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(57) Abstract Smooth cooperation between a service for distributing web
sites wherein contents reprmtable on blogs are disposed and a plurality of
blog creating services is established In order to help a user computer (2)
with blog creation processing between a content server ( 11) which dis
tributes websites wherein news articles and images are disposed as contents
and blog servers (3 1, 41, 51) of various companies involved in providing a
blog creating service according to the operation of the user, a linkage servi-
er (21) which coordinates various processings necessary for creating a blog
is newly installed between the user computer (2) and various servers ( 11,
31, 41, 5 1) Due to the existence of the linkage server (21), when the user
of the user computer (2) finds news articles, images, etc which can be a
subject matter for creating the blog in the websites distributed by the con
tent server ( 11), the user can easily lead the blog creating work to the web
creating service which the user signs on

(57) 要約 ブログに転載可能なコ ンテ ンツを配置 したウェ
ブサイ トを配信するサービスと、複数のブログ作成サービス
とのスムーズな連携を図る。 コ ンテ ンツとして二 一ス
記事 ・画像を配置 したウェブサイ トを配信するコ ンテ ンツ
サ一バ 1 1 と、ブログ作成サービスの提供に係る各社のブロ
グサーバ 3 1 4 1 5 1 との間で、-1 一サコ ンピ3 ータ 2

」 」
」 が 一サ操作に従ってブログ作成処理を行 場合に、 L一サ
」
」

コ ンピ Lータ 2 と各サ一バ 1 1 、 3 1 4 1 5 1 との間に
介在 して、ブログ作成に必要な各種処理の連携 を行 連携
サ一バ 2 1 を新たに設げることで、 一サコ ンピ ータ の
一サが、コ ンテンツサ一バ 1 1 から配信 されるウェブサイ

トの中にブログ作成の題材 となる二 ース記事 ・画像等を見つげると、ブログ作成作業を自身の登録 し
て るウェブ作成サービス と容易 導げる。



明 細 苫

ウエブペ・一ジィ乍 戎方法、ウエブペ・一ジィ乍 戎システム、亜携サ一バ 装置及

びコンピユ一タプログラム

ま支術分野

０００1 本発明は、ゥェブザイトに含まれる各種コンテシソ(たとえば、ニュース記事、画像な

ど)を伝載した新たなゥェブページ (たとえば、ブログなど)を作成する際、作成するゥ

ェブページへのコンテシソ伝載に係る処理をスムーズに行えるようにしたゥェブペー

ジ作成方法、ゥェブページ作成システム、連携ザーバ装置及びコンピュータプログラ

ムに関する。

背月 支 術

０００2 従来、インターネットのゥェブザイトで提供される各種コンテンソ(二ュ一ス記事、画

像など) に対して、ユーザの論評 (コメントなど)を載せたゥェブページを作成すること

が行われており、近時このような用途で作成されるゥェブページには、ブログ (b o )

が用いられることが多い。ブログとは、ゥェブページの一種に相当し、ユーザのコメン

ト等を載せたぺ一ジを時系列で配置する日記形式のものであり、トラックバックと云う

参照又は引用したゥェブザイトとの繋がりを示す独特の機能を具備している。ブログ

の作成は一般に、各種企業がネットワークを通じて提供するブログ作成ザ一ビスに応

じたブログ作成ザイトで行われており、従来の一般的なゥェブページに比べてブログ

ページの作成は容易になっている。

０００3 昨今、ブログ作成ザ一ビスは、様々な系統の企業 (プロバイダ系企業、ポータルザ

イト系企業、ブログに伝裁可能なコンテシソザイトの配信系企業等) により提供されて

おり、ブログを作成しようとするユーザは、いずれかの企業が提供するブログ作成ザ

一ビスにユーザ登録を了 、刊 、登録先のブログ作成ザ一ビスのザイト仕様に某づいた

処理手順に従って、ブログを作成することになる。

０００4 なお、本出願人は、各種コンテンソを伝載したゥェブページ (ブログを含む)を作成

する際、そのゥェブページに伝載されるコンテシソ及びそのコンテシソの著作権情報

(著作権、著作者等に関する情報 )を適切に保護した上でブログに利用できるように



した特許を取得している (特許文献 参照 )。

特許文献1:特許第38577 7号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 昨今、ブログに伝裁可能なコンテンツを掲載したウェブザイト(二ュ一スザイトのょぅ

なコンテンソザイト)の中には、ブログ作成ザ一ビスを提供する各企業のブログ作成ザ

イトへのリンク用アイコン等をザイトページ内に複数配置することで、コンテンツザイト

から、ユーザの登録したブログ作成ザイトヘ直接的に移行できるょぅにしたウェブザイ

トが存在する。

０００6 しかし、ザイト問を移行できるょぅにしても、実際にコンテンツを伝載するブログを作

成する段階では、ブログに伝載するコンテンツを配信するコンテンツザーバと、ブログ

作成ザイトを提供するブログザーバとの間で、様々なデータ(伝載するコンテンソに関

するデータ、ブログ作成を行ぅユーザに関するデータなど)の送受を行ぅ必要がある。

その上、コンテンツザーバと、ブログザーバとの間で、システムの構成上、処理の仕様

がそれぞれ典なれば、コンテンツザーバは、ブログザーバごとに、ブログ作成ザイトの

仕様に応じた各種処理が要求されると共に、ユーザにも各種入力操作が要求される

ことある。これらのことから、コンテンツザイトからブログ作成ザイトヘ移行できるょぅにリ

ンクを設けた場合、コンテンツザーバの処理負担又はユーザの操作負担が増大する

と云ぅ問題がある。

０００7 本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、コンテンツザーバと、ブログザー

バ等との間に介在して、各装置間の連携処理を一元的に行ぅ連携ザーバを新たに設

けることで、ユーザへの便宜を図った上で、コンテンツザーバ装置の処理負担が増大

しないょぅにしたウェブページ作成方法、ウェブページ作成システム、連携ザーバ装

置及びコンピュータプログラムを提供することを目的とする。

また、本発明は、連携ザーバを設けた場合でも、コンテンツの伝載及びトラックバッ

クに係る処理等をスムーズに行えるょぅにしたウェブページ作成方法、ウェブページ

作成システム、連携ザーバ装置及びコンピュータプログラム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 本発明に係るウェブページ作成方法は、コンテシソに応じたコンテシソデータをコン

テシソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスし

て前記コンテンソを含むウェブザイトを表示するステップと、前記コンテシソを伝載す

るウェブページの作成に係る処理を前記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅス

テップとを備え、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ

装置で行ぅと共に、前記編集ぺ一ジの提供を第3ザーバ装置で行ぅウェブページ作

成方法であって、前記通信端末装置は、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテンソ

を伝載するウェブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテシソに応じたコン

テシソ識別情報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザ

ーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに含まれるコン

テシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データを前記第 ザーバ装置へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテン"ソ要求データを受信した場合、受信した前記コ

ンテシソ要求データで指定されたコンテン"ソ識別情報に対応するコンテシソデータを

読み出して前記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、前記コンテン"ソ

データを受信した場合、受信した前記コンテシソデータを記憶すると共に、記憶した

前記コンテシソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを前記第3ザーバ装置へ

送信し、前記第3ザーバ装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場合、受信した

前記コンテシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、前

記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し、表

示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記編集

ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテシソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信すること

を特徴とする。

０００9 また、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第3ザーバ装置が、複数であり

、前記通信端末装置は、複数の前記第3ザーバ装置のそれぞれに対応して前記作

成指示の受け付けが可能にしてあると共に、作成指示を受け付けた場合、前記作成

指示に対応した前記第3ザーバ装置を識別する第3ザーバ装置識別情報を含む作

成指示データを第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、受信した前記作



成指示データに含まれる第3ザーバ装置識別情報で識男 される第3ザーバ装置へ、

前記コンテシソアドレスを送信することを特徴とする。

００1０ さらに、本発明に係るウェブページ作成方法は、コンテシソに応じたコンテシソデー

タをコンテシソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置へ通信端末装置がア

クセスして前記コンテシソを含むウェブザイトを表示するステップと、前記コンテシソを

伝載するウェブページの作成に係る処理を前記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づ

き行ぅステップとを備え、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を第2

ザーバ装置で行ぅウェブページ作成方法であって、前記通信端末装置が、前記ウェ
ブザイトに含まれる前記コンテシソを伝載するウェブページの作成指示を受け付けた

場合、前記コンテン"ソに応じたコンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを前記第2

ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前

記作成指示データに含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データ

を前記第 ザーバ装置へ送信し、前記第 ザーバ装置は、前記コンテシソ要求デー

タを受信した場合、受信した前記コンテシソ要求データで指定されたコンテシソ識別

情報に対応するコンテシソデータを読み出して前記第2ザーバ装置へ送信し、前記

第2ザーバ装置は、前記コンテン"ソデータを受信した場合、受信した前記コンテン"ソ

データを記憶すると共に、記憶した前記コンテシソデータの記憶場所を示すコンテン

"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、前記通信端末

装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し、表示した前記

編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記編集ぺ一ジに

埋め込まれた前記コンテシソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信することを特徴と

する。

００11 さらにまた、本発明に係るウェブページ作成方法は、複数の第3ザーバ装置が、作

成されるウェブページに係るデータを記憶できるよぅにしてあり、前記通信端末装置

は、前記複数の第3ザーバ装置のそれぞれに対応して前記作成指示の受け付けが

可能にしてあると共に、作成指示を受け付けた場合、前記作成指示に対応した前記

第3ザーバ装置を識別する第3ザーバ装置識別情報を含む作成指示データを第2ザ

ーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、受信した前記作成指示データに含まれ



る第3ザーバ装置識別情報で識男 される第3ザーバ装置へ、前記通信端末装置から

送信された前記コメント及び前記コンテンソアドレスを送信することを特徴とする。

００12 本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第3ザーバ装置が、送信されてきた

前記コメント及び前記コンテシソアドレスをウェブページに係るデータとして記憶し、

前記第3ザーバ装置は、前記ウェブページに係る閲覧要求を閲覧端末装置から受信

した場合、記憶する前記コメント及び前記コンテシソアドレスを読み出して前記閲覧

端末装置へ送信し、前記閲覧端末装置は、前記コメント及び前記コンテシソアドレス

を受信した場合、受信した前記コンテシソアドレスに某づいて、前記第2ザーバ装置

ヘコンテシソデータの取得要求を送信し、前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデ

ータの取得要求を受信した場合、取得要求に係るコンテシソデータを読み出して前

記閲覧端末装置へ送信し、前記閲覧端末装置は、前記コンテシソデータを受信した

場合、受信した前記コンテシソデータに応じたコンテシソと共に、前記第3ザーバ装

置から受信したコメントを表示することを特徴とする。

００13 また、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第 ザーバ装置が、コンテンソ

に付随する付随データをコンテシソ識別情報に対応付けて記憶しており、前記コンテ

スソ要求データを受信した場合、前記コンテシソデータと共に、前記付随データを前

記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデータ及び付

随データを受信した場合、前記コンテシソデータと共に前記付随データを記憶し、前

記第2ザーバ装置は、前記コンテンソデータの取得要求を受信した場合、取得要求

に係るコンテシソデータ及び付随データを読み出して前記閲覧端末装置へ送信する

ことを特徴とする。

００14 さらに、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第2ザーバ装置が、管理ウェ
ブザイトをネットワーク上に設けており、前記管理ウェブザイトに係る管理ザイトアドレ

スを前記第3ザーバ装置へ送信し、前記第3ザーバ装置は、送信されてきた前記コメ

ント及び前記コンテシソアドレスをウェブページに係るデータとして記憶した場合で、

前記第2ザーバ装置から送信された前記管理ザイトアドレスを受信したとき、前記ウェ

ブページのぺ一ジアドレスを、前記管理ザイトアドレスに某づきトラック ックとして前

記第2ザーバ装置へ送信することを特徴とする。



００15 さらにまた、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第2ザーバ装置が、前記

管理ウェブザイトに係る管理ザイトアドレスとして、固定アドレス部分に可変アドレス部

分を付加した管理ザイトアドレスを作成し、作成した管理ザイトアドレスを記憶し、トラ

ックバックとしてぺ一ジアドレスを受信した場合、前記トラックバックの送信先となるザ

イトアドレスと、記憶する管理ザイトアドレスとを比較し、比較の結果、両方のザイトアド

レスが一致する場合、受信したぺ一ジアドレスを前記管理ウェブザイトに迫加すること

を特徴とする。

００16 また、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第 ザーバ装置が、前記コンテ

、ンソ要求データを受信した場合、前記コンテンソに係るウェブザイトのザイトアドレスを

前記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、前記ザイトアドレスを前記第

3ザーバ装置へ送信し、前記第3ザーバ装置は、送信されてきた前記コメント及び前

記 、コンテンソアドレスをウェブページに係るデータとして記憶した場合で、前記第2ザ

ーバ装置から送信された前記ザイトアドレスを受信したとき、前記ウェブページのぺ

一ジアドレスを、前記ザイトアドレスに某づきトラックバックとして前記第 ザーバ装置

へ送信することを特徴とする。

００17 さらに、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第 ザーバ装置が、前記ザイ

トアドレスとして、固定アドレス部分に可変アドレス部分を付加したザイトアドレスを作

成し、作成したザイトアドレスを記憶し、トラックバックとしてぺ一ジアドレスを受信した

場合、前記トラックバックの送信先となるザイトアドレスと、記憶するザイトアドレスとを

比較し、比較の結果、両方のザイトアドレスが一致する場合、受信したぺ一ジアドレス

を前記コンテン、ソに係るウェブザイトに迫加することを特徴とする。

００18 さらにまた、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第2ザーバ装置が、前記

第 ザーバ装置からコンテン"ソデータを受信した場合、受信したコンテン"ソデータをコ

ンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶し、前記通信端末装置から前記作成指示デー

タを受信した場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報に対応する

コンテン"ソデータを、記憶したコンテン"ソデータから検索し、検索の結果、該当するコ

ンテシソデータが無かった場合、前記第 サ一バ装置へ前記コンテシソ識別情報を

指定した前記コンテン、ソ要求データを送信することを特徴とする。



００19 また、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第2ザーバ装置が、検索の結

果、該当するコンテン"ソデータが有った場合、前記第 ザーバ装置へ前記コンテンツ

要求データを送信することなく、検索で該当したコンテン"ソデータの記憶場所を示す

コンテン"ソアドレスの送信を行ぅことを特徴とする。

００2０ さらに、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記第2ザーバ装置が、予め某本

時間を記憶しており、前記第 ザーバ装置からコンテン"ソデータを受信した場合、受

信したコンテン"ソデータをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶 日時と共に記憶し、

検索の結果、該当するコンテン"ソデータが有った場合、該当するコンテン"ソデータに

係る記憶 日時から検索時までの時間を算出し、算出した時間と前記某本時間とを比

較し、比較の結果、算出した時間が前記某本時間より短い場合、前記第 ザーバ装

置へ前記コンテン"ソ要求データを送信することなく、検索で該当したコンテン"ソデー

タの記憶場所を示すコンテン"ソアドレスの送信を行ぅことを特徴とする。

００2 1 本発明に係るウェブページ作成方法は、コンテン"ソに応じたコンテン"ソデータをコン

テン"ソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスし

て前記コンテン"ソを含むウェブザイトを表示するステップと、前記コンテン"ソを伝載す

るウェブページの作成に係る処理を前記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅス

テップとを備え、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ

装置で行ぅと共に、前記編集ぺ一ジの提供を第3ザーバ装置で行ぅウェブページ作

成方法であって、前記通信端末装置が、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテンツ

を伝載するウェブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテン"ソに応じたコン

テン"ソ識別情報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザ

ーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに含まれるコン

テン"ソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを前記第 ザーバ装置へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテン"ソ要求データを受信した場合、受信した前記コ

ンテン"ソ要求データで指定されたコンテン"ソ識別情報に対応するコンテン"ソデータの

記憶場所を示すコンテン"ソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ

装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場合、前記コンテン"ソアドレスを前記第3

ザーバ装置へ送信し、前記第3ザーバ装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場



合、受信した前記コンテンソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置

へ送信し、前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一

ジを表示し、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメン

ト及び前記編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテン"ソアドレスを前記第3ザーバ装

置へ送信することを特徴とする。

００22 本発明に係るウェブページ作成方法は、コンテン"ソに応じたコンテン"ソデータをコン

テン"ソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスし

て前記コンテン"ソを含むウェブザイトを表示するステップと、前記コンテン"ソを伝載す

るウェブページの作成に係る処理を前記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅス

テップとを備え、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ

装置で行ぅウェブページ作成方法であって、前記通信端末装置が、前記ウェブザイト

に含まれる前記コンテン"ソを伝載するウェブページの作成指示を受け付けた場合、

前記コンテン"ソに応じたコンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを前記第2ザー

バ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作

成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを前

記第 ザーバ装置へ送信し、前記第 ザーバ装置は、前記コンテン"ソ要求データを

受信した場合、受信した前記コンテン"ソ要求データで指定されたコンテン"ソ識別情報

に対応する前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテン"ソアドレスを前記第2ザ

ーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場合

、受信した前記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ

送信し、前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを

表示し、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及

び前記編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテン"ソアドレスを前記第2ザーバ装置へ

送信することを特徴とする。

００23 また、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記通信端末装置が、前記第 ザ

ーバ装置ヘアクセスしてコンテン"ソに係るウェブザイトの表示を行ぅにあたり、前記作

成指示の受け付けが可能な表示パーツの要求に係るパーツ要求データを前記第2

ザーバ装置へ送信し、前記第2ザーバ装置は、前記パーツ要求データを受信した場



合、作成指示の受け付けが可能な表示パーツを前記通信端末装置へ送信し、前記

通信端末装置は、前記表示パーツを受信した場合、受信した表示パーツを前記コン

テシソに係るウェブザイトの中に配置して、前記ウェブザイトを表示することを特徴と

する。

００24 さらに、本発明に係るウェブページ作成方法は、前記通信端末装置が、ブラウザプ

ログラムに某づいたブラウザを介して、ウェブザイトを表示し、前記第2ザーバ装置は

、前記作成指示の受け付けが可能であると共にブラウザに組込表示が可能な指示受

付部に応じた表示規定データを前記通信端末装置へ送信し、前記通信端末装置は

、前記表示規定データを受信した場合、受信した表示規定データに応じた前記指示

受付部をブラウザに細み込んで、前記ブラウザを介してウェブザイトを表示することを

特徴とする。

００25 本発明に係るウェブページ作成システムは、コンテシソに応じたコンテシソデータを

コンテシソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置と、前記第 ザーバ装置

ヘアクセスして前記コンテン"ソを含むウェブザイトを表示すると共に、前記コンテン"ソ

を伝載するウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき行ぅ通信端末装置

と、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行ぅ第2ザーバ装置と、前

記編集ぺ一ジの提供を行ぅ第3ザーバ装置とを備えるウェブページ作成システムであ

って、前記通信端末装置は、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテシソを伝載する

ウェブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテシソに応じたコンテシソ識別

情報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備

え、前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データ

に含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データを前記第 ザーバ装

置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、前記第 ザーバ装置は、前記コンテン"ソ要求

データを受信した場合、受信した前記コンテシソ要求データで指定されたコンテン"ソ

識別情報に対応するコンテシソデータを読み出して前記第2ザーバ装置へ送信する

処理を行ぅ手段を備え、前記第2ザーバ装置は更に、前記コンテシソデータを受信し

た場合、受信した前記コンテシソデータを記憶する処理を行ぅ手段と、前記コンテン

ソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信する処



理を行ぅ手段とを備え、前記第3ザーバ装置は、前記コンテン、ソアドレスを受信した場

合、受信した前記コンテン"ソアドレスを編集ぺ一ジに埋め込む処理を行ぅ手段と、前

記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ前記編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信する

処理を行ぅ手段とを備え、前記通信端末装置は更に、前記編集ぺ一ジを受信した場

合、受信した編集ぺ一ジの表示処理を行ぅ手段と、表示した前記編集ぺ一ジでコメン

トを受け付けた場合、受け付けたコメント及び前記編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コ

ンテン"ソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段とを備えることを特

徴とする。

さらに、本発明に係るウェブページ作成システムは、コンテン"ソに応じたコンテンツ

データをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶する第 ザーバ装置と、前記第 ザー

バ装置ヘアクセスして前記コンテン、ソを含むウェブザイトを表示すると共に、前記コン

テン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき行ぅ通信端

末装置と、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装

置とを備えるウェブページ作成システムであって、前記通信端末装置は、前記ウェブ

ザイトに含まれる前記コンテン、ソを伝載するウェブページの作成指示を受け付けた場

合、前記コンテンソに応じたコンテン、ソ識別情報を含む作成指示データを前記連携

ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、前記連携ザーバ装置は、作成指示

データを受信した場合、前記作成指示データに含まれるコンテン、ソ識別情報を指定

したコンテン"ソ要求データを前記コンテ 、ンソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を

備え、前記コンテン"ソザーバ装置は、前記コンテ 、ンソ要求データを受信した場合、受

信した前記コンテン"ソ要求データで指定されたコンテ 、ンソ識別情報に対応するコンテ

ン"ソデータを読み出して前記連携ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、前

記連携ザーバ装置は更に、前記コンテ 、ンソザーバ装置から前記コンテ 、ンソに応じた

コンテン"ソデータを受信した場合、前記コンテ 、ンソデータの記憶処理を行ぅ手段と、

前記 、コンテン"ソデータの記憶場所を表すコンテンソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋

め込む処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通

信端末装置へ送信する処理を行ぅ手段とを備え、前記通信端末装置は更に、前記

編集ぺ一ジを受信した場合、受信した前記編集ぺ一ジの表示処理を行ぅ手段と、表



示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けた場合、受け付けたコメント及び前記コ

ンテン"ソアドレスを前記連携ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段とを備えることを

特徴とする。

００27 本発明に係る連携ザーバ装置は、外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン"ソ識別

情報に対応付けて記憶するコンテン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェブペー

ジの作成に係る処理を外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作

成に応じた装置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置であって、外部の通信端末装

置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した場合、前記作成指示

データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを外部のコン

テン"ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソ要求データの送信

に応じて前記コンテン"ソデータを受信した場合、受信した前記コンテン"ソデータを記

憶する処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテン"ソアドレ

スを外部のザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段とを備えることを特徴とする。

００28 また、本発明に係る連携ザーバ装置は、外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテンツ

識別情報に対応付けて記憶するコンテン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェブ

ページの作成に係る処理を外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページ

の作成に応じた装置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置であって、外部の通信端

末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した場合、前記作成

指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを外部

のコンテン"ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソ要求データの

送信に応じて、外部のコンテン"ソザーバ装置における前記コンテン"ソデータの記憶

場所を示すコンテン"ソアドレスを受信した場合、受信した前記コンテン"ソアドレスを外

部のザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段とを備えることを特徴とする。

００29 さらに、本発明に係る連携ザーバ装置は、外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン

"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェ
ブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ場合

に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置であ

って、外部の通信端末装置から、コンテンソ識別情報を含む作成指示データを受信



した場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテンツ

要求データを外部のコンテン"ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、前記コン

テン"ソ要求データの送信に応じて前記コンテン"ソデータを受信した場合、受信した前

記コンテン"ソデータを記憶する処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソデータの記憶場所

を示すコンテン"ソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋め込む処理を行ぅ手段と、前記コン

テン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ送信する処理を行

ぅ手段とを備えることを特徴とする。

００3０ さらにまた、本発明に係る連携ザーバ装置は、外部のコンテン"ソザーバ装置がコン

テン"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載する

ウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ

場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装

置であって、外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データ

を受信した場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコ

ンテン"ソ要求データを外部のコンテン"ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、前

記コンテン"ソ要求データの送信に応じて、外部のコンテン"ソザーバ装置における前

記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテン"ソアドレスを受信した場合、受信した

前記コンテン"ソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋め込む処理を行ぅ手段と、前記コンテ

ン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ送信する処理を行ぅ

手段とを備えることを特徴とする。

００3 1 本発明に係るコンピュータプログラムは、通信手段及び記憶手段を有するコンピュ
ータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコノ ノ ノノ似別情報に対応付けて記憶する

コンテン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を外部

の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処

理を行わせるコンピュータプログラムであって、コンピュータを、外部の通信端末装置

から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した場合、前記作成指示デ

ータに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを外部のコンテ

ン"ソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段と、前記コンテン

"ソ要求データの送信に応じて前記コンテン"ソデータを受信した場合、受信した前記コ



ンテン"ソデータを前記記憶手段に記憶する処理を行ぅ手段と、前記コンテ 、ンソデータ

の記憶場所を示すコンテン"ソアドレスを外部のザーバ装置へ前記通信手段を通じて

送信する処理を行ぅ手段として機能させることを特徴とする。

００32 また、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信手段及び記憶手段を有するコ

ンピュータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン"ソ識別情報に対応付けて記

憶するコンテン"ソデータに係るコンテ 、ンソを伝載するウェブページの作成に係る処理

を外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連

携処理を行わせるコンピュータプログラムであって、コンピュータを、外部の通信端末

装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した場合、前記作成指

示データに含ま 、れるコンテンソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要求データを外部のコ

ンテン"ソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段と、前記コン

テン"ソ要求データの送信に応じて、外部のコンテ 、ンソザーバ装置における前記コン

テン"ソデータの記憶場所を示すコンテ 、ンソアドレスを受信した場合、受信した前記コ

ンテン"ソアドレスを外部のザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ

手段として機能させることを特徴とする。

００33 さらに、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信手段及び記憶手段を有するコ

ンピュータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン"ソ識別情報に対応付けて記

憶するコンテン"ソデータに係るコンテ 、ンソを伝載するウェブページの作成に係る処理

を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作

成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュータプログラムであって、コンピュ
ータを、外部の通信端末装置から、コンテン、ソ識別情報を含む作成指示データを受

信した場合、前記作成指示データに含まれるコンテン、ソ識別情報を指定したコンテン

"ソ要求データを外部のコンテン"ソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理

を行ぅ手段と、前記コンテン、ソ要求データの送信に応じて前記コンテ 、ンソデータを受

信した場合、受信した前記コンテン"ソデータを前記記憶手段に記憶する処理を行ぅ

手段と、前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテ 、ンソアドレスを前記編集ぺ一

ジヘ埋め込む処理を行ぅ手段と、前記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを

外部の通信端末装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段として機能さ



せることを特徴とする。

００34 さらにまた、本発明に係るコンピュータプログラムは、通信手段及び記憶手段を有

するコンピュータに、外部のコンテシソザーバ装置がコンテシソ識別情報に対応付け

て記憶するコンテシソデータに係るコンテシソを伝載するウェブページの作成に係る

処理を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページ

の作成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュータプログラムであって、コン

ピュータを、外部の通信端末装置から、コンテスソ識別情報を含む作成指示データ

を受信した場合、前記作成指示データに含まれるコンテシソ識別情報を指定したコ

ンテシソ要求データを外部のコンテスソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信す

る処理を行ぅ手段と、前記コンテシソ要求データの送信に応じて、外部のコンテシソ

ザーバ装置における前記コンテスソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを受

信した場合、受信した前記コンテシソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋め込む処理を

行ぅ手段と、前記コンテスソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置

へ前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段として機能させることを特徴とする

００35 本発明にあっては、ウェブページの作成に関する装置間の連携処理を行ぅ第2ザ

ーバ装置 (連携ザーバ装置に相当) が、コンテシソを保存する第 ザーバ装置 (コン

テシソザーバ装置に相当)からコンテシソデータを受信すると、そのコンテシソデータ

を記憶するので、第2ザーバ装置で、作成対象のウェブページ (たとえばブログ) に伝

載されるコンテシソを提供できるよぅになり、第 ザーバ装置のコンテシソ提供に係る

処理負担が抑制される。また、第2ザーバ装置は、自身が記憶するコンテシソデータ

の記憶場所を示すコンテスソアドレス及びコンテシソ識別データを第3ザーバ装置 (

たとえば、ブログザーバ装置に相当)へ送信するので、第3ザーバ装置は、これらの

データの受信をトリガ一にして、コンテスソを引用 (伝載) したウェブページの作成処

理を開始でき、以降のウェブページ作成に係る所要処理の実行できるよぅなる。すな

わち、第3ザーバ装置は、第2ザーバ装置からの各種データの受信に伴って、コンテ

スソアドレスを編集ぺ一ジに埋め込んで、その編集ぺ一ジを通信端末装置へ送信す

るので、通信端末装置ではウェブページ作成に係る処理を編集ぺ一ジに従い進める



ことが可能となり、ユーザはコメントの作成に集中してウェブページ (たとえばブログ)

を作成できるよぅになる。

００36 以上のよぅに、本発明にあっては、第2ザーバ装置が、第 ザーバ装置からのコンテ

スソデータの受信を契機にして処理を開始し、第3ザーバ装置ヘウェブページを作

成するにあたり必要なデータを送信するので、共通的な処理手順でウェブページの

作成処理が進行されると共に、第 ザーバ装置に大幅な処理負担が生じることもなく

、ウェブページの作成処理を進行できる。なお、本発明におけるコンテシソは、ウェブ

ザイトに掲裁可能なものが対象となり、具体的にはニュース等の記事の記事内容、記

事に関する画像 (動画、静止画)等が相当する。

００37 また、本発明にあっては、利用可能な第3ザーバ装置 (たとえば、ブログザーバ装置

) が複数存在する場合、通信端末装置から第3ザーバ装置識別情報を含むコンテン

ソ要求データを第2ザーバ装置へ送信するので、複数のブログザ一ビスの中からユ

ーザが所望するブログザ一ビスを特定して、ブログ等のウェブページを作成できるよぅ

になり、複数のブログザ一ビスと提携したビジネス形態が容易に実現可能となる。

００38 さらに、本発明にあっては、第3ザーバ装置が、作成されたウェブページに係るデ

ータとしてコメント及びコンテシソアドレスを記憶すると共に、記憶するウェブページの

閲覧要求を受信すると、閲覧要求の送信元の装置 (閲覧端末装置)へ、コメント及び

コンテシソアドレスを送信するので、閲覧端末装置へ閲覧要求に係るウェブページの

コメントを提供できる。また、閲覧端末装置は、コンテシソアドレスを受信すると、その

コンテシソアドレスに某づいて、コンテスソの取得要求を送信するので、コンテシソの

保存元の装置は、取得要求に応じたコンテシソのコンテシソデータを閲覧端末装置

へ送信するよぅになり、閲覧要求に係るウェブページのコンテシソも、各種連携処理

を経て閲覧端末装置で表示できるよぅになる。

００39 さらにまた、本発明にあっては、コンテシソデータだけでなく、コンテシソに付随する

付随データも第 ザーバ装置は第2ザーバ装置へ送信すると共に、第2ザーバ装置

は、その付随データもコンテスソデータに対応付けて記憶するので、閲覧端末装置

の閲覧要求に応じて、コンテシソデータに加えて付随データもスムーズに提供し、閲

覧端末装置でウェブページを表示する際、コンテスソに付随する付随データも表示



できるようになる。なお、コンテシソに付随する付随データとしては、コンテシソに係る

タグのようなタグ情報、コンテシソの著作権情報 (著作権者を表す情報等を含

む) 、コンテン、ソに係るタイトル、コンテシソをウェブザイトに掲載した日時等が該当す

る。

００4０ 本発明にあっては、ウェブページの作成に関する装置間の連携処理を行う第2ザ

ーバ装置 (連携ザーバ装置に相当) が、コンテシソを保存する第 ザーバ装置 (コン

テスソサ一バ装置に相当)からコンテシソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレ

スを受信すると、コンテンツアドレスを第3ザーバ装置 (たとえば、ブログザーバ装置に

相当)へ送信するので、第3ザーバ装置は、受信したコンテシソアドレスを編集ぺ一

ジに埋め込んで、その編集ぺ一ジを通信端末装置へ送信する。それにより、通信端

末装置はウェブページ作成に係る処理を編集ぺ一ジに従い進めることができ、しかも

、その編集ぺ一ジに、コンテシソアドレスが予め第3ザーバ装置で埋め込まれている

ので、ユーザはコメントの作成に集中してウェブページを作成できるようになる。

００4 1 このように、本発明にあっては、第2ザーバ装置が、中心となって、通信端末装置で

ウェブページの作成に係る処理を行えるように、第 ザーバ装置におけるコンテンツ

データの記憶場所を示すコンテシソアドレスを第3ザーバ装置へ送信するので、共通

的な処理手順でウェブページの作成処理が進行される。また、本発明では、コンテン
、ソが第 ザーバ装置に維持されたままになるので、伝載元のコンテシソの保存及び保

護を第 ザーバ装置で確実に行いたい場合に好適となる。

００42 本発明にあっては、第 ザーバ装置でコンテシソの保存を維持する場合でも、第3

ザーバ装置が、記憶するウェブページの閲覧要求を受信すると、閲覧要求の送信元

の装置 (閲覧端末装置)へ、コメント及びコンテシソアドレスを送信するので、閲覧端

末装置は、受信したコンテシソアドレスに某づいて、第 ザーバ装置からコンテシソデ

ータを取得できるようになる。

００43 また、本発明にあっては、ウェブページの作成に係る編集ぺ一ジを、第2ザーバ装

置 (連携ザーバ装置に相当)から、通信端末装置へ送信するので、編集ぺ一ジの送

信に係る処理の効率化を図れると共に、コンテシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジ

を送信する第2ザーバ装置で行う処理内容の集中ィヒを図り、通信端末装置での編集



ぺ一ジの表示をスムーズに進めることが可能となる。なお、第2ザーバ装置から通信

端末装置へ編集ぺ一ジを送信する場合でも、利用可能な第3サ一バ装置 (たとえば

、ブログザーバ装置) が複数存在すれば、通信端末装置は、ユーザがウェブページ

の作成に利用する第3ザーバ装置ヘコメント及びコンテシソアドレスヘ送信するので

、複数のブログザ一ビスと提携したビジネス形態を容易に提供できる。

００44 さらに、本発明にあっては、伝載用のコンテン、ソデータを第2ザーバ装置が既に記

憶しているか否かを検索し、記憶していない場合は第 ザーバ装置ヘコンテシソ要求

データを送信するが、記憶している場合はコンテスソ要求データを送信することなく、

検索で該当したコンテン、ソデータを利用して処理を進めるので、装置間の連携処理

の効率化を図れる。さらにまた、本発明にあっては、記憶するコンテシソデータの中

に、伝載用のコンテン、ソデータが有った場合でも、某本時間との比較により、そのコン

デスソデータが一定時間を経過したものであるかを判定し、一定時間を経過していな

いときに、検索で該当したコンテシソデータを利用して処理を進めるので、時期的に

マッチしないものを排除した上で、効率的にコンテシソデータを伝載用として提供で

きるようになる。

００45 さらに、本発明にあっては、第 ザーバ装置でコンテシソの保存を維持する場合で

も、コンテシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを、第2ザーバ装置 (連携ザーバ装

置に相当)から、通信端末装置へ送信するので、編集ぺ一ジの送信に係る処理の効

率ィヒを図って、通信端末装置での編集ぺ一ジの表示をスムーズに進められるように

なる。

００46 本発明にあっては、第2ザーバ装置がネットワーク上に設ける管理ウェブザイトの管

理サイトアドレスを、第2サ一バ装置はコンテシソアドレスと共に、第3サ一バ装置へ

送信すると共に、第3ザーバ装置は、作成されたウェブページのデータを記憶すると

、管理ザイトアドレスに某づき第2ザーバ装置ヘトラックバックとして送信するので、第

2ザーバ装置の管理ウェブザイトでは、連携処理により作成されたウェブページのぺ

一ジアドレスを自動で取得できるようなる。その結果、作成するウェブページがブログ

である場合に、ぺ一ジアドレスをブログのトラックバックとして第2ザーバ装置で管理し

て、第2ザーバ装置に係る管理ウェブザイトで、作成したブログのトラックバックを反映



できるよぅになる。

また、本発明でほ、このようなトラックバック用のアドレスを、固定アドレス部分と可変

アドレス部分を細み合わせて第2ザーバ装置が作成し、トラックバックを受けたときに

、そのトラックバックに係るアドレスが、作成したものに一致するか比較判断するので、

無用なトラックバック (たとえば、広告目的のトラックバック等)を自動で排除できる。

００47 また、本発明にあっては、第 ザーバ装置が配信するウェブザイトのザイトアドレスは

、前記第2ザーバ装置を経由して、第3ザーバ装置へ送信され、第3ザーバ装置は、

作成されたウェブページを記憶すると、ザイトアドレスに某づき第 ザーバ装置ヘトラ

、ソクバックを行ぅので、第 ザーバ装置のウェブザイトでは、コンテシソが伝載されたウ

ェブページとのリンクを自動で設けられ、コンテン、ソを含むウェブザイトの閲覧機会を

向上に貢献できるよぅになる。また、本発明でも、トラックバック用のアドレスを、固定ア

ドレス部分と可変アドレス部分を組み合わせて第 サ一バ装置が作成し、トラックバッ

クを受けたときに、そのトラックバックに係るアドレスが、作成したものに一致するか比

較判断するので、広告目的等の無用なトラックバックを効率良く排除できる。

００48 さらに、本発明では、ュ一ザからウェブページ (ブログ) の作成指示を受け付けること

ができる表示パーツを第2ザーバ装置が、通信端末装置へ送信するので、コンテンツ

を含むウェブザイト側では、迫加表示すべき事項が無いので、コンテンソを含むウェ
ブザイト自体は、そのままの状態で、ブログ作成ザ一ビスとの連携を容易に図れるよぅ

になる。

さらにまた、本発明では、通信端末装置のブラウザに細み込める指示受付部 (ュ一

ザからウェブページ (ブログ) の作成指示を受け付けることができるもの) に応じた表示

規定データを、第2サ一バ装置が通信拙末装置へ送信するので、ブラウザの機能を

利用して、ュ一ザからのウェブページ (ブログ) の作成指示の受け付けが可能な指示

受付部を通信端末装置で表示できるよぅになる。

発明の効果

００49 本発明にあっては、本発明にあっては、第2ザーバ装置が、第 ザーバ装置、第3

ザーバ装置、及び通信端末装置との間に介在して、ウェブページを作成するにあた

り必要なデータの送受を行ぅので、第 ザーバ装置に処理負担を増大させることなく、



一元的な処理手順でウェブページの作成処理を進行でき、各装置の協働的な処理

を経て、コンテシソを伝載したウェブページをュ一ザが容易に作成できる。

００5０ また、本発明にあっては、ウェブページの閲覧要求を行ぅ閲覧端末装置へは、第3

ザーバ装置が、コメント及びコンテシソアドレスを送信するので、送信されたコンテン
、ソアドレスに某づき、閲覧端末装置はコンテシソデータを取得してコメントと共にコン

テシソを表示できる。

さらに、本発明にあってほ、コンデスソに付随する付随データを第 サ一バ装置は

第2ザーバ装置へ送信すると共に、第2ザーバ装置は、その付随データもコンテンツ

データに対応付けて記憶するので、閲覧端末装置の閲覧要求に応じて、

データに加えて付随データもスムーズに提供し、閲覧端末装置のュ一ザは、

ソに関する周辺情報もコンテシソと同時に確認でき、ュ一ザの利便性を向上できる。

さらにまた、本発明にあっては、利用可能な第3ザーバ装置が複数存在する場合、

通信端末装置からの第3ザーバ装置識別情報に応じた第3ザーバ装置に対して第2

ザーバ装置が処理を進めるので、複数の第3ザーバ装置の中から、ュ一ザが所望す

る第3ザーバ装置を確実に利用でき、複数のブログザ一ビスと提携したビジネス形態

も容易に実現できる。

００5 1 本発明にあっては、第 ザーバ装置がコンテン"ソデータの保管を行ぅ場合でも、第2

ザーバ装置が、コンテン"ソアドレスを第3ザーバ装置へ適宜送信する連携処理を行ぅ

ので、所定の手順に従って、ウェブページの作成処理を一元的に進行でき、各装置

の協働的な処理を経て、コンテシソを伝載したウェブページをュ一ザが容易に作成

できる。

また、本発明にあっては、第 ザーバ装置でコンテシソの保管する場合でも、第3ザ

ーバ装置が、記憶するウェブページの閲覧要求を受信すると、閲覧端末装置へ、コメ

ント及びコンテシソアドレスを送信するので、閲覧端末装置は、受信したコンテンソア

ドレスに某づいて、第 ザーバ装置からコンテシソデータを取得して、コンテシソを伝

載した所望のウェブページを閲覧端末装置のュ一ザに提供できる。

００52 本発明にあってほ、ウェブページの作成に係る編集ぺ一ジを、第2サ一バ装置から

、通信端末装置へ送信するので、編集ぺ一ジの送信に係る処理をさらに効率良く行



えると共に、送信する編集ぺ一ジには予めコンテシソアドレスが埋め込まれるので、

通信端末装置での編集ぺ一ジの表示を一段とスムーズに進められる。

また、本発明にあっては、第2ザーバ装置から通信端末装置へ編集ぺ一ジを送信

する場合でも、利用可能な第3ザーバ装置が複数存在すれば、通信端末装置は、ユ

ーザがウェブページの作成に利用する第3ザーバ装置ヘコメント及びコンテシソアド

レスヘ送信するので、複数のブログザ一ビスと提携したビ、ジネス形態を容易に実現で

きる。

さらに、本発明にあっては、第 ザーバ装置でコンテシソの保存を維持する場合で

も、コンテシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを、第2ザーバ装置 (連携ザーバ装

置に相当)から、通信端末装置へ送信するので、編集ぺ一ジの送信に係る処理の効

率化を図って、通信端末装置での編集ぺ一ジの表示をスムーズに進められる。

００5 3 また、本発明にあっては、第2ザーバ装置がコンテシソデータを記憶する場合、伝

載用のコンテシソデータを第2ザーバ装置が既に記憶しているか否かを検索し、記 点

していないときは第 ザーバ装置ヘコンテシソ要求データを送信するが、記憶してい
るときはコンテシソ要求データを送信することなく、検索で該当したコンテンソデータ

を利用して処理を進めるので、第2ザーバ装置が記憶するコンテシソデータの有効

利用を図って、装置間の連携を効率的に行える。

さらに、本発明にあっては、記憶するコンテシソデータの中に、伝載用のコンテンツ

データが有った場合でも、某本時間との比較により、そのコンテシソデータが一定時

間を経過したものであるかを判定し、一定時間を経過していないときに、検索で該当

したコンテ 、ンソデータを利用して処理を進めるので、時期的にマッチしないものを排

除した上で、効率的にコンテシソデータを伝載用として提供できる。

００54 本発明にあっては、第2ザーバ装置がネットワーク上に設ける管理ウェブザイトの管

理ザイトアドレスヘ、ウェブページの作成 (第3ザーバ装置でのウェブページに係るデ

ータの記憶 ) に連動して自動でトラックバックが行われるので、管理ウェブザイトの有

効性を高められる。

また、本発明でほ、トラックバック用のアドレスを、固定アドレス部分と可変アドレス部

分を細み合わせて第2ザーバ装置が作成し、トラックバックを受けたときに、そのトラッ



クバックに係るアドレスが、作成したものに一致するか比較判断するので、無用なトラ

ックバックを効率良く排除できる。

００5 5 さらに、本発明にあっては、第 ザーバ装置が配信するコンテンソを含むウェブザイ

トヘ、ウェブページの作成 (第3ザーバ装置でのウェブページに係るデータの記憶 )

に連動して自動でトラックバックが行われるので、作成されたウェブページと、コンテ

ン、ソを含むウェブザイトの有用性を高められる。

さらにまた、本発明でほ、コンテンツを含むウェブサイトへのトラックバック用のアドレ

スも、固定アドレス部分と可変アドレス部分を細み合わせて第 ザーバ装置が作成し

、トラックバックを受けたときに、そのトラックバックに係るアドレスが、作成したものに一

致するか比較判断するので、無用なトラックバックを自動で排除できる。

００56 また、本発明では、ユーザからウェブページ (ブログ) の作成指示を受け付けること

ができる表示パーツを第2ザーバ装置が、通信端末装置へ送信するので、コンテンツ

を含むウェブザイト自体に特別な迫加を行ぅことなく、ブログ作成ザ一ビスとの連携を

図れる。

さらに、本発明では、通信端末装置のブラウザに細み込める指示受付部 (ユーザか

らウェブページ (ブログ) の作成指示を受け付けることができるもの) に応じた表示規

定データを、第2ザーバ装置が通信端末装置へ送信するので、ブラウザの機能を利

用して、ユーザからのウェブページ (ブログ) の作成指示の受け付けが可能な指示受

付部を通信端末装置で表示でき、よりスムーズにブログ作成ザ一ビスを開始できる。

図面の簡単な説明

００5 7 図 本発明の第 実施形態に係るブログ作成システムの全体的な構成を示す概略

図である。

図2 コンテ 、ンソザーバの内部構成を示すブロック図である。

図3 ウェブザイトにおける二ュ一ス記事コンテン"ソのコンテン"ソページ画面を示す概

略図である。

図4 連携ザーバの内部構成を示すブロック図である。

図5 (a) は利用規約ぺ一ジ画面を示す概略図、(b) は管理ぺ一ジ画面を示す概略

図である。



図6 収集コンテンソデータベースの中身のイメージを示す図表である。

図7 ブログザーバの内部構成を示すブロック図である。

図8 (a) はユーザ確認ぺ一ジ画面を示す概略図、(b) はユーザ登録ぺ一ジ画面を

示す概略図である。

図9 編集ぺ一ジ画面を示す概略図である。

図1０ユーザデータベースの中身のイメージを示す図表である。

図11 ユーザコンピュータの内部構成を示すブロック図である。

図12 第 実施形態に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手順を示すフロー

チャートである。

図13 第 実施形態に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手順を示すフロー

チャートである。

図14 第 実施形態に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手順を示すフロー

チャートである。

図15 第 実施形態に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手順を示すフロー

チャートである。

図16 作成したウェブページの表示に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手

順を示すフローチャートである。

図17 作成されたブログページ画面を示す概略図である。

図18 (a) はブックマークレソト登録画面を示す概略図、(b)は変形例のブラウザ画面

内に表示されたコンテシソページ画面を示す概略図である。

図19 (a) は変形例の処理手順を示す部分的なフローチャートであり、(b)は別の変

形例の処理手順を示す部分的なフローチャートである。

図2０記事 の送信に係る変形例の処理手順を示すフローチャートである。

図2 1 第2実施形態で用いられる簡易編集ぺ一ジ画面の概略図である。

図22 第2実施形態に係るウェブページ作成方法の部分的な処理手順を示すフロー

チャートである。

符号の説明

ブログ作成システム



2～4 ユーザコンピュータ

6 コンテンツページ画面

6b 二ュ一ス画像

6c 著作権情報

6d 二ュ一スタイトル
6e 二ュ一ス記事

０ コンテシソザイトシステム

コンテシソザーバ

3 ザイト処理プログラム

4 ザイトデータベース

7 コンテシソデータベース

2０ブログ連携システム

2 連携ザーバ

23 連携処理プログラム

24 ぺ一ジデータベース

25 収集コンテシソデータベース

3０ 社ブログシステム

3 ブログザーバ

33 ブログ処理プログラム

34 ザイトページデータベース

3 5 ユーザデータベース

36 ブログデータベース

3 7 ユーザ確認ぺ一ジ画面

38 ユーザ登録ぺ一ジ画面

39 編集ぺ一ジ画面

6０ ブログページ画面

7０ 簡易編集ぺ一ジ画面

発明を実施するための最良の形熊



００59 実施の形態

図 は、本発明の第 実施形態に係るブログ作成システム (ウェブページ作成シス

テムに相当) の全体的な構成を示している。第 実施形態のブログ作成システム は、

インターネットのようなネットワーク を通じて、コンテ 、ンソザイトシステム ０、ブログ

連携システム2０、 社ブログシステム3０、 社ブログシステム4０、C社ブログシステム

5０、及び複数のユーザコンピュータ2～4を接続したものになっている。

００6０ ブログ作成システム の中に含まれるコンテンソザイトシステム ０は、各種コンテン

ツを紹介するウェブザイト(本実施形態ではニュース配信ザイト) の配信運営を行って

いる者 (ザイト運営企業 ) により管理されており、コンテンツ (二ュ一スコンテンツ)を含

むウェブザイトを配信する処理を行うコンテンツザーバ を含んでいる

イトシステム ０のザイト運営企業は、配信するウェブザイトで紹介する二

ンソを利用 (転載) して、各ユーザがウェブページとしてブログを作成できるよう こ、ブ

ログ作成ザ一ビスを提供する複数のブログシステム運営企業 (本実施形態では、 社

、 社、C社の計3社) と提携しているものとする。

００6 1 本発明は、ユーザがブログ (コンテンツを伝載するウェブページに相当)を作成する

際、コンテンソザイトシステム ０と、ユーザがブログ作成のために登録しているブログ

システム3０～5０のいずれかと、ユーザが利用するユーザコンピュータ2～4との間で

、ブログ連携システム2０が適切な連携処理を行うことで、コンテンツザイトシステム ０

に大幅な迫加処理を行わせることなく、一元的な効率の良い流れで、容易にブログ

作成を行えるようにしたことが特徴になっている。なお、図 に示す第 実施形態では

、ブログ作成ザ一ビスを提供するブログシステムとして計3社を示しているが、3社に

限定されるものではなく、適宜増減が可飴である。同様に、図 の第 実施形態では、

各ユーザが利用するコンピュータとして、計3台のユーザコンピュータ2～4を示して

いるが、ユーザコンピュータの数も適宜増減できる。以下、本発明の第 実施形態に

ついて詳説する。

００62 図2は、コンテンツザイトシステム ０が有するコンテンツザーバ (第 ザーバ装置

に相当) の内部構成を示している。本実施形態のコンテンツザーバ は、画像付き

のニュース記事 (画像及び記事内容がそれぞれコンテンツに相当)を含んだウェブザ



イトのデータをアクセス元へ送信し、アクセス元の通信端末装置 (たとえば、ユーザコ

ンピュータ2～4)で、ウェブザイトを構成する各ザイトページ (図3参照 )を表示させる

処理を行ぅものである。本実施形態では、コンテシソザーバ として、一般的なザー

バコンピュータを適用しており、コンテシソザーバ は、CP a、通信インタフェー

ス b c O d、表示部 e、操作受付部 f、ハードディスク装置

を内部バス で接続した構成になっている。

００63 CP aは、ハードディスク装置 等に記憶される各種プログラムの規定内容に

従って各種制御処理を行ぅものであり、たとえば通信インタフェース b等を用いてさ

まざまなデータの送受信を制御し、ウェブザイトの配信処理等において中心的な制

御処理を行ぅ。通信インタフェース部 bは、ネットワーク Wと接続されており、 P

aの制御により各種データの送受を行ぅ。 32は、SR またはフラッシュメ

モり等で構成され、CP aがプログラムに某づき各種処理を実行する際に発生す

る一時的なデータを記憶する。 O dは、CP aが行ぅ某本的な処理等を規

定したプログラム等を予め記憶する。

００64 表示部 eはディスプレイ装置及び表示処理のインタフェース等で構成されており

、コンテスソザーバ を管理するザーバ管理者に視覚的な情報を提供する。操作受

付部 fは、コンテシソザーバ のザーバ管理者の指示を受け付けるインタフェース

であり、たとえば、キーボード、マウス等が相当し、管理者から受け付けた指示内容を

、内部バス を通じてCP aへ伝える。

００65 ハードディスク装置 は、ザーバプログラム 2、ザイト処理プログラム 3、ザイトデ

ータベース 4、及びコンテシソデータベース 7等を記憶している。ザーバプログラム

2は、ザーバコンピュータに関するオペレーションシステムに関する内容を規定した

プログラムである。また、ザイト処理プログラム 3は、某本的にウェブザイトの配信及

びブログ連携 (トラックバックを受ける処理等も含む) に関する処理内容を規定したプ

ログラムであり、本実施形態に関連する各種処理も規定している。

００66 ザイト処理プログラム 3の本実施形態に関連する特徴的な処理内容としては、ブロ

グ連携システム2０連携サ一バ2 )からコンテンツの要求 (記事 が指定されたコン

テシソの取得要求 ) に係るリクエストデータ (コンテシソ要求データに相当)を受信する



と、リクエストに応じたコンテ 、ンソに係るデータ (コンテンツデータ、コンテンツ付随デ

ータ、及びコンテンツに係るウェブサイトのコンテンツページへのトラックバック用とな

るトラックバック 等)をハードディスク装置 から読み出して、ブログ連携システ

ム2０へ送信する処理を規定していることが挙げられる。

００67 また、ハードディスク装置 が記憶するザイトデータベース 4は、コンテンツザー

バ がアクセス元へ配信するウェブザイトを構成する各種ぺ一ジデータ (ぺ一ジごと

に付けられた を含むぺ一ジデータ)を格納したものである。ザイトデータベース

4に格納されるぺ一ジデータには、トップページデータ 5、第 コンテノノ。へ一シ ノ

ータ 6a、第2コンテ 、ンソページデータ 6b‥・第 コンテンツページデータ 6 等が

ある。

００68 トップページデータ 5は、コンテンツザーバ が配信するウェブザイトのトップペー

ジを表示するためのデータであり、スクリプト系の言語による記載 (たとえば、J (

登録商標 )スクリプトによる記載)等を含む各種内容をマークアップ言語 ( 、X

等)で記述したデータ内容等になっている。また、各コンテンツページデータ 6a

6bもトップページデータ 5と同様に、スクリプト系の言語による記載等を含む各種

内容をマークアップ言語 ( X 等)で記述したデータ内容になっている。デ

ータ内容として記述される中身は、コンテンツザーバ へのアクセス用の 、紹

介する二ュ一ス記事に応じたコンテンツデータを記事 に基づき指定すること、その

指定したコンテ 、ンソデータの人一ジ内における配置箇所を規定すること、コンテンツ

に付随するコンテンツ付随データ (たとえば、 タグ、記事のタイトル、掲載 日時

、記事概要 (記事の一部 ) 、図3に比べて小ザイズの記事画像、著作権情報等)を指

定すること、指定したコンテンツ付随データのいずれかをぺ一ジ内に配置すること、

連携ザーバ 2 ヘアクセスするためのアドレス等の記述、伝載ボタンの表示要求を連

携ザーバ 2 へ送信すること、要求に応じて送信されてきた転載ボタンデータに基づ

き転載ボタン(ブログボタン)を表示すること等があり、トラックバックがあれば、トラック

バックを表示する規定等も含んだ内容になっている。

００69 さらに、ハードディスク装置 が記憶するコンテンツデータベース 7は、ウェブザ

イトで紹介する各コンテンツに応じた第 コンテンツデータ 7a、第2コンテンツデータ



7b等を記事識別用の記事1 (コンテンツ識別情報に相当) と対応付けて格納した

ものである。コンテンツデータベース 7に格納される中で、たとえば第 コンテンツデ

ータ 7aは、上述した第 コンテンツページデータ 6aで指定されるコンテンツ (二ュ
一ス画像、ニュース記事) に関するデータである。また、図示していないが、コンテン
、ソデータベース 7は、各コンテンツデータ 7a 7b等に対応するコンテンツ付随デ

ータも記事 に対応付けて記憶している。なお、コンテンツデータベース 7が、記事

に対応付けて、各コンテンツデータ 7a 7b等を記憶することにほ、各コンテンツ

データ 7a 7b等に記事 を付加させて記憶する場合も含まれるものとする (コン

テンツ付随データについても同様 )。

００7０ 上述したザイトデータベース 4に格納される各コンテンツページデータ 6a 6b

等およびコンテンツデータベース 7に格納される各コンテンツデータ 7a 7b等は

、新たな二ュ一ス記事が発生すると、その発生した二ュ一ス記事に対応するデータが

ザーバ管理者により随時更新、増強されている。また、ユーザコンピュータからアクセ

スを受けて、ユーザが閲覧を希望するウェブページ (コンテン"ソページ)を提供する場

合は、ユーザの閲覧希望に対応するコンテン"ソページデータと共に、その人一ジで

指定されるコンテンツデータ及びコンテンツ付随データ等がアクセス元のユーザコン

ピュータヘコンテンツザーバ から送信される。

００7 1 図3は、コンテノノヘ一ン ノ ータ、コンテンツデータ及びコンテンツ付随データ等が

、アクセス元のユーザコンピュータヘコンテンツザーバ 等から送信されて、それら

のデータがユーザコンピュータの表示部で表示された状態を示すコンテンツページ

画面6である (コンテンツページ画面6のボタン7a～7c等は、連携ザーバ 2 から送信

されるデータに基づいて表示される)。コンテンツページ画面6は、ユーザコンピュー

タで作動するプラウザプログラムに応じたプラウザ画面 の中で配置されるものであり

、プラウザプログラムの機能により、送信されてきたコンテンツページデータに係るマ

ークアップ言語の記述内容に従って、図3に示すようなコンテンツページ画面6が表

示される。

００72 コンテンツページ画面6ほ、上部に配置した一列のメニュー欄6a( 選択操作の受け

付けが可能な欄 )を配置すると共に、そのメニュー欄6aの下方に、コンテンツ付随デ



一タに応じた二ュ一スタイトル6d (東北地方で記録的な大雪) 、画像コンテンツデータ

に応じた二ュ一ス画像 記事 を含むコンテンツデータに相当) 、コンテンツ付随

データに応じた著作権情報6c (2００8・3・3 山田 夫撮影 )を順に配置し、ニュース

画像6bの右方に、記事コンテンツデータに応じた二ュ一ス記事6e (記事 を含むコ

ンテンツデータに相当)を配置している。

0073 また、コンテンツページ画面6は、コンテノノヘ一ソ ノ ータに含まれるスクリプト系の

記載により、ニュース記事6eの下方に、連携ザーバ 2 から送信される伝載ボタンデ

ータに応じた 社ブログボタン7a、 社ブログボタン7b、C社ブログボタン7cを配置し

ている。ユーザの選択操作が受付可能な各ブログボタン7a～7c (表示パーツに相当

) は、各社のブログシステム3０～5０に含まれるブログザーバ 3 ～5 (複数の第3ザ

ーバ装置に相当) に対応しており、それぞれが対応するブログザーバ 3 ～5 を識別

するブログサイト (第3サ一バ装置識別情報に相当) と、連携サ一バ 2 とのリンクを

含んでいる。そのため、それぞれのブログボタン7a～7cで、ブログザーバ 3 ～5 の

それぞれに対応して作成指示を受け付け可能になっている。すなわち、各ブログボタ

ン7a～7cは、ユーザからの選択を受け付けると、ブログ作成指示が入力されたことに

なり、選択されたブログボタンに含まれるブログザーバ識別情報と、コンテンツページ

画面6に含まれるコンテンツデータの記事 を含むブログ作成指示がリンク先の連携

ザーバ 2 へ送信されるようになっている。コンテンツページ画面6は、各ブログボタン

7a～7cの下方に、このニュー

覧を示すトラックバック欄8を設けている。なお、図3に示すコンテンツペ

ージ画面6は、あくまで一例であり、コンテンツデータの内容により、配置される二ュ一

ス画像、ニュース記事等は、典なる。

0074 一方、図4は、ブログ連携システム2０が有する連携ザーバ 2 (第2ザーバ装置 (連

携ザーバ装置) に相当) の内部構成を示している。ブログ連携システム2０(連携ザー

バ 2 ) は、図 に示す各システム ０ 3０～5０、及びユーザコンピュータ2～4の間で

、ブログ作成の際に必要な各装置間の連携処理ザ一ビスを提供する者 (連携処理ザ

一ビスの提供企業 ) により運営管理されている。連携ザーバ 2 は、上述したコンテン
、ソザーバ と同様に一般的なザーバコンピュータであり、CP 2 a、通信インタフェ



一ス2 b (通信手段に相当) 、R 2 c O d、表示部2 e、操作受付部2 f

、ハードディスク装置2 (記憶手段に相当)を内部バス2 で接続した構成になっ
ており、各部2 a～2 の某本的な役割は、コンテン"ソザーバ と同様である。

００75 また、ハードディスク装置2 は、ザーバプログラム22、連携処理プログラム23 (コ

ンピュータプログラムに相当) 、ぺ一ジデータベース24、収集コンテン"ソデータベース

25、及びリンクデータベース28等を記憶している。ザーバプログラム22は、ザーバコ

"ノピュータに関するオペレーシ式ンシステムに関する内容を規定したプログラムである

。連携処理プログラム23 (コンピュータプログラムに相当) は、連携ザーバ 2 が行ぅ連

携処理を規定したものであり、規定内容に従ってCP 2 aが各種処理を行ぅ。なお、

連携処理プログラム23が規定する詳細内容は後述する。

００76 ハードディスク装置2 が記憶するぺ一ジデータベース24は、連携ザーバ 2 が提

供するウェブページのぺ一ジデータを格納したものであり、本実施形態ではトップペ

ージデータ24a 、利用規約ぺ一ジデータ24b 、管理ウェブザイトに係る管理ぺ一ジデ

ータ24c 等を保存している。利用規約ぺ一ジデータ24b は、ユーザが連携ザーバ 2

による連携ザ一ビスの提供を受ける際に、ユーザコンピュータヘ送信されるものであり

マークアップ言語 ( X 等)で記述したデータ内容になっている。

００77 図5 (a) は、ユーザコンピュータの表示部で表示された利用規約ぺ一ジデータ24b

に応じた利用規約ぺ一ジ画面26を示し、利用規約ぺ一ジ画面26は、利用規約ぺ一

ジデータ24b のデータ記述内容が、ユーザコンピュータで作動するブラウザプログラ

ムの機能に従ってブラウザ画面内に表示されるものである。利用規約ぺ一ジ画面26

は、複数の条項内容を記載した利用規約欄26a を含むと共に、同意ボタン26b ( 「同

意する」と記載されたボタン)及び非同意ボタン26c ( 「同意しない」と記載されたボタ

ン)を選択可能に配置している。なお、同意ボタン26b が、ユーザの選択操作を受け

付けると、同意された旨を示す返信データが連携ザーバ 2 へ返信される記述を利用

規約ぺ一ジデータ24b は含んでおり、さらに、非同意ボタン26c が、ユーザの選択操

作を受け付けると、同意されていない旨を示す返信データが連携サ一バ 2 へ返信さ

れる記述を含んでいる。



００78 図5 は、管理ぺ一ジデータ24c に応じた管理ウェブザイト(連携ザーバ2 がネッ

トワーク上に設けているウェブザイトに相当) の管理ぺ一ジ画面27が、ユーザコンピュ
ータ等の表示部で表示された状態を示している。管理ぺ一ジ画面27は、連携ザー

バ 2 の連携処理を経て作成されたブログのトラックバックを載せたものであり、この管

理ぺ一ジ画面27を見るだけで、連携により作成されたブログを確認できるようになっ
ている。なお、管理ぺ一ジ画面27は、管理ぺ一ジデータ24c にトラックバックが迫加

される毎に画面内容が更新される。

００79 図6は、収集コンテンツデータベース25の中身の概要イメージを示している。収集

コンテンツデータベース25は、上述したコンテンツザーバ から送信されてきたコン

テンツデータ、コンテンツ付随データ、連携ザーバ 2 で作成される伝載記述データ、

及びコンテンツデータに係るコンテノノか秋ったウェブページへのトラックバック

(コンテンツザーバ へのトラックバック時に用いる )等を、記事 に対応付け

て格納 (記憶 ) したものであり、格納されるデータは、コンテン"ソザーバ からの送信

ごとに迫加されている。なお、収集コンテンツデータベース25は、各データを格納時

の日時 (記憶 日時) と共に格納しているものとし、また、図6では、収集コンテン"ソデー

タベース25に格納されるトラックバック の図示は省略している。

００8０ また、リンクデータベース28は、図 に示す各社のブログシステム3０～5０に含まれ

るブログザーバ 3 ～5 のブログザイト のそれぞれに紐付けて、各ブログザーバ 3

～5 へのアクセス先を示すブログザーバアドレス、図3に示す各ブログボタン7a～7c

(伝載ボタンに相当) の伝載ボタン画像 (伝載ボタンデータ)等を格納している。

００8 1 なお、各ブログボタン7a～7c (表示パーツに相当)を表示させるための伝載ボタン

データ (たとえば、スクリプト系の言語による記述データ) は、各ブログボタン7a～7cを

表示させる旨以外にも様々な内容を記述している。具体的に伝載ボタンデータは、

連携ザーバ 2 ヘアクセスするためのリンク (アドレスデータ) 、ブログボタン7a～
7cごとに対応するブログ作成ザ一ビスの提供企業のザーバを示すブログザイト を

記述すると共に、各ブログボタン7a～7cが選択されたときにコンテンツページ画面 (

コンテンツページデータ) に含まれるコンテンツの記事 等を抜き出し、各データを

含んだ作成指示 (作成指示データ)を、上記のリンク に某づきを送信する処理



等を記述している。

００82 次に、連携処理プロクラム23の祥細について説明する。連携処理プロクラム23は

、様々な処理内容を規定しており、具体的には、ます、連携ザ一ハ2 か、伝載ホタン

の表示要求を示す要求データを受信すると、リンクデータヘ一ス28に含まれる伝載

ホタンデータをハートディスク装置2 から読み出して、要求元の装置 (たとえは、コ

ンテンツザ一ハ にアクセスしたユーザコンピュータ)へ通信インタフェース2 bを通

して迭信することを規定している。また、フロク作成を指示するフロク作成指示データ

(伝載対象となるコンテンツの記事 等を含むデータ)を受信すると、そのデータの

迭信元へ、上述した利用規約データ24a を迭信することを規定している。また、同意

された旨を示す返信データを受信すると、記事 を指定したコンテンツのリクエストデ

ータをコンテンツザ一ハ へ通信インタフェース2 bを通して迭信することを連携処

理プロクラム23は規定している。さらに、連携処理プロクラム23は、コンテン"ソザ一

ハ から、コンテンツデータ及ひコンテン"ソ付随データ等を受信すると、コンテンツに

係るデータのフロクへの転載処理を記述した内容をスクリプト言語 (J (登録商標

)スクリプト)て作成し、その記述を含んた全体的な連携処理を記述した伝載記述デ

ータをX 形式て作成し、これらのデータ (コンテンソデータ、伝載記述データ、及

ひコンテンツ付随データ等)を上述した収集コンテンツデータヘ一ス25に、記事 に

対応付けて格納する処理も規定している。

００83 そして、連携処理プロクラム23は、作成指示データに含まれるフロクザイト1 (ザ一

ヒス会社識別データ) に応したフロクシステムヘ、コンテンツザ一ハ から受信した

コンテンツデータに係る記事1 (コンテンソ識別データに相当)及ひフロクザイト

等を、アクセス元のユーザコンピュータを示すアトレスデータと共に迭信することを規

００84 さらにまた、連携処理プロクラム23は、フロクシステムからユーザ1 か迭信されてく

ると、フロクシステムヘ迭信した記事 に対応付けられたコンテシソデータ、コンテン
、ソ付随データ及ひ伝載記述データ等の収集コンテシソデータヘ一ス25における記

録場所を示すコンテンツアトレスのデータ (具体的にほ、コンテンツデータの記惜場

所を示す 、コンテンツ付随データの記惜場所を示す 、伝載記述データの



き已，憶場所を示す )に加えて、コンテンソ付随データに含まれる記事概要データ

、小さいザイズの画像データ、著作権情報等を読み出して、前の段階で記事 を送

信した先のブログシステムヘ連携ザーバ2 のトラックバック (管理ウェブザイトの

管理ザイトアドレスに相当)及びコンテンツザーバ のトラックバック (収集コン

テンツデータベース25に記憶されており、コンテンツザーバ が配信するウェブザイ

トのザイトアドレスに係るコンテンツページのリンクデータ) と共に送信する旨を規定し

ている。なお、連携処理プログラム23は、作成されたブログの閲覧に応じてコンテン

"ソデータ等の取得要求をユーザ端末等から受信すると、要求されたコンテンツデータ

及びそのコンテンツデータに対応付けられたコンテンツ付随データ等を取得コンテン

"ソデータベース25から読み出して、要求元へ送信する旨を規定している。

００85 一方、図7は、 社ブログシステム3０が有する 社のブログザーバ3 の内部構成を

示している。 社ブログシステム3０(ブログザーバ 3 を含む) は、ブログ作成ザ一ビス

をユーザに提供している 社によって運営管理されている。図 に示す各社のブログ

システム3０～5０に含まれるブログザーバ3 ～5 (第3ザーバ装置に相当) は、各社

間で基本的に同等であるため、 社のブログザーバ 3 で代表して以下、説明する。

００86 ブログザーバ 3 は、上述したコンテンソザーバ 及び連記ザーバ 2 と同様に、一

般的なザーバコンピュータであり、CP 3 a、通信インタフェース3 b 3 c、

3 、表示部3 e、操作受付部3 f、ハードディスク装置3 を内部バス3 で

接続した構成になっており、各部3 a～3 の基本的な役割は、コンテンツザーバ

及び連携ザーバ 2 と同様である。

００87 また、ハードディスク装置3 は、ザーバプログラム32、ブログ処理プログラム33

ザイトページデータベース34、ユーザデータベース3 5、及びブログデータベース36

等を記憶している。ザーバプログラム32は、ザーバコンピュータに関するオペレーシ

ョンシステムに関する内容を規定したプログラムである。ブログ処理プログラム33は、

ブログザーバ が行う各種処理を規定したものであり、規定内容に従ってCP 3 a

が各種制御を行う。ブログ処理プログラム33が規定する内容としては、ユーザ登録に

関する内容、ブログ作成時に編集人一ジを提供する内容、編集人一ジを介して作成

されたブログのデータ (編集人一ジで受け付けたデータ)をユーザ毎に記憶する内容



、記憶するブログ (ブログのデータ)を要求に応じて送信する内容等があり、詳細は後

述する。

００88 ハードディスク装置3 が記憶するザイトページデータベース34は、ブログザーバ

3 が提供するウェブページのぺ一ジデータを格納したものであり、本実施形態では

ユーザ確認ぺ一ジデータ34a 、ユーザ登録ぺ一ジデータ34b、編集ぺ一ジデータ3

4c等がある。ユーザ確認ぺ一ジデータ34a は、 社のブログ作成ザ一ビスを利用す

るユーザが、登録ユーザであるかを確認するためのぺ一ジであり、ユーザ 等の入

力欄が設けられていると共に、末登録のユーザへはユーザ登録ぺ一ジへのリンクが

貼られており、このよぅな内容のユーザ確認ぺ一ジを表示するための内容等をマーク

アップ言語 ( X 等)で記述したデータ内容になっている。

００89 図8 (a) は、ユーザコンピュータの表示部で表示されたユーザ確認ぺ一ジデータ34

aに応じたユーザ確認ぺ一ジ画面3 7を示している。ユーザ確認ぺ一ジ画面3 7は、ユ

ーザ確認ぺ一ジデータ34a のデータ記述内容がユーザコンピュータで作動するブラ

ウザプログラムの機能に従ってブラウザ画面内に表示されるものである。ユーザ確認

ぺ一ジ画面3 7は、 社のザ一ビスに対して登録しているユーザのユーザ を入力

する 入力欄37a 、ユーザが登録時に設定しているパスワードを入力するパスワード

入力欄3 7b、ログインボタン37c 、及び末登録ユーザに対するリンクボタン3 7 を配置

している。

００9０ ログインボタン37c は、ユーザの選択操作を受け付け可能になっており、各人力欄

37a 37b にユーザ 、パスワードが入力された状態で、選択操作を受け付けると、

入力されたユーザ 、パスワードがブログザーバ 3 へ送信されるよぅになっている。

また、リンクボタン37d も、ユーザの選択操作を受け付け可能になっており、選択操作

を受け付けると、ザイトページデータベース34に格納されているユーザ登録ぺ一ジ

データ34bの要求を示す要求データが、ブログザーバ 3 へ送信されるよぅになって

いる。

００9 1 図8 は、ユーザコンピュータの表示部で表示されたユーザ登録ぺ一ジデータ34

bに応じたユーザ登録ぺ一ジ画面38を示している。ユーザ登録ぺ一ジ画面38ほ、ユ

ーザ登録に必要な複数の入力欄38a を有すると共に、選択可能な登録ボタン38bと



、戻るボタン38c を有している。入力欄38a に所定の事項が入力された状態で、登録

ボ久ノ3 8bが選択操作を受け付けると、入力された各データが、ブログサーバ3 へ

送信されるよぅになっている。また、戻るボタン38c が選択操作を受け付けた場合は、

図8 (a) のユーザ確認ぺ一ジ画面3 7を再表示するために、ユーザ確認ぺ一ジデータ

34a の要求を示す要求データが、ブログザーバ 3 へ送信されるよぅになっている。

００9 2 図9は、編集ぺ一ジデータ34c に応じた編集ぺ一ジ画面3 9が、ユーザコンピュータ

の表示部で表示された状態を示している。編集ぺ一ジデータ34c は、ユーザコンピュ
ータで作動するブラウザプログラムに応じたブラウザ画面 を通じて表示されるもので

あり、連携ザーバ 2 から送信されたコンテシソに係るデータが 自動的に編集ぺ一ジ

内に埋め込まれるよぅな処理の記述を含んだデータ内容になっている。

００9 3 編集ぺ一ジ画面3 9は、ユーザによって人力されるタイトル入力欄39a 、ユーザコン

ピュータのクロック機能から自動的にブログ作成 日時が埋め込まれる日時欄3 9b、コ

ンテシソデータ (二ュ一ス画像コンテ 、ンソデータ及び二ュ一ス記事コンテシソデ一列
の連携ザーバ2 の収集コンテシソデータベース2 5における記憶場所を示す (h

p : ennke p gazo gazo 、h p: ennke p k k )が埋め込まれるコンテ

ンソアドレス欄39c 、コンテシソ付随データの一部 (二ュ一スタイトル、小さいザイズの

画像データG 、記事概要データ 等 ) が埋め込まれたコンテシソ欄39d 、及びユー

ザ操作により入力されるユーザのコメントを受け付けるコメント欄39e を配置している。

００9 4 さらに、編集ぺ一ジ画面3 9は、コメント欄39e の下方に選択可能な確認ボタン39e

及び保存ボタン39f を有している。確認ボタン39e がユーザの選択操作を受け付ける

と、編集ぺ一ジ画面3 9で入力されているデータ及び埋め込まれているデータに某づ
くブログページ画面 (図 7参照 ) が表示されるように、表示用データ等の要求データ

がブログザーバ 3 へ送信されるよぅになっている。また、保存ボタン39f がユーザの

選択操作を受け付けると、編集ぺ一ジ画面3 9で入力されているデータ及び埋め込ま

れているデータが、ブログザーバ 3 へ送信されるよぅになっており、送信された各デ

ータは、ブログデータベース3 6に格納される。

００9 5 図 ０は、ハードディスク装置3 に記憶されるユーザデータベース3 5の中身の概

要イメージを示している。ユーザデータベース3 5は、図8 (b)のユーザ登録ぺ一ジ画



面38で入力されたデータ等を、ユーザ ご"とに対応付けて格納したものである。ユ

ーザ ご"とに格納される事項として、パスワード、ユーザブログ 、ユーザ名等が

ある。なお、図 ０では、ユーザ には便宜的に数字を用いているが、数字以外にも

、漢字、ひらがな、ヵタヵナ、アルファベット、記号等を用いることが可能であり、さらに

は、数字、漢字、ひらがな、ヵタヵナ、アルファベット、記号等によりユーザを識別可

能な文字列を含ませるようにしてもよい。

００96 また、ハードディスク装置3 に記憶されるブログデータベース36ほ、図9の編集ぺ

一ジ画面39で入力されたデータ及び埋め込まれたデータを、ユーザごとに日時 (保

存対象のデータの作成に応じた日時) と対応付けて保存格納したものである。具体

的にブログデータベース36は、登録ユーザのユーザ ごとに第 ユーザブログフオ

ルダ36a (たとえば、ユーザ が００００ のユーザ用のフオルダ) 、第2ユーザフオル

ダ36b (たとえば、ユーザ が００００2のユーザ用のフオルダ)等を有している。各ユ

ーザブログフオルダ36a 36b には、ユーザが作成したブログのデータ (編集ぺ一ジ

画面39で入力されたデータ及び埋め込まれたデータ) が、 つのブログページごとに

つのファイルで保存されており、ユーザの設定登録している某本背景データ等も保

存されている。また、これらのユーザブログフオルダ36a 36b等のブログデータベー

ス36における記憶箇所が、ユーザブログ に相当している。

００97 ハードディスク装置3 に記憶されているブログ処理プログラム33の詳細について

説明する。ブログ処理プログラム33は、連携ザーバ 2 から、ユーザコンピュータのア

ドレスデータと共に記事 等を受信すると、それをトリガ一として処理を開始する旨を

規定しており、連携ザーバ 2 から伝えられたアドレスデータが示すアドレス先 (ユー

ザコンピュータ)へ、図8 (a) のユーザ確認ぺ一ジ画面3 7に応じたユーザ確認ぺ一ジ

データ34a を送信することを規定している。また、ユーザ確認ぺ一ジ画面3 7で入力さ

れたユーザ 及びパスワードを受信すると、ブログ処理プログラム33は、図 ０のユ

ーザデータベース3 5を参照して、登録ユーザであるか否かを検出する旨を規定して

いる。登録ユーザであることを判断すると、ブログ処理プログラム33は、ユーザ 及

びそのユーザ に対応付けられているユーザブログ を連携サ一バ 2 へ送信

する。さらに、送信したユーザ に呼応して連携ザーバ2 から送信されたコンテンツ



アドレスのデータ、記事概要データ、小さいザイズの画像データ、著作権情報、トラッ

クバック先の (連携ザーバ 2 の管理ぺ一ジ画面2 7の 及びコンテシソザー

バ のコンテシソページ画面6の )等の各種データを受信すると、ブログザーバ

3 が、受信した各種データを図9の編集ぺ一ジ画面3 9の各欄39c 39d へ埋め込

む処理を行い、その各種データを埋め込んだ編集ぺ一ジデータ34c を、アドレスデ

ータが示すアドレス先 (ユーザコンピュータ) へ送信する旨をブログ処理プログラム3 3

は規定している。

００9 8 さらにまた、ブログ処理プログラム3 3は、図9の編集ぺ一ジ画面3 9で入力されたデ

ータ及び埋め込まれたデータ (各データは、作成したブログのデータに相当 ) を受信

すると、受信した各データをブログデータベース3 6内のユーザ に対応するユーザ

ブログフオルダ36a 36b に保存する旨を規定している。そして、ブログ処理プログラ

ム3 3は、受信した各データを記憶すると、ブログが作成されたとして、そのブログ (ウ

ェブページ) のブログページアドレス等をトラックバックとして、管理ぺ一ジ画面2 7の

及びコンテシソページ画面6の を参照して連携ザーバ 2 及びコンテンツ

ザーバ へ送信する旨を規定している。その上、ブログ処理プログラム3 3は、ブログ

データベース3 6に格納されている各ユーザブログフオルダに含まれるブログデータ (

作成されたブログのデータ) に応じたブログに対して閲覧要求があると、その閲覧要

求元ヘブログデータを送信する旨を規定している。なお、ブログの閲覧要求は一般

に、ユーザブログ の直接入力、検索ザイトでの検索結果からの選択、ブックマー

クの選択、トラックバックの送信先ザイトでのリンク選択等を経て行われる。

００9 9 最後に、図 に示すユーザコンピュータ2、3、4 について説明する。ユーザコンピュ
ータ2、3、4 は、ユーザがブログを作成する場合、通信端末装置として利用されると

共に、作成されたブログをユーザが閲覧する場合は、閲覧端末装置として利用される

。本実施形態では、ユーザコンピュータ2、3、4 に、汎用のパーソナルコンピュータを

適用しており、某本的な構成はいずれも同等であるため、以下の説明ではユーザコ

ンピュータ2で代表して各ユーザコンピュータの構成を説明する。

０1００ 図 は、ユーザコンピュータ2の主要な内部構成を示している。ユーザコンピュータ

2は、CP 2a、通信インタフェース2b R 2c 2d、表示部2e (表示パネル



等が該当。ブログページ画面等の各種画面の表示を行う) 、操作受付部2f (キーボ

ード、マウス、トラックバッド等が該当) 、及びハードディスク装置2 を、内部バス2 を

介して接続した構成になっている。CP 2a～ハードディスク装置2 等の各機能は、

上述した各ザーバ 2 3 等と同等である。

０1０1 また、ハードディスク装置2 は、 SプログラムP 及びブラウザプログラムP2等を記

憶している。 SプログラムP は、パーソナルコンピュータ向けのオペレーションシス

テムに関する内容を規定したプログラムである。また、ブラウザプログラムP2は、各種

ウェブザイト等に応じたマークアップ言語で記載されたデータの表示処理を規定する

と共に、表示対象の言語にスクリプト系の記載 (たとえば、J (登録商標 )スクリプ

トによる記載) があれば、その記載に係る各種処理等をブラウザ上で実行できるように

なっている。このようなブラウザプログラムP2の規定内容により、ユーザコンピュータ2

のユーザは、ブラウザプログラムによるブラウザ画面を通じてブログの作成及び閲覧

等を行うことができる。

０1０2 次に、上述したユーザコンピュータ2～4の中で、ユーザコンピュータ2を利用するユ

ーザが、コンテンツザイトシステム ０が配信するウェブザイトに掲載されたコンテンツ (

二ュ一ス記事及び二ュ一ス画像 )を伝載したブログを作成する場合で、本実施形態に

係るブログ作成システム の処理内容を説明する。なお、ユーザコンピュータ2のユー

ザ (第 ユーザに相当) は、予め 社ブログシステム3０が提供しいているブログ作成

ザ一ビスにユーザ登録しているものとする (ユーザ は 0 )

０1０3 図 2～図 5に示す各フローチヤートは、ブログ作成システム がブログ作成を行う

場合の処理手順 (ウェブページ作成方法の処理ステップに相当)を示している。以下

、これらのフローチヤートに従って、ユーザコンピュータ2でブログを作成する場合の

処理流れを説明する。まず、ユーザコンピュータ2は、ユーザの操作指示に従ってブ

ラウザプログラムP2を作動させて、コンテンツザイトシステム ０が配信するウェブザイ

トの所望のコンテンツページ (二ュ一ス記事ぺ一ジ)を表示するため、コンテンツザー

バ ヘアクセスする ( )。なお、このアクセスは、ユーザの所望する二ュ一ス記事ぺ

一ジの に某づきユーザコンピュータ2が行う。

０1０4 コンテンソザーバ は、ユーザコンピュータ2からアクセスを受けると、アクセスに係



る に応じた二ュ一ス記事ぺ一ジのデータ (たとえば、第 コンテンツページデー

タ 6a) をザイトデータベース 4から読み出すと共に、そのニュース記事ぺ一ジに係

るコンテンツのデータ (たとえば、第 コンテンツデータ 7a) 及びコンテンツ付随デー

タ等をコンテンツデータベース 7から読み出して、読み出した各データをユーザコン

ピュータ2へ送信する (S 2)。ユーザコンピュータ2は、コンテンツザーバ から送信さ

れたコンテンツページデータに係るウェブザイト(コンテンツページ画面) の表示を行

うにあたり、受信したコンテンツデータに含まれる記述内容に従って、転載ボ久ノの表

示に係るリクエストデータ (パーツ要求データに相当) を連携ザーバ 2 へ送信する (S

3)。連携ザーバ 2 は、リクエストデータを受信すると、ハードディスク装置2 のリン

クデータベース28の中から伝載ボタンデータを読み出して、リクエストデータの送信

元のユーザコンピュータ2へ送信する (54) 。ユーザコンピュータ2は、コンテンツザー

バ 及び連携ザーバ 2 からそれぞれ送信された各データの表示処理を行って、プ

ラウザ上で図3に示すように、各ブログボタン7a～7cを中程の下方に配置したコンテ

ンソページ画面6の表示を行う (S5)

０1０5 次に、ユーザコンピュータ2は、コンテンツページ画面6 (コンテンツに係るウェブザ

イトに相当) の表示中に、コンテンツページ画面6に配置された 社ブログボタン7aが

、操作受付部2fでのユーザの選択操作により、 社ブログボタン7aの選択を受け付

けたか否かを判断する (S6) 。 社ブログボタン7aの選択を受け付けなかった場合 (S

6 : O)、ユーザコンピュータ2は、本発明の本筋とは典なる他の処理を行う (S ) 。な

お、5 7へ進んだ場合のそれ以降の処理については説明を省略する (フローチヤート

では、「エンド」として表現。以下同様 ) 。

０1０6 一方、 社ブログボタン7aの選択 (コンテンツを伝載するブログページの作成指示

に相当) を受け付けた場合 (S6 : S)、ユーザコンピュータ2は、 社ブログボタン7

aのリンク先となる連携ザーバ 2 へ、コンテンツページ画面6に配置されたコンテンツ

(二ュ一ス記事コンテ 、ンソ) を示す記事 、コンテンツザーバ へのアクセス用のアク

セス先データ及び 社のブログザーバ 3 に係るブログザイト を含んだ作成指示デ

ータを送信する (S8)

０1０7 作成指示データを受信した連携ザーバ 2 は、利用規約ぺ一ジデータ24b を読み



出し、作成指示データの送信元のユーザコンピュータ2へ利用規約ぺ一ジデータ24

bを送信する (S g)。利用規約ぺ一ジデータ24b を受信したユーザコンピュータ2は、

ブラウザ上に図5 (a) に示す利用規約ぺ一ジ画面26を表示する (S ０) 。ユーザコン

ピュータ2は、利用規約ぺ一ジ画面26の同意ボタン26b の選択を受け付けたか否か

を判断し( ) 、同意ブログボタン26b の選択を受け付けなかった場合 (S : )

、ユーザコンピュータ2は、本発明の本筋とは典なる他の処理を了 、刊 (S 2 、 2へ

進んだ場合のそれ以降の処理については説明を省略する。

０1０8 また、同意ボタン26b の選択を受け付けた場合 (S : S)、ユーザコンピュータ2

は、利用規約に同意した旨を示す返信データを連係ザーバ 2 へ送信する (S 3)

返信データを受信した連携ザーバ 2 は、S 8の段階で送信された作成指示データに

含まれる記事 に応じたコンテン"ソデータを要求する要求データ (記事 を指定し

た要求データ) を、作成指示データに含まれるコンテン"ソザーバ へのアクセス先デ

ータに某づいて送信することで、コンテン"ソザーバ へ記事 に応じたコンテン"ソの

要求を行ぅ(S 4 )。コンテン"ソザーバ は、連携ザーバ 2 からコンテン"ソの要求デ

ータを受信すると、要求データで指定される記事 に応じたコンテン"ソに係るデータ

(たとえば、図3に示すコンテン"ソページ画面6へのトラックバックするためのトラックバ

ック 、コンテン"ソ付随データ等を含む第 コンテン"ソデータ 7a) をハードディス

ク装置 から読み出して、読み出したコンテン"ソデータ等を連携ザーバ 2 へ送信

する (S 5)

０1０9 コンテン"ソ付随データを含むコンテン"ソデータ等を受信した連携ザーバ 2 は、コン

テン"ソデータの伝裁処理をスクリプト言語で記述したスクリプト記述データを作成し(S

6 ) 、そのスクリプト記述データを含んだ全体的な連携処理を記述したX 形式の

伝載記述データを作成する (S 7)。そして、連携ザーバ2 は、受信したコンテンツ

データ (コンテン"ソ付随データを含む) 、その伝載記述データ及びトラックバック

を、S 4の段階に応じた記事 に対応付けて収集コンテン"ソデータベース25 (図6

参照 ) に格納する (S 8 )

０11０ それから、連携ザーバ 2 は、収集コンテン"ソデータベース25に格納したコンテンツ

データ及び伝載記述データ等に対応付けられた記事 を各種データ (ユーザコンピ



ュ一タ2のアドレスデータ等 と共に、S 8の段階で取得したブログザーバ3 に係るブ

ログザイト に紐付けられたブログザーバアドレスをリンクデータベース28から参照し

て、作成指示の際にユーザに指定された 社のブログザ一ビスに応じたブログザー

バ 3 (ブログザイト で識別されるブログザーバに相当)へ送信する (S g)。記事

等を受信したブログザーバ3 は、ユーザ確認ぺ一ジデータ34a をザイトページデー

タベース34から読み出し、ユーザコンピュータ2のアドレスデータを参照して、ユーザ

確認ぺ一ジデータ34a をユーザコンピュータ2へ送信する (S 2０)

０111 ユーザ確認ぺ一ジデータ34a を受信したユーザコンピュータ2は、図8 (a) に示すユ

ーザ確認ぺ一ジ画面3 7をブラウザ上に表示する (5 2 ) 。そして、ユーザコンピュー

タ2は、ユーザ確認ぺ一ジ画面3 7の1 入力欄37a 及びパスワード入力欄3 7bに所

定の内容が入力された状態で、ログインボタン37c の選択を受け付けたか否かを判

断する (S 22) 。ログインボタン37c の選択を受け付けなかった場合 (S 22 : ) 、ユ

ーザコンピュータ2は、本発明の本筋とは典なる他の処理を行いい(S 23 、 23へ進ん

だ場合のそれ以降の処理については説明を省略する。

０112 また、ログインボタン37c の選択を受け付けた場合 (S 22 : S)、ユーザコンピュー

タ2は、 入力欄37a に入力されたユーザ 及びパスワード入力欄3 7bに入力され

たパスワードをブログザーバ 3 へ送信する (S 24) 。ユーザ 及びパスワードを受信

したブログザーバ 3 は、図 ０に示すユーザデータベース3 5を参照して、ユーザ

とパスワードが一致するか否かを判断する (S 25) 。ユーザ とパスワードが一致しな

い場合 (S 25 : ユーザ がユーザデータベース3 5に含まれない場合等も含む)

、ブログザーバ 3 は、本発明の本筋とは典なる他の処理を行い(S 26 、S 26へ進ん

だ場合のそれ以降の処理については説明を省略する。

０113 一方、ユーザ とパスワードが一致した場合 (S 25 : S)、ブログザーバ 3 は、そ

のユーザ を、そのユーザ に対応付けられているユーザブログ と共に、連携

ザーバ 2 へ送信する (S 27) 。連携ザーバ 3 は、ブログザーバ3 からユーザ 等を

受信すると、S 9の段階で送信した記事 に対応付けられたコンテシソ付随データ

及び伝載記述データに係る所要のデータ (コンテシソアドレスに相当するコンテンツ

データの 、コンテシソ付随データの 、伝載記述データの 、記事概要



データ、 、さいザイズの画像データ、著作権情報等)を、図5 に示す連携ザーバ2

の管理ぺ一ジ画面27へのトラックバック 及び図3に示すコンテンツページ画面

6へのトラックバック (コンテシソページのリンクデータ) と共にブログザーバ 3 へ

送信する (528) 。各種データを受信したブログザーバ 3 は、図9の編集ぺ一ジ画面

39のコンテシソアドレス欄39c に、コンテシソデータ (二ュ一ス画像コンテシソデータ

及び二ュ一ス記事コンテスソデータ) の (コンテシソデータの は、図6の収

集コンテシソデータベース25における記憶場所を示すコンテスソアドレスに相当)を

埋め込むと共に、コンテシソ欄39d にコンテシソ付随データの一部 (記事概要データ

、 、さいザイズの画像データG 、ニュースタイトル)を自動的に埋め込んだ状態

の編集ぺ一ジデータ34c を生成し、その編集ぺ一ジデータ34c をユーザコンピュータ

2へ送信する (S 29)

０114 コンテンツデータの 等が埋め込まれた編集ぺ一ジデータ34c を受信したユー

ザコンピュータ2は、図9に示すよぅに、ブラウザ上に編集ぺ一ジ画面39を表示する (

。
S 3０)。なお、ユーザコンヒュ一タ2は、 Sフ㌧グラムP (図 参照 )で設定されてい

る日時を編集ぺ一ジ画面39の日時欄39bに自動的に埋め込んだ状態で編集ぺ一

ジ画面39を表示する。

０115 それから、ユーザコンピュータ2は、ユーザの操作入力により、タイトル入力欄39a に

タイトル (作成中のブログページのタイトル。本実施形態では「自然の猛威を思い知っ
た。」)を受け付けると共に、コメント欄39e にユーザのコメント(ユーザにより作成され

るブログページの記事。本実施形態では「今 日は、東北出張だった。・‥」)を受け付

ける (S3 )。そして、ユーザコンピュータ2は、ユーザの選択操作により、編集ぺ一ジ

画面39の保存ボ久ノ39f の選択を受け付けたか否かを判断し(532) 、保存ボ久ノ39

fの選択を受け付けない場合 (S3 2 : ) 、本発明の本筋とは典なる他の処理を行い

(533) 533 へ進んだ場合のそれ以降の処理については説明を省略する。

０116 また、保存ボタン39f の選択を受け付けると(S3 2 : S)、ブログページが作成され

たことになり、ユーザコンピュータ2は、編集ぺ一ジ画面39のタイトル入力欄39a 及び

コメント欄39e でユーザの操作入力により受け付けたデータと、日時欄39b及びコン

テシソアドレス欄39c 等で自動的に埋め込まれたデータ (コンテシソアドレスのデータ



等)を、ブログザーバ3 へ送信する (534) 。ブログザーバ3 は、ユーザコンピュータ

2から受信したデータを、S 24の段階でユーザコンピュータ2から送信されたユーザ1

に応じたブログデータベースのユーザブログフオルダ (たとえば、第 ユーザブログ

フオルダ36a) に日時単位で、作成されたブログページに係るデータとして格納する (

S 35) 。この後、ブログザーバ3 は、今回格納したユーザブログフオルダに応じたユ

ーザブログ (作成されたブログページのぺ一ジアドレスに相当)を、格納したタイ

トルと共にトラックバックとして、収集コンテンツデータベース25において今回の処理

対象となった記事 に対応付けられた図3のコンテンツページ画面6へのトラックバッ

ク (コンテ 、ンソに係るウェブザイトのザイトアドレス)及び図5 (b)の管理ぺ一ジ画

面27へのトラックバック R に某づき、コンテンソザーバ 及び連携ザーバ2 へそ

れぞれ送信する (536)

０117 トラックバックを受信したコンテンツザーバ は、図3に示すように、コンテンツペー

ジ画面6の下方のトラックバック欄8に、受信したトラックバックに係る内容 (ユーザブロ

グ にリンクし、ブログページのタイトルに相当する「自然の猛威を思い知った。」

と云う文言等を選択可能に配置した内容 )を迫加することになる。また、トラックバック

を受信した連携ザーバ2 も同様に、図5 (b) に示す管理ぺ一ジ画面27に、受信した

トラックバックに係る内容 (ユーザブログ にリンクしたタイトル)を選択可能に迫加

することになる。このように、コンテンツザーバ に加えて、連携ザーバ2 にもトラック

バックを送信することで、連携ザーバ2 による連携処理を経て作成されたブログペー

ジヘ、連携ザーバ2 の管理ぺ一ジ画面27から容易にアクセスできると共に、連携処

理により作成されたブログを管理ぺ一ジ画面27で管理できるようになる。

０118 なお、上述した図 2～1・5のフローチヤートによるブログ作成方法では、ユーザコン

ピュータ2のユーザが、 社のブログザーバ3 を利用する場合で説明したが、他のユ

ーザコンピュータ3、4等のユーザが、 社又はC社のブログザーバ4 5 を利用し

てブログを作成する場合でも同様な処理になり、たとえば、 社のブログザーバ4 の

利用を希望するユーザは、図3で 社のブログボタン7bを選択することになる。よって

、本発明を用いることで、コンテンツを紹介するウェブサイトと、複数のブログ作成サイ

トとが提携してコンテンツを伝裁可能なブログの作成ザ一ビスをユーザに提供する場



合、連携ザーバ 2 の連携処理により、各ブログ作成ザイトのブログザーバヘスムーズ

に処理を渡すことができ、一元的な連携処理を経て、各企業が提供するザ一ビスの

連携を適切に処理することができる。

０119 次に、作成されたウェブページを、閲覧要求に応じて閲覧要求元 (ユーザコンピュ
ータ)で表示させる場合の処理手順 (ウェブページ作成方法の処理の一部 )を説明す

る。この説明は、上述した図 2～5のフローチヤートによるブログ作成方法で作成さ

れた第 ユーザ (ユーザコンピュータ2のユーザ ) のブログページを、ユーザコンピュ
ータ (閲覧端末装置に相当) のユーザが閲覧を希望した場合に従って、図 6のフロ

ーチヤートに某づき行う。

０12０ 図 6のフローチヤートに示すように、まず、ユーザコンピュータ4のユーザは、ブラウ

ザプログラムを起動させて、ユーザブログ の直接入力、検索ザイトでの検索結

果からの選択、ブックマークの選択、トラックバックが配置されたウェブザイトでのトラッ

クバックに係るタイトル選択等の操作を行うことで、ユーザコンピュータ4は、所定のブ

ログページ (たとえば、第 ユーザのブログページ)を閲覧すると云う閲覧要求をブロ

グザーバ 3 へ送信して、ブログザーバ 3 へのアクセスを行う (S 4０)。ブログザーバ3

は、閲覧要求を受信すると、その閲覧要求に係るユーザブログ を参照して、ブ

ログデータベース36の第 ユーザブログフオルダ36a から、該当するブログページデ

ータ (コメント、コンテンツアドレス等を含む)を読み出してユーザコンピュータ4へ送信

する (S 4 )

０12 1 ブログページデータを受信したユーザコンピュータ4は、そのブログページデータに

含まれるコンテンツアドレス (二ュ一ス画像コンテンツデータ及び二ュ一ス記事コンテ

、ンソデータの )を参照して、ブログページに係るコンテンツデータの取得要求を

連携ザーバ 2 へ送信する (S 42) 。取得要求を受信した連携ザーバ 2 は、取得要求

に係るコンテンツデータの に応じた二ュ一ス画像コンテンツデータ及び二ュ一ス

記事コンテンツデータと、コンテンツ付随データ等を収集コンテンツデータベース25

から読み出してユーザコンピュータ4へ送信する (543)

０122 連携サ一バ 2 から各コンテンツデータ等を受信すると共に、ブログサーバ3 から

ブログページデータを受信したユーザコンピュータ4は、受信した各データをブラウザ



上で一緒に表示することにより、閲覧要求に係るブログページを表示する (544)

０123 図 7は、上述した図 6のフローチヤートの処理を経てユーザコンピュータ4で作動

しているブラウザ上に表示されたブログページのブログページ画面6０を示している。

このブログページ画面6０は、上方の位置にブログ記事のタイトル6０a ( 「自然の猛威

を思い知った。」)及びブログページの作成 日 (2００8・3・3 ) を配置し、中程の位置には

、ニュースタイトル 、ニュース画像 6b (二ュ一ス画像コンテンツデータに応じたコン

テンツ画像 ) 、著作権情報6c、及び二ュ一ス記事6 e (二ュ一ス記事コンテンツデータ

に応じたコンテンツ記事 ) を配置したものになっている。さらに、ブログページ画面6０

は、下方の位置に、編集ぺ一ジ画面39のコメント欄39e にユーザが入力したコメント

6０cを配置し、ユーザ独 自のブログ内容になっている。よって、ユーザコンピュータ4

のユーザは、表示されたブログページ画面6０を閲覧して楽しむことができる。

０124 なお、上述した説明では、ユーザコンピュータ4でブログザーバ 3 に蓄えられたブ

ログページデータに応じたブログページの表示を行う場合で説明したが、他のユー

ザコンピュータ2、3等で、ブログザーバ 3 に蓄えられたブログページデータに応じた

ブログページを表示する場合も同等の内容になる。さらに、別のブログザーバ4 5

に蓄えられたブログページデータに応じたブログページを、ユーザコンピュータ2、3

、4等で表示する場合も、上述した処理内容と同等になる。また、上述したブログペー

ジ画面6０と同等な画面は、図9の編集ぺ一ジ画面39に配置された確認ボタン39e

の選択を受け付けた場合にも、図 6のフローチヤートのS 4 2段階以降と同等な処理

を経て表示されることになり、それにより、編集ぺ一ジ画面39で編集中の内容が、実

際のブログページ画面では、どのようになるかをユーザは確認できる。

０125 上述した本発明の第 実施形態は、このような内容に限定されるものではなく、種々

の変形例が考えられる。たとえば、コンテンツザイトシステム ０のコンテンツザーバ

が配信するウェブザイトが、ブログに利用可能なコンテンツとして画像 (静止画又は動

画)だけに限定しているもの、又は記事 (文字)だけに限定しているものにも、第 実

施形態の内容は適用可能である。また、ブログ作成について、コンテンツザイトシステ

ム ０の企業と提携しているブログ作成ザ一ビスを提供する企業の数は、図 に示す

ように3社に限られるものではなく、提携する企業の数に特段限定はない。さらに、上



述した実施形態では、図 に示す各システム ０～5０に係る処理を、システム内の各

サ一バ 2 4 5 で行 ようにしたが、各システムに複数のサ一バを設けて適

宜、分散処理を行わせることも可能である。さらにまた、処理を簡潔にする場合は、コ

ンテンツ付随データとして扱う各種データ (著作権情報等 ) に関する処理を省略して

もよい。

０126 また、ブログに利用可能なコンテンツのコンテンツデータをコンテンソザーバ 内

に留めておき、作成されたブログページを表示する際、表示先のユーザコンピュータ

ヘコンテンツザーバ が配信するようにして、コンテンツデータの管理を高めるように

することも可能である。この場合、コンテンツザーバ だけが、コンテン"ソデータ及び

・タ等を蓄えるコンテンツデータベース 7を有し、連携ザーバ 2

タベース2 5は、図6に示す中身と典なり、記事 ご"とに転載記

述データのみが格納されたものになる。また、コンテンツサ一バ から連携サ一バ 2

へは、コンテンツデータ (画像データ、ニュース記事データ) を送信する替わりに、図

3のフローチヤートのS 5の段階で、コンテンツデータベース 7内のコンテンツデー

タ (ブログに転載されるコンテンツに応じたデータ) の記憶場所を表す (コンテン
、ソアドレス )及びコンテンツ付随データの記憶場所を表す 等が記事 (コンテン
、ソ識別データ) と共に送信されることになる (但し、コンテンツ付随データ、 、さいザイ

ズの画像データ等はコンテ 、ンソザーバ から連携ザーバ2 へ送信される) 。さらに、

図9の編集人一シ画面3 9のコンテ 、ンソアドレス欄39c には、コンテンツザーバ が有

するコンテンツデータベース 7内における各コンテンツデータの記憶場所を表す

(たとえばh p con en s se ve p gazo gazo h p:

con en s se e b p k k )が 自動で埋め込まれることになる。

０127 したがって、上述した変形例の場合、作成されたウェブページのデータに含まれる

コンテンツデータの記憶場所を表す も、当然、コンテンツザーバ のコンテンツ

データベース 7内の記憶場所を示すことになる。それに伴い、この変形例の場合で

のユーザコンピュータのブログ閲覧は、図 6に示すフローチヤートにおいて、連携ザ

ーバ 2 が、コンテンツザーバ に置き換わったものとなり、S 4 2の段階で、ユーザコ

ンピュータ2は、コンテンツザーバ ヘコンテンツの取得要求を送信し、S 4 3の段階



でコンテンツザーバ がユーザコンピュータ2ヘコンテン"ソデータ等を送信すること

になる。

０128 また、上述した説明では、図3に示すコンテン"ソページ画面6に配置される各ブログ

ボタン7a～7cを、連携ザーバ2 から送信される転載ボタンデータ26に基づいて表

示するようにしているが、コンテンツページ画面6に応じたコンテンツページデータに

予め、各ブログボタン7a～7cを配置するようなスクリプト系の言語による記述を含ませ

ておくことも可能である (ただし、この場合も、各ブログボ久ノ7 a～7cが選択されたとき

の機能は、上記と同様に記述しておく必要がある) 。この場合は、連携ザーバ 2 は、

伝載ボタンデータ26の送信処理等を省略できるので、連携ザーバ 2 の処理負担を

軽減できる。一方、連携ザーバ 2 が転載ボタンデータ26をユーザコンピュータヘ送

信して、コンテ 、ンソページ画面6に配置されるように各ブログボタン7a～7cを表示す

る場合は、コンテ 、ンソページ画面6に応じたコンテンツページデータは、各ブログボタ

ン7a～7c に関する記述をほとんど含まなくてもよいため、コンテンツザーバ 側の負

担を抑えて、本発明を実現できるメリットがある。

０129 また、ブックマークレットを利用することで、コンテンツページ画面6から各ブログボタ

ン7a～7cの表示を省略する変形例も考えられる。この変形例の場合、図 2～図 5

に示すフローチヤートの処理を行う前に、ユーザの利用するブログ作成ザ一ビスのブ

ックマークレットの登録をユーザコンピュータで行っておく必要がある。

０13０ 図 8 (a) は、ユーザコンピュータの表示部に表示されたブックマークレット登録画面

6 5を示している。このブックマークレット登録画面6 5に応じた登録画面データは、連

携ザーバ 2 が、ハードディスク装置2 の人一ジデータベース24に保存しているも

のであり、図 8 (b) に示すブログアイコンボタン a (指示受付部に相当) をブラウザ画

面に細み込んで表示させる旨を規定した記述 (表示規定データに相当) を含んでい
る。なお、ブックマークレット登録画面6 5は、連携ザーバ2 のトップページ画面又は

図5 (b)の管理人一シ画面2 7等に、ブックマークレット登録画面6 5へのリンクボタン

等を設けることで、連携ザーバ 2 にアクセスしたユーザコンピュータで表示されるよう

になっている。また、図 8 (a) のブックマークレット登録画面6 5に続いて、ブックマー

クレットの利用規約画面も適宜表示させることも勿論可能である。



０13 1 ブックマークレット登録画面6 5は、その登録画面データがユーザコンピュータで受

信されると、ユーザコンピュータで起動しているブラウザプログラムを通じて表示され

るものであり、登録対象となる各社のブログ作成ザ一ビスを選択するためのチェックボ

ックス欄65a ～65c O ボタン6 5 、及び戻るボタン65e を有する内容になっている

。ユーザの操作により、各チェックボックス欄65a ～65c のいずれか一つにチェックが

入れられた状態で、O ボタン6 5dの選択が行われると、ブックマークレット登録画面

6 5の登録画面データに含まれる記述 (表示規定データに相当する記述内容 ) に従っ
て、ブラウザ画面の上部に並ぶアイコン欄に、チェックが入れられたブログ作成ザ一

ビスに対応するブログボタンが迫加されるようになる。なお、戻るボタン65e の選択が

行われた場合は、連携ザーバ 2 のトップページ画面又は管理人一シ画面2 7等に表

示内容が切り替わるようになっている。このようなチェックボックス欄65a ～65c 及び各

ボタン65C 、65e 等の機能は、ブックマークレット登録画面6 5に応じた登録画面デー

タの記述内容により実現されている。

０132 図 b は、図 8 (a) のブックマークレット登録画面6 5におけるブックマークレット

の登録操作を経て、登録されたブログアイコンボタン a (指示受付部に相当) が細み

込まれたブラウザ画面 を介して表示されたコンテンツページ画面6 を示す。図 8

(b)のブラウザ画面 は、図3に示すブラウザ画面 に比べて、各種アイコンボタンを

複数配置したアイコン欄 に 社のブログアイコンボタン aを配置していることが特

徴になっている。このブログアイコンボタン aは、図 8 (a) のブックマークレット登録

画面6 5において、 社ブログザ一ビスに対応したチェックボックス欄65a にチェックが

入れられた状態でO ボタン6 5dが選択されることにより、ユーザコンピュータのブラ

ウザプログラムの機能に連動してアイコン欄 に表示されたものとなっている。

０133 社のブログアイコンボタン aは、図3のコンテンツページ画面6に配置された 社

のブログボタン7aと同等の機能を有している。具体的には、ユーザによるブログアイコ

ンボタン aの選択操作が行われることで、 社のブログザーバ3 に係るブログザイト1

、及び記事 等を伴った作成指示データを、リンク先の連携ザーバ 2 へ送信する

ようになっており、このような処理は、ブログアイコンボタン aに応じたデータの中身

が、スクリプト系の言語により記述されることで実現されている。なお、図 8 ) では、



社のブログアイコンボタン aが配置された場合を示しているが、図 8 (a) のブック

マークレット登録画面6 5で、別のチェックボックス欄6 5b 65c が選択された時は、図

8 (b)のブラウザ画面 のアイコン欄 に、 社又はC社のブログアイコンボタンが表

示されるようになる。

０134 また、この変形例におけるコンテンツページ画面6 は、図3のコンテンツページ画

面6から各社のブログボタン7 a～7cが省略されたものになっている。また、このような

ブックマークレットを適用した変形例における処理の流れば、図 2のフローチヤート

で示す処理を行う前に、図 8 (a) のブックマークレット登録画面6 5に従って、いずれ

かの会社のブログアイコンボタンがブラウザ画面 のアイコン欄 に登録しておき、図

2のフローチヤートにおいては、S 3 S 4の段階が省略されて、S 5の段階で、図 (

b) に示すようなコンテンツページ画面6 がブラウザ画面 内に表示されることになる

。その後は、ユーザの操作により、アイコン欄 に配置されたブログアイコンボタン a

の選択を受け付けるか否かの判断が、図 2のフローチヤートのS 6の段階に相当し、

S 6の段階以降は、各フローチヤートで示す手順と同様になる。

０135 なお、ブックマークレットに係るブログアイコンボタン aを図 8 ( ) に示すように、ブ

ラウザ画面 のアイコン欄 に細み込ませるには、上記以外にも、一般的なブラウザ

プログラムが具備する「お気に入り」の機能に従ったユーザ操作により、ブログアイコ

ンボタン aに係る表示規定データに基づき行うことも可能である。さらには、ブログア
。イコンボタン aに係る表示規定データに応じたリンクを含む登録画面をユーザコンヒ

ュ一夕で表示させて、その登録画面中のリンクをユーザ操作によるドラッグ・アンド・ド

ロップで、ドロップ先をブラウザ画面 のアイコン欄 に指定することにより、ブログア

イコンボタン aを係るブラウザ画面 のアイコン欄 に細み込ませるようにしてもよい

０136 以上のように、ブックマークレットを利用した変形例では、コンテンツザーバ が提

供するブログページデータに特別な迫加内容が不要になるため、コンテンツを転載し

たブロク作成を行う各社のブログ作成ザ一ビスの導入を一段と容易に行うことができ

る。すなわち、コンテンツサ一バ を有するコンテンツサイトシステム ０を運営する企

業と、各ブログ作成ザ一ビスを提供する企業とが提携を行わなくても、技術的な面で



はブロク作成にいたるまでの処理を実行できるので、包括的なブログ作成ザ一ビスを

容易に構築できるメリットが生じる。また、この変形例では、連携ザーバ2 の重要度

が増すので、図 8 (a) のブックマークレット登録画面6 5を利用するユーザにより、図5

(b) に示す管理人一シ画面2 7の利用頻度も高まるので、管理人一シ画面2 7でユー

ザ向けのコミュニティ欄等を設けることなどにもザ一ビス内容を展開することができる。

０137 また、別の変形例としては、無用なトラックバック (たとえば、スパム的な広告目的な

どのトラックバック) を、図5 (b)の管理人一シ画面2 7、図3 、図 8 (b)のコンテンソペ

ージ画面6 、6 から排除するため、 が一度のみ有効なワンタイムトラックバック

を発行することが考えられる。ワンタイムトラックバック とは、トラックバックの

送信先となるウェブザイトの (固定アドレス部分に相当 ) の末尾に、ランダム的に

生成する文字タ 可変アドレス部分に相当。たとえば、 8 g 22‥・等 ) を付加し

たものであり、トラックバックの送信先となるウェブザイトに係るザーバ装置で、このよう

なワンタイムトラックバック を発行し、発行したワンタイムトラックバック でトラ

ックバックがあると、一度のみ、そのトラックバックを受け付けて、再度トラックバックを

受け付けないようにする。

０138 このようなワンタイムトラックバック は、上述した処理の中で、通常のトラックバッ

ク の替わりに用いられることになる。ワンタイムトラックバック を用いる変形

例における具体的な処理を説明すると、先ず、コンテンツザーバ においては、ハ

ードディスク装置 に記憶されるザイト処理プログラム 3が、コンテンツの取得要求

を受信すると、ランダム的な文字列を生成する処理と、生成した文字列をコンテンツ

ページへの通常のトラックバック の末尾に迫加してワンタイムトラックバック

(ザイトアドレスに相当 ) を生成する処理を規定することになる。さらに、ザイト処理プロ

グラム 3は、生成したワンタイムトラックバック をコンテンツに係るデータに含ま

せて、コンテンツの取得要求元へ送信する処理を規定すると共に、生成したワンタイ

ムトラックバック を、R c又はハードディスク装置 に一時的に記憶させ
る処理も規定する。

０139 さらにまた、ザイト処理プログラム 3は、ワンタイムトラックバック に基づくブログ

ザーバ (例えば、ブログザーバ 3 )からのアクセスにより、トラックバックとしてブログペ



一ジの人一ジアドレスにリンクしたタイトル等を受信すると、アクセスに用いられたトラ

ックバックに係る (トラックバックの送信先となるザイトアドレスに相当) と、同じ

が一時的に記憶されているかを比較検索し、比較検索の対象となる両方の が

一致すれば、そのトラックバックに係るタイトル等を、ランダム的な文字列の前の部分

の に応じたコンテシソページのトラックバックとして受け入れてウェブページ画面

に迫加すると共に、一時的に記憶していたワンタイムトラックバック を消去するこ

とを規定する。また、上記の比較により、比較対象の両者が一致しなければ、そのトラ

ックバックを受け入れない旨を、ザイト処理プログラム 3は規定している。

０14０ このようなザイト処理プログラム 3の規定により、ワンタイムトラックバック を用い
た変形例におけるコンテシソザーバ は、図 3に示すフローチヤートのS 5の段階

で、ワンタイムトラックバック の生成、送信及び一時的な記憶を行うことになる。ま

た、コンテシソザーバ ほ、図 5に示すフローチヤートのS 3 6の段階に応じて、ブロ

グザーバ 3 からトラックバックを受けると、そのトラックバックに係るワンタイムトラックバ

ック と、一時的に記憶しているワンタイムトラックバック との比較検索処理、

両者が一致した場合のトラックバックの受け付け、両者が一致しない場合のトラックバ

ックの受け付け拒否、一致した場合での一時的に記憶していたワンタイムトラックバッ

ク の消去等を行うことになる。

０14 1 一方、ワンタイムトラックバック を用いた変形例では、連携ザーバ2 が記憶す

る連携処理プログラム23も、ワンタイムトラックバック の生成、一時的な記憶、及

び比較検索等に関する処理を規定することになる。すなわち、変形例の連携処理プ

ログラム23は、ユーザ を受信すると、上述したザイト処理プログラム 3と同様に、ラ

ンダム的な文字列を生成する処理、生成した文字列 (可変アドレス部分に相当) を管

理人一シ画面2 7の通常のトラックバック (固定アドレス部分に相当) の末尾へ迫

加してワンタイムトラックバック を生成する処理、生成したワンタイムトラックバック

を一時的に記憶する処理等を規定することになる。さらに、変形例の連携処理

プログラム23は、トラックバックを受けると、この場合も上述したザイト処理プログラム

3と同様に、トラックバックに係る と、記憶するワンタイムトラックバック との比

較処理等を規定することになる。



０142 このような変形例に係る連携処理プログラム23の規定により、ワンタイムトラックバッ

ク を用いた変形例では、図 4に示すフローチヤートのS 28の段階で、連携ザー

バ 2 が、ワンタイムトラックバック の生成、送信及び一時的な記憶を行うことにな

る。また、連携ザーバ2 は、図 5に示すフローチヤートのS 3 6の段階で、ブログザー

バ 3 からトラックバックを受けると、コンテンソザーバ と同様に、比較処理、比較に

より一致した場合のトラックバックの受け付け、一致しない場合のトラックバックの受け

付け拒否等を行 ことになる。以上のような処理を行 ことで、コンテンツを転載したブ

ロクページの作成に連動してトラックバックを送るようにしても、図3等に示すコンテン

ソページ画面6、図5 に示す管理人一シ画面2 7に、無関係なトラックバックが載る

ことを防止でき、各人一シ画面の品質維持に貢献できる。

０143 なお、ワンタイムトラックバック は、上述したように、発行したワンタイムトラックバ

ック を一時的に記憶する以外に、ワンタイムトラックバック の可変アドレス部

分を一定の計算式 (たとえば、一定の文字列を所定の条件に基づき変換して符号ィヒ

する内容の計算式) の計算結果に基づいて生成すると共に、トラックバックがあれば、

そのトラックバックに係る に含まれる可変アドレス部分を復古して、前記一定の

計算式により生成されたか否かを判断するようにしてもよい。この場合、トラックバック

に係る の可変アドレス部分が前記一定の計算式により生成されたものと判断さ

れれば、そのトラックバックを受け入れる一方、可変アドレス部分が前記一定の計算

式により生成されたものでないと判断されれば、そのトラックバックの受け入れを拒否

することになる。

０144 また、図 3に示すフローチヤートにおけるS 4の段階で、連携ザーバ 2 が図6の

収集コンテン"ソデータベース2 5を利用することで、コンテン"ソザーバ へのコンテン

"ソの要求を毎回行うことを省略可能にする処理手順を採用してもよい。

０145 図 9 (a) に示すフローチヤートは、図6の収集コンテン"ソデータベース2 5を利用で

きるようにした処理手順を示すものであり、図 3のフローチヤートのS 4の段階と置き

換わるものである。図 g (a) のフローチヤートを用いた場合の処理内容を説明すると

、まず、連携サ一バ2 ほ、ユーザコンピュータから(たとえば、ユーザコンピュータ2か
ら) 返信データを受信すると、連携ザーバ 2 は、S 8の段階で送信された作成指示デ



一夕に含まれる記事 に応じたコンテンツデータ (及びコンテンツ付随データ等 ) を、

図6の収集コンテンツデータベース2 5から検索する (S 4０)

０146 検索の結果、該当するコンテンツデータが無かった場合 (5 4０:該当無し) 、図 3

のフローチヤートのS 4の段階と同様に、上記の記事 に応じたコンテンツデータを

要求する要求データをコンテンツザーバ へ送信して、コンテンツ要求を行う (S 5

０) 。なお、この場合、以降の処理は図 3のフローチヤートのS 5以降と同等の流れ

になり、コンテンツザーバ が、要求に係るコンテンツデータ等を連携ザーバ 2 へ

送信して、順次以降の処理を行う。

０147 一方、検索の結果、該当するコンテンツデータが有った場合 (5 4０:該当有り) 、連

携ザーバ 2 は、コンテンツザーバ ヘコンテンツの要求データを送信することなく、

該当したコンテンツデータ (及びコンテンツ付随データ等 ) を収集コンテンツデータベ

ース2 5から読み出す。そして、連携サ一バ 2 ほ、その読み出したコンテンツデータ

等を用いて図 3のフローチヤートに示すS 6及びS 7の段階に応じた処理を行うこ

とになり、S 8の段階に応じた処理は、既に同等のコンテンツデータを収集コンテン
、ソデータベース2 5に格納しているので省略し、以降は、図 4及び図 5等に示すフ

ローチヤートの処理を行って、S 28の段階で、少なくともコンテンツデータの をブ

ログザーバ 3 へ送信することになる。このように、図 g (a) のフローチヤートに示す処

理を導入することで、連携ザーバ 2 の収集コンテンツデータベース2 5を有効に利用

することができ、コンテンツザーバ へのコンテンツ要求を最小限に抑えられる。

０148 また、対象となるコンテンツが、新鮮度の要求されるもの又は更新頻度が高く時間

の経過と共に内容が変わるもの等である場合 (二ュ一スコンテンツなどの場合 ) は、収

集コンテンツデータベース2 5に格納されてからの期間も考慮して、コンテンツサ一バ

ヘコンテンツ要求を行うか否かを判断するようにしてもよい。

０149 図 b に示すフローチヤートは、収集コンテンツデータベース2 5への格納期間も

考慮した場合の処理手順を示すものであり、この処理手順を適用する場合は、連携

ザーバ 2 の 2 c O d又はハードデイスク装置2 のいずれかに予め比

較基準となる基本時間 (たとえば、 ０日間に応じた24０時間) ，を記憶しておくことにな

る。図 b のフローチヤートは、図 g a のフローチヤートをべ一スにしたものであ



り、図 b のS 4 の段階からS 5 の段階へと至る処理の流れは、図 g (a) の

4０の段階からS 5０の段階へと至る処理の流れと同等である。

０15０ また、対象となる記事 に応じたコンテンツデータを収集コンテンソデータベース2

5で検索した結果、該当するコンテンツデータが有った場合 (S 4 :該当有り) 、連携

ザーバ 2 は、その該当したコンテンツデータが、収集コンテンツデータベース2 5に

格納されてから今回の検索時に至るまでの時間を、収集コンテンツデータベース2 5

の格納時の記憶 日時と、連携サ一バ 2 のCP 2 a等が有するクロック・カレンダー

機能による現在 日時との差から算出する (S 42) 。そして、連携ザーバ 2 は、算出し

た時間と基本時間とを比較して、算出した時間が基本時間以上であるか否かを判断

する (S 43)

０15 1 算出した時間が基本時間以上である場合 (S 4 3 : S)、該当したコンテンツデー

タは古いものと判定され、更新等されているおそれがあるので、連携ザーバ 2 はコン

テンツザーバ ヘコンテンソ要求を行う (S 5 ) 。一方、算出した時間が基本時間

以上で無い場合 (S 4 3 : ) 、該当したコンテンツデータは新鮮度を維持していると

考えられるので、以降の処理は、図 g (a) のS 4０で該当有りの場合と同等になる。

以上のように、某本時間との比較もさらに行えば、収集コンテンソデータベース2 5に

おける格納時間までも考慮にいれて、収集コンテンツデータベース2 5を利用できる。

０152 また、図 4、図 5等に示すフローチヤートにおける各段階の処理は、適用されるシ

ステム及びザ一ビスに対する考え方に合わせて適宜順番を前後することも可能であ

る。たとえば、アクセスしてきたユーザが、意味もなく図3のブログボタン7a～7c又は

図 8 (b)のブログアイコンボタン a等を選択する操作を行っても、連携ザーバ2 等

が出来るだけ無用な処理を行わないようにするためには、図 3におけるS 4の段階

からS 8までの段階の処理を、図 4におけるS 2 7の段階が終わった後に挿入するよ

うにしてもよい。

０153 この場合、連携ザーバ2 は、ユーザコンピュータからS 3の段階で送信された返

信データを受信すると、S 9の段階へ移行して、記事 等をブログザーバ 3 へ送信

することになる。また、S 27の段階でブログサーバ 3 から送信されたユーザ 等を連

携ザーバ 2 が受信すると、ブログ作成システム としては、図 3に示すS 4の段階



からS 8の段階の処理を行うことになり、その後、連携ザーバ 2 が図 4のS 28の段

階における処理 (各種データの送信 ) を行うことになる。このような処理手順にすると、

連携ザーバ 2 の主要な処理 (S 4の段階からの処理) が、図 4のS 2 5の段階にお

けるユーザ認証の済んだ後 (ユーザ とパスワードが一致した後 ) に行われることに

なり、ユーザの無意味な操作に追従して、連携ザーバ2 が無用な処理を行うと云う

事態を回避することができる。

０154 さらに、別の変形例としては、図 4に示すフローチヤートにおけるS 9の段階で、

連携ザーバ 2 が記事 をブログザーバ 3 へ送信する替わりに、ユーザコンピュータ

のブラウザプログラムのリダイレクト処理により、ユーザコンピュータからブログザーバ 3

へ記事 を送信すると云う処理の流れにすることも可能である。

０155 図2０は、図 4に示すフローチヤートのS 9の段階からS 2 の段階までの処理内容

の変形例を示し、ユーザコンピュータから記事 を送信する処理手順を表している。

この変形例において、連携ザーバ2 は、図 3のフローチヤートにおけるS 8の段階

で、伝載記述データ及びトラックバック を収集コンテンツデータベース2 (図6

参照 ) に格納すると、格納した伝載記述データ等に対応付けられた記事 と、リンク

データベース28から読み出したブログザーバアドレス (図 2のフローチヤートにおけ

るS 8の段階で取得したブログザーバ 3 に係るブログザイト に紐付けられたブログ

ザーバアドレス ) とをユーザコンピュータ2へ送信する (S g )

０156 ユーザコンピュータ2は、連携ザーバ 2 から記事 及びブログザーバアドレスを受

信すると、起動しているブラウザプログラムのリダイレクト処理により、受信したブログ

ザーバアドレスに某づき、連携ザーバ 2 から送信された記事 をブログザーバ 3 へ

送信する (S 92) 。記事 を受信したブログザーバ 3 は、ユーザ確認ぺ一ジデータ

34a をザイトページデータベース34から読み出し、ユーザコンピュータ2のアドレスデ

ータを参照して、ユーザ確認ぺ一ジデータ34a をユーザコンピュータ2へ送信する (S

2００) 。そして、ユーザコンピュータ2は、ユーザ確認ぺ一ジデータ34a を受信すると、

そのユーザ確認ぺ一ジデータに応じたユーザ確認ぺ一ジ画面3 7をブラウザ上に表

示する (S 2 ０) S 2 ０の段階より後は、図 4のフローチヤートのS 22の段階以降と

同等になる。



０157 さらに、図 4のフローチヤートにおける527 の段階においても、ブログザーバ 3 が

直接的に連携ザーバ2 ヘユーザ 等を送信する替わりに、一且ユーザコンピュー

タを介してから連携ザーバ2 へ送信すると云ぅ処理の流れにすることも可能である。

なお、上述した多数の様々な変形例は、適宜細み合わせて適用することも勿論可能

である。

０158 実施の形態2

図2 は本発明の第2実施形態のブログ作成システムで適用される簡易編集ぺ一ジ

画面7０を示している。本発明の第2実施形態は、某本的に図 に示す構成と同等の

システムで行われるが、図2 の簡易編集ぺ一ジ画面7０に応じたぺ一ジ画面データ

が、連携ザーバよりユーザコンピュータヘ送信されることが、第 実施形態との主な相

違点になっている。以下、第2実施形態の内容について、第 実施形態と典なる点を

中心にして説明する。なお、第2実施形態は、某本的な構成が第 実施形態と同等

であるため、以下の説明で、第 実施形態と共通するものは、第 実施形態と同じ符

号を用いる。

０159 まず、図2 に示す簡易編集ぺ一ジ画面7０について説明する。この画面に応じた

ぺ一ジ画面データは、図4に示す連携ザーバ2 のぺ一ジデータベース24に格納さ

れて、ブログ作成を行ぅユーザコンピュータ (たとえば、ユーザコンピュータ2)へ送信

されると、ユーザコンピュータで起動しているブラウザ画面内で、図2 に示す形態で

表示される。

０16０ 簡易編集ぺ一ジ画面7０は、上方の位置に、作成するブログページのタイトルを入

力するタイトル入力欄7０aと、その下方にユーザのコメント(コメント本文) を受け付け

るコメント入力欄7０bを配置している。また、簡易編集ぺ一ジ画面7０は、タイトル入力

欄7０aの右方に、ブログページの作成を行ぅユーザが登録を行っているブログ作成

ザ一ビス (たとえば、 社のブログ作成ザ一ビス ) にログインするためのユーザ 入力

欄7０c及びパスワード入力欄7０dを配置している。さらに、簡易編集ぺ一ジ画面7０

は、パスワード入力欄7０dの下方に、伝載対象となるコンテシソに係る二ュ一スタイト

ル6 d、 、さいザイズのニュース画像G 及び著作権情報6cを配置している。さらにま

た、簡易編集ぺ一ジ画面7０は、確認ボタン7０e及び保存ボタン7０fを配置している。



なお、簡易編集ぺ一ジ画面7０は、非表示で伝載対象のコンテシソアドレス (二ュ一ス

記事のコンテシソアドレス、及び二ュ一ス画像のコンテシソアドレス ) が埋め込まれて

おり、また、図9に示す第 実施形態の編集ぺ一ジ画面3 9に比べて、機能が簡易化

されており、たとえば、コメント入力欄7０bでは、単に文字入力を受け付けるだけにな

っており、図9の編集ぺ一ジ画面3 9のように入力された文字に対する装飾機能等は

省略されている。

０161 このような簡易編集ぺ一ジ画面7０に係る簡易編集ぺ一ジデータは、前述したように

連携ザーバ 2 のぺ一ジデータベース24に記憶されているが、確認ボタン7０e及び

保存ボタン7０fは、ユーザの登録先のブログ作成ザ一ビスと関連したものが要求され

るので、各社のブログ作成ザ一ビスのザイト用のボタン(確認ボタン7０e 、保存ボタン

7０f) のデータが連携ザーバ2 のハードディスク装置2 に、各社のブログザイト

に対応づけて記憶されている。なお、これらのボタン7０e 7０fが選択された場合のリ

ンク先は、連携ザーバ 2 になっている。また、保存ボタン7０fが選択されると、簡易編

集ぺ一ジ画面7０で入力を受け付けたデータ (ユーザのコメント等 )及び埋め込まれた

データ (コンテシソアドレス等 ) が、フログ件灰ザ一ビス (ブログザーバ )へのアクセス

用のアドレスデータと共に、連携ザーバ 2 へ送信される旨の記述 (スクリプト系の言

語による記述 ) 等が、保存ボタン7０fに係るボタンデータには含まれている。

０162 さらに、ブログページの作成処理が開始されて、図3のブログボタン7a～7cのいず

れかで選択を受け付けて、図 2のフローチヤートにおけるS 8の段階で、ユーザコン

ピュータ2から送信される作成指示データ (選択された会社のブログザーバに係るブ

ログザイト を含む) に某づいて、連携ザーバ 2 は、作成指示データに含まれるブロ

グザイト に応じたブログザーバ用のボタン (たとえば、 社のブログ作成ザ一ビスに

係るブログザーバ 3 用のボタン) を配置した簡易編集ぺ一ジデータの某本部分を生

成することになる。

０163 また、連携ザーバ 2 は、図 3のフローチヤートにおけるS 5の段階を経て、コンテ

、ンソデータ及びコンテシソ付随データ等を受信すると、S 6～S 8の段階の処理を

行ってから、上述した図2０に示す簡易編集ぺ一ジ画面7０に応じた簡易編集ぺ一ジ

データを、ブログページの作成 (編集 ) を行うユーザコンピュータ (例えばユーザコン



ピュータ2 へ送信することになる。なお、連携ザーバ 2 は、送信対象の簡易編集ぺ

一ジデータに、伝載対象のコンテン"ソデータの記憶場所に係る (コンテン"ソアド

レス ) を非表示で埋め込むと共に、コンテン"ソデータの一部 (画像データ) に相当する

小さい寸法のニュース画像、ニュースタイトル及び著作権情報等を表示可能に埋め

込んでから、送信処理を行っている。

０164 さらに、連携ザーバ 2 は、ブロク作成処理を行ぅユーザコンピュータからブログのコ

ンテン"ソとなるユーザのコメント等 (入力受付内容及び埋め込まれた内容等 ) を受信

すると、受信したコメント及びコンテン"ソアドレス等のデータをブログザーバ 3 が格納

できるデータ形式に変換する処理を行ってから、変換したブログ内容に係るデータ (

ユーザ 及びパスワード等も含む) を、図 2のS 8の段階で送信された作成指示デ

ータに含まれるブログザイト に対応するブログザーバ (たとえば、 社のブログザー

バ 3 )へ送信する処理を行ぅ。なお、このよぅな第2実施形態における連携ザーバ 2

の特有な各種処理は、連携処理プログラム23が規定する。

０165 また、第2実施形態のブログザーバ 3 の処理は、第 実施形態と比べて簡略ィヒされ

たものとなり、連携ザーバ 2 から、ユーザ 及びパスワードを含むブログ内容に係る

データを受信すると、図 4のフローチヤートのS 2 5の段階の処理 (ユーザ 及びパ

スワードの一致判断) を了 、刊 、一致する場合は、受信したデータ (ブログのコンテンツ

となるユーザのコメント等 ) をユーザ に対応するユーザブログフオルダに格納するこ

とになる。

０166 図22に示すフローチヤートは、連携ザーバ 2 が簡易編集ぺ一ジデータを送信する

段階からの第2実施形態の処理手順 (第2実施形態に係るブログ作成システムが行ぅ

ブログ作成万怯の内容 ) を示している。図22に示すフローチヤートは、第 実施形態

の図 3のフローチヤートにおけるS 8の段階の後に続くものであり、以下、図2 2のフ

ローチヤートに従って第2実施形態の主要な内容を説明する。なお、第2実施形態に

おいても第 実施形態と同様に、ユーザコンピュータ2のユーザが、 社の提供する

ブログ作成ザ一ビスを利用して、ブログページの作成を行ぅものとする。

０167 まず、連携ザーバ2 は、図 3のフローチヤートの処理手順で、S 8の段階まで進

むと、簡易編集ぺ一ジデータを生成し、その簡易編集ぺ一ジデータをユーザコンピュ



一タ2へ送信する (55０)。簡易編集ぺ一ジデータを受信したユーザコンピュータ2は

、起動しているブラウザ画面内に、受信した簡易編集ぺ一ジデータに応じた簡易編

集ぺ一ジ画面7０(図2 参照 )を表示する (S5 )。それからユーザコンピュータ2は、

ユーザの操作によりブログに係るタイトル及びコメント等の入力を受け付けると共に、

ユーザ 及びパスワード等の入力を受け付ける (S5 2)。それから、ユーザコンピュー

タ2は、簡易編集ぺ一ジ画面7０の保存ボタン7０fの選択を受け付けたか否かを判断

する (S53) 。保存ボタン7０fの選択を受け付けなかった場合 (S53 : ) 、ユーザコ

、ンピュータ2は、本発明の本筋とは典なる他の処理を了刊 (S5 4) S 54段階以降の

処理の説明は省略する。

０168 また、保存ボタン7０fの選択を受け付けた場合 (S53 : S)、ユーザコンピュータ2

は、簡易編集ぺ一ジ画面7０で入力を受け付けた内容 (タイトル、コメント、ユーザ

及びパスワード等)及び埋め込まれたコンデスソデータに係るコンデスソアドレス等を

、ブログザーバ3 へのアクセスデータと共に、保存ボタン7０fのリンク先の連携ザー

バ2 へ送信する (S55) 。連携ザーバ2 は、受信したタイトル及びコメント等を、保存

形式のデータに変換してから、各種データ (変換したデータ、ユーザ 及びパスワー

ド等)を、図 2のS 8の段階で送信された作成指示データに含まれるブログザイト

にリンクデータベース28で紐付けられたブログザーバアドレスを参照してブログザー

バ3 へ送信する (556) 。各種データ等を受信したブログザーバ3 (外部のザーバ

装置に相当) は、受信したデータの中に含まれるユーザ とパスワードが一致するか

否かを、図 ０に示すユーザデータベース35を参照して判断する (S57) 。ユーザ

とパスワードが一致しない場合 (S57 : ) 、ブログザーバ3 は、本発明の本筋とは

典なる他の処理をィ〒 (S58 、 57段階以降の処理の説明は省略する。

０169 一方、ユーザ とパスワードが一致した場合 (S57 : S)、ブログザーバ3 は、コ

メント等のデータを、ユーザ に応じたブログデータベースのユーザブログフオルダ (

たとえば、第 ユーザブログフオルダ36a) に格納する (559) 。この後は、第 実施形

態と同様に、ブログザーバ3 は、今回格納したユーザブログフオルダに応じたユー

ザブログ を、格納したタイトルと共にトラックバックとして、コンテシソザーバ の

ブログに伝載した二ュ一ス記事ぺ一ジの 及び連携ザーバ2 の管理ぺ一ジの



を参照し、コンテンソザーバ 及び連携ザーバ 2 へ送信することになる (図 5の

フローチャートの536 の段階参照 ) 。

０17０ 第2実施形態では、以上のよぅに、連携ザーバ 2 が簡易編集ぺ一ジデータを送信

することで、ブログページの作成に係る全体的な処理呈を第 実施形態に比べて低

減することができ、より効率的な処理を実現できる。なお、上述した以外についての

第2実施形態の内容は、第 実施形態と同等であり、また、第 実施形態で述べた多

数の様々な変形例も、第2実施形態で適用可能になっている (第 実施形態の各種

変形例を細み合わせて適用することも可能 ) 。特に、ブログに利用可能なコンテンツ

のコンテン"ソデータをコンテン"ソザーバ 内に留めておき、作成されたブログページ

を表示する際だけ、表示先のユーザコンピュータに配信する変形例の場合、コンテン

"ソザーバ が、コンテン"ソデータ及びコンテン"ソ付随データ等を蓄えるコンテン"ソデ

ータベース 7を有し、連携ザーバ 2 へ、コンテン"ソデータベース 7内のコンテンツ

データの記憶場所を表す (コンテン"ソアドレス )及びコンテン"ソ付随データの記

憶場所を表す 等が送信され、連携ザーバ 2 は、これらの と一部のコンテ

ン"ソデータ等を埋め込んだ簡易編集ぺ一ジ画面のデータをユーザコンピュータヘ送

信することになる。

０17 1 さらに、図2 の簡易編集ぺ一ジ画面7０で入力された内容等を、第 実施形態と同

様に装飾することが要求される場合などは、図22のフローチャートの557 の段階の

処理 (ユーザ とパスワードの一致判断) を行って、一致した場合、受信した各種デ

ータ等を埋め込んだ編集ぺ一ジデータ34c をユーザコンピュータ2へ送信し、ユーザ

コンピュータ2は、受信した編集ぺ一ジデータ34c に応じた編集ぺ一ジ画面3 9を表

示して、各種装飾処理を行ってから、ブログザーバ 3 へ再送し、ブログザーバ 3 は

受信したデータをユーザブログフオルダに格納するとよい。このよぅにすれば、編集ぺ

一ジ画面3 9で文字装飾等を行えるので、ブログページの見栄えを第 実施形態と同

様にユーザの希望する通りに仕上げることが可能となる。

産業上の利用可能性

０172 本発明は、ユーザコンピュータ、ウェブザーバ、及びブログザーバを連携する処理

を行ぅ連携ザーバを新たに設けることで、ウェブザーバから配信されるウェブザイトに



含まれるコンテンツを伝載して、ユーザがブログ (ウェブページ)を作成する際、複数

のブログ作成ザ一ビスの中からユーザが登録しているブログ作成サービスをスムーズ

に利用できるようにする用途に好適となる。



請求の範囲
、コンテンソに応じたコンテ 、ンソデータをコンテ 、ンソ識別情報に対応付けて記憶する

第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスして前記コンテン"ソを含むウェブザイトを

表示するステップと、前記コンテン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を前

記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅステップとを備え、前記ウェブページの

作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ装置で行ぅと共に、前記編集ぺ一ジの

提供を第3ザーバ装置で行ぅウェブページ作成方法であって、

前記通信端末装置は、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテン"ソを伝載するウェ

ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテン"ソに応じたコンテン"ソ識別情

報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含まれるコンテ 、ンソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要求データを前記第 ザーバ装置

へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテン、ソ要求データを受信した場合、受信した前記

コンテ 、ンソ要求データで指定されたコンテ 、ンソ識別情報に対応するコンテン"ソデータ

を読み出して前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテン、ソデータを受信した場合、受信した前記コン

テ 、ンソデータを記憶すると共に、記憶した前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコ

ンテン"ソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信し、

前記第3ザーバ装置は、前記コンテン、ソアドレスを受信した場合、受信した前記コン

テン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、

前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し

、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記

編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテンソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信す

ることを特徴とするウェブページ作成方法。

2 前記第3ザーバ装置は、複数であり、

前記通信端末装置は、複数の前記第3ザーバ装置のそれぞれに対応して前記作

成指示の受け付けが可能にしてあると共に、作成指示を受け付けた場合、前記作成



指示に対応した前記第3ザーバ装置を識別する第3ザーバ装置識別情報を含む作

成指示データを第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、受信した前記作成指示データに含まれる第3ザーバ装置

識別情報で識男 される第3ザーバ装置へ、前記コンテン"ソアドレスを送信する請求項

に記載のウェブページ作成方法。

、
3 コンテンソに応じたコンテン"ソデータをコンテシソ識別情報に対応付けて記憶する

第 サ一バ装置へ通信端末装置がアクセスして前記コンテンツを含むウェブサイトを

表示するステップと、前記コンテシソを伝載するウェブページの作成に係る処理を前

記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅステップとを備え、前記ウェブページの

作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ装置で行ぅウェブページ作成方法であ

って、

前記通信端末装置が、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテシソを伝載するウェ
ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテシソに応じたコンテシソ識別情

報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データを前記第 ザーバ装置

へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテシソ要求データを受信した場合、受信した前記

コンテシソ要求データで指定されたコンテシソ識別情報に対応するコンテン"ソデータ

を読み出して前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデータを受信した場合、受信した前記コン

テシソデータを記憶すると共に、記憶した前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコ

ンテシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、

前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し

、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記

編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテシソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信す

ることを特徴とするウェブページ作成方法。

4 複数の第3ザーバ装置が、作成されるウェブページに係るデータを記憶できるよぅ



にしてあり、

前記通信端末装置は、前記複数の第3ザーバ装置のそれぞれに対応して前記作

成指示の受け付けが可能にしてあると共に、作成指示を受け付けた場合、前記作成

指示に対応した前記第3ザーバ装置を識別する第3ザーバ装置識別情報を含む作

成指示データを第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、受信した前記作成指示データに含まれる第3ザーバ装置

識別情報で識男 される第3ザーバ装置へ、前記通信端末装置から送信された前記コ

メント及び前記コンテシソアドレスを送信する請求項3に記載のウェブページ作成方

法。

5 前記第3ザーバ装置は、送信されてきた前記コメント及び前記コンテンソアドレスを

ウェブページに係るデータとして記憶し、

前記第3ザーバ装置は、前記ウェブページに係る閲覧要求を閲覧端末装置から受

信した場合、記憶する前記コメント及び前記コンテシソアドレスを読み出して前記閲

覧端末装置へ送信し、

前記閲覧端末装置は、前記コメント及び前記コンテシソアドレスを受信した場合、受

信した前記コンテンソアドレスに某づいて、前記第2ザーバ装置ヘコンテシソデータ

の取得要求を送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデータの取得要求を受信した場合、取得

要求に係るコンテシソデータを読み出して前記閲覧端末装置へ送信し、

前記閲覧端末装置は、前記コンテシソデータを受信した場合、受信した前記コンテ

スソデータに応じたコンテシソと共に、前記第3ザーバ装置から受信したコメントを表

示する請求項 、2、4のいずれか 項に記載のウェブページ作成方法。

6 前記第 ザーバ装置は、コンテシソに付随する付随データをコンテシソ識別情報に

対応付けて記憶しており、前記コンテシソ要求データを受信した場合、前記コンテン

ソデータと共に、前記付随データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデータ及び付随データを受信した場合、前

記コンテシソデータと共に前記付随データを記憶し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテシソデータの取得要求を受信した場合、取得



要求に係るコンテシソデータ及び付随データを読み出して前記閲覧端末装置へ送

信する請求項 5に記載のウェブページ作成方法。

7 前記第2ザーバ装置は、管理ウェブザイトをネットワーク上に設けており、前記管理

ウェブザイトに係る管理ザイトアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信し、

前記第3ザーバ装置は、送信されてきた前記コメント及び前記コンテンソアドレスを

ウェブページに係るデータとして記憶した場合で、前記第2ザーバ装置から送信され

た前記管理ザイトアドレスを受信したとき、前記ウェブページのぺ一ジアドレスを、前

記管理ザイトアドレスに某づきトラックバックとして前記第2ザーバ装置へ送信する請

求項 、2、4、5、6のいずれか 項に記載のウェブページ作成方法。

8 前記第2ザーバ装置は、

前記管理ウェブザイトに係る管理ザイトアドレスとして、固定アドレス部分に可変アド

レス部分を付加した管理サイトアドレスを作成し、作成した管理サイトアドレスを記憶し

トラック ックとしてぺ一ジアドレスを受信した場合、前記トラックバックの送信先とな

るザイトアドレスと、記憶する管理ザイトアドレスとを比較し、

比較の結果、両方のザイトアドレスが一致する場合、受信したぺ一ジアドレスを前記

管理ウェブザイトに迫加する請求項7に記載のウェブページ作成方法。

9 前記第 ザーバ装置は、前記コンテシソ要求データを受信した場合、前記コンテン
、ソに係るウェブザイトのザイトアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記ザイトアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信し、

前記第3ザーバ装置は、送信されてきた前記コメント及び前記コンテンソアドレスを

ウェブページに係るデータとして記憶した場合で、前記第2サ一バ装置から送信され

た前記ザイトアドレスを受信したとき、前記ウェブページのぺ一ジアドレスを、前記ザ

イトアドレスに某づきトラック ックとして前記第 ザーバ装置へ送信する請求項 、2、

4、5、6、7、8のいずれか 項に記載のウェブページ作成方法。

０ 前記第 ザーバ装置は、

前記ザイトアドレスとして、固定アドレス部分に可変アドレス部分を付加したザイトア

ドレスを作成し、作成したザイトアドレスを記憶し、



トラックバックとしてぺ一ジアドレスを受信した場合、前記トラックバックの送信先とな

るザイトアドレスと、記憶するザイトアドレスとを比較し、

比較の結果、両方のザイトアドレスが一致する場合、受信したぺ一ジアドレスを前記

コンテン"ソに係るウェブザイトに迫加する請求項9に記載のウェブページ作成方法。

前記第2ザーバ装置は、

前記第 ザーバ装置からコンテン"ソデータを受信した場合、受信したコンテン"ソデ

ータをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶し、

前記通信端末装置から前記作成指示データを受信した場合、前記作成指示デー

タに含まれるコンテン"ソ識別情報に対応するコンテン"ソデータを、記憶したコンテンツ

データから検索し、

検索の結果、該当するコンテン"ソデータが無かった場合、前記第 ザーバ装置へ

前記コンテン"ソ識別情報を指定した前記コンテン"ソ要求データを送信する請求項

乃至請求項 ０のいずれか 項に記載のウェブページ作成方法。

2 前記第2ザーバ装置は、

検索の結果、該当するコンテン"ソデータが有った場合、前記第 ザーバ装置へ前

記コンテン"ソ要求データを送信することなく、検索で該当したコンテン"ソデータの記

憶場所を示すコンテン"ソアドレスの送信を行ぅ請求項 に記載のウェブページ作成

方法。

3 前記第2ザーバ装置は、

予め某本時間を記憶しており、

前記第 ザーバ装置からコンテン"ソデータを受信した場合、受信したコンテン"ソデ

ータをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶 日時と共に記憶し、

検索の結果、該当するコンテン"ソデータが有った場合、該当するコンテン"ソデータ

に係る記憶 日時から検索時までの時間を算出し、

算出した時間と前記某本時間とを比較し、

比較の結果、算出した時間が前記某本時間より短い場合、前記第 ザーバ装置へ

前記コンテン"ソ要求データを送信することなく、検索で該当したコンテン"ソデータの

記憶場所を示すコンテン"ソアドレスの送信を行ぅ請求項 2に記載のウェブページ作



成方法。

4 コンテ 、ンソに応じたコンテン"ソデータをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶する

第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスして前記コンテン"ソを含むウェブザイトを

表示するステップと、前記コンテン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を前

記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅステップとを備え、前記ウェブページの

作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ装置で行ぅと共に、前記編集ぺ一ジの

提供を第3サ一バ装置で行 ウェブページ作成方法であって、

前記通信端末装置が、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテン"ソを伝載するウェ

ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテン"ソに応じたコンテン"ソ識別情

報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含ま 、れるコンテンソ識別情報を指定したコンテン"ソ要求データを前記第 ザーバ装置

へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテン"ソ要求データを受信した場合、受信した前記

コンテ 、ンソ要求データで指定されたコンテン"ソ識別情報に対応するコンテン"ソデータ

の記憶場所を示すコンテン"ソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場合、前記コンテン"ソア

ドレスを前記第3ザーバ装置へ送信し、

前記第3ザーバ装置は、前記コンテン"ソアドレスを受信した場合、受信した前記コン

テン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、

前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し

、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記

編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテン"ソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信す

ることを特徴とするウェブページ作成方法。

5 コンテ 、ンソに応じたコンテン"ソデータをコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶する

第 ザーバ装置へ通信端末装置がアクセスして前記コンテン"ソを含むウェブザイトを

表示するステップと、前記コンテンツを転載するウェブページの作成に係る処理を前

記通信端末装置が編集ぺ一ジに某づき行ぅステップとを備え、前記ウェブページの



作成に応じた装置間の連携処理を第2ザーバ装置で行ぅウェブページ作成方法であ

って、

前記通信端末装置が、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテシソを伝載するウェ
ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテシソに応じたコンテシソ識別情

報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データを前記第 ザーバ装置

へ送信し、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテシソ要求データを受信した場合、受信した前記

コンテシソ要求データで指定されたコンテシソ識別情報に対応する前記コンテンソデ

ータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2サ一バ装置は、前記コンテンツアドレスを受信した場合、受信した前記コン

テシソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信し、

前記通信端末装置は、前記編集ぺ一ジを受信した場合、前記編集ぺ一ジを表示し

、表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けたとき、受け付けたコメント及び前記

編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテシソアドレスを前記第2ザーバ装置へ送信す

ることを特徴とするウェブページ作成方法。
。

6 前記通信端末装置は、前記第 ザーバ装置ヘアクセスしてコンテシソに係るウェフ

ザイトの表示を行ぅにあたり、前記作成指示の受け付けが可能な表示パーツの要求

に係るパーツ要求データを前記第2ザーバ装置へ送信し、

前記第2ザーバ装置は、前記パーツ要求データを受信した場合、作成指示の受け

付けが可能な表示パーツを前記通信拙末装置へ送信し、

前記通信端末装置は、前記表示パーツを受信した場合、受信した表示パーツを前

記コンテシソに係るウェブザイトの中に配置して、前記ウェブザイトを表示する請求項

乃至請求項 5のいずれか 項に記載のウェブページ作成方法。

7 前記通信端末装置は、ブラウザプログラムに某づいたブラウザを介して、ウェブザイ

トを表示し、

前記第2ザーバ装置は、前記作成指示の受け付けが可能であると共にブラウザに



組込表示が可能な指示受付部に応じた表示規定データを前記通信端末装置へ送

信し、

前記通信端末装置は、前記表示規定データを受信した場合、受信した表示規定

データに応じた前記指示受付部をブラウザに細み込んで、前記ブラウザを介してウェ
ブザイトを表示する請求項 乃至請求項 6のいずれか 項に記載のウェブページ作

成方法。

8 コンテンツに応じたコンテンツデータをコンテシソ識別情報に対応付けて記憶する
。第 ザーバ装置と、前記第 ザーバ装置ヘアクセスして前記コンテシソを含むウェフ

ザイトを表示すると共に、前記コンテンソを伝載するウェブページの作成に係る処理

を編集ぺ一ジに某づき行ぅ通信端末装置と、前記ウェブページの作成に応じた装置

間の連携処理を行ぅ第2ザーバ装置と、前記編集ぺ一ジの提供を行ぅ第3ザーバ装

置とを備えるウェブページ作成システムであって、

前記通信端末装置は、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテシソを伝載するウェ
ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテシソに応じたコンテシソ識別情

報を含む作成指示データを前記第2ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、

前記第2ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテシソ要求データを前記第 ザーバ装置

へ送信する処理を行ぅ手段を備え、

前記第 ザーバ装置は、前記コンテシソ要求データを受信した場合、受信した前記

コンテシソ要求データで指定されたコンテシソ識別情報に対応するコンテンソデータ

を読み出して前記第2ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、

前記第2ザーバ装置は更に、

前記コンテ 、ンソデータを受信した場合、受信した前記コンテシソデータを記憶する

処理を行ぅ手段と、

前記 、コンテンソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを前記第3ザーバ装置

へ送信する処理を行ぅ手段とを備え、

前記第3サ一バ装置は、

前記 、コンテンソアドレスを受信した場合、受信した前記コンテンソアドレスを編集ぺ



一ジに埋め込む処理を行ぅ手段と、

前記コンテンツアドレスを埋め込んだ前記編集ぺ一ジを前記通信拙末装置へ送信

する処理を行ぅ手段とを備え、

前記通信端末装置は更に、

前記編集ぺ一ジを受信した場合、受信した編集ぺ一ジの表示処理を行ぅ手段と、

表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けた場合、受け付けたコメント及び前

記編集ぺ一ジに埋め込まれた前記コンテ 、ンソアドレスを前記第3ザーバ装置へ送信

する処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とするウェブページ作成システム。

9 コンテ 、ンソに応じたコンテ 、ンソデータをコンテ 、ンソ識別情報に対応付けて記憶する

第 ザーバ装置と、前記第 ザーバ装置ヘアクセスして前記コンテンソを含むウェブ

サイトを表示すると共に、前記コンテンツを転載するウェブページの作成に係る処理

を編集ぺ一ジに某づき行ぅ通信端末装置と、前記ウェブページの作成に応じた装置

間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置とを備えるウェブページ作成システムであって、

前記通信端末装置は、前記ウェブザイトに含まれる前記コンテン"ソを伝載するウェ

ブページの作成指示を受け付けた場合、前記コンテン"ソに応じたコンテン"ソ識別情

報を含む作成指示データを前記連携ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え

前記連携ザーバ装置は、作成指示データを受信した場合、前記作成指示データに

含まれるコンテ 、ンソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要求データを前記コンテン"ソザー

バ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、

前記コンテンツサ一バ装置は、前記コンテンツ要求データを受信した場合、受信し

た前記コンテ 、ンソ要求データで指定されたコンテン"ソ識別情報に対応するコンテンツ

データを読み出して前記連携ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段を備え、

前記連携ザーバ装置は更に、

前記コンテ 、ンソザーバ装 、置から前記コンテンソに応じたコンテン"ソデータを受信し

た場合、前記コンテン"ソデータの記憶処理を行ぅ手段と、

前記コンテ 、ンソデータの記憶場所を表すコンテン"ソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋



め込む処理を行ぅ手段と、

前記コンテンソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを前記通信端末装置へ送信する

処理を行ぅ手段とを備え、

前記通信端末装置は更に、

前記編集ぺ一ジを受信した場合、受信した前記編集ぺ一ジの表示処理を行ぅ手段

と、

表示した前記編集ぺ一ジでコメントを受け付けた場合、受け付けたコメント及び前

記コンテン"ソアドレスを前記連携ザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とするウェブページ作成システム。

外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ

ン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を外部の通

信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を

行ぅ連携ザーバ装置であって、

外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要

求データを外部のコンテン、ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、

前記コンテン"ソ要求データの送信に応じて前記 、コンテンソデータを受信した場合、

受信した前記コンテン"ソデータを記憶する処理を行ぅ手段と、

前記コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテ 、ンソアドレスを外部のザーバ装置へ

送信する処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とする連携ザーバ装置。

外部のコンテン"ソザーバ装置がコンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ

ン"ソデータに係るコンテン"ソを伝載するウェブページの作成に係る処理を外部の通

信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を

行ぅ連携ザーバ装置であって、

外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要

求データを外部のコンテン、ソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、



前記コンテスソ要求データの送信に応じて、外部のコンテシソザーバ装置における

前記コンテシソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを受信した場合、受信し

た前記コンテシソアドレスを外部のザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とする連携ザーバ装置。

22 外部のコンテシソザーバ装置がコンテシソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ

スソデータに係るコンテスソを伝載するウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一

ジに某づき外部の通信端末装置で行 場合に、前記ウェブページの作成に応じた装

置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置であって、

外部の通信端末装置から、コンテシソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテスソ要

求データを外部のコンテスソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、

前記コンテスソ要求データの送信に応じて前記コンテシソデータを受信した場合、

受信した前記コンテスソデータを記憶する処理を行ぅ手段と、

前記コンテスソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋

め込む処理を行ぅ手段と、

前記コンテスソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ送信す

る処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とする連携ザーバ装置。

23 外部のコンテシソザーバ装置がコンテシソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ

スソデータに係るコンテスソを伝載するウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一

ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ場合に、前記ウェブページの作成に応じた装

置間の連携処理を行ぅ連携ザーバ装置であって、

外部の通信端末装置から、コンテシソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテスソ要

求データを外部のコンテスソザーバ装置へ送信する処理を行ぅ手段と、

前記コンテスソ要求データの送信に応じて、外部のコンテシソザーバ装置における

前記コンテンツデータの記憶場所を示すコンテンツアドレスを受信した場合、受信し

た前記コンテシソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋め込む処理を行ぅ手段と、



前記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ送信す

る処理を行ぅ手段と

を備えることを特徴とする連携ザーバ装置。

24 通信手段及び記憶手段を有するコンピュータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコ

ンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ 、ンソデータに係るコンテ 、ンソを伝載す
るウェブページの作成に係る処理を外部の通信瑞末装置で行ぅ場合に、前記ウェブ

ページの作成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュータプログラムであって

コンピュータを、

外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定した 、コンテンソ要

求デー 、タを外部のコンテンソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を

行ぅ手段と、

前記コンテン"ソ要求データの送信に応じて前記コンテ 、ンソデータを受信した場合、

受信した前記コンテン"ソデータを前記記憶手段に記憶する処理を行ぅ手段と、

前記 、コンテン"ソデータの記憶場所を示すコンテンソアドレスを外部のザーバ装置へ

前記通信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段として機能させることを特徴とするコ

ンピュータプログラム。

25 通信手段及び記憶手段を有するコンピュータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコ

ンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶するコンテ 、ンソデータに係るコンテ 、ンソを伝載す
るウェブページの作成に係る処理を外部の通信瑞末装置で行ぅ場合に、前記ウェブ

ページの作成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュータプログラムであって

コンピュータを、

外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要

求データを外部のコンテン、ソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を

行ぅ手段と、



前記コンテスソ要求データの送信に応じて、外部のコンテシソザーバ装置における

前記コンテスソデータの記憶場所を示すコンテスソアドレスを受信した場合、受信し

た前記コンテシソアドレスを外部のザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処

理を行ぅ手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。

26 通信手段及び記憶手段を有するコンピュータに、外部のコンテシソザーバ装置がコ

ンテシソ識別情報に対応付けて記憶するコンテシソデータに係るコンテシソを伝載す

るウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ

場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュー

コンピュータを、

外部の通信端末装置から、コンテン"ソ識別情報を含む作成指示データを受信した

場合、前記作成指示データに含まれるコンテン"ソ識別情報を指定したコンテ 、ンソ要

求データを外部のコンテン、ソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を

行ぅ手段と、

前記コンテン"ソ要求データの送信に応じて前記コンテ 、ンソデータを受信した場合、

受信した前記コンテン"ソデータを前記記憶手段に記憶する処理を行ぅ手段と、

前記コンテン"ソデータの記憶場所を示す 、コンテンソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋

め込む処理を行ぅ手段と、

前記コンテン"ソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ前記通

信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段として機能させることを特徴とするコンピュー

27 通信手段及び記憶手段を有するコンピュータに、外部のコンテン"ソザーバ装置がコ

ンテン"ソ識別情報に対応付けて記憶す 、るコンテンソデータに係るコンテ 、ンソを伝載す

るウェブページの作成に係る処理を編集ぺ一ジに某づき外部の通信端末装置で行ぅ

場合に、前記ウェブページの作成に応じた装置間の連携処理を行わせるコンピュー

コンピュータを、

外部の通信端末装置から、コンテンソ識別情報を含む作成指示データを受信した



場合、前記作成指示データに含まれるコンテシソ識別情報を指定したコンテスソ要

求データを外部のコンテシソザーバ装置へ前記通信手段を通じて送信する処理を

行ぅ手段と、

前記コンテスソ要求データの送信に応じて、外部のコンテシソザーバ装置における

前記コンテシソデータの記憶場所を示すコンテシソアドレスを受信した場合、受信し

た前記コンテシソアドレスを前記編集ぺ一ジヘ埋め込む処理を行ぅ手段と、

前記コンテスソアドレスを埋め込んだ編集ぺ一ジを外部の通信端末装置へ前記通

信手段を通じて送信する処理を行ぅ手段として機能させることを特徴とするコンピュー
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