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(57)【要約】
【課題】ウェブページの状態をリアルタイムで更新する
。
【解決手段】本発明は、複数のゲスト情報リンクを含む
関連する情報を、格納、修正または読み取るウェブサー
バと、ゲスト情報リンクに対応するゲスト情報にアクセ
スするゲストサーバと、複数のストレージ情報を格納す
るとともに、ゲスト情報とストレージ情報とを比較する
比較器と、複数の画像を格納し、比較器の比較結果に基
づいて対応する画像を出力する画像データベースとを、
備えたウェブページ接続システムを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
インターネットに接続されるウェブページ接続システムであって、
インターネットから接続要求を受け取るとともに、前記接続要求に応じてユーザのウェブ
ページ情報にアクセスするウェブサーバと、
　前記接続要求に応じて、前記ユーザのウェブページ情報中のゲスト情報リンクに対応し
ているゲスト情報にアクセスするゲストサーバと、
　前記ゲスト情報とストレージ情報とを比較して、比較結果を生成する比較器と、
　複数の画像を格納するとともに、前記比較結果に基づいて、前記ゲスト情報リンクに対
応する一つのリンクマークとして、前記複数の画像のうちの一つを前記ユーザのウェブペ
ージ情報に出力する画像データベースと、を備えた、ことを特徴とするウェブページ接続
システム。
【請求項２】
前記ゲスト情報がゲスト情報の最終更新時間を含み、前記システムは、前記ゲスト情報を
構文解析して、前記ゲスト情報の最終更新時間を得る解析器をさらに備えた、ことを特徴
とする請求項１に記載のウェブページ接続システム。
【請求項３】
前記比較器中の前記ストレージ情報が現在時間であり、前記ゲスト情報の最終更新時間と
前記現在時間とを比較する、ことを特徴とする請求項２に記載のウェブページ接続システ
ム。
【請求項４】
前記比較器が閾値をさらに備え、もし前記ゲスト情報の最終更新時間と前記現在時間との
差が前記閾値よりも大きい場合、前記画像データベースが前記比較結果に基づいて出力す
る前記画像がアイドル状態を示す、ことを特徴とする請求項３に記載のウェブページ接続
システム。
【請求項５】
前記比較器が閾値をさらに備え、もし前記ゲスト情報の最終更新時間と前記現在時間との
差が前記閾値よりも小さい場合、前記画像データベースが前記比較結果に基づいて出力す
る前記画像がアクティブ状態を示す、ことを特徴とする請求項３に記載のウェブページ接
続システム。
【請求項６】
前記ユーザのウェブページ情報が、前記ゲスト情報に接続した前回の接続時間を含み、前
記解析器がさらに、前記ユーザのウェブページ情報を構文解析することで、前記前回の接
続時間を得るものであり、前記比較器中の前記ストレージ情報が前記前回の接続時間とし
て設定され、そして前記ゲスト情報の最終更新時間と前記前回の接続時間とを比較する、
ことを特徴とする請求項２に記載のウェブページ接続システム。
【請求項７】
もし前記ゲスト情報の最終更新時間と前記前回の接続時間とが異なる場合には、前記画像
データベースが出力する前記画像が更新状態を示す、ことを特徴とする請求項６に記載の
ウェブページ接続システム。
【請求項８】
特定時間の間隔で、前記ゲストサーバがインターネットを介して前記ゲスト情報にアクセ
スするためのタイマをさらに備えた、ことを特徴とする請求項１に記載のウェブページ接
続システム。
【請求項９】
前記画像データベースには複数の画像グループが格納されており、前記複数の画像が同一
の画像グループに属して、共通の役割特徴および異なる表情特徴を備えている、ことを特
徴とする請求項１に記載のウェブページ接続システム。
【請求項１０】
前記画像データベースには複数の画像グループが格納されており、前記複数の画像が異な
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る役割特徴を備えた異なる画像グループにそれぞれ属している、ことを特徴とする請求項
１に記載のウェブページ接続システム。
【請求項１１】
前記画像データベースの前記複数の画像の間が、共通の役割特徴および異なる表情特徴を
備えている、ことを特徴とする請求項１に記載のウェブページ接続システム。
【請求項１２】
複数の背景画像を格納して、前記複数の背景画像のうちの一つを前記ユーザのウェブペー
ジ情報中に出力する背景画像データベースをさらに備えており、出力された前記画像が前
記背景画像の上に表示される、ことを特徴とする請求項１に記載のウェブページ接続シス
テム。
【請求項１３】
ウェブページ接続方法であって、
　インターネットから接続要求を受け取るステップと、
　前記接続要求に応じて前記ユーザのウェブページ情報にアクセスするステップと、
　前記接続要求に応じて、アクセスされる前記ユーザのウェブページ情報中のゲスト情報
リンクに対応するゲスト情報にアクセスするステップと、
　前記ゲスト情報とストレージ情報とを比較するとともに、比較結果を生成するステップ
と、
前記比較結果に基づいて、前記ゲスト情報リンクに対応するリンクマークである画像を前
記ユーザのウェブページ情報中に出力するステップと、を含む、ことを特徴とするウェブ
ページ接続方法。
【請求項１４】
前記ゲスト情報がゲスト情報の最終更新時間を含み、前記方法は、前記ゲスト情報を構文
解析して、前記ゲスト情報の最終更新時間を得るものをさらに含む、ことを特徴とする請
求項１３に記載のウェブページ接続方法。
【請求項１５】
前記ゲスト情報とストレージ情報とを比較するものが、前記ゲスト情報の最終更新時間と
現在時間とを比較するものを含む、ことを特徴とする請求項１４に記載のウェブページ接
続方法。
【請求項１６】
もし前記ゲスト情報の最終更新時間と前記現在時間との差が閾値よりも大きい場合、前記
画像データベースが前記比較結果に基づいて出力する前記画像がアイドル状態を示す、こ
とを特徴とする請求項１５に記載のウェブページ接続方法。
【請求項１７】
もし前記ゲスト情報の最終更新時間と前記現在時間との差が前記閾値よりも小さい場合、
前記画像データベースが前記比較結果に基づいて出力する前記画像がアクティブ状態を示
す、ことを特徴とする請求項１５に記載のウェブページ接続方法。
【請求項１８】
前記ユーザのウェブページ情報が、前記ゲスト情報に接続した前回の接続時間を含み、前
記ゲスト情報とストレージ情報とを比較するものが、
　前記ゲスト情報の最終更新時間と前記前回の接続時間とを比較するものを含む、ことを
特徴とする請求項１４に記載のウェブページ接続方法。
【請求項１９】
前記ユーザのウェブページ情報を構文解析して、前記ゲストウェブページに接続した前回
の接続時間を得るものをさらに含む、ことを特徴とする請求項１８に記載のウェブページ
接続方法。
【請求項２０】
もし前記ゲスト情報の最終更新時間が前記前回の接続時間よりも後であった場合、前記画
像データベースが出力する前記画像が更新状態を示す、ことを特徴とする請求項１８に記
載のウェブページ接続方法。
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【請求項２１】
特定時間の間隔で、インターネットを介して前記ゲスト情報にアクセスするものをさらに
含む、ことを特徴とする請求項１３に記載のウェブページ接続方法。
【請求項２２】
共通の役割特徴および異なる表情特徴を備えた前記複数の画像のうちの一つを出力するも
のをさらに含む、ことを特徴とする請求項１３に記載のウェブページ接続方法。
【請求項２３】
異なる役割特徴を備えた前記複数の画像のうちの一つを出力するものをさらに含む、こと
を特徴とする請求項１３に記載のウェブページ接続方法。
【請求項２４】
背景画像を前記ユーザのウェブページ情報中に出力することで、出力された前記画像が前
記背景画像の上に表示されるものをさらに含む、ことを特徴とする請求項１３に記載のウ
ェブページ接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はウェブページ接続システムであって、具体的には、本発明はウェブページに接
続を要求する状態に基づいて、異なる画像のリンクマークを発生させるウェブページ接続
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは現在、広く大衆に使用されているメディアであって、ユーザはウェブ
ブラウザを介して、例えばポータルサイト、ネットニュースなどの各種ウェブページの情
報を取得することができる。また、個人化・差別化が強調される時代の到来に伴って、例
えば今流行の個人用ブログ（ｂｌｏｇ）といったインターネットに接続される個人用ウェ
ブページが新たに現われた。ユーザは例えば日記、ピクチャー、文章および画像・音楽な
どの情報をアップロードし、いつでも個人用ウェブページを更新して、インターネットを
介してその他の人の閲覧に供することができる。
【０００３】
　ユーザがいつでも他人の個人用ウェブページの更新内容を閲覧できるようにするために
、ネットワークデータ交換規格が構築されている。例えばＲＳＳ（ＲｅａｌｌｙＳｉｍｐ
ｌｅ Ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ）では、ユーザが一つのインターフェイスを介して、「購
読」に類似した方式で複数のニュースウェブページまたは他人の個人用ウェブページの更
新情報（ネットワークデータ交換情報）を取得することができる。一つのインターフェイ
スには、例えばネットワークデータ交換情報リーダ、またはユーザ自身の個人用ウェブペ
ージに挿入されているネットワークデータ交換情報リーダといったものがある。データ交
換規格は、ユーザがこれらウェブページに接続して、以上のウェブページの情報を閲覧す
るために、以上のウェブページのネットワークデータ交換情報の接続を提供している。
【０００４】
　しかしながら、現在使用されているネットワークデータ交換情報のインターフェイス、
例えばネットワークデータ交換情報リーダは、文字列形式のリンクである。ユーザが購読
しているウェブページに内容の更新があった場合、文字でネットワークデータ交換情報リ
ーダ上にてユーザに知らせるのみである。このような文字表現での区分はウェブページの
表現形態とは異なり、ユーザのウェブページの個人化というニーズを満たすことはできな
くなっている。したがって、本発明では、ユーザのニーズを満たすべく、特色を備えた個
人化されたウェブページ接続システムを提供するものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ユーザのニーズを満たすべく、個人化された特色およびウェブページ
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の状態をリアルタイムで更新するウェブページリンクを備えたウェブページ接続システム
を提供するところにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、ユーザの利便性を図るべく、ウェブページの状態をリアルタイム
で更新するリンク方法を備えたウェブページ接続方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のウェブページ接続システムは、ウェブサーバと、ゲストサーバと、比較器と、
画像データベースとを備えている。ウェブサーバには、複数のゲスト情報リンクが含まれ
るユーザのウェブページ情報が格納されて、読み取りが可能となっている。ゲスト情報リ
ンクにより、複数のゲスト情報に接続可能であり、そしてゲスト情報はゲストサーバ中に
格納されるとともにゲストサーバから読み取ることができる。比較器には複数のストレー
ジ情報が格納されるとともに、ゲスト情報とストレージ情報とを比較する。画像データベ
ースには複数の画像が格納されており、比較器の比較結果に基づいて、対応する画像をユ
ーザのウェブページ情報中に出力する。
【０００８】
　本発明のウェブページ接続方法は、インターネットから接続要求を受け取り、接続要求
に応じてユーザのウェブページ情報にアクセスし、接続要求に応じてゲスト情報にアクセ
スして、ゲスト情報とストレージ情報とを比較するとともに、比較結果を生成するステッ
プと、この比較結果に基づいて、ゲスト情報リンクのリンクマークとして、対応する画像
をユーザのウェブページ情報中に出力するステップとを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は本発明の一実施例におけるウェブページ接続システム１０の構成ブロック図であ
る。ウェブページ接続システム１０は少なくともウェブサーバ２０と、ゲストサーバ３０
と、比較器４０と、画像データベース５０とを備えている。この実施例においては、ウェ
ブサーバ２０はゲストサーバ３０および画像データベース５０に接続されており、そして
ゲストサーバ３０はさらに比較器４０に接続され、比較器４０はさらに画像データベース
５０に接続されている。一実施例においては、各構成要素がハードウェアであり、その間
が例えば有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮの接続方式で実現されてもよい。他の実施例におい
ては、ウェブページ接続システム１０の構成要素の一部が一台の装置内に組込まれて、そ
して構成要素の間が電気信号により接続されている。他の実施例においては、ウェブペー
ジ接続システム１０中の構成要素の一部が一台の装置の内部にてプログラムの形態で存在
し、ソフトウェアを実行することにより各構成要素の機能が達成される。
【００１０】
　ウェブサーバ２０は、複数のゲスト情報リンクが含まれているユーザのウェブページ情
報を格納して、読み取り可能である。ゲスト情報リンクにより複数のゲスト情報に接続で
きる。そしてゲスト情報はゲストサーバ３０中に格納されるとともに、ゲストサーバ３０
により読み取られる。比較器４０には複数のストレージ情報が格納されており、異なる実
施例に応じて、ストレージ情報の出所も異なるものであるが、これは後述する。画像デー
タベース５０には複数の画像が格納されている。一般的には、ユーザのウェブページ情報
とゲスト情報は、例えばテキスト、ピクチャー、動的画像または映像音声といった各種形
態の情報という具合に、閲覧、使用または編集可能なウェブページ情報またはその他の何
らかの形式の何らかの情報を含むことができる。ゲスト情報リンクは例えばＵＲＬリンク
といったゲスト情報の所在地のリンクである。好ましい実施例においては、ユーザのウェ
ブページ情報は、例えば個人のブログといった閲覧、使用または編集可能なウェブページ
であり、そしてゲスト情報は、例えばテキストまたは映像音声ファイルといったユーザが
ネットワークを介して接続可能な何らかの形式の情報である。
【００１１】
　続いて図１を参照されたい。ユーザのコンピュータ６０はインターネット１００を介し
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て前記ウェブページ接続システム１０に接続される。ユーザのコンピュータ６０が、ユー
ザのウェブページへのリンクを要求する接続要求を送出すると、ウェブサーバ２０はこれ
により受け取った接続要求に基づいて、ユーザのウェブページ情報を読み取る。ユーザの
ウェブページ情報中にはゲスト情報のリンクリストがあるので、ウェブサーバ２０がユー
ザのウェブページ情報を読み取ると同時に、ゲスト情報を格納したゲストサーバ３０もま
たゲスト情報を読み取ることになる。同時に、ゲストサーバ３０はゲスト情報を比較器４
０に送信し、比較器４０はゲスト情報と予め格納されている対応するストレージ情報とを
比較して、比較結果を生成するとともに画像データベース５０に送る。画像データベース
５０はこの結果に基づいて画像を前記ユーザのウェブページ情報に出力する。画像は、ユ
ーザのウェブページ情報中におけるゲスト情報リンクのリンクマークであり、下記にて詳
述する。
【００１２】
　図２ａのウェブページ接続システム１０において、ゲストサーバ３０は、所定時間、例
えば５分ごとに、ゲストサーバ３０がゲスト情報にアクセスするためのタイマ３０２を備
えている。具体的には、ゲストサーバ３０は周期的にインターネット１００を介して他方
の一端のゲストウェブページシステム７０から遠隔端のゲスト情報にアクセスして、もし
更新されていれば、ウェブサーバ２０にアクセスできるように、元のゲスト情報と交換し
て格納する。図１および図２ａに示す実施例において、ゲストサーバ３０はインターネッ
ト１００に直接接続され、インターネット１００を介してゲストウェブページシステム７
０からゲスト情報にアクセスしていることに注意されたい。しかしながら、その他の実施
例においては、ゲストサーバ３０はウェブサーバ２０を介してインターネットに接続され
ても良いため、ウェブサーバ２０からインターネット１００を介してゲストウェブページ
システム７０により遠隔端のゲスト情報にアクセスするとともに、さらにはゲスト情報を
ゲストサーバ３０に送信している。
【００１３】
　本発明のウェブページ接続システムはさらに、ウェブページ情報を構文解析する解析器
（ｐａｒｓｅｒ）を備えている。解析器はより詳細な用途として、ウェブページ情報中の
一部の特定情報を取得する。図２ａに示すように、一実施例において、解析器３０１はゲ
ストサーバ３０の中に設けられ、ゲスト情報を構文解析して、ゲスト情報の最終更新時間
を取得する。最終更新時間は、遠隔端に位置するゲスト情報中において内容が変更または
新規追加された最近の一回であり、例えば、ユーザが新たに文章をその個人のウェブペー
ジ中に追加した場合には、前記個人のウェブページの情報が更新されたと見なしている。
ゲスト情報の最終更新時間は、さらに比較器４０中に送信されて、対応するストレージ情
報と比較される。この実施例においては、比較器４０中の複数のストレージ情報の一つは
現在時間であり、例えば夜８時といった、つまりユーザのコンピュータ６０が接続要求を
行った時間である。より詳しく言えば、比較器４０はゲスト情報の最終更新時間と現在時
間とを比較し、得られた比較結果を画像データベース５０に入力する。具体的には、前記
比較器４０には、ゲスト情報が更新されているか否かを確定する閾値が別途格納されてい
る。もしゲスト情報の最終更新時間と前記現在時間との差が、比較器４０中の閾値よりも
大きい場合、画像データベース５０は比較結果に基づいて出力した画像を、例えば睡眠状
態または茫然とした状態の画像といったアイドル状態の画像として表示する。これは、ゲ
スト情報が前回更新から所定時間過ぎていることを表わしている。もし前記ゲスト情報の
最終更新時間と前記現在時間との差が閾値よりも小さい場合、画像データベース５０は比
較結果に基づいてアクティブ状態の画像として表示する。これは、ゲスト情報が前回更新
からまだ所定時間過ぎていないことを表わしている。
【００１４】
　本実施例においては、ゲストサーバ３０に設けられている解析器３０１以外に、他の解
析器２０１がウェブサーバ２０にさらに設けられ、ユーザのウェブページ情報において、
ゲスト情報リンクリストからゲスト情報に接続した時間、つまり前回の接続時間を記録し
ている。その後、この解析器２０１が構文解析した情報が比較器４０に入力され、比較器
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４０中のストレージ情報が前回の接続時間として設定され、そしてさらにはゲスト情報の
最終更新時間と比較される。もし比較結果が、ゲスト情報の最終更新時間が前回の接続時
間よりも後であることを示している場合、ゲスト情報中において新着のウェブページ情報
があるうえ、ユーザのコンピュータ６０によりまだ読み取られていないことを表わしてい
る。これを元に、画像データベース５０は前記比較結果に基づいて出力した画像を、更新
状態の画像として表示する。しかしながら、他の実施例においては、解析器は単体で独立
してウェブページ接続システム１０中に設けられ、そしてウェブサーバ２０およびゲスト
サーバ３０に接続されて、すべての構文解析の作業を行う。
【００１５】
　図２ｂは本発明のウェブページ接続システム１０中の比較器および解析器の他の実施例
である。図２ｂに示すように、ウェブページ接続システム１０はユーザのコンピュータ６
０を備え、そしてユーザのコンピュータ６０は解析器６０１と、比較器６０２とを備えて
いる。この実施例、例えば図２ａの実施例においては、ユーザのコンピュータ６０はイン
ターネット１００を介してウェブサーバ２０とでユーザのウェブページ情報にアクセスし
、そしてユーザのコンピュータ６０中の解析器６０１はユーザのウェブページに対して構
文解析を行って、取得すべき特定情報を得る。同様に、ユーザのコンピュータ６０はユー
ザのウェブページリンクを介してゲスト情報にアクセスするとともに、解析器６０１でゲ
スト情報に対して構文解析を行う。解析器６０１がユーザのウェブページ情報またはゲス
ト情報への解析が完了した後、それぞれ得られた特定情報は、例えば、ゲスト情報リンク
リストからゲスト情報に接続した前回の接続時間、および、ゲスト情報の最終更新時間と
なる。その後、ユーザのコンピュータ６０中の比較器６０２は、解析された特定情報とス
トレージ情報とを比較して、比較結果を得る。ユーザのコンピュータ６０が得た比較結果
はインターネット１００を介して画像データベース５０に送信されて、これにより対応す
る画像が出力される。比較器６０２およびユーザのコンピュータ６０の動作は上記した図
２ａにおける実施例と同じであるので、ここでは別途説明しない。
引き続き図２ａおよび図２ｂを参照されたい。本発明のウェブページ接続システム１０は
背景画像データバンク５０１をさらに備えている。図２ａに示す実施例においては、背景
画像データバンク５０１は画像データベース５０内に組込まれている。例えば、実際には
、画像データベース５０および背景画像データバンク５０１は一台の記憶手段内における
異なるブロック、例えば同じハードディスク内の異なるブロックとすることができる。し
かしながら、その他の実施例においては、背景画像データバンク５０１はウェブページ接
続システム１０に独立して設けられるとともに、ウェブサーバ２０に接続することができ
る。例えば、画像データベース５０および背景画像データバンク５０１は独立した２台の
ハードディスクとすることができる。背景画像データバンク５０１には複数の背景画像が
格納されており、ウェブサーバ２０に格納されているユーザのウェブページ情報中に送信
するとともに、さらに、画像データベース５０が出力する画像は出力する背景画像上に表
示される。
【００１６】
　以下において、本発明の画像データベース５０に格納されている画像およびその用途に
ついてより詳しく説明する。図３ａに示すように、一実施例においては、ユーザのウェブ
ページ中には複数のゲスト情報リンクが存在しており、画像データベース５０には複数の
画像グループＣ１～Ｃｎが格納されている。本実施例においては、同一の画像グループに
は、異なる役割特徴を備えた複数の画像が格納されており、しかも、異なる画像グループ
には、異なる役割特徴の画像ゲスト情報リンクを表わす異なる役割特徴の画像が格納され
ている。例示すれば、図３ｂに示す画像グループＣ１には複数の女の子のアニメーション
画像Ｐ１～Ｐｍが格納されており、そして図３ｃに示す画像グループＣ２には複数のクマ
のアニメーション画像Ｌ１～Ｌｏが格納されている。図３ｂおよび図３ｃから理解できる
ように、女の子のアニメーション画像およびクマのアニメーション画像は異なる役割特徴
を備えた画像である。さらには、同じ画像グループに属する複数の画像の間には、異なる
表情特徴が備わっている。例えば、画像グループＣ１に格納されている複数の女の子のア
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ニメーションはそれぞれ困った女の子のアニメーション、喜んだ女の子のアニメーション
または茫然とした女の子のアニメーションなどとすることができる。異なる表情特徴の画
像は、ゲスト情報の異なる状態を表わすことに供される。
【００１７】
　上記を元に、さらに詳しく説明すれば、画像データベース５０は本発明の前記比較器４
０が生成した比較結果に基づいて、ユーザのウェブページ情報およびゲスト情報の状態の
パターンとして対応する画像を出力するとともに、出力した画像は同時にユーザのウェブ
ページ情報中のゲスト情報リンクのリンクマークとされる。図３ｄを参照されたい。図３
ｄは本発明の一実施例におけるユーザのウェブページ情報ｗｂ１の概略図である。上記し
た女の子のアニメーションの実施例によれば、もし比較器４０の比較結果はゲスト情報の
最終更新時間と前記現在時間との差を示しており、比較器４０中の閾値よりも大きい場合
、ゲスト情報は随分長い間更新されていないことを表わしているので、図３ｄに示すよう
に、画像データベース５０が図３ｂのユーザのウェブページ情報ｗｂ１に出力した画像は
困った女の子のアニメーション画像Ｐ１である。図３ｄに示すように、ユーザのコンピュ
ータ６０のユーザはユーザのウェブページ情報ｗｂ１を介して、困った女の子のアニメー
ション画像Ｐ１をリンクマークのゲスト情報リンクとしてクリックして、ゲスト情報にア
クセスすることができる。また、図３ｄから理解できるように、画像データベース５０が
出力する画像Ｐ１（リンクマーク）は、背景画像データバンク５０１が出力する背景画像
ｂｇ１の上に配置されている。動的画像Ｐ１は、例えば女の子のアニメーション画像Ｐ１

が草原の背景画像ｂｇ１上を走ることができるという具合に、類似した動的画像の表現の
形式で背景画像ｂｇ１の上に配置されていることに注意されたい。
【００１８】
　図４は本発明の一実施例におけるウェブページ接続方法の簡略化したフローチャートで
ある。まず、ステップ１０１０を開始して、インターネットから接続要求を受け取る。例
示すれば、この接続要求は、ユーザのコンピュータがインターネットの他端から送出され
た信号とすることができる。ステップ１０２０において、接続要求に基づいてユーザのウ
ェブページ情報にアクセスする。続いてのステップ１０３０において接続要求に基づいて
ゲスト情報にアクセスするものは、まずアクセスされるユーザのウェブページ情報中にゲ
スト情報のリンク（ｌｉｎｋ）が含まれているので、このリンクは対応するゲスト情報に
アクセスすることができる。ステップ１０４０において、ゲスト情報とストレージ情報と
を比較するとともに、比較結果を生成する。続いて、ステップ１０５０にてこの比較結果
に基づいて、対応する画像を、ゲスト情報リンクのリンクマークとしてユーザのウェブペ
ージ情報中に出力する。
【００１９】
　図５は本発明の一実施例において比較結果を生成する方法をさらに詳しく説明するフロ
ーチャートである。前記したステップ１０４０の前において、ゲスト情報を構文解析して
、ゲスト情報に含まれるゲスト情報の最終更新時間を得るステップ１０３５が存在する。
構文解析により得られたゲスト情報の最終更新時間は、後続のステップ１０４０において
、ストレージ情報との比較に用いられるとともに、比較結果を得る。上記ステップ１０３
５は、異なる実施例においては、比較用として、異なるストレージ情報であり得る。この
うち、最終更新時間とは、遠隔端のゲスト情報中において内容が変更または新規追加され
た最近の一回を意味する。
【００２０】
　図６ａに示す実施例においては、ストレージ情報を、現在時間、つまりユーザのウェブ
ページにアクセスされた現時点として設定する。この実施例においては、ステップ１０３
５にて、ゲスト情報の最終更新時間と現在時間とを比較する。その後、異なる比較結果に
基づいて後続のステップ、例えばステップ１０４５を実行して、比較結果が閾値よりも大
きいか否かを判断する。もし比較結果が閾値よりも大きい場合、つまり、ゲスト情報の最
終更新時間と前記現在時間との差が閾値よりも大きい場合、引き続きステップ１０５０ａ
を実行する。比較結果に基づいて、アイドル状態を示す画像をリンクマークとして出力す
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る。ステップ１０４５において、もし比較結果が閾値よりも小さい場合、つまり、ゲスト
情報の最終更新時間と前記現在時間との差が閾値よりも小さい場合、引き続きステップ１
０５０ｂを実行する。比較結果に基づいて、アクティブ状態を示す画像をリンクマークと
して出力する。
【００２１】
　図６ｂは他の実施例のフローチャートであり、ストレージ情報を、前回のゲストウェブ
ページに接続した前回の接続時間として設定する。前回の接続時間は、前回ユーザのウェ
ブページのゲストウェブページリンクを介してゲスト情報に接続した時間を示す。この前
回の接続時間はユーザのウェブページ情報中にあって、ステップ１０３６により、ユーザ
のウェブページ情報を構文解析しなければ得られない。ステップ１０３６の後はステップ
１０４０であり、ゲスト情報の最終更新時間と前回の接続時間とを比較する。続いて、異
なる比較結果に基づいて後続のステップ、例えば１０４５を実行して、比較結果中におい
て、ゲスト情報の最終更新時間が前回の接続時間よりも後であるか否かを判断する。もし
ゲスト情報の最終更新時間が前回の接続時間よりも後であった場合、ステップ１０５０ａ
を実行して、ユーザのウェブページ情報上のゲスト情報のリンクマークとして、更新状態
を表わす画像を出力する。もしゲスト情報の最終更新時間が前回の接続時間よりも先また
は同時点であった場合には、ステップ１０５０ｂを実行して、ユーザのウェブページ情報
上のゲスト情報のリンクマークとして、例えばこれまでと同じ画像という具合に、更新が
ない状態を表わす画像を出力する。
【００２２】
　上記の手順を元に、以下にて、具体的な実施手順により、本発明のウェブページ接続方
法における画像を出力する方法をより詳しく説明する。２００７年８月２０日にステップ
１０３０を実行して、ユーザのウェブページから初めてあるゲスト情報にアクセスする。
このとき元々格納されていた情報中のゲスト情報の最終更新時間が２００７年６月２０日
であった場合、図６ａにおけるステップ１０４０において、比較結果を得ることができる
。仮にステップ１０４５において、この比較結果が閾値よりも大きい場合、ステップ１０
５０ａを実行して、前記ゲスト情報のリンクマークとして、例えば茫然とした女の子のア
ニメーションといったアイドル状態の画像をユーザのウェブページ情報中に出力する。同
様に、もしゲスト情報が２００７年８月２８日に情報の更新が発生しており、もし２００
７年９月１日にステップ１０３０を行った場合、ユーザのウェブページから２回目として
前記ゲスト情報にアクセスし、そしてステップ１０４０において、現在時間とゲストウェ
ブページの更新時間、つまり９月１日と８月２８日とを比較し、仮にステップ１０４５に
て得られた比較結果が閾値よりも小さい場合、この例中において仮に８月２８日と９月１
日との差である３日が所定の１０日という閾値よりも小さい場合、ステップ１０５０ｂを
実行し、前記ゲスト情報のリンクマークとして、例えば喜んだ女の子のアニメーションと
いったアクティブ状態の画像を出力する。上記した実施例においては、アクセスされる同
一のゲスト情報は、異なる状態において、そのリンクマークは例えばこの例における女の
子のアニメーションというように同じ役割特徴を備えた画像であり、そして例えば喜びま
たは茫然とした表情を有するというように異なる表情特徴を備えた女の子のアニメーショ
ンであるのが好ましい。
【００２３】
　図７は本発明の他の実施例におけるウェブページ接続方法のフローチャートである。ス
テップ１００２において、インターネットを介してゲスト情報を取得し、次ぎにステップ
１００４にて、ステップ１００２で取得したゲスト情報を格納する。続いてステップ１０
０６において、特定時間の間隔が経過したか否かを判定し、もし経過していれば、ステッ
プ１００２に戻って、手順を新たに開始する。例示すれば、一実施例においては、５分ご
とにインターネットに対してゲスト情報を取得するとともにこれを格納する。しかも、ス
テップ１００２からステップ１００６までは図４の接続方法のフローチャートと平行して
、同時に実行される。このように、図４における手順がステップ１０３０まで進んだとき
、ステップ１００４で格納されているゲスト情報は、ステップ１０３０にてさらにアクセ
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【００２４】
　本発明は上記関連する実施例によりすでに説明されているが、上記実施例は単に本発明
を実施する範例に過ぎない。言及すべきは、開示されている実施例は本発明の範囲を限定
するものではないということである。反対に、特許請求の範囲の技術的思想および範囲に
含まれる修正および均等な配置はいずれも本発明の範囲内に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施例におけるウェブページ接続システムがインターネットに接続す
る構成ブロック図である。
【図２ａ】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続システムがインターネットに接
続する構成ブロック図である。
【図２ｂ】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続システムがインターネットに接
続する構成ブロック図である。
【図３ａ】本発明の画像データベースの概略図である。
【図３ｂ】本発明の一実施例における画像グループの概略図である。
【図３ｃ】本発明の他の実施例における画像グループの概略図である。
【図３ｄ】本発明の一実施例におけるユーザのウェブページ情報図である。
【図４】本発明の一実施例におけるウェブページ接続方法の簡略化したフローチャートで
ある。
【図５】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続方法のフローチャートである。
【図６ａ】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続方法のフローチャートである。
【図６ｂ】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続方法のフローチャートである。
【図７】本発明の他の実施例におけるウェブページ接続方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００２６】
１０ウェブページ接続システム
２０ウェブサーバ
２０１解析器
３０ゲストサーバ
３０１解析器
３０２タイマ
４０比較器
５０画像データベース
５０１背景画像データバンク
６０ユーザのコンピュータ
７０ゲストウェブページシステム
１００インターネット
Ｃ１～Ｃｎ画像グループ
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