生成、（
５）はサーバ１０６あるいは１０８ではサーバ４から受け取ったＰＣＰ配置情報を自らの
ＨＰに埋め込む。
　図５３において、ＳＴ９０１は、クライアントからサーバ１０６あるいは１０８に対し
て要求を通知する。ＳＴ９０２は、サーバ１０６あるいは１０８側で受け取ったリクエス
トをサーバ４へ転送する。ＳＴ９０３は、サーバ４で作成したＨＰをサーバ１０６あるい
は１０８へ引き渡す。ＳＴ９０４は、サーバ１０６あるいは１０８ではサーバ４から受け
取ったＨＰをクライアントからの要求への応答として通知する。（３）は受け取ったリク
エストによるＰＣＰ埋め込み配置情報を決定、決定したＰＣＰ埋め込み配置情報に従って
動的にＨＰを生成、（５）はサーバ１０６あるいは１０８ではサーバ４から受け取ったＨ
Ｐをクライアントからの要求への応答として通知する。
　図５４において、ＳＴ１００１は、クライアントからサーバ１０６に対して要求を通知
する。ＳＴ１００２は、サーバ１０６側でクライアントから受け取ったリクエストをサー
バ４へ転送する。ＳＴ１００３は、サーバ４で作成したＨＰをサーバ１０６へ引き渡す。
ＳＴ１００４は、サーバ１０６ではサーバ４から受け取ったＨＰをクライアントからの要
求への応答として通知する。（３）は受け取ったリクエストにより他のサーバから埋め込
み情報を決定、決定したＰＣＰ埋め込みＨＰ情報に従って動的にＨＰを生成する。
　図５５において、ＳＴ１１０１は、クライアントからサーバ１０６あるいは１０８に対
して要求を通知する。ＳＴ１１０２は、サーバ１０６あるいは１０８側でクライアントか
ら受け取ったリクエストをサーバ４へ転送する。ＳＴ１１０３は、サーバ４で取得したＰ
ＣＰ埋め込み機能をサーバ１０６あるいは１０８へ引き渡す。ＳＴ１１０４は、サーバ１
０６あるいは１０８ではクライアントからの要求への応答として通知する。（３）は受け
取ったリクエストによりＰＣＰ埋め込みを決定し、ＰＣＰ埋め込み機能を供給、（５）は
サーバ１０６あるいは１０８ではサーバ４から受け取ったＰＣＰ埋め込み機能に従ってＰ
ＣＰ埋め込みＨＰを作成する。
　図４１に示すホームページ情報供給方法では、クライアント側はリンク先ホームページ
サイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対し、イ
ンターネット１と符号１０５または符号１０７で示す経路制御装置を介してホームページ
のダウンロード要求を行う。
　前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイ
トのサーバ１０８が確保しているＵＲＬのホームページについてクライアント側がダウン
ロード要求を行うと、前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先
のホームページサイトのサーバ１０８は前記クライアント側へダウンロード応答を行い、
さらにサーバ４へ前記実施の形態１で詳しく説明した動作指示情報やタイミング情報を送
る。サーバ４は前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホー
ムページサイトのサーバ１０８から送られてきた前記動作指示情報やタイミング情報に応
じた特殊クリックポイント配置情報を生成し、前記リンク先ホームページサイトのサーバ
１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８へ供給する。
　前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイ
トのサーバ１０８では、前記サーバ４から送られてきた前記特殊クリックポイント配置情
報をもとに、前記ダウンロード要求にかかるホームページの基本ホームページへ特殊クリ
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ックポイントを埋め込み、前記特殊クリックポイントが埋め込まれた特殊クリックポイン
ト埋込みホームページ情報を前記クライアント側へ供給する。
　以上のように、図４１に示すホームページ情報供給方法によれば、リンク先ホームペー
ジサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対する
クライアント側からのダウンロード要求に対し、前記リンク先ホームページサイトのサー
バ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８から供給された動作指示
情報やタイミング情報をもとにサーバ４から供給された、前記リンク先ホームページサイ
トのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８の基本ホームペ
ージへ特殊クリックポイントを埋め込むための特殊クリックポイント配置情報により、前
記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトの
サーバ１０８のホームページの基本ホームページへ特殊クリックポイントを埋め込んだ特
殊クリックポイント埋込みホームページ情報を提供できるため、前記クライアント側へ提
供する前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページ
サイトのサーバ１０８のホームページについて常に新鮮な感覚を与え興味を喚起できるホ
ームページ情報供給方法およびサーバ装置が得られる効果がある。
　次に、図４２に示すホームページ情報供給方法について説明する。
　図４２に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はリンク先ホームページ
サイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対し、イ
ンターネット１と符号１０５または符号１０７で示す経路制御装置を介してホームページ
のダウンロード要求を行う。
　前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイ
トのサーバ１０８が確保するＵＲＬのホームページについてクライアント側がダウンロー
ド要求を行うと、前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホ
ームページサイトのサーバ１０８は前記クライアント側へダウンロード応答を行い、さら
にサーバ４へ前記ダウンロード要求にかかるホームページについての前記実施の形態１で
詳しく説明した動作指示情報やタイミング情報を送る。サーバ４は前記リンク先ホームペ
ージサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８から送
られてきた前記動作指示情報やタイミング情報に応じて、特殊クリックポイント配置情報
を生成し、前記サーバ４が確保している。
　前記ホームページのホームページ情報へ特殊クリックポイントをリンクさせ、前記サー
バ４が確保しているホームページ情報を含む特殊クリックポイントが埋め込まれた特殊ク
リックポイント埋込みホームページ情報を前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０
６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８へ供給し、前記リンク先ホーム
ページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８は、
前記特殊クリックポイント埋込みホームページ情報を前記クライアント側へ供給する。
　以上のように、この図４２に示すホームページ情報供給方法によれば、リンク先ホーム
ページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対
するクライアント側からのダウンロード要求に対し、前記リンク先ホームページサイトの
サーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８から供給された動作
指示情報やタイミング情報をもとに、そのリンク先ホームページサイトのサーバ１０６の
ホームページあるいはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８のホームページへサ
ーバ４から供給されたサーバ４が確保しているホームページ情報を含む特殊クリックポイ
ント埋込みホームページ情報を埋め込んで提供できるため、前記クライアント側へ提供す
る前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリンク先のホームページサイ
トのサーバ１０８のホームページについて常に新鮮な感覚を与え興味を喚起できるホーム
ページ情報供給方法およびサーバ装置が得られる効果がある。
　次に、図４３に示すホームページ情報供給方法について説明する。
　図４３に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はリンク先ホームページ
サイトのサーバ１０６またはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対し、イン
ターネット１と経路制御装置１０５または経路制御装置１０７を介してリンク先ホームペ
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ージサイトのホームページのダウンロード要求を行う。
　前記クライアント側からのダウンロード要求が、前記リンク先ホームページサイトのサ
ーバ１０６に行われそのダウンロード要求がサーバ４が確保するＵＲＬのホームページと
リンクするリンク先のホームページサイトのサーバ１０８のホームページについてのダウ
ンロード要求であると、前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６は前記クライア
ント側へダウンロード応答を行い、さらにサーバ４へ前記ダウンロード要求にかかる前記
リンク先のホームページサイトのサーバ１０８のホームページについての前記実施の形態
１で詳しく説明した動作指示情報やタイミング情報を送る。サーバ４はリンク先のホーム
ページサイトのサーバ１０８へ、そのリンク先のホームページサイトのサーバ１０８で確
保しているホームページ情報を要求する。
　前記リンク先のホームページサイトのサーバ１０８は、サーバ４から要求されたホーム
ページ情報をサーバ４へ供給する。サーバ４では、前記リンク先ホームページサイトのサ
ーバ１０６から送られてきた動作指示情報やタイミング情報をもとに、特殊クリックポイ
ント配置情報を生成し、前記配置が規定された特殊クリックポイントと前記リンク先のホ
ームページサイトのサーバ１０８から供給されたホームページ情報をリンクさせて、前記
リンク先のホームページサイトのサーバ１０８のホームページ情報を含む特殊クリックポ
イントが埋め込まれた特殊クリックポイント埋込みホームページ情報を生成し、リンク先
ホームページサイトのサーバ１０６へ供給する。前記リンク先ホームページサイトのサー
バ１０６は、そのリンク先ホームページサイトのサーバで確保している基本ホームページ
に前記リンク先のホームページサイトのホームページ情報を含む特殊クリックポイントが
埋め込まれた特殊クリックポイント埋め込みホームページ情報を前記クライアント側へ供
給する。
　以上のように、この図４３に示すホームページ情報供給方法によれば、クライアント側
はリンク先ホームページサイトのサーバ１０６に対するダウンロード要求により、そのリ
ンク先ホームページサイトのサーバのホームページにリンクするホームページに再リンク
する再リンク先のホームページサイトのサーバ１０８へアクセスするクライアントに対し
提供される前記再リンク先のホームページサイトのホームページの内容について、常に新
鮮な感覚を与え興味を喚起できるホームページ情報供給方法および装置が得られる効果が
ある。
　次に、図４４に示すホームページ情報供給方法について説明する。
　図４４に示すホームページ情報供給方法でも、クライアント側はリンク先ホームページ
サイトのサーバ１０６またはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対し、イン
ターネット１と経路制御装置１０６または経路制御装置１０７を介して前記ホームページ
のダウンロード要求を行う。クライアント側からのダウンロード要求に対し前記ダウンロ
ード要求にかかるリンク先ホームページサイトのサーバ１０６、またはリンク先のホーム
ページサイトのサーバ１０８はダウンロード応答を行うとともに、サーバ４へ前記実施の
形態１で詳しく説明した動作指示情報やタイミング情報を送る。サーバ４は前記リンク先
ホームページサイトのサーバから送られてきた動作指示情報やタイミング情報に応じて特
殊クリックポイント埋込み機能２５を前記動作指示情報やタイミング情報を送ってきたリ
ンク先ホームページサイトのサーバ１０６、あるいはリンク先のホームページサイトのサ
ーバ１０８へ供給する。前記リンク先ホームページサイトのサーバ１０６、あるいはリン
ク先のホームページサイトのサーバ１０８は、サーバ４から供給された特殊クリックポイ
ント埋込み機能２５を利用して特殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報を前記
ダウンロード要求されたホームページへ埋め込み、特殊クリックポイントやリンク先ホー
ムページ情報が埋め込まれた特殊クリックポイント埋込みホームページ情報を前記クライ
アント側へ供給する。なお、前記サーバ４において前記動作指示情報やタイミング情報に
応じてトリガ読み取り機能を供給する実施の形態１で説明した方法で、リンク先サイトの
サーバ側へ特殊クリックポイント埋め込み機能２５を供給する場合もある。
　以上のように、この図４４に示すホームページ情報供給方法によれば、リンク先ホーム
ページサイトのサーバ１０６またはリンク先のホームページサイトのサーバ１０８に対す
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るダウンロード要求により、そのリンク先ホームページサイトのサーバ１０６あるいはリ
ンク先のホームページサイトのサーバ１０８のホームページへアクセスするクライアント
に対し提供される前記ホームページの内容に、サーバ４から供給される特殊クリックポイ
ント埋込み機能２５により特殊クリックポイントを埋め込むことが出来、特殊クリックポ
イントが埋め込まれた特殊クリックポイント埋め込みホームページ情報をクライアント側
へ供給することが可能になり、常に新鮮な感覚を与え興味を喚起できるホームページ情報
供給方法および装置が得られる効果がある。
【００１６】
実施の形態４．
　次に、この実施の形態４によるホームページ情報供給方法について説明する。以下に説
明するホームページ情報供給方法ではクライアント側はダウンロード要求を端末１０９、
または端末１１０へ行う。なお図１、図２の構成はこの実施の形態４にも適用されるが、
前記端末１０９および端末１１０は「サーバ機能」や「キャッシュ機能」や「ルータ機能
」などの役割を担うように設計されており、本来「サーバ装置」が担う機能や「経路制御
装置」が担うルータ機能をソフトウエアなどにより担うことが可能である。従って前記端
末１０９、１１０をインターネットに接続する上でサーバ装置や経路制御装置を必要とし
ない。
　ここで、実施の形態４のホームページ情報供給方法ではクライアント側から前記端末１
０９あるいは端末１１０が管理するＵＲＬのホームページや、前記ホームページとリンク
するリンク先ホームページサイトのホームページを含むホームページのダウンロード要求
があると、そのダウンロード要求ごとに異なった情報内容のホームページファイルを構成
して応答する。またダウンロード要求が行われるたびに通常形態のホームページヘ特殊ク
リックポイントＰＣＰをその配置情報を変えて埋め込み、ホームページのクリックポイン
トを含む構成内容が前記ダウンロード要求に際し異なるようにして、前記端末１０９のホ
ームページサイトあるいは端末１１０のホームページサイトのホームページに対してダウ
ンロードを要求するクライアント側に意外性や新鮮味を提供する。
　このため、前記端末１０９、または端末１１０のトリガ読み取り機能２３が読み取った
前記トリガをもとに、前記ダウンロード要求に際して前記端末１０９あるいは端末１１０
にリンクするリンク先サイトのホームページを含む基本ホームページにおける特殊クリッ
クポイントＰＣＰの配置を変えたり、またリンク先ホームページ情報ファイルを変え、ダ
ウンロード要求に際しホームページ情報の異なったホームページファイルを構成し、前記
ダウンロード要求に応答する。また前記トリガは任意のタイミングにおいて手動で決定さ
れ前記ダウンロード要求に対し応答される場合がある。
　また、前記ダウンロード応答後でも回線が接続された状態のクライアント側に対し、特
殊クリックポイントやリンク先ホームページ情報ファイルが追加的に繰り返し供給される
場合があり、その際にも前記トリガをもとに特殊クリックポイント配置情報を生成して、
新たな特殊クリックポイント埋め込みホームページ情報をクライアント側に供給する。
　なおクライアント側からのダウンロード要求に対し、通常ホームページと変わらないホ
ームページファイルで応答する場合もある。
　このため前記端末１０９あるいは端末１１０は前記実施の形態１、実施の形態２、実施
の形態３において詳しく説明したホームページ情報供給方法にもとづいて特殊クリックポ
イント埋め込みホームページ情報を前記クライアント側へ供給する。
　従って、この実施の形態４によれば端末１０９、または端末１１０に対するダウンロー
ド要求に対し端末１０９あるいは端末１１０が管理するＵＲＬのホームページや、前記ホ
ームページとリンクするリンク先ホームページサイトのホームページに、特殊クリックポ
イントやリンク先ホームページ情報が埋め込まれた特殊クリックポイント埋め込みホーム
ページ情報をクライアント側へ提供できるため、前記クライアント側へ提供する前記端末
１０９あるいは端末１１０のホームページについて常に新鮮な感覚を与え興味を喚起でき
るホームページ情報供給方法および装置が得られる効果がある。
【産業上の利用可能性】
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【００１７】
　以上のように、この発明に係るホームページ情報供給方法および装置は、リンク先ホー
ムページサイトを含むホームページサイトへアクセスするクライアントに対し、常に新鮮
な感覚を与え興味を喚起できるホームページ情報を供給するのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法が適用されるネットワー
ク構成図である。
【図２】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法を実現するサーバの構成
を示す機能ブロック図である。
【図３】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法を実現する際のサーバの
動作およびクライアント側の画面運移を含む動作を示すフローチャートである。
【図４】　この発明の実施の形態１の図３に示すステップＳＴ４からステップＳＴｌ１ま
での各ステップにおける画面遷移図である。
【図５】　この発明の実施の形態１における図３のステップＳＴ３の判定処理において「
条件下起動」である場合に続くフローチャートである。
【図６】　この発明の実施の形態１における通常のホームページに対する特殊クリックポ
イントの埋め込みについての説明図である。
【図７】　この発明の実施の形態１における図２０の「モノものタウン」のホームページ
トップ画面、およぴ図２１の「ＸＸＸセレクション」トップ画面がクリックされるとどの
画面へ遷移するかを示す画面遷移図である。
【図８】　この発明の実施の形態１においてダウンロード要求が「ダウンロード後にクラ
イアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロード
要求」である場合に移行するフローチャートである。
【図９】　この発明の実施の形態１においてサーバからクライアント側へ送られる送受信
データについての説明図である。
【図１０】　この発明の実施の形態１においてサーバからクライアント側へ特殊クリック
ポイントＰＣＰの埋め込み機能がダウンロードされることを示す説明図である。
【図１１】　この発明の実施の形態１においてダウンロード後にクライアント側で特殊ク
リックポイントを埋め込む場合の画面遷移図である。
【図１２】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示される通常ホームペ
ージのトップ画面である。
【図１３】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示される通常ホームペ
ージの総合案内画面である。
【図１４】　この発明の実施の形態１においてクライアントで表示されるお知らせ画面で
ある。
【図１５】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示されるＸＸＸセレク
ショントップ画面である。
【図１６】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示されるＸＸＸセレク
ションお知らせ画面である。
【図１７】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示されるＸＸＸセレク
ション掲示板画面である。
【図１８】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示されるＸＸＸセレク
ション商品一覧画面である。
【図１９】　この発明の実施の形態１においてクライアント側で表示されるＸＸＸセレク
ション商品注文画面である。
【図２０】　この発明の実施の形態１による「モノものタウン」トップ画面における特殊
クリックポイントの配置図である。
【図２１】　この発明の実施の形態１における特殊クリックポイントが埋め込まれている
「ＸＸＸセレクション」トップ画面である。
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【図２２】　この発明の実施の形態１における広告情報画面（バナー広告）の一例を示す
画面図である。
【図２３】　この発明の実施の形態１における簡単ゲーム画面の一例を示す画面図である
。
【図２４】　この発明の実施の形態１において特殊クリックポイントの埋め込み先のホー
ムページをセル分割して行番号と列番号で表す埋め込み位置情報を示す説明図である。
【図２５】　この発明の実施の形態１においてセル（ｉ，ｊ）（ｉ，ｍ）に対応する特殊
クリックポイントのグラフィックファイル名の関係を示す説明図である。
【図２６】　この発明の実施の形態１における２つのセルに特殊クリックポイントが埋め
込まれている場合の特殊クリックポイント配置ファイルの構成例を示す説明図である。
【図２７】　この発明の実施の形態１において特殊クリックポイントの配置をクライアン
ト側のアクセスごとに変化させる第１の手法についての概念図である。
【図２８】　この発明の実施の形態１において特殊クリックポイントの配置をクライアン
ト側のアクセスごとに変化させる第１の手法についての概念図である。
【図２９】　この発明の実施の形態１において末尾数がトリガとなり計算ロジックが起動
しＰＣＰ配置パターンを選択し通常のホームページへ特殊クリックポイントを埋め込む第
２の手法を示す概念図である。
【図３０】　この発明の実施の形態１において末尾数からランダム配置ロジックが関与し
てランダムに特殊クリックポイントを配置し、かつ、リンク先のファイルもランダムに選
択する第３の手法を示す概念図である。
【図３１】　この発明の実施の形態１においてＢＰＣＰグラフィックファイル、ＵＰＣＰ
グラフィックファイル、ＩＰＣＰグラフィックファイル、ＥＰＣＰグラフィックファイル
を通常のホームページヘ重ねる状態を示す概念図である。また、特殊クリックポイントＰ
ＣＰが基本ホームページに上書きされる形態で埋め込まれることを示す概念図である。
【図３２】　この発明の実施の形態１における特殊クリックポイントとともに埋め込まれ
るファイルの関係を示す説明図である。
【図３３】　この発明の実施の形態１においてダウンロード後でも特殊クリックポイント
が埋め込まれたファイルを作成することを示す説明図である。
【図３４】　この発明の実施の形態１においてダウンロード要求が「ダウンロード後にク
ライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロー
ド要求」である場合のホームページ情報供給方法の動作を示す動作説明図である。
【図３５】　この発明の実施の形態１においてダウンロード要求が「ダウンロード後にク
ライアント側で特殊クリックポイントＰＣＰをホームページへ埋め込む形態のダウンロー
ド要求」であり「トリガ読取り機能」を供給してＰＣＰをホームページへ埋め込む場合の
ホームページ情報供給方法の動作を示す動作説明図である。
【図３６】　この発明の実施の形態１においてダウンロード要求が「特殊クリックポイン
トＰＣＰを埋め込んだホームページのダウンロード要求」である場合のホームページ情報
供給方法の動作を示す動作説明図である。
【図３７】　この発明の実施の形態２においてリンク先のホームページあるいはリンク先
ホームページのダウンロード要求がクライアント側からサーバヘ行われたときの動作説明
図である。
【図３８】　この発明の実施の形態２においてリンク先のホームページあるいはリンク先
ホームページのダウンロード要求がクライアント側からサーバへ行われたときの動作説明
図である。
【図３９】　この発明の実施の形態２においてリンク先のホームページあるいはリンク先
ホームページのダウンロード要求がクライアント側からサーバ行われたときの動作説明図
である。
【図４０】　この発明の実施の形態２においてリンク先のホームページあるいはリンク先
ホームページのダウンロード要求がクライアント側からサーバへ行われたときの動作説明
図である。
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【図４１】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法の動作説明図である。
【図４２】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法の動作説明図である。
【図４３】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法の動作説明図である。
【図４４】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法の動作説明図である。
【図４５】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図４６】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図４７】　この発明の実施の形態１のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図４８】　この発明の実施の形態２のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図４９】　この発明の実施の形態２のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５０】　この発明の実施の形態２のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５１】　この発明の実施の形態２のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５２】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５３】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５４】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５５】　この発明の実施の形態３のホームページ情報供給方法のシーケンス概要を示
す説明図である。
【図５６】　この発明の実施の形態１においてＰＣＰの配置を規定する第１の手法につい
て、ＰＣＰ配置情報の決定プロセスを説明する動作フローを示す説明図である。
【図５７】　この発明の実施の形態１においてＰＣＰの配置を規定する第２の手法につい
てＰＣＰ配置情報の決定プロセスを説明する動作フローを示す説明図である。
【図５８】　この発明の実施の形態１においてＰＣＰの配置を規定する第３の手法につい
てＰＣＰ配置情報の決定プロセスを説明する動作フローを示す説明図である。
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