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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末とネットワークを介して通信可能なサーバであり、
前記ユーザ端末に対して前記ネットワークを介して提供する複数のウェブ・サービスに対
応するアプリケーションと、当該複数のウェブ・サービスの設定と複数のユーザとを対応
付けるプロファイルと、を記憶する記憶手段と、
前記ユーザ端末から送信されるユーザＩＤと前記記憶手段に記憶されるプロファイルとに
基づいて前記ユーザ端末に対するウェブ・サービスの設定を選択する選択手段と
を備え、
前記プロファイルは一のユーザに対して、前記一のユーザが編集可能な基本属性と、前記
一のユーザが編集不可能かつ他のユーザが編集可能な関連属性とを含み、
前記関連属性は、前記他のユーザの個人情報を含むサーバ。
【請求項２】
前記複数のウェブ・アプリケーションとしてメール・アプリケーションを含み、
前記関連属性は、前記メール・アプリケーションの設定として、前記他のユーザのメール
・アドレスを含む請求項１に記載のサーバ。
【請求項３】
前記複数のウェブ・アプリケーションとして連絡・アプリケーションを含み、
前記関連情報は、前記連絡・アプリケーションの設定として、前記他のユーザの電話番号
を含む請求項１に記載のサーバ。



(2) JP 4068921 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

【請求項４】
前記複数のウェブ・アプリケーションとして連絡・アプリケーションを含み、
前記関連情報は、前記連絡・アプリケーションの設定として、前記他のユーザの時間帯毎
の複数の電話番号を含み、
前記選択手段は、現在時に基づいて電話番号を選択する
請求項１に記載のサーバ。
【請求項５】
前記複数のウェブ・アプリケーションとして振込・アプリケーションを含み、
前記関連情報は、前記振込・アプリケーションの設定として、前記他のユーザの振込先を
含む請求項１に記載のサーバ。
【請求項６】
前記振込先には、金融機関名、支店名、口座番号を含む請求項５に記載のサーバ。
【請求項７】
前記関連情報は、前記個人情報の全部または一部を制限する情報を含む請求項１に記載の
サーバ。
【請求項８】
前記複数のウェブ・アプリケーションとして編集・アプリケーションを含み、
前記一のユーザが前記編集・アプリケーションにより前記基本属性を編集可能な請求項１
に記載のサーバ。
【請求項９】
前記基本属性に基づいて選択されたウェブ・サービスの設定と、前記関連属性に基づいて
選択されたウェブ・サービスの設定とに基づいて前記一のユーザに対するウェブ・サービ
ス・ポータルを生成する生成手段とを更に備える請求項１に記載のサーバ。
【請求項１０】
　ユーザ端末とネットワークを介して通信可能なサーバに適用される方法であり、
前記ユーザ端末に対して前記ネットワークを介して提供する複数のウェブ・サービスに対
応するアプリケーションと、当該複数のウェブ・サービスの設定と複数のユーザとを対応
付けるプロファイルと、を記憶するステップと、
前記ユーザ端末から送信されるユーザＩＤと前記記憶手段に記憶されるプロファイルとに
基づいて前記ユーザ端末に対するウェブ・サービスの設定を選択するステップと
を備え、
前記プロファイルは一のユーザに対して、前記一のユーザが編集可能な基本属性と、前記
一のユーザが編集不可能かつ他のユーザが編集可能な関連属性とを含み、
前記関連属性は、前記他のユーザの個人情報を含む方法。
【請求項１１】
　ユーザ端末とネットワークを介して通信可能なサーバ用のコンピュータ・プログラムで
あり、
　コンピュータにより実行されることで、当該コンピュータに、
前記ユーザ端末に対して前記ネットワークを介して提供する複数のウェブ・サービスに対
応するアプリケーションと、当該複数のウェブ・サービスの設定と複数のユーザとを対応
付けるプロファイルと、を記憶する機能と、
前記ユーザ端末から送信されるユーザＩＤと前記記憶手段に記憶されるプロファイルとに
基づいて前記ユーザ端末に対するウェブ・サービスの設定を選択する機能と
を実現させ、
前記プロファイルは一のユーザに対して、前記一のユーザが編集可能な基本属性と、前記
一のユーザが編集不可能かつ他のユーザが編集可能な関連属性とを含み、
前記関連属性は、前記他のユーザの個人情報を含むコンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
前記請求項１１に記載のコンピュータ・プログラムを記憶させてコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体。
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【請求項１３】
　ユーザ端末と、前記ユーザ端末とネットワークを介して通信可能なサーバとを含むネッ
トワーク・システムであり、
　前記サーバは、
前記ユーザ端末に対して前記ネットワークを介して提供する複数のウェブ・サービスに対
応するアプリケーションと、当該複数のウェブ・サービスの設定と複数のユーザとを対応
付けるプロファイルと、を記憶する記憶手段と、
前記ユーザ端末から送信されるユーザＩＤと前記記憶手段に記憶されるプロファイルとに
基づいて前記ユーザ端末に対するウェブ・サービスの設定を選択する選択手段と
を備え、
前記プロファイルは一のユーザに対して、前記一のユーザが編集可能な基本属性と、前記
一のユーザが編集不可能かつ他のユーザが編集可能な関連属性とを含み、
前記関連属性は、前記他のユーザの個人情報を含むネットワーク・システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポータルサーバとネットワーク接続されたコンピュータ装置にウェブページを
提供するネットワークシステムに関し、特に或るユーザが他のユーザに対して個人プロフ
ァイル情報の一部の使用を許可するシステム等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータなど種々の情報処理機器の普及に伴い、個人ユーザを対象
とする、インターネット等の広域ネットワークを利用したコンテンツの提供サービスが充
実してきている。このようなネットワークを介して提供されるコンテンツは、ユーザの使
用する機器に備えられたブラウザ機能を有するソフトウェアによって閲覧することができ
る。個人ユーザは、インターネットサービスプロバイダ（Internet Service Provider、
以下ＩＳＰとする）や各企業、または個人が設立したサイト（ページ）にアクセスし、当
該個人ユーザの所望する情報を得たり提供されたサービスを楽しんだりすることができる
。
【０００３】
一般的に個人ユーザは、上述したコンテンツを提供するサイトの入り口となるポータルサ
イト（Portal Site）を介してネットワークにアクセスする。個人ユーザは、個々の好み
に応じたサイトを、例えばこの個人ユーザがコンテンツを閲覧するのに用いるブラウザを
起動した際に最初に表示されるサイト、すなわちポータルサイトとしてブラウザに設定す
ることができる。ＩＳＰや企業によって設立されたポータルサイトでは、検索サービス、
情報提供サービス、コミュニティサービス、ウェブメールサービスなどウェブページ上で
様々なコンテンツを実現するアプリケーションソフトウェア（以下、ポータルアプリケー
ションとする）を提供している。そして個人ユーザは、このポータルサイトを介して各種
ポータルアプリケーションを利用することができる。
【０００４】
一般的なポータルサイトにおけるサービスは、多くのユーザに対して一括して提供される
。そうすると、ブラウザに表示されるコンテンツは膨大な量となる。そこでＩＳＰや企業
のポータルサイトの中には、個人ユーザのプリファレンス（好み）に応じて各個人ユーザ
のプロファイル情報を設定することができるものがある。この個人ユーザのプロファイル
情報には、個人ユーザに対して提供されるサービスの内容（ポータルアプリケーションを
使用する際の属性情報）が記録されており、ポータルサイトを提供するために設けられた
ポータルサーバの所定の記録装置に格納される。そして個人ユーザが個別のＩＤなどを用
いてＩＳＰにログインすることにより、当該個人ユーザが設定したプロファイル情報が読
み出され、当該個人ユーザの好みに応じたコンテンツ（ポータルサイト）がブラウザに表
示される。つまり、個々のユーザは自らの好みに応じて、ユーザ自身のプロファイル情報



(4) JP 4068921 B2 2008.3.26

10

20

30

40

50

及びＩＳＰより提供されるポータルアプリケーションの属性情報をカスタマイズすること
ができ、これによりＩＳＰや企業では、個々のユーザに対して個別のポータルアプリケー
ションを表示するポータルサイトを提供している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、個々のユーザのプロファイル情報に基づいてポータルアプリケーション
を提供するポータルサイトがある。このポータルアプリケーションの提供は、ＩＳＰ（ポ
ータルサーバ）が個人ユーザのプロファイル情報に基づいて個人ユーザに対して行うもの
である。つまり個人ユーザは、他のユーザに対して、決まったプロファイル情報に基づく
ポータルアプリケーションによるサービスを利用させることができなかった。例えば、ポ
ータルアプリケーションによるサービスを提供するネットワークシステムにおいて、個人
ユーザが他のユーザに、当該個人ユーザにメールを送信するための情報や当該個人ユーザ
に対して金銭等の振込みを行うための情報などを提供することができれば、他のユーザは
これらの情報に基づいてポータルアプリケーションを使用することができ便利であるが、
このような機能を実現することのできるネットワークシステムは提供されていない。
【０００６】
そこで、本発明は、ウェブサーバにて実現されるウェブアプリケーションの提供サービス
において、所定のユーザが設定したプロファイル情報に基づくウェブアプリケーションの
使用を他のユーザに対して許可することのできるシステムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明は、次のように構成されたことを特徴とするネットワ
ークシステムによって実現される。すなわちこのネットワークシステムは、ネットワーク
を介してサーバから取得したデータに基づいてウェブページを表示するユーザ端末と、所
定のユーザが使用するコンテンツに関する情報であって所定のユーザによって設定された
基本属性と、所定のユーザに対して使用許可されたコンテンツに関する情報であって他の
ユーザによって設定された関連属性とを含むプロファイル情報を保持し、ユーザ端末から
の要求にしたがってプロファイル情報に基づいてユーザ端末に表示させるウェブページの
データを構成し、表示要求を行ったユーザ端末へと送信するサーバとを備える。そしてこ
のサーバは、ユーザ端末から表示要求がある度にプロファイル情報に基づいて、ウェブペ
ージのデータを動的に構成する。
【０００８】
また、上記ネットワークシステムにおけるサーバは、次のような構成のネットワークサー
バとして実現することができる。すなわち、このネットワークを介して接続されたコンピ
ュータ端末からの要求に応じてウェブページのデータを送信するネットワークサーバは、
所定のユーザが使用するためにこの所定のユーザによって設定された基本属性と、この所
定のユーザに使用させるために他のユーザによって設定された関連属性とを含むプロファ
イル情報を格納するプロファイル情報格納部と、コンピュータ端末からの要求に応じて要
求元のユーザのプロファイル情報を読み込むプロファイル情報読み込み部と、このプロフ
ァイル情報読み込み部にて読み込まれたプロファイル情報に基づいてウェブページのデー
タを構成するウェブページ構成部とを備える。このネットワークサーバは、プロファイル
情報読み込み部によって読み込まれた関連属性に基づいてウェブページのデータを構成す
るのに必要な所定のアプリケーションを選択するアプリケーション選択部をさらに備えた
構成とすることができる。
【０００９】
さらに、本発明は、次のような機能を有するネットワークサーバによって実現することも
できる。すなわちこのネットワークを介して接続されたコンピュータ端末にウェブページ
のデータを送信するネットワークサーバは、このコンピュータ端末からウェブページの表
示要求を受け付けて表示要求を行ったユーザを特定する表示要求受付手段と、この表示要
求受付手段によって特定されたユーザ自身によってカスタマイズされたウェブページであ
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って、このユーザに使用させるために他のユーザによって設定されたコンテンツを配設し
たウェブページを表示するためのデータを構成するデータ構成手段と、このデータ構成手
段により構成されたウェブページを表示するためのデータをコンピュータ端末に送信する
データ送信手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
また、上記ネットワークシステムにおけるユーザ端末は、次のような構成の情報処理装置
として実現することができる。すなわちこのネットワークを介してウェブページのデータ
を取得する情報処理装置は、このネットワークを介して受信されたデータに基づいて、ユ
ーザが自ら設定したプロパティ情報に基づく表示内容と、このユーザに使用させるために
他のユーザによって設定されたプロパティ情報に基づく表示内容とを含むウェブページの
画面を作成する表示制御部と、この表示制御部にて作成された前記ウェブページの画面を
表示する表示部とを備える。ここで、この表示制御部は、他のユーザによって設定された
プロパティ情報に基づく表示内容の一部又は全部を隠蔽可能である。
【００１１】
さらにまた、本発明は、次のような機能を有することを特徴とする情報処理装置を提供す
る。すなわちこの情報処理装置は、ネットワークを介してウェブページのデータを受信す
る受信手段と、この受信手段によって受信されたウェブページのデータに基づいて、この
ウェブページを使用するユーザ自身によってカスタマイズされたウェブページを表示する
と共に、このウェブページ内に当該ユーザに使用させるために他のユーザによって設定さ
れたコンテンツを配設して表示する表示手段とを備える。ここで、この表示手段は、他の
ユーザに対して任意の情報の使用許可を依頼するコンテンツを表示する。
【００１２】
また、本発明は、コンピュータを用いて、所定のデータ処理を行う、次のようなデータ処
理方法として実現される。すなわち、このデータ処理方法は、所定のユーザ端末からの送
信要求を受け付けてこの送信要求を行ったユーザを特定するステップと、特定されたユー
ザに応じて、このユーザによって設定された基本属性とこのユーザに使用させるために他
のユーザによって設定された関連属性とを所定の記録装置から読み込むステップと、この
基本属性とこの関連属性とに基づいてこのユーザ端末に所定の画面を表示するためのデー
タを生成し、このデータをユーザ端末に送信するステップとを含む。またこのデータ処理
方法では、関連属性に基づくコンテンツが選択されたことを示す通知がユーザからなされ
た場合に、この関連属性に記録されたプロパティ情報にしたがってコンテンツの制御を実
行するステップをさらに含む。
【００１３】
さらに本発明は、コンピュータを用いて、所定のデータ処理を行う、次のようなデータ処
理方法として実現される。このデータ処理方法は、所定のユーザ端末からのアクセスを受
け付けてこのアクセスを行った第１のユーザを特定するステップと、このユーザ端末から
の操作を受け付けて、ネットワークを介して使用されるコンテンツを第１のユーザ以外の
第２のユーザが使用する際に参照されるプロパティ情報を設定するステップと、設定され
たプロパティ情報を所定の記録装置に格納するステップとを含む。ここで、プロパティ情
報が設定されるコンテンツは、ネットワークを介して実行可能なウェブアプリケーション
を含む。
【００１４】
またさらに本発明は、ネットワークに接続されたコンピュータを制御して、所定のユーザ
端末に表示される画面のデータを生成するデータ生成方法として実現される。すなわち、
このデータ生成方法は、ユーザ端末からの送信要求を受け付けてこの送信要求を行ったユ
ーザを特定するステップと、特定されたユーザに応じて、このユーザによって設定された
基本属性とこのユーザに使用させるために他のユーザによって設定された関連属性とを所
定の記録装置から読み込むステップと、この基本属性とこの関連属性とに基づいてこのユ
ーザ端末に所定の画面を表示するためのデータを生成し、所定の記録装置に格納するステ
ップとを含む。
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【００１５】
ここで本発明は、上述した所定のデータ処理を行う方法、及びデータ生成方法の各ステッ
プによる処理を、コンピュータを制御して実行するプログラムとして実現することができ
る。このプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、半導体メモリ、その他の記録媒体に
格納して配布したり、ネットワークを介して配信したりすることにより、提供することが
できる。
これらの処理によって、ネットワークサーバにて動作するウェブアプリケーションのプロ
ファイル情報を生成し、ユーザ端末に対して、このプロファイル情報に基づいてウェブア
プリケーションを提供することができる。そうすることにより、ネットワークサーバとユ
ーザ端末とによって実現されるポータルアプリケーションの提供サービスの利便性を向上
させることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す本実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
まず、本発明の概要を説明する。本発明では、個々のユーザが設定したウェブアプリケー
ション（以下、ポータルアプリケーションとする）についてのプロファイル情報を所定の
形式でポータルサーバの記録装置に記録する。このプロファイル情報は、個々のユーザ毎
に個別に作成され、かつ個別に記録される。この個人ユーザのプロファイル情報の一部を
或るユーザから他のユーザに対して使用許可することにより、特定のポータルアプリケー
ションについてのプロファイル情報の一部を共有化する。そうすると或るユーザと他のユ
ーザとの間で、ポータルアプリケーションのプロファイル情報の相互接続（カスケーディ
ング）が行われ、他のユーザは或るユーザから使用許可（提供）されたプロファイル情報
に基づいて特定のポータルアプリケーションを使用することができるようになる。このよ
うに他のユーザは、或るユーザからプロファイル情報の一部の使用を許可されることによ
り、つまり、コンテンツの使用許可を受けることにより、ポータルアプリケーションの提
供を受けることができる。
【００１７】
以上のようにプロファイル情報の一部を使用許可されることにより、他のユーザ自身が設
定したプロファイル情報に基づいてポータルサーバから提供されるポータルアプリケーシ
ョンのアイコンと、或るユーザから提供されたプロファイル情報に基づいてポータルサー
バから提供されるポータルアプリケーションのアイコンとを構成要素とするウェブページ
（以下、ポータルページとする）がブラウザに表示される。つまり、或るユーザからプロ
ファイル情報の一部を使用許可されることにより、この或るユーザが構成したポータルペ
ージの構成要素の一部は、他のユーザのポータルページの構成要素として取り込まれる。
そうすると他のユーザは、ブラウザに表示されたアイコンに対してクリック等の操作を行
うことにより、或るユーザから使用許可されたプロファイル情報にしたがって特定のポー
タルアプリケーションを使用することができるのである。
【００１８】
図１は、本実施の形態におけるプロファイル提供サービスの概要を示すネットワークシス
テム図である。
本実施の形態におけるネットワークシステムにおいて、複数のユーザが使用するコンピュ
ータ装置１００は、ネットワーク網３００を介してＩＳＰ２００に接続される。各々のコ
ンピュータ装置１００にはそれぞれブラウザを表示することのできる表示部（図示せず）
が備えられており、これらのブラウザには各ユーザが予め設定したプロファイル情報に基
づいて、ユーザＡの表示画面１１０、ユーザＢの表示画面１２０、及びユーザＣの表示画
面１３０が表示される。ＩＳＰ２００は、各ユーザのコンピュータ装置１００からのアク
セスについて認証を行う認証サーバ２１０と、各ユーザについて設定されたプロファイル
情報（基本属性及び関連属性）に基づいて各ユーザのコンピュータ装置１００にポータル
アプリケーションを提供するアプリケーションサーバ２２０と、各ユーザ個別の情報（基
本属性）と他のユーザから使用許可（提供）された情報（関連属性）とをからなるプロフ
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ァイル情報を格納するポータルサーバ２３０とを含む。
【００１９】
図１に示したネットワークシステムにおいて各ユーザが使用するコンピュータ装置１００
は、キーボードやマウス等の操作部（図示せず）を操作することにより発生したユーザか
らの要求に応じて各ユーザ固有の情報を送信し、認証サーバ２１０を介してＩＳＰ２００
にログインする。認証サーバ２１０に送信される各ユーザ固有の情報としては、ユーザＩ
Ｄやパスワード等が挙げられる。認証サーバ２１０にて認証が行われると、ユーザから送
信された情報に基づいてポータルサーバ２３０より各ユーザのプロファイル情報（ポータ
ルページを表示するための情報）が読み出される。このプロファイル情報に基づいて、ポ
ータルページを構成するためのポータルアプリケーションがアプリケーションサーバ２２
０から選択され、ポータルページのデータが動的に構成される。このようにして構成され
たポータルページのデータは、ＩＳＰ２００にログインしたユーザのコンピュータ装置１
００へ送信される。そしてコンピュータ装置１００は、ＩＳＰ２００より送信されたポー
タルページのデータを受信し、このデータにしたがって表示部に所定の画面を表示する。
以上のような処理を行うコンピュータ装置１００の機能構成については後に図４を用いて
、ポータルサーバ２３０の機能構成については図５～図８を用いて説明する。
【００２０】
図１では、ユーザＡのコンピュータ装置１００にポータルページ（表示画面１１０）を表
示するための手順を（１）～（４）の実線で、ユーザＢのコンピュータ装置１００にポー
タルページ（表示画面１２０）を表示するための手順を（５）～（９）の破線で、ユーザ
Ｃのコンピュータ装置１００にポータルページ（表示画面１３０）を表示するための手順
を（１０）～（１５）の二点鎖線で示す。ここでユーザＢは、ユーザＡからポータルアプ
リケーションの一部の使用許可（ポータルページの提供）を受けているものとする。また
ユーザＣは、複数のユーザ（ユーザＡ及びユーザＸ）からポータルアプリケーションの一
部の使用許可を受けているものとする。
【００２１】
以下、他のユーザからポータルページの使用許可を受けていないユーザＡがＩＳＰ２００
にログインしてポータルページを表示する手順を説明する。コンピュータ装置１００より
ユーザＡ固有の情報が認証サーバ２１０へ送信されると（１）、認証サーバ２１０におい
て認証が行われる。ここで認証がＯＫであればＩＳＰ２００にログインすることができ、
認証がＮＧであればコンピュータ装置１００に対して認証失敗を示すフォームが送信され
る。ＩＳＰ２００にログインするのに用いられた情報は、認証サーバ２１０からポータル
サーバ２３０に送信される（２）。ポータルサーバ２３０では、この情報に基づいて属性
の照会が行われる。ポータルサーバ２３０の所定の領域には、ユーザＡ基本属性（ユーザ
Ａが自身のために設定したプロファイル情報）２３１ａからなるユーザＡプロファイル情
報２３１が格納されている。ポータルサーバ２３０は、ユーザＡプロファイル情報２３１
に記述された内容にしたがってアプリケーションサーバ２２０から読み込むポータルアプ
リケーションを選択すると共に、ポータルページを構成する（３）。そしてポータルペー
ジのデータを、必要なポータルアプリケーションと共にコンピュータ装置１００へ送信す
る（４）。そうすることによりユーザＡのコンピュータ装置１００にはユーザＡ用のポー
タルページの表示画面１１０が表示される。
【００２２】
以下、他のユーザからポータルページの使用許可を受けているユーザＢ及びユーザＣがＩ
ＳＰ２００にログインしてポータルページを表示する手順を説明する。ユーザＢがＩＳＰ
２００にログインする場合には、コンピュータ装置１００よりユーザＢ固有の情報が認証
サーバ２１０へ送信され（５）、この情報は認証サーバ２１０からポータルサーバ２３０
に送信される（６）。ポータルサーバ２３０の所定の領域には、ユーザＢ基本属性（ユー
ザＢが自身のために設定した情報）２３２ａと、ユーザＡ関連属性（ユーザＡがユーザＢ
に使用許可するプロファイル情報の一部）２３２ｂとからなるユーザＢプロファイル情報
２３２が格納されている。ユーザＢの属性の照会が行われた場合には、ユーザＢ基本属性
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２３２ａとユーザＡ関連属性２３２ｂとをマージすることにより（７）、常に最新のユー
ザＢプロファイル情報２３２が作成される。ポータルサーバ２３０は、作成されたユーザ
Ｂプロファイル情報２３２に記述された内容にしたがってアプリケーションサーバ２２０
から読み込むポータルアプリケーションを選択すると共に、ポータルページを動的に構成
する（８）。そしてポータルページのデータを、必要なポータルアプリケーションと共に
コンピュータ装置１００へ送信する（９）。そうすることによりユーザＢのコンピュータ
装置１００にはユーザＢ用のポータルページ及びユーザＡがユーザＢに対して使用許可し
たポータルアプリケーションのメニュー（ポータルページ）の表示画面１２０が表示され
る。
【００２３】
またユーザＣがＩＳＰ２００にログインする場合も上述した（５）（６）と同様に、ユー
ザ固有Ｃの情報が認証サーバ２１０に送信され（１０）、この情報はポータルサーバ２３
０に送信される（１１）。ポータルサーバ２３０の所定の領域には、ユーザＣ基本属性（
ユーザＣが自身のために設定した情報）２３３ａと、ユーザＡ関連属性（ユーザＡがユー
ザＣに使用許可するプロファイル情報の一部）２３３ｂと、ユーザＸ関連属性（ユーザＸ
がユーザＣに使用許可するプロファイル情報の一部）２３３ｃとからなるユーザＣプロフ
ァイル情報２３３が格納されている。ユーザＢの属性の照会が行われた場合には、ユーザ
Ｃ基本属性２３３ａにユーザＡ関連属性２３３ｂをマージし（１２）、さらにユーザＸ関
連属性２３３ｃをマージすることにより（１３）、常に最新のユーザＣプロファイル情報
２３３が作成される。そして上述した（８）（９）と同様にポータルサーバ２３０は、ユ
ーザＣプロファイル情報２３３に記述された内容にしたがってアプリケーションサーバ２
２０から読み込むポータルアプリケーションを選択すると共に、ポータルページを動的に
構成し（１４）、ポータルページのデータを、必要なポータルアプリケーションと共にコ
ンピュータ装置１００へ送信する（１５）。そうすることによりユーザＣのコンピュータ
装置１００にはユーザＣ用のポータルページ及びユーザＡ、ユーザＸがユーザＣに対して
使用許可したポータルアプリケーションのメニュー（ポータルページ）の表示画面１３０
が表示される。
【００２４】
図１に示した例では、認証サーバ２１０と、アプリケーションサーバ２２０と、ポータル
サーバ２３０とを、それぞれ別々の装置として説明したが、ＩＳＰ２００内に設けられた
各々のサーバをまとめて以下のような手段を備えた１つのネットワークサーバとすること
ができる。
すなわち、このネットワーク網３００を介して接続されたコンピュータ装置１００にポー
タルページのデータを送信するネットワークサーバにおいて認証サーバ２１０は、ネット
ワーク網３００を介して接続されたコンピュータ装置１００からポータルページ（ウェブ
ページ）の表示要求を受け付けて、送信要求を行ったユーザの認証を行うことにより、こ
の表示要求を行ったユーザを特定する表示要求受付手段として用いられる。そしてポータ
ルサーバ２３０は、この表示要求受付手段によって特定されたユーザ自身によって構成さ
れたプロファイル情報に基づいてポータルページを表示するためのポータルページのデー
タを構成するデータ構成手段として用いられる。このデータ構成手段によって構成される
データには、ユーザに使用させるために他のユーザによって設定されたプロファイル情報
に基づいて、ポータルページ内に例えばポータルアプリケーションのアイコンやテキスト
、画像等、種々のコンテンツを配設するためのデータが含まれる。
【００２５】
また、このポータルサーバ２３０は、構成されたポータルページを表示するためのデータ
をネットワーク網３００を介してコンピュータ装置１００に送信するためのデータ送信手
段として用いられる。そして、コンピュータ装置１００にポータルページが表示されてポ
ータルアプリケーションが起動された場合には、図１に示すようにポータルサーバ２３０
からアプリケーションサーバ２２０を経由してデータが送信され、アプリケーションサー
バ２２０が、このポータルアプリケーションを動作させるのに必要なデータを送信する。
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このような手段を備えたネットワークサーバをＩＳＰ２００内に設けることにより、ポー
タルページの表示要求を行ったユーザに対して、このユーザ固有のポータルページのデー
タを表示要求がある度に構成し、送信することができる。
【００２６】
図２は、本実施の形態におけるポータルサーバ２３０に格納されるプロファイル情報のデ
ータ構成の一例を示す図である。以下、本実施の形態では、ポータルアプリケーションの
使用を他のユーザに対して許可するユーザを親ユーザ、親ユーザより使用許可されたポー
タルアプリケーションを使用するユーザを子ユーザとする。図２に示す例では、ユーザＣ
が、ユーザＡ及びユーザＸを親ユーザとする子ユーザであるものとして説明する。
図示するように、ユーザＡがユーザＣに対して使用許可（提供）する個人サービスには、
ポータルアプリケーションａ（図ではポータルＡＰＰＬ．ａ、又はＡＰＰＬ．ａと表記、
以下同様）、ポータルアプリケーションｂ、及びポータルアプリケーションｃがある。こ
れらユーザＡが提供するポータルアプリケーションに関する情報は、ユーザＡ用のページ
構成としてポータルサーバ２３０の所定領域に格納されている。また、ユーザＸがユーザ
Ｃに対して提供する個人サービスには、ポータルアプリケーションｘ、ポータルアプリケ
ーションｙ、及びポータルアプリケーションｚがあり、ユーザＸ用のページ構成としてポ
ータルサーバ２３０の所定領域に格納されている。
【００２７】
ポータルサーバ２３０のユーザＣプロファイル情報２３３には、ユーザＣ基本属性２３３
ａが格納されている。ユーザＣ基本属性２３３ａには、ユーザＣを子ユーザとしている親
ユーザのリスト（親リスト）が含まれており、この親リストには、ユーザＡとユーザＸと
が記録されている。そしてユーザＣプロファイル情報２３３には、親リストに記録された
情報に基づいてユーザＡ関連属性２３３ｂ及びユーザＸ関連属性２３３ｃがさらに格納さ
れている。ユーザＡ関連属性２３３ｂとして、ユーザＡがユーザＡ用のページ構成の中か
らユーザＣに提供している個人サービスとしては、ポータルアプリケーションａ、ポータ
ルアプリケーションｂ、及びポータルアプリケーションｃが相当する。またユーザＸ関連
属性２３３ｃとしてユーザＸがユーザＸ用のページ構成の中からユーザＣに提供している
個人サービスとしては、ポータルアプリケーションｘ、ポータルアプリケーションｙ、及
びポータルアプリケーションｚが相当する。
つまり、ユーザＣ用のポータルページは、ユーザＣが自身で構成したポータルアプリケー
ションｓ及びポータルアプリケーションｔ、また、親ユーザから提供されたポータルアプ
リケーションを呼び出すためのポータルアプリケーション（図ではポータルＡＰＰＬ．Ｆ
ｏｒ＿Ａ及びポータルＡＰＰＬ．Ｆｏｒ＿Ｘと表記）とから構成される。したがって、ユ
ーザＣ用のポータルページを構成するためのユーザＣ用プロファイル情報２３３は、ユー
ザＣが自身で構成したポータルアプリケーションの他に、ポータルアプリケーションａ、
ポータルアプリケーションｂ、ポータルアプリケーションｃ、及びポータルアプリケーシ
ョンｘ、ポータルアプリケーションｙ、ポータルアプリケーションｚがマージされて構成
される。
【００２８】
ポータルサーバ２３０が、以上のように構成されたユーザＣプロファイル情報２３３を読
み込むことにより、ユーザＣ用のページ構成が得られる。そしてこのユーザＣ用のページ
構成に基づいて、図示しないアプリケーションサーバ２２０からポータルアプリケーショ
ンを選択することによりポータルページのデータが動的に構成され、構成されたポータル
ページのデータはユーザＣのコンピュータ装置１００に送信される。そうするとコンピュ
ータ装置１００は、このポータルページのデータに基づいてポータルページの表示画面１
３０を構成し、表示部のブラウザ上に表示する。この表示画面１３０は、ユーザＣ基本属
性２３３ａに記録された情報に基づいて得られたポータルアプリケーションｓ１３１及び
ポータルアプリケーションｔ１３２、ユーザＡ関連属性２３３ｂに記録された情報に基づ
いて得られたポータルアプリケーションａ、ポータルアプリケーションｂ、ポータルアプ
リケーションｃ、及びユーザＸ関連属性２３３ｃに記録された情報に基づいて得られたポ
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ータルアプリケーションｘ、ポータルアプリケーションｙ、ポータルアプリケーションｚ
が、それぞれ並べて表示されることにより構成される。
【００２９】
図３は、本実施の形態においてコンピュータ装置１００の表示部に表示されるポータルペ
ージの画面構成の一例を示す図である。
図３では、ユーザＡが構成したポータルページに含まれるポータルアプリケーションの一
部を個人的に提供され、ユーザＢのポータルページとして表示される画面構成を例示する
。図示するように、ユーザＢの表示画面（ポータルページ）１２０は、ユーザＢ基本属性
２３２ａに基づいて表示される天気予報ポータルアプリケーション１２１と、ニュースポ
ータルアプリケーション１２２と、ユーザＡから提供されたユーザＡ関連属性２３２ｂに
基づいて表示されるＡ提供メニュー１４０とを備える。このＡ提供メニュー１４０には、
ユーザＡにメールを送信するためのポータルアプリケーション１４１、ユーザＡに振込み
を行うためのポータルアプリケーション１４２、ユーザＡに緊急連絡するためのポータル
アプリケーション１４３、ユーザＡがユーザＢに提供したサービスをユーザＢが管理する
ためのポータルアプリケーション（子ユーザ用管理アプリケーション）１４４が備えられ
ている。
【００３０】
このような、天気予報ポータルアプリケーション１２１、ニュースポータルアプリケーシ
ョン１２２としては、既存のものを用いることができる。そして例えば、天気予報ポータ
ルアプリケーション１２１を表示するための属性情報としては、表示対象となる地域など
の情報が、またニュースポータルアプリケーション１２２を表示するための属性情報とし
ては、ユーザがカスタマイズすることによって選択されるカテゴリなどの情報が挙げられ
る。図３に示した表示画面１２０を表示するにあたっては、これらの属性情報はユーザＢ
の好みに応じて、当該ユーザＢ自身によって設定され、ユーザＢ基本属性２３２ａとして
ユーザＢプロファイル情報２３２に記録される。
【００３１】
Ａ提供メニュー１４０内の各ポータルアプリケーションは、親ユーザ（ここではユーザＡ
）の設定した関連属性（ここではユーザＡ関連属性２３２ｂ）に基づいて表示される。こ
の関連属性には、どのポータルアプリケーションをどのようなプロパティに基づいて用い
るかといった情報が記録されている。この関連属性には、親ユーザが子ユーザに対して使
用許可したポータルアプリケーションと、このポータルアプリケーションについてのプロ
パティが記録されており、後に図６を用いて説明する親ユーザ用管理部によって設定また
は変更される。
そして子ユーザ（ここではユーザＢ）の表示画面１２０には、子ユーザ自身が設定した基
本属性と親ユーザ（ユーザＡ）によって設定された関連属性とがマージされたプロファイ
ル情報を読み込んでポータルアプリケーションを選択することによりＡ提供メニュー１４
０が表示される。
【００３２】
例えば、Ａ提供メニュー内に表示されるユーザＡにメールを送信するためのポータルアプ
リケーション１４１のユーザＡ関連属性２３２ｂとしては、送信先のメールアドレス（ユ
ーザＡの保有するメールアドレス）を予め設定しておく。また、ユーザＡに振込みを行う
ためのポータルアプリケーション１４２のユーザＡ関連属性２３２ｂとして、例えば振込
先の金融機関名、支店名、口座番号などの情報を予め設定しておく。さらに、ユーザＡに
緊急連絡するためのポータルアプリケーション１４３のユーザＡ関連属性２３２ｂとして
、例えば時間帯毎に異なる電話番号（時間帯毎にユーザＡに連絡がつく電話番号）を設定
しておく。
そうすることにより、子ユーザは各ポータルアプリケーションのボタンまたはアイコンを
クリックするだけで、各々のポータルアプリケーションについて設定された関連属性に基
づいて各ポータルアプリケーションを使用することができる。メールの送信先のアドレス
や振込先の詳細情報、及び緊急連絡先の電話番号等は、親ユーザが設定するため、子ユー
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ザがポータルアプリケーションを使用する際には面倒な入力操作を必要としない。また、
メールアドレスや金融機関が変更になった際にも、親ユーザは子ユーザに対して逐一通知
することなくポータルアプリケーションの関連属性を変更することができるため、煩雑さ
を解消することができる。さらに親ユーザは、自身のメールアドレスや振込先等を隠した
状態でポータルページ上に表示することも可能である。
【００３３】
また、Ａ提供メニュー１４０内の子ユーザ用管理アプリケーション１４４には、親ユーザ
に対して例えばポータルアプリケーションまたはプロファイル情報等の使用許可を依頼す
るための機能を実現するポータルアプリケーションや、親ユーザから使用許可されたポー
タルアプリケーションについて使用許可の停止を依頼するための機能を実現するポータル
アプリケーションを表示することができる。子ユーザ用管理アプリケーション１４４とし
て表示されるポータルアプリケーションは、他のポータルアプリケーションと同様に、ボ
タン化またはアイコン化して表示することができる。これら子ユーザ用管理アプリケーシ
ョン１４４として表示されるポータルアプリケーションによる機能については、後に図７
を用いて詳述する。
【００３４】
図４は、本実施の形態において各ユーザが使用するコンピュータ装置１００の機能構成を
例示するブロック図である。
図４を参照すると、本実施の形態のコンピュータ装置１００は、ブラウザ上にポータルペ
ージを表示する表示部４１０と、この表示部４１０における表示（ブラウザ上におけるポ
ータルページの表示）を制御する表示制御部４２０と、コンピュータ装置１００全体の動
作を制御する制御部４３０と、インターネットなどのネットワーク網３００との接続を行
うネットワークインターフェイス４４０と、表示部４１０に表示された表示画面に対して
選択等の操作を行う操作部４５０とを備える。
【００３５】
図４に示した機能構成において、表示部４１０は、表示制御部４２０で作成されたグラフ
ィックスデータを表示するディスプレイにて実現される。表示制御部４２０は、グラフィ
ックスデータを作成するグラフィックスボード等によって実現される。制御部４３０は、
コンピュータ装置１００のＣＰＵにて実現されるソフトウェアブロックであり、ネットワ
ークインターフェイス４４０を介して受信されたポータルページを表示するためのデータ
を保持すると共に、このデータを表示制御部４２０へと送信する。また制御部４３０は、
表示部４１０に表示された表示画面にしたがってマウスやキーボードなどの操作部４５０
で行われた操作内容に応じた処理を行い、ネットワークインターフェイス４４０を介して
ネットワーク網３００へ、または表示制御部４２０を介して表示部４１０へ所定のデータ
を送信する。このような機能を実現する制御部は、メインメモリやハードディスクドライ
ブ等の記憶装置を含み、これらの機能はこのメインメモリに読み込まれたプログラムによ
って実現される。このプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、半導体メモリ、その他
の記録媒体に記録して配布したり、ネットワークを介して配信したりすることによって提
供される。なお、メインメモリに保持されるデータやプログラムは、必要に応じてハード
ディスクなどの記憶装置に退避させることができる。
図３に例示したような画面構成のポータルページの画面の表示は、以上のような機能構成
を有するコンピュータ装置１００によって実現される。
【００３６】
以上のような構成を備えたコンピュータ装置１００では、ネットワーク網３００を介して
接続されたＩＳＰ２００からウェブページのデータを取得することができる。このウェブ
ページのデータには、コンピュータ装置１００を使用するユーザ（子ユーザ）が自ら設定
したプロパティ情報に基づくコンテンツと、このユーザに使用させるために他のユーザ（
親ユーザ）によって設定されたプロパティ情報に基づくコンテンツとが含まれており、表
示制御部４２０は、これら受信されたコンテンツのデータに基づいてウェブページのグラ
フィックスデータを作成する。そしてこの表示制御部４２０において作成されたウェブペ
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ージのグラフィックスデータは表示部４１０に表示される。この表示制御部４２０は、表
示部４１０において、図３に示した子ユーザ用管理アプリケーション１４４を操作される
ことにより、親ユーザからポータルアプリケーションのプロパティ情報を使用許可される
ことによって表示された部位の一部又は全部を隠蔽することができる。さらに表示制御部
４２０は、表示部４１０において子ユーザ用管理アプリケーション１４４を操作され、親
ユーザに対してプロパティ情報の使用許可が依頼された場合には、使用許可されたプロパ
ティ情報に基づいて新たなポータルアプリケーションを表示することも可能である。
【００３７】
図５は、本実施の形態においてＩＳＰ２００に設けられるポータルサーバ２３０の機能構
成を示すブロック図である。このポータルサーバ２３０における各機能は、ポータルサー
バ２３０のメモリに読み込まれることによりＣＰＵにて実現されるソフトウェアブロック
である。そしてＣＰＵにて各機能を実現するためのプログラムや各種データは、ハードデ
ィスクドライブ等の記録装置に格納される。
図５を参照すると、本実施の形態のポータルサーバ２３０は、図１及び図２に示したデー
タ構成のユーザプロファイル情報を格納するプロファイル情報格納部５５０を備える。そ
してポータルサーバ２３０は、認証サーバ２１０へのログイン時に用いられたユーザ固有
の情報に基づいてプロファイル情報格納部５５０に格納された各ユーザのプロファイルの
中から所定のユーザのプロファイル情報（所定のユーザの基本属性及び他のユーザから提
供された関連属性）を読み込むユーザプロファイル読み込み部５１０と、基本属性と関連
属性とをマージすることにより得られた所定のユーザのプロファイル情報に基づいてアプ
リケーションサーバ２２０からポータルページを構成するのに必要なポータルアプリケー
ションを選択するポータルアプリケーション選択部５２０と、選択されたポータルアプリ
ケーションに基づいてユーザのコンピュータ装置１００へ送信するポータルページの画面
データを動的に構成するポータルページ動的構成部５３０と、プロファイル情報格納部５
５０に格納されたユーザのプロファイル情報をユーザ自身が変更する若しくはユーザが新
たに作成した当該ユーザ自身のプロファイル情報をプロファイル情報格納部５５０に格納
するユーザプロファイル編集部５４０とを備える。また本実施の形態におけるポータルサ
ーバ２３０は、以下、図６～図８を用いて説明する親ユーザ用管理部５６０と、子ユーザ
用管理部５７０と、親ユーザページ構成呼び出し部５８０とをさらに備える。
【００３８】
図６は、本実施の形態によるポータルサーバ２３０の親ユーザ用管理部５６０において実
現される機能について示す図である。
親ユーザ用管理部５６０は、ＩＳＰ２００に接続可能なユーザのうち、子ユーザにプロフ
ァイルの一部の使用を許可することにより、ポータルサーバ２３０からポータルアプリケ
ーションを提供する親ユーザによって用いられる。
そしてこの親ユーザ用管理部５６０は、親ユーザが子ユーザに対して使用許可するポータ
ルアプリケーションを選択するポータルアプリケーション選択機能と、ポータルアプリケ
ーション用データ隠蔽機能と、ポータルアプリケーションの使用を許可する子ユーザを管
理する子ユーザ管理機能と、各々の子ユーザに対して使用許可するポータルアプリケーシ
ョンを個別に選択すると共に、子ユーザがこのポータルアプリケーションを使用するのに
用いられる親ユーザ関連属性（プロパティの詳細情報）を設定する子ユーザプロファイル
変更機能とを含む。これらの各機能によって作成される各種データは、ポータルサーバ２
３０に備えられたハードディスクドライブ等の記録装置に格納される。
【００３９】
親ユーザ用管理部５６０のポータルアプリケーション選択機能では、親ユーザのプロファ
イル情報中の親ユーザ基本属性に、子ユーザに対してポータルアプリケーションの使用を
許可する際に当該子ユーザのプロファイル情報中の親ユーザ関連属性に初期データとして
記録されるプロパティを登録する。この機能による初期データの登録は、ポータルアプリ
ケーション毎に行われる。
ポータルアプリケーション用データ隠蔽機能では、親ユーザのプロファイルを子ユーザの
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ポータルページにそのまま表示するのが好ましくないポータルアプリケーションにおいて
、データを非表示、または一部隠蔽する。
子ユーザ管理機能では、ポータルサーバ２３０に登録されているユーザの中から所望のユ
ーザを選択することにより、親ユーザとしてポータルアプリケーションの使用を許可する
子ユーザを設定し、子ユーザのリスト（子リスト）を作成する。また子ユーザ管理機能で
は、子リストに登録されたユーザを、この子リストから削除することもできる。
子ユーザプロファイル変更機能では、子リストに登録された子ユーザ毎に、使用許可する
ポータルアプリケーションを選択することができる。その際、子ユーザのプロファイル情
報中の親ユーザ関連属性には、上述した初期データが記録される。そうすると子ユーザは
、親ユーザより使用許可されたポータルアプリケーションを、親ユーザ関連属性に基づい
て使用することができるようになる。また子ユーザプロファイル変更機能では、子ユーザ
のプロファイル情報中の親ユーザ関連属性を変更する。すなわち、初期データをそのまま
用いるのではなく、親ユーザ関連属性の詳細設定を行うことができる。そうすることによ
り親ユーザは、複数の子ユーザに対して同じポータルアプリケーションを使用許可する場
合であっても、異なる使用条件に基づいて使用させることが可能となる。
【００４０】
図７は、本実施の形態によるポータルサーバ２３０の子ユーザ用管理部５７０において実
現される機能について示す図である。
子ユーザ用管理部５７０は、ＩＳＰ２００に接続可能なユーザのうち、親ユーザからプロ
ファイルの一部の使用を許可され、ポータルサーバ２３０からポータルアプリケーション
を使用許可された子ユーザによって用いられる。
そしてこの子ユーザ用管理部５７０は、親ユーザより使用許可されたポータルアプリケー
ションの表示を子ユーザのポータルページ上で隠蔽する提供ポータルアプリケーション表
示隠蔽機能と、親ユーザに対して所定のポータルアプリケーションの使用許可を依頼する
ポータルアプリケーション使用許可依頼機能とを含む。これらの各機能によって作成され
る各種データは、親ユーザ用管理部５６０にて作成されたデータと同様にポータルサーバ
２３０に備えられたハードディスクドライブ等の記録装置に格納される。
【００４１】
子ユーザ用管理部５７０のポータルアプリケーション使用許可依頼機能では、親ユーザが
特定のポータルアプリケーションを使用していることを子ユーザが認識しており、子ユー
ザがこのポータルアプリケーションの使用を所望した場合に当該特定のポータルアプリケ
ーションの使用許可を依頼する。また、子ユーザが使用したい特定のポータルアプリケー
ションを親ユーザが使用していない場合には、親ユーザに対して当該特定のポータルアプ
リケーションの基本属性を設定するのを依頼することもできる。
ポータルアプリケーション使用停止依頼機能では、既に使用許可されているポータルアプ
リケーションを子ユーザが以後必要としない場合に、親ユーザに対して使用停止依頼を行
う。親ユーザがこの通知を受け取り停止許可することにより、子ユーザが必要としない親
ユーザ提供ポータルアプリケーションのアイコンなどが子ユーザのポータルページに表示
されなくなる。
【００４２】
図８は、本実施の形態によるポータルサーバ２３０の親ユーザページ構成呼び出し部５８
０において実現される機能について示す図である。
親ユーザページ構成呼び出し部５８０は、子ユーザのコンピュータ装置１００のブラウザ
上に表示されるポータルページを生成するためのデータを構成する際に使用される。
そしてこの親ユーザページ構成呼び出し部５８０は、子ユーザのプロファイル情報中の親
ユーザ関連属性を参照する親ユーザ関連属性参照機能と、この親ユーザ関連属性参照機能
により参照された親ユーザ関連属性に基づいて子ユーザのポータルページ中に親ユーザの
ポータルページの構成を取り込む親ユーザのページ構成機能とを含む。
【００４３】
親ユーザページ呼び出し部５８０の親ユーザ関連属性参照機能では、子ユーザのプロファ
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イル情報中の親ユーザ関連属性を参照し、この親ユーザ関連属性に記録された親ユーザが
子ユーザに対して使用許可した親ユーザ提供ポータルアプリケーションの種類、及びこの
親ユーザ提供ポータルアプリケーションを使用する際のプロパティを読み込む。
親ユーザのページ構成機能では、読み込まれたポータルアプリケーションの種類及びプロ
パティを、子ユーザ自身が設定したポータルアプリケーションの種類及び子ユーザ基本属
性と共に、上述したポータルページ動的構成部５３０へと送信する。ポータルページ動的
構成部５３０ではこれらの情報に基づいて、子ユーザのコンピュータ装置１００に表示さ
れるポータルページのデータが構成される。そして必要に応じてアプリケーションサーバ
２２０からポータルアプリケーションの一部が読み出され、ポータルページのデータと共
に子ユーザのコンピュータ装置１００へと送信される。
【００４４】
以上のようにして、ポータルサーバ２３０は、親ユーザの基本属性、及び子ユーザの基本
属性と関連属性を格納する。そして子ユーザが親ユーザの使用許可しているポータルアプ
リケーションを使用する場合には、子ユーザのプロファイル情報中の親ユーザ関連属性を
参照して、この親ユーザ関連属性に基づいてポータルアプリケーションを使用する。そう
することにより子ユーザは、親ユーザが子ユーザに対して使用許可したポータルアプリケ
ーションを、所定の使用条件に基づいて使用することができるようになる。
以下、図９～図１１に示すフローチャートでは、親ユーザが使用許可するポータルアプリ
ケーションの一例として振込みポータルアプリケーションを例示し、ポータルサーバ２３
０に各ユーザが登録され、親ユーザによって振込みポータルアプリケーションの使用許可
が設定されてから、この振込みポータルアプリケーションが子ユーザのポータルページに
表示されるまでの処理の流れを説明する。
【００４５】
図９は、本実施の形態においてポータルサーバ２３０にユーザを登録する際の処理の流れ
を示すフローチャートである。
以上述べたようなサービスを提供しているＩＳＰ２００に対して初めてアクセスするユー
ザや、何度かアクセスしたがユーザ登録していないユーザ（以下、ユーザＺとする）は、
ログインＩＤやパスワードを付与されていないため、ゲストユーザとしてログインするこ
とになる。ＩＳＰ２００の認証サーバ２１０は、ユーザＺによるゲストユーザとしてのロ
グインを受け付ける（ステップ９０１）。ユーザＺのログインの通知を受けたポータルサ
ーバ２３０のユーザプロファイル読み込み部５１０は、予め用意されているゲストユーザ
用のポータルページ、及びユーザ登録メニューを表示するためのゲストユーザプロファイ
ル情報をプロファイル情報格納部５５０から読み込む（ステップ９０２）。そしてポータ
ルページ動的構成部５３０は、このゲストユーザプロファイル情報に基づいてゲスト用の
ポータルページ及びユーザ登録メニューを表示するためのデータを構成すると共に、これ
らのデータを構成するのに必要なポータルアプリケーションをアプリケーションサーバ２
２０から読み出し（ステップ９０３）、構成された表示データをユーザＺのコンピュータ
装置１００に送信する（ステップ９０４）。
【００４６】
そうするとユーザＺのコンピュータ装置１００では、受信されたデータに基づいて、ポー
タルアプリケーションを含むポータルページ及びユーザ登録メニューの画像データが生成
され、これらの画像がブラウザ上に表示される。ユーザＺは、このポータルページに表示
されたコンテンツを利用することができる。また表示されたユーザ登録メニューにしたが
ってＩＳＰ２００へのユーザ登録を行うことができる。ユーザＺがユーザ登録メニューに
したがって入力したデータはＩＳＰ２００に送信され、ポータルサーバ２３０のユーザプ
ロファイル編集部５４０はこのユーザ登録のデータを受信する（ステップ９０５）。そし
てユーザプロファイル編集部５４０は、ユーザＺのプロファイル情報（基本属性）を作成
し、このユーザＺのプロファイル情報をプロファイル情報格納部５５０に格納する（ステ
ップ９０６）。ステップ９０６にて作成される基本属性の内容としては、ユーザＩＤやパ
スワード等のユーザを区別するための情報や、氏名、住所、電話番号等のユーザに関する
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詳細情報、また天気予報ポータルアプリケーション、株価ポータルアプリケーション、ニ
ュースポータルアプリケーション等のユーザＺが設定したポータルアプリケーションの種
類、及びこれらのポータルアプリケーションを使用する際に用いられるプロパティなどが
挙げられる。
このようにユーザ登録を行うことによって、例えば機能制限付きで提供されていたサービ
スを制限を受けることなく使用することができるようになったり、ユーザ自身の好みに応
じてカスタマイズされたポータルページを表示することができるようになり、使い勝手の
良いサービスの提供を受けることができるようになる。
【００４７】
図１０は、本実施の形態におけるポータルサーバ２３０において親ユーザによって設定さ
れたプロファイル情報の使用を、子ユーザに対して許可する際の処理の流れを示すフロー
チャートである。
ＩＳＰ２００に登録されているユーザ（以下、ユーザＡとする）は、例えばユーザＩＤや
パスワードをＩＳＰ２００に送信することにより認証サーバ２１０にてログインを受け付
けられる（ステップ１００１）。ここでユーザＡは、ユーザＡの設定したポータルアプリ
ケーション等のコンテンツに関するプロパティを他のユーザ（子ユーザ）に使用許可する
ことにより、このプロパティに基づいたポータルアプリケーション等の使用を許可する親
ユーザであるものとする。親ユーザであるユーザＡのログインが受け付けられると、ポー
タルサーバ２３０のユーザプロファイル読み込み部５１０がプロファイル情報格納部５５
０からユーザＡのプロファイル情報を読み込むと共に、ポータルページ動的構成部５３０
がこのプロファイル情報に基づいてポータルページを表示するためのデータを構成し、ユ
ーザＡのコンピュータ装置１００に送信する（ステップ１００２）。ステップ１００２で
コンピュータ装置１００に送信されるデータには、必要に応じてポータルアプリケーショ
ン選択部５２０によって選択されたポータルアプリケーションを呼び出すためのデータを
付随させることができる。
そうするとユーザＡのコンピュータ装置１００の表示部４１０には、子ユーザに対してポ
ータルアプリケーションの使用を許可するための機能を含むポータルページが表示される
。そして、ユーザＡのコンピュータ装置１００において子ユーザに対して使用を許可する
ポータルアプリケーションを選択する操作が行われると、この操作に基づくデータがＩＳ
Ｐ２００に送信される。
【００４８】
そしてＩＳＰ２００内のポータルサーバ２３０の親ユーザ用管理部５６０は、このデータ
を受信し、プロファイル情報格納部５５０から読み込まれたユーザＡ基本属性の中から、
ユーザＡが子ユーザに対して使用許可するポータルアプリケーション（親ユーザ提供ポー
タルアプリケーション）を選択し、選択されたポータルアプリケーション毎に、子ユーザ
がポータルアプリケーションを使用する際に参照されるプロパティ情報を設定する（ステ
ップ１００３）。ステップ１００３で設定されるプロパティ情報は、予めポータルアプリ
ケーションごとに定められた各プロパティ情報の初期値である。ステップ１００３におい
て設定されたプロパティの初期値は、プロファイル情報格納部５５０にユーザＡ基本属性
として記録される（ステップ１００４）。
以下、親ユーザが子ユーザに使用許可するコンテンツとして、振込みポータルアプリケー
ションが選択された場合について例示する。ここでステップ１００３において、親ユーザ
提供ポータルアプリケーション（振込みポータルアプリケーション）を子ユーザが使用す
る際に用いられるプロパティの初期値として設定されるデータとしては、例えば、振込み
先の金融機関名や支店名、口座番号、またこれらの情報の内、子ユーザのコンピュータ装
置１００における表示の可否などが挙げられる。
【００４９】
さらにポータルサーバ２３０の親ユーザ用管理部５６０は、ユーザＡの指定に基づいてユ
ーザＡ基本属性に子リストを作成し、この子リストに子ユーザに対して使用許可する親ユ
ーザ提供ポータルアプリケーション（ここでは振込みポータルアプリケーション）、及び
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この親ユーザ提供ポータルアプリケーションの使用を許可する子ユーザを設定してプロフ
ァイル情報格納部５５０に記録する（ステップ１００５）。
ユーザＡ（親ユーザ）基本属性に対して以上のような処理が行われると親ユーザ用管理部
５６０は、ステップ１００５で親ユーザ提供ポータルアプリケーション（振込みポータル
アプリケーション）の使用を許可された子ユーザのプロファイル情報の変更処理を行う。
すなわち親ユーザ用管理部５６０は、プロファイル情報格納部５５０から読み込まれたユ
ーザＢ基本属性に親リストを作成して、この親リストに、ユーザＢに対してポータルアプ
リケーションの使用を許可したユーザＡを設定してプロファイル情報格納部５５０に記録
する（ステップ１００６）。そして、プロファイル情報格納部５５０から読み込まれたユ
ーザＡ基本属性の内容に基づいて、この親リストと関連付けてユーザＡ関連属性を作成す
る（ステップ１００７）。このユーザＡ関連属性には、ステップ１００５で記録された、
親ユーザ提供ポータルアプリケーションの種類（ここでは振込みポータルアプリケーショ
ン）、及びステップ１００４で記録された親ユーザ提供ポータルアプリケーションを用い
る際に参照されるプロパティの初期値が設定される。さらに、ユーザＡからの指示があっ
た場合には、ユーザＢに対して使用許可するポータルアプリケーションのプロパティにつ
いての詳細な設定が行われ、プロパティの初期値が上書きされた上でプロファイル情報格
納部５５０に記録される（ステップ１００８）。ここで、プロパティの初期値に対して特
別な設定を行う必要がない場合には、ステップ１００８の処理は省略することができる。
【００５０】
図１１は、本実施の形態におけるポータルサーバ２３０においてポータルアプリケーショ
ンの使用を許可された子ユーザが、親ユーザ提供ポータルアプリケーションを実行する際
の処理の流れを示すフローチャートである。
ＩＳＰ２００に登録され、かつユーザＡ（親ユーザ）から親ユーザ提供ポータルアプリケ
ーション（振込みポータルアプリケーション）の使用許可を受けている子ユーザ（以下、
ユーザＢとする）は、例えばユーザＩＤやパスワードをＩＳＰ２００に送信することによ
り、認証サーバ２１０にてログインを受け付けられる（ステップ１１０１）。子ユーザで
あるユーザＢのログインが受け付けられると、ポータルサーバ２３０では、ログインする
際に用いられたユーザＩＤやパスワードの情報に基づいて、ユーザプロファイル読み込み
部５１０がユーザＢのプロファイル情報中の基本属性（ユーザＢ基本属性）を、親ユーザ
ページ構成呼び出し部５８０が親ユーザ関連属性（ユーザＡ関連属性）を、それぞれプロ
ファイル情報格納部５５０から読み込む（ステップ１１０２）。そしてユーザＢ自身が使
用するためにユーザＢが設定したユーザＢ基本属性に基づいてポータルアプリケーション
、及びユーザＡがユーザＢに対して使用許可したプロファイル情報が記録されたユーザＡ
関連属性に基づいて親ユーザ提供ポータルアプリケーションが、ポータルアプリケーショ
ン選択部５２０によってアプリケーションサーバ２２０から読み込まれる（ステップ１１
０３）。読み込まれた各属性情報及びポータルアプリケーション等のデータは、ポータル
サーバ２３０における各機能を実現するプログラムと共に例えばポータルサーバ２３０の
メモリに保持される。ポータルページ動的構成部５３０は、これらのデータに基づいてユ
ーザＢのコンピュータ装置１００の表示部４１０にポータルページを表示するためのデー
タを構成し、構成されたデータをユーザＢのコンピュータ装置１００に送信する（ステッ
プ１１０４）。
そうするとユーザＢのコンピュータ装置１００の表示部４１０には、親ユーザデータ提供
ポータルアプリケーション（振込みポータルアプリケーション）を含むポータルページが
表示される。ユーザＢのコンピュータ装置１００の表示部４１０に表示されたポータルペ
ージに基づいて、ユーザＡに対して振込みを行うために振込みポータルアプリケーション
が選択する操作が行われると、この操作に基づくデータがＩＳＰ２００に送信される。
【００５１】
そしてＩＳＰ２００内のポータルサーバ２３０のポータルアプリケーション選択部５２０
は、ユーザＢのコンピュータ装置１００からの親ユーザポータルアプリケーション（振込
みポータルアプリケーション）の選択通知を受信する（ステップ１１０５）。そしてユー
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ザＢのプロファイル情報中の親ユーザ関連属性に基づいてアプリケーションサーバ２２０
に格納された親ユーザ提供ポータルアプリケーションを読み込んで起動する（ステップ１
１０６）。そしてポータルページ動的構成部５３０はステップ１１０４と同様にして、例
えば振込先の金融機関名や支店名、口座番号等の情報等が組み込まれた振込みポータルア
プリケーションのデータを構成し、ユーザＢのコンピュータ装置１００に送信する。さら
に、ユーザＢの操作に応じてコンピュータ装置１００から送信された通知に応じてポータ
ルサーバ２３０ではユーザＡ関連属性に基づいて所定の処理が実行され（ステップ１１０
７）、ユーザＢからユーザＡへの振込が行われる。
【００５２】
以上では、各々のユーザ（親ユーザと子ユーザ）が同じＩＳＰ２００に加入しており、そ
れぞれ同じアプリケーションサーバ２２０から提供されるポータルアプリケーションを使
用することができるものとして説明したが、本実施の形態はこれに限定されるものではな
く、本実施の形態を応用することにより、異なるＩＳＰのポータルサイト間又は企業ポー
タルサイト間においてユーザプロファイルを相互に提供し合い、このユーザプロファイル
に基づいて所定のユーザから使用許可されたポータルページの一部やポータルアプリケー
ションを他のユーザが使用できることは言うまでもない。また本実施の形態においては、
ネットワーク網３００としてインターネット網を使用することを前提に説明したが、ユー
ザのコンピュータ装置１００が認証サーバ２１０、アプリケーションサーバ２２０、ポー
タルサーバ２３０などに接続できるような環境であれば、イントラネットなど様々なネッ
トワークを利用することができる。また、ＩＳＰ２００内に設けられた認証サーバ２１０
、アプリケーションサーバ２２０、ポータルサーバ２３０が各々別体のサーバであるもの
として説明したが、これらと同等の機能を備えたものであれば一つのサーバであっても構
わない。
【００５３】
以上のように、本実施の形態によれば、個々のユーザによって設定されたプロファイル情
報の相互接続を行うことができる。すなわち、プロファイル情報中の関連属性に他のユー
ザが所定の使用条件に基づいて使用許可したポータルアプリケーションのプロパティを記
録しておくことにより、このプロパティに基づいたポータルアプリケーションの使用が可
能となる。これにより、各々のユーザが個別の設定に基づいて利用するポータルページに
おいて、他のユーザが使用許可したポータルアプリケーションによるサービスが提供され
、各々のユーザは他のユーザが設定した条件に基づいてポータルアプリケーションを使用
することができるようになる。
また、ＩＳＰや企業のサイトが以上のようなサービスを備えることにより、ポータルアプ
リケーションを効率良く提供することができる利便性の高いネットワークシステムを実現
できる。このネットワークシステムは、これらＩＳＰや企業が提供するサイトにおけるオ
プションサービスの付加価値を向上させることができ、他のＩＳＰや企業との差別化を図
ることができる。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、所定のユーザが設定したウェブアプリケーション
のプロファイル情報の一部を他のユーザに使用許可することにより、当該他のユーザは、
この使用許可されたプロファイル情報に基づいてウェブアプリケーションを使用すること
ができ、ウェブサーバにて実現されるウェブアプリケーションの提供サービスの利便性を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態におけるプロファイル提供サービスの概要を示すネットワークシ
ステム図である。
【図２】　本実施の形態におけるポータルサーバに格納されるプロファイル情報のデータ
構成の一例を示す図である。
【図３】　本実施の形態においてコンピュータ装置の表示部に表示されるポータルページ
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の画面構成の一例を示す図である。
【図４】　本実施の形態において各ユーザが使用するコンピュータ装置の機能構成を示す
ブロック図である。
【図５】　本実施の形態によるポータルサーバの機能構成を示すブロック図である。
【図６】　本実施の形態によるポータルサーバの親ユーザ用管理部において実現される機
能を示す図である。
【図７】　本実施の形態によるポータルサーバの子ユーザ用管理部において実現される機
能を示す図である。
【図８】　本実施の形態によるポータルサーバの親ユーザページ構成呼び出し部において
実現される機能を示す図である。
【図９】　本実施の形態におけるポータルサーバにユーザを登録する際の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１０】　本実施の形態におけるポータルサーバにおいて親ユーザによって設定された
プロファイル情報の使用を、子ユーザに対して許可する際の処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１１】　本実施の形態におけるポータルサーバにおいてポータルアプリケーションの
使用を許可された子ユーザが、親ユーザ提供ポータルアプリケーションを実行する際の処
理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００…コンピュータ装置、１１０，１２０，１３０…表示画面、２００…ＩＳＰ、２１
０…認証サーバ、２２０…アプリケーションサーバ、２３０…ポータルサーバ、３００…
ネットワーク網、４１０…表示部、４２０…表示制御部、４３０…制御部、４４０…ネッ
トワークインターフェイス、４５０…操作部、５１０…ユーザプロファイル読み込み部、
５２０…ポータルアプリケーション選択部、５３０…ポータルページ動的構成部、５４０
…ユーザプロファイル編集部、５５０…プロファイル情報格納部、５６０…親ユーザ用管
理部、５７０…子ユーザ用管理部、５８０…親ユーザページ構成呼び出し部
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