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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在な情
報記憶代理装置において、
　上記クライアント端末、サーバと通信を行う通信手段と、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より抽出された所定情
報を少なくとも記憶する記憶手段と、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出し
て上記記憶手段に記憶し、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所
定情報を含めて上記通信手段を介してクライアント端末に送信する、ように制御する制御
手段とを具備し、
　上記制御手段により、上記クライアント端末からのアクセス回数を確認し、確認された
アクセス回数によって上記クライアント端末に対する処理の内容を変更することを特徴と
する情報記憶代理装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、
　上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付け、当
該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアント端末からの第１の情報より所
定情報を抽出するように制御する、
ことを更なる特徴とする請求項１に記載の情報記憶代理装置。
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【請求項３】
　上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含ま
れることを更なる特徴とする請求項１又は２に記載の情報記憶代理装置。
【請求項４】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であ
り、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置による情報記憶代理方法に
おいて、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出し
て上記記憶手段に記憶する第１のステップと、
　上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信
手段を介してクライアント端末に送信する第２のステップと、
　上記制御手段により、上記クライアント端末からのアクセス回数を確認し、確認された
アクセス回数によって上記クライアント端末に対する処理の内容を変更する第３のステッ
プと、
　を有することを特徴とする情報記憶代理方法。
【請求項５】
　上記制御手段により、上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事
前登録を受け付ける第４のステップを更に有し、
　上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアン
ト端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する、ことを更なる
特徴とする請求項４に記載の情報記憶代理方法。
【請求項６】
　上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含ま
れることを更なる特徴とする請求項４又は５に記載の情報記憶代理方法。
【請求項７】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であ
り、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置の情報記憶代理プログラム
において、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出し
て上記記憶手段に記憶する第１のステップと、
　上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信
手段を介してクライアント端末に送信する第２のステップと、
　上記制御手段により、上記クライアント端末からのアクセス回数を確認し、確認された
アクセス回数によって上記クライアント端末に対する処理の内容を変更する第３のステッ
プと、
をコンピュータに実行させることを特徴とする情報記憶代理プログラム。
【請求項８】
　上記制御手段により、上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事
前登録を受け付ける第４のステップを更に有し、
　上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアン
ト端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する、ことを更なる
特徴とする請求項７に記載の情報記憶代理プログラム。
【請求項９】
　上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含ま
れることを更なる特徴とする請求項７又は８に記載の情報記憶代理プログラム。
【請求項１０】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であ
る情報記憶代理装置において、
　上記クライアント端末又はサーバに所定の事前登録画面に係る情報を送信して当該事前
登録を促し、当該クライアント端末又はサーバからの事前登録に係る情報を受信する通信



(3) JP 4299991 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

手段と、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より抽出された所定情
報を少なくとも記憶する記憶手段と、
　上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出し
て上記記憶手段に記憶し、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所
定情報を含めて上記通信手段を介してクライアント端末に送信するように、制御する制御
手段と、
を有し、上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報
が少なくとも含まれる、ことを特徴とする情報記憶代理装置。
【請求項１１】
　上記制御手段は、
　上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付け、当
該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアント端末からの第１の情報より所
定情報を抽出するように制御する、
ことを更なる特徴とする請求項１０に記載の情報記憶代理装置。
【請求項１２】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であ
り、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置による情報記憶代理プログ
ラムにおいて、
　上記クライアント端末又はサーバに所定の事前登録画面に係る情報を上記通信手段を介
して送信して当該事前登録を促し、当該クライアント端末又はサーバからの事前登録に係
る情報を上記通信手段を介して受信する第１のステップと、
　上記通信手段にてクライアント端末からの第１の情報を受信し、当該第１の情報より所
定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第２のステップと、
　上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信
手段を介してクライアント端末に送信する第３のステップと、
をコンピュータに実行させるための情報記憶代理プログラムであって、上記所定情報には
、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が少なくとも含まれる、こ
とを特徴とする情報記憶代理プログラム。
【請求項１３】
　上記制御手段により、上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事
前登録を受け付ける第４のステップを更に有し、
　上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアン
ト端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する、ことを更なる
特徴とする請求項１２に記載の情報記憶代理プログラム。
【請求項１４】
　クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であ
り、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置による情報記憶代理方法に
おいて、
　上記クライアント端末又はサーバに所定の事前登録画面に係る情報を上記通信手段を介
して送信して当該事前登録を促し、当該クライアント端末又はサーバからの事前登録に係
る情報を上記通信手段を介して受信する第１のステップと、
　上記通信手段にてクライアント端末からの第１の情報を受信し、当該第１の情報より所
定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第２のステップと、
　上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信
手段を介してクライアント端末に送信する第３のステップと、
を有し、上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報
が少なくとも含まれる、ことを特徴とする情報記憶代理方法。
【請求項１５】
　上記制御手段により、上記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事
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前登録を受け付ける第４のステップを更に有し、
　上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記クライアン
ト端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する、ことを更なる
特徴とする請求項１４に記載の情報記憶代理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばクライアント・サーバシステムにおいて情報の記憶等を代理する装置、
方法及びプログラムに係り、特にクライアント端末に代って、少なくともＵＲＬと入力情
報とを関連付けて記憶することで、クライアント端末側での入力作業を簡略化する、情報
記憶代理装置、情報記憶代理方法及び情報記憶代理プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、インターネット上においては、各種サーバにより種々のＷｅｂページ等の情報が提
供されているが、クライアント端末より当該サーバのＷｅｂページにログインする場合に
は、所定の認証を経る必要があった。具体的には、クライアント端末では、所定のログイ
ン画面を表示した後、自己のクライアントＩＤやパスワード等の入力を受け、これら入力
情報をサーバ側に送信し、サーバ側にて所定の認証を受ける必要があった。かかる認証作
業は、上記の他、ＬＡＮやＷＡＮによるクライアント・サーバシステムにおいても同様に
必要とされていた。
【０００３】
ここで、パーソナルコンピュータ等の処理性能の高いクライアント端末では、Cookie等の
技術を用いて、当該クライアント端末とサーバとの間の入出力に必要な情報、即ち、例え
ばインターネットのＷｅｂページにアクセスする際の各種情報を、クライアント端末側で
記憶することが一般的になされている。
【０００４】
さらに、例えば、特許３１３７１７３号公報、特開平１０－１７７５５２号公報、特開平
１０－２６９１８４号公報では、クライアント端末によりコンテンツを提供するサーバへ
アクセスする際に、当該コンテンツを提供するサーバとは個別に設置された認証サーバに
て認証動作を行う技術が開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術では、クライアント端末により所望とするサーバにログイン
する場合には、クライアントＩＤやパスワードを、その都度入力しなければならなかった
。また、クライアント端末より複数のサーバにログインする場合には、各サーバに対応し
たクライアントＩＤやパスワードをクライアント端末側で記憶、入力しなければならず、
煩雑であった。特に、クライアント端末として携帯電話機等を使用する場合においては、
上記入力に際して英数字の入力モードに切替える必要があり、クライアントによる作業負
担は大きかった。
【０００６】
更に上記Cookie等を用いてクライアント端末とサーバとの間の入出力に必要な情報をクラ
イアント端末側で記憶する技術についても、例えば、出張先や外出先で別の端末からサー
バへアクセスする場合には、クライアント端末に記憶された情報を有効に使うことはでき
なかった。また、クライアント端末側で記憶されている情報は、アクセス対象（ドメイン
、サーバ又はＵＲＬ）毎に異なる為、当該アクセス対象の増加に伴ってユーザ端末に記憶
すべき情報量も増加することになる。一般に、処理性能や記憶容量の小さい端末では、記
憶する情報量は少なければ少ない程よいことからも、この点、改善されることが嘱望され
ていた。
【０００７】
また、上記特許３１３７１７３号公報、特開平１０－１７７５５２号公報、特開平１０－



(5) JP 4299991 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

２６９１８４号公報等により開示された技術は、認証行為自体を代理するものであって、
認証時にクライアント端末からサーバへ送られるべき入力情報を記憶代理することについ
ては何等示唆も開示もされていない。
【０００８】
その他、上記従来技術では、サーバへのアクセスを、例えばオフィスタイムの平日９時か
ら１７時まで使用させたいといった場合や、サーバに作業が発生した場合には、サーバへ
の作りこみが必要となっていた。
【０００９】
本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、クライアント端
末よりサーバにログインする際に必要とされる認証情報やサーバの動作時間等に係るアク
セス制御情報等の各種情報を一元的に記憶、管理し、必要に応じて当該クライアント端末
やサーバに代って上記情報を入力、送信することで、当該クライアント端末やサーバでの
各種処理負担を軽減すると共に、クライアントによる作業負担を軽減し、更にはクライア
ント端末側の記憶容量の削減及びそれによる低コスト化を実現することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の態様では、クライアント端末とサーバとの
間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在な情報記憶代理装置において、上記ク
ライアント端末、サーバと通信を行う通信手段と、上記通信手段にて受信されたクライア
ント端末からの第１の情報より抽出された所定情報を少なくとも記憶する記憶手段と、上
記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上
記記憶手段に記憶し、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情
報を含めて上記通信手段を介してクライアント端末に送信する、ように制御する制御手段
とを具備し、上記制御手段により、上記クライアント端末からのアクセス回数を確認し、
確認されたアクセス回数によって上記クライアント端末に対する処理の内容を変更するこ
とを特徴とする。
【００１１】
そして、本発明の第２の態様に係る情報記憶代理装置では、上記制御手段は、上記クライ
アント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付け、当該事前登録に
係る第３の情報に基づいて、上記クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出
するように制御する、ことを更なる特徴とする。
【００１２】
さらに、本発明の第３の態様に係る情報記憶代理装置では、上記所定情報には、上記サー
バのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含まれることを更なる特徴とする。
【００１３】
　本発明の第４の態様では、クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワ
ークを通じて通信自在であり、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置
による情報記憶代理方法において、上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの
第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第１のステップと、上記通信
手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信手段を介し
てクライアント端末に送信する第２のステップと、上記制御手段により、上記クライアン
ト端末からのアクセス回数を確認し、確認されたアクセス回数によって上記クライアント
端末に対する処理の内容を変更する第３のステップと、を有することを特徴とする。
【００１４】
　そして、本発明の第５の態様に係る情報記憶代理方法では、上記制御手段により、上記
クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付ける第４のス
テップを更に有し、上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて
、上記クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶す
る、ことを更なる特徴とする。
【００１５】
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さらに、本発明の第６の態様に係る情報記憶代理方法では、上記所定情報には、上記サー
バのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含まれることを更なる特徴とする。
【００１６】
　本発明の第７の態様では、クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネットワ
ークを通じて通信自在であり、通信手段、記憶手段、制御手段を有する情報記憶代理装置
の情報記憶代理プログラムにおいて、上記通信手段にて受信されたクライアント端末から
の第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第１のステップと、上記通
信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信手段を介
してクライアント端末に送信する第２のステップと、上記制御手段により、上記クライア
ント端末からのアクセス回数を確認し、確認されたアクセス回数によって上記クライアン
ト端末に対する処理の内容を変更する第３のステップと、をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とする。
【００１７】
　そして、本発明の第３の態様に係る報記憶代理プログラムは、上記制御手段により、上
記クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付ける第４の
ステップを更に有し、上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づい
て、上記クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶
する、ことを更なる特徴とする。
【００１８】
さらに、本発明の第９の態様に係る情報記憶代理プログラムは、上記所定情報には、上記
サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が含まれることを更なる特徴とす
る。
【００１９】
　本発明の第１０の態様にでは、クライアント端末とサーバとの間に介在し、双方とネッ
トワークを通じて通信自在である情報記憶代理装置において、上記クライアント端末又は
サーバに所定の事前登録画面に係る情報を送信して当該事前登録を促し、当該クライアン
ト端末又はサーバからの事前登録に係る情報を受信する通信手段と、上記通信手段にて受
信されたクライアント端末からの第１の情報より抽出された所定情報を少なくとも記憶す
る記憶手段と、上記通信手段にて受信されたクライアント端末からの第１の情報より所定
情報を抽出して上記記憶手段に記憶し、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の
情報に上記所定情報を含めて上記通信手段を介してクライアント端末に送信するように、
制御する制御手段と、を有し、上記所定情報には、上記サーバのＵＲＬと上記クライアン
ト端末による認証情報が少なくとも含まれる、ことを特徴とする。
　本発明の第１１の態様に係る情報記憶代理装置では、上記制御手段は、上記クライアン
ト端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付け、当該事前登録に係る
第３の情報に基づいて、上記クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出する
ように制御する、ことを更なる特徴とする。
　本発明の第１２の態様に係る情報記憶代理プログラムでは、クライアント端末とサーバ
との間に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であり、通信手段、記憶手段、制
御手段を有する情報記憶代理装置による情報記憶代理プログラムにおいて、上記クライア
ント端末又はサーバに所定の事前登録画面に係る情報を上記通信手段を介して送信して当
該事前登録を促し、当該クライアント端末又はサーバからの事前登録に係る情報を上記通
信手段を介して受信する第１のステップと、上記通信手段にてクライアント端末からの第
１の情報を受信し、当該第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第２
のステップと、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含
めて上記通信手段を介してクライアント端末に送信する第３のステップと、をコンピュー
タに実行させるための情報記憶代理プログラムであって、上記所定情報には、上記サーバ
のＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が少なくとも含まれる、ことを特徴とす
る。
　本発明の第１３の態様に係る情報記憶代理プログラムでは、上記制御手段により、上記
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クライアント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付ける第４のス
テップを更に有し、上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて
、上記クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶す
る、ことを更なる特徴とする。
　本発明の第１４の態様に係る情報記憶代理方法では、クライアント端末とサーバとの間
に介在し、双方とネットワークを通じて通信自在であり、通信手段、記憶手段、制御手段
を有する情報記憶代理装置による情報記憶代理方法において、上記クライアント端末又は
サーバに所定の事前登録画面に係る情報を上記通信手段を介して送信して当該事前登録を
促し、当該クライアント端末又はサーバからの事前登録に係る情報を上記通信手段を介し
て受信する第１のステップと、上記通信手段にてクライアント端末からの第１の情報を受
信し、当該第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する第２のステップと
、上記通信手段にて受信されたサーバからの第２の情報に上記所定情報を含めて上記通信
手段を介してクライアント端末に送信する第３のステップと、を有し、上記所定情報には
、上記サーバのＵＲＬと上記クライアント端末による認証情報が少なくとも含まれる、こ
とを特徴とする。
　本発明の第１５の態様に係る情報記憶代理方法では、上記制御手段により、上記クライ
アント端末及びサーバの少なくともいずれかによる事前登録を受け付ける第４のステップ
を更に有し、上記第１のステップでは、当該事前登録に係る第３の情報に基づいて、上記
クライアント端末からの第１の情報より所定情報を抽出して上記記憶手段に記憶する、こ
とを更なる特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２１】
先ず、図１（ａ）には、本発明の一実施の形態に係る情報記憶代理装置としての入力デー
タ記憶代理サーバ２を採用したシステムの構成を示し説明する。
【００２２】
このシステムは、ユーザ端末１（１ａ，１ｂ…）とサーバ３（３ａ，３ｂ…）の間に入力
データ記憶代理サーバ２が配設されており、これらが相互にネットワーク４を介して通信
自在に構成されている。そして、ユーザ端末１としては、例えば、携帯電話機、ＰＤＡ（
Personal Digital Assistant）、パーソナルコンピュータ等、種々のものを採用すること
ができる。さらに、上記ネットワーク４としては、インターネットのほか、ＬＡＮ（Loca
l Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）等、種々のものを採用することができ
ることは勿論である。
【００２３】
ここで、図１（ｂ）に示されるように、情報記憶代理装置としての入力データ記憶代理サ
ーバ２は、通信部２ａと制御部２ｂ、記憶部２ｃを有している。
【００２４】
尚、請求項記載の通信手段、制御手段、記憶手段は、これら通信部２ａ、制御部２ｂ、記
憶部２ｃ等に相当するものであるが、これには限定されない。
【００２５】
このような構成において、入力データ記憶代理サーバ２では、制御部２ｂによる制御の下
、記憶部２ｃに含まれるデータベースにて、クライアント端末１よりサーバ３にログイン
する際に必要とされる認証情報やサーバ３の動作時間に係るアクセス制御情報等の各種情
報が、一元的に記憶され、管理されている。
【００２６】
さらに、制御部２ｂは、上記記憶部２より上記各種情報を適宜読み出し、当該情報を通信
部２ａよりクライアント端末１やサーバ３に送信する。
【００２７】
以下、図２及び図４を参照して、入力データ記憶代理サーバ２へのクライアント端末１に
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よる事前登録処理について詳細に説明する。
【００２８】
本実施の形態では、クライアント端末１がサーバ３にアクセスする際には、入力データ記
憶代理サーバ２を経由することが前提条件とされており、従って、当該サーバ２に対して
予めデータを設定しておく必要がある。
【００２９】
尚、以下では、クライアント端末１として携帯電話機を採用した例を示す。
【００３０】
クライアント端末１において事前登録用のＵＲＬが押下され、事前登録用の画面に係るｈ
ｔｍｌファイルの要求がなされる（ステップＳ１，Ｓ２）。
【００３１】
入力データ記憶代理サーバ２では、この要求が受信されると、制御部２ｂの制御の下で、
事前登録用の画面に係るｈｔｍｌファイルが記憶部２ｃより読み出され、クライアント端
末１へと送信されることになる（ステップＳ３）。
【００３２】
クライアント端末１では、先ず、図４（ａ）に示されるような事前登録用の画面のうちメ
ニュー一覧画面が表示される。ここで、「オプション設定」が押下されると、図４（ｂ）
に示されるような画面が次に表示される。そして、「オートメモリ」が押下されると、図
４（ｃ）に示されるような画面が表示される。
【００３３】
この間、クライアント端末１と入力データ記憶代理サーバ２との間では、各画面に係るｈ
ｔｍｌファイルの要求、送信等に係る通信が適宜なされる。
【００３４】
こうして、クライアントにより所望とするサーバ３ａ，３ｂ…に関するＵＲＬの入力及び
チェックボックスの選択が順次なされて、最終的に、図４（ｄ）に示されるような画面に
て「登録」が押下されると（ステップＳ４）、これらｈｔｍｌデータがデータ入力データ
記憶代理サーバ２に送信される（ステップＳ５）。
【００３５】
尚、請求項記載の事前登録に係る第３の情報とは、例えば、このｈｔｍｌデータに相当す
るが、これに限定されるものではないことは勿論である。
【００３６】
本実施の形態では、ｈｔｍｌデータの中で、ＩＮＰＵＴタグのタイプ属性においてｔｅｘ
ｔ及びｐａｓｓｅｏｒｄを対象としており、該当ページのｈｔｍｌデータにおいて、上位
５つがチェックボックスにそれぞれ対応するが、このような仕様に限定されるものではな
いことは、勿論のことである。
【００３７】
従って、事前登録の際には、クライアントは、所望とするサーバのＵＲＬ毎にオートメモ
リ用のＵＲＬを設定し、そして、オートメモリとして記憶したい項目についてチェックボ
ックスにチェックをすればよいことになる。
【００３８】
こうして、入力データ記憶代理サーバ２にて、これらｈｔｍｌデータが受信されると、制
御部２ｂの制御の下、記憶部２ｃに記憶され、クライアント端末１に向けて完了通知に係
るｈｔｍｌデータが送信される（ステップＳ６）。
【００３９】
次に、図３及び図５を参照して、入力データ記憶代理サーバ２へのサーバ３による事前登
録処理について詳細に説明する。
【００４０】
サーバ３において事前登録用のＵＲＬが押下され、事前登録用の画面に係るｈｔｍｌファ
イルの要求がなされる（ステップＳ１１，Ｓ１２）。
【００４１】
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入力データ記憶代理サーバ２では、この要求が受信されると、制御部２ｂの制御の下で、
事前登録用の画面に係るｈｔｍｌファイルが記憶部２ｃより読み出され、サーバ３へと送
信されることになる（ステップＳ１３）。これにより、サーバ３では、図５に示されるよ
うな事前登録にかかる画面が表示される。
【００４２】
そして、事前登録を所望とするサーバ３ａ，３ｂ…に関するＵＲＬの入力及びチェックボ
ックスの選択が順次なされた後、最終的に「登録」が押下されると（ステップＳ１４）、
これら事前登録に係るｈｔｍｌデータがデータ入力データ記憶代理サーバ２に送信される
ことになる（ステップＳ１５）。
【００４３】
尚、請求項記載の事前登録に係る第３の情報とは、例えば、このｈｔｍｌデータに相当す
るが、これに限定されるものではないことは勿論である。
【００４４】
上記同様、本実施の形態では、ｈｔｍｌデータの中で、ＩＮＰＵＴタグのタイプ属性にお
いてｔｅｘｔ及びｐａｓｓｅｏｒｄを対象としており、該当ページのｈｔｍｌのデータに
おいて、上位５つがチェックボックスに対応する。
【００４５】
従って、事前登録の際には、所望とするサーバのＵＲＬ毎にオートメモリ用のＵＲＬを設
定し、そして、オートメモリとして記憶したい項目についてチェックボックスにチェック
をすればよいことになる。
【００４６】
例えば、記入例にもあるように、
タイトル　　：総務部
ＵＲＬ　　　：http//xxxxx.co.jp
トップページ：http//xxxxx.co.jp/index.html
オートメモリ：http//xxxxx.co.jp/soumu/login.html
の如く記入した後、チェックボックスをチェックすればよいことになる。
【００４７】
尚、このような設定は、システム全体、或いは個人毎に行うことができる。
【００４８】
こうして、入力データ記憶代理サーバ２にて、これらｈｔｍｌデータが受信されると、制
御部２ｂの制御の下、記憶部２ｃに記憶され、サーバ３に向けて完了通知に係るｈｔｍｌ
データが送信される（ステップＳ１６）。
【００４９】
尚、上記事前登録に限らず、クライアント端末１のクライアント或いはサーバ３の管理者
は、その意志により入力データ記憶代理サーバ２の所望とする情報を適宜登録することが
可能であることは勿論である。
【００５０】
次に、図６乃至図１１を参照して、実施の形態に係る情報記憶代理装置による記憶代理処
理について詳細に説明する。尚、ここでは、前述した事前登録において、チェックボック
ス１のみがチェックされているものとする。
【００５１】
先ず、「初回入力時」の記憶代理処理について説明する。
【００５２】
クライアント端末１において、所望とするＵＲＬが押下されると、ログイン用画面の要求
に係るデータが送信される（ステップＳ２１，Ｓ２２）。入力データ記憶代理サーバ２で
は、この要求に係るデータを受けると、クライアントが認識され、アクセス状況（初回か
二回目以降か）が確認される（ステップＳ２３）。
【００５３】
ここでは、初回であることが確認されるので、上記要求に係るデータがサーバ３側に送信
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される（ステップＳ２４）。サーバ３では、この要求に係るデータを受けると、ログイン
画面に係るｈｔｍｌファイルが入力データ記憶代理サーバ２を介して、クライアント端末
１へ送信される（ステップＳ２５，Ｓ２６）。
【００５４】
クライアント端末１では、このｈｔｍｌファイルが受信されると、ログイン画面が表示さ
れる。即ち、許可されているサーバ３は、上記総務部及び全社回覧版であるので、図８（
ａ）に示されるようなログイン画面が表示される。ここで「総務部」が押下されると、図
８（ｂ）に示されるような画面が表示される。
【００５５】
更に、図８（ｃ）に示されるように社員番号やパスワードが入力され、「ログイン」が押
下されると（ステップＳ２７）、社員番号やパスワードを含むデータが入力データ記憶代
理サーバ２に送信されることになる（ステップＳ２８）。
【００５６】
尚、請求項記載の第１の情報は、例えば、この社員番号やパスワードを含むデータに相当
し、所定情報とは、例えば、この社員番号やパスワークに係るデータに相当するが、これ
らに限定されるものではないことは勿論である。
【００５７】
入力データ記憶代理サーバ２では、事前登録にてチェックボックス１のみがチェックされ
ていたので、社員番号のみが記憶部２ｃに記憶される（ステップＳ２９）。そして、これ
らデータがサーバ３に転送される（ステップＳ３０）。
【００５８】
サーバ３では、認証が行われ、認証が成立すると（ステップＳ３１）、次の画面に係るｈ
ｔｍｌファイルが入力データ記憶代理サーバ２を介してクライアント端末１へと送信され
ることになる（ステップＳ３２，Ｓ３３）。
【００５９】
次に「２回目以降」の記憶代理処理について説明する。
【００６０】
クライアント端末１において、所望とするＵＲＬが押下されると、認証用の画面の要求に
係るデータが送信される（ステップＳ４１，Ｓ４２）。入力データ記憶代理サーバ２では
、この要求に係るデータを受信すると、クライアントが認識され、アクセス状況（初回か
二回目以降か）が確認される（ステップＳ４３）。
【００６１】
ここでは、２回目以降であることが確認され、上記要求に係るデータがサーバ３側に送信
される（ステップＳ４４）。サーバ３では、この要求を受けると、ログイン画面に係るｈ
ｔｍｌファイルが入力データ記憶代理サーバ２を介して、クライアント端末１へ送信され
る（ステップＳ４５）。
【００６２】
ここでは、２回目以降であることが先に認識されているので、入力データ記憶代理サーバ
２は、クライアント端末１より送信されたｈｔｍｌのソースコードに入力データ（この場
合は、社員番号）を挿入し（ステップＳ４６）、クライアント端末１に送信する（ステッ
プＳ４７）。
【００６３】
尚、請求項記載の第２の情報とは、例えば、このログイン画面に係るｈｔｍｌファイルに
相当するが、これに限定されるものではない。
【００６４】
これにより、クライアント端末１たる携帯電話機の画面には、図８（ｄ）に示されるよう
に、入力フィールドに社員番号に係るデータが入力された段階が表示されることになる。
クライアント端末１において、パスワードが入力され、「ログイン」が押下されると（ス
テップＳ４８）、これら社員番号やパスワードに係るデータが入力データ記憶代理サーバ
２に送信される（ステップＳ４９）。
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【００６５】
入力データ記憶代理サーバ２では、受信した社員番号に係るデータが記憶内容と異なる場
合、記憶されているデータに当該データが上書きされ（ステップＳ５０）、これらデータ
がサーバ３へと転送される（ステップＳ５１）。
【００６６】
サーバ３では、所定の認証が行われ、認証が成立すると（ステップＳ５２）、次の画面に
係るｈｔｍｌファイルが入力データ記憶代理サーバ２を介してクライアント端末１へと送
信されることになる（ステップＳ５３，Ｓ５４）。
【００６７】
ここで、入力データ記憶代理サーバ２のデータベースについて詳述する。
【００６８】
この実施の形態に係る情報記憶代理装置では、詳細は前述したような「事前登録」によっ
て、記憶部２ｃのデータベースにサーバ３がアクセスを許可するクライアント端末１のデ
ータを事前に入力しておくことができる。
【００６９】
より具体的に説明すると、このデータベースは、図９に示されるように、各サーバ３ａ，
３ｂ…のＵＲＬ▲１▼▲２▼…毎に、チェックボックス▲１▼～▲５▼を設定することが
可能となっており、更に当該設定に基づいてクライアント端末（Ｎｏ．００００１，００
００２…）の入力データを記憶代理可能な構造となっている。
【００７０】
例えば、クライアント端末（Ｎｏ．００００１）がサーバ３ａのＵＲＬ▲１▼にアクセス
して、社員番号「１２３４５」、パスワード「００８８」を入力すると、入力データ記憶
代理サーバ２では、サーバ３ａのＵＲＬ▲１▼とチェックボックス▲１▼が登録済である
ことから該当データとして社員番号「１２３４５」をデータベースに格納することになる
（図１０参照）。
【００７１】
従って、クライアント端末（Ｎｏ．００００１）が、再度、サーバ３ａのＵＲＬ▲１▼に
アクセスする場合には、既にチェックボックス▲１▼のデータはデータベースに格納され
ていることから、入力データ記憶代理サーバ２により、サーバ３ａから送られるｈｔｍｌ
データにチェックボックス▲１▼のデータが付加され、クライアント端末（Ｎｏ．０００
０１）へ送出されることになる。
【００７２】
これと同様に、クライアント端末（Ｎｏ．００００３）がサーバ３ｂのＵＲＬ▲２▼にア
クセスして、社員番号「９８７６５」、パスワード「００４１」を入力すると、入力デー
タ記憶代理サーバ２では、サーバ３ｂのＵＲＬ▲２▼とチェックボックス▲１▼▲２▼が
登録済であることから該当データとして社員番号「９８７６５」とパスワード「００４１
」をデータベースに格納する（図１１参照）。
【００７３】
従って、クライアント端末（Ｎｏ．００００３）が、再度、サーバ３ｂのＵＲＬ▲２▼に
アクセスする場合には、既にチェックボックス▲１▼▲２▼のデータはデータベースに格
納されていることから、入力データ記憶代理サーバ２により、サーバ３ｂから送られるｈ
ｔｍｌデータにチェックボックス▲１▼▲２▼のデータが付加され、クライアント端末（
Ｎｏ．００００３）へ送出されることになる。
【００７４】
以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、入力データ記憶代理サーバ２に複数
のサーバ３ａ，３ｂ…が登録してあれば、当該サーバ３ａ，３ｂ…毎に異なったログイン
ＩＤやパスワードを記憶することができる。また、長くて複雑なログインＩＤを入力する
必要があっても、２回目以降の際には入力を省略することができることから、クライアン
トの作業負担が軽減される。
【００７５】
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の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能である。
【００７６】
例えば、入力データ記憶代理サーバ２は、クライアント端末１がサーバ３にアクセスする
ことを、曜日や時間毎に制限することや、サーバ３がメンテナンス中である場合にメンテ
ナンス中である旨を示すメッセージをクライアント端末１側に送信することも代理するこ
とができる。この場合、サーバ３による回収が不要となり、効率的なアクセス制御が実現
されることになる。
【００７７】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、クライアント端末よりサーバにログインする際に
必要とされる認証情報やサーバの動作時間等に係るアクセス制御情報等の各種情報を一元
的に記憶、管理し、当該クライアント端末やサーバに代って上記情報を入力、送信するこ
とで、当該クライアント端末やサーバでの各種処理負担を軽減すると共に、クライアント
による作業負担を軽減し、更にはクライアント端末側の記憶容量の削減及びそれによる低
コスト化を実現する情報記憶代理装置及び情報記憶代理方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施の形態に係る情報記憶代理装置としての入力データ記
憶代理サーバを採用したシステムの構成を示す図であり、（ｂ）は入力データ記憶代理サ
ーバ２の詳細な構成を示す図である。
【図２】入力データ記憶代理サーバ２へのクライアント端末１による事前登録処理につい
て詳細に説明するデータフロー図である。
【図３】入力データ記憶代理サーバ２へのサーバ３による事前登録処理について詳細に説
明するデータフロー図である。
【図４】（ａ）乃至（ｄ）はクライアント端末１で表示される事前登録画面を示す図であ
る。
【図５】サーバ３で表示される事前登録用の画面を示す図である。
【図６】初回入力時の記憶代理処理について説明するデータフロー図である。
【図７】２回目以降の記憶代理処理について説明するデータフロー図である。
【図８】（ａ）乃至（ｄ）はクライアント端末１で表示される認証画面を示す図である。
【図９】記憶部２ｃに含まれるデータベースの構造を示す図である。
【図１０】記憶部２ｃに含まれるデータベースの構造を示す図である。
【図１１】記憶部２ｃに含まれるデータベースの構造を示す図である。
【符号の説明】
１　　クライアント端末
２　　入力データ記憶代理サーバ
２ａ　通信部
２ｂ　制御部
２ｃ　記憶部
３　　サーバ
４　　ネットワーク
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