
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツが格納されたウェブサーバに通信網を介して接続される 作成
装置を用いて前記コンテンツ ウェブページを作成する作成方法において、
　前記ウェブサーバ 、
　コンテンツ、 該コンテンツの著作権情報及び

を前記作成
装置へ送信する送信ステップ 、
　前記作成装置

　を備えることを特徴とする作成方法。
【請求項２】
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表示部を有する
に係る

は
該コンテンツのコンテンツアドレス、 前記

ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報
を備え

は、
　前記ウェブサーバから受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツアドレスに
対応づけて記憶するステップと、
　前記ウェブサーバから受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コ
ンテンツと共に前記表示部に表示するステップと、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付
部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレス
に対応づけられた前記著作権情報を抽出するステップと、
　抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込むス
テップと



　
　前記コンテンツに関するコメント け付けるステップと、

け付けたコメントに対応づけて コンテン ドレ
ス及び著作権情報を、前記通信網を介して接続される公開用サーバコンピュータ 力す
る出力ステップと
　
　

　 え 求項１に記載の作成方法。
【請求項３】
　コンテンツが格納されたウェブサーバ及び該ウェブサーバに通信網を介して接続され、
前記コンテンツ ウェブページを作成する作成装置から構成される情報紹介システム
において、
　前記ウェブサーバは、
　コンテンツ、 該コンテンツの著作権情報及び

を前記作成
装置へ送信す 段を備え、
　前記作成装置は、

　を備えることを特徴とする情報紹介システム。
【請求項４】

　前記作成装置は、
　前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、

け付けたコメント コンテン ドレス及び著作権
情報を 公開用サーバコンピュータへ出力す 段と
　

　 え 求項３に記載の情報紹介システム。
【請求項５】
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前記作成装置は、
を受

　受 、前記ウェブページに埋め込まれた ツア
へ出

を備え、
前記公開用サーバコンピュータは、

　出力されてきたコンテンツアドレス、著作権情報及びコメントを記憶するステップと、
　作成されたウェブページに係る閲覧要求を外部から受け付けた場合、記憶するコンテン
ツアドレス、著作権情報及びコメントを閲覧要求元へ送信するステップと

を備 る請

に係る

該コンテンツのコンテンツアドレス、 前記
ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報

る手

　表示部と、
　前記ウェブサーバから受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツアドレスに
対応づけて記憶する手段と、
　前記ウェブサーバから受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コ
ンテンツと共に前記表示部に表示する処理を行う手段と、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付
部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレス
に対応づけられた前記著作権情報を抽出する手段と、
　抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込む手
段と

　前記通信網を介して前記作成装置と接続される公開用サーバコンピュータを備え、

を受
　受 、前記ウェブページに埋め込まれた ツア

それぞれ対応づけて前記 る手
を備え、

　前記公開用サーバコンピュータは、
　出力されてきたコメント、コンテンツアドレス及び著作権情報を記憶する手段と、
　作成されたウェブページに係る閲覧要求を外部から受け付けた場合、記憶するコメント
、コンテンツアドレス及び著作権情報を閲覧要求元へ送信する手段と

を備 る請

前記作成装置は、
　ウェブページに埋め込まれたコンテンツアドレスに係るコンテンツの閲覧を拒否するア
クセス先の拒否アドレスを受け付ける手段と、
　受け付けた前記拒否アドレスを前記公開用サーバコンピュータへ出力する手段と
　を備え、
　前記公開用サーバコンピュータは、



請求項４に記載の情報紹介システム。
【請求項６】
　

に記載の情報紹介システム。
【請求項７】
　コンテンツが格納されたウェブサーバ、前記コンテンツ ウェブページを作成する
作成装置及び前記コンテンツの公開用サーバコンピュータから構成される情報紹介システ
ムにおいて、
　前記ウェブサーバは、
　コンテンツ、

前記公開
用サーバコンピュータのアドレスを前記作成装置へ送信す 段を備え、
　前記作成装置は、

と
　を備え、
前記公開用サーバコンピュータは、

信され たコンテン ドレス 、前記ウェブサーバへアクセスし 、前記
コンテンツの著作権情報 得する手段と、

得した著作権情報を コンテン ドレス 対応づけて記憶す
段と

　を備えることを特徴とする情報紹介システム。
【請求項８】
　前記作成装置は、
　前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、

10

20

30

40

50

(3) JP 3857717 B1 2006.12.13

　閲覧制限情報を記憶しており、
　出力されてきた拒否アドレスを、該拒否アドレスに係るコンテンツに応じたコンテンツ
アドレス、著作権情報及びコメントに対応づけて記憶する手段と、
　作成されたウェブページに係る閲覧要求を外部から受け付けた場合、閲覧要求元に係る
アドレスと、記憶する拒否アドレスとを比較する手段と、
　比較により、前記閲覧要求元に係るアドレスが前記拒否アドレスに一致したことを判断
した場合、記憶する閲覧制限情報、前記拒否アドレスに対応づけた著作権情報及びコメン
トを閲覧要求元へ送信する手段と
　を備える

前記ウェブサーバは、
　前記コンテンツの公開を許可する期間を規定した期間情報を前記作成装置へ送信する手
段を備え、
　前記作成装置は、
　コンテンツの公開期間が終了したことを示す終了情報を記憶しており、
　送信された期間情報を前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、
　記憶した期間情報を、そのときの日時と比較する手段と、
　比較により、そのときの日時が記憶した期間情報を過ぎたことを判断した場合、前記期
間情報に対応づけられたコンテンツアドレスに係るコンテンツの前記終了情報を前記表示
部に表示する処理を行う手段と
　を備える請求項３乃至請求項５のいずれか１つ

に係る

該コンテンツのコンテンツアドレス、前記ウェブページの作成指示の受け
付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報及び該表示用情報にリンクさせた

る手

　表示部と、
　記憶手段と、
　前記ウェブサーバから受信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する処理
を行う手段と、
　前記ウェブサーバから受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、前記コンテンツ
と共に前記表示部に表示する処理を行う手段と、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付部にリンクさせた前
記公開用サーバコンピュータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表示される前記
コンテンツに係るコンテンツアドレスを前記記憶手段から抽出して前記公開用サーバコン
ピュータへ送信する手段

　送 てき ツア に基づき て
を取

　取 、該著作権情報に係る ツア に る
手

を受



け付けたコメントを 公開用サーバコンピュータ する手段と
　を備え、
　
　送信され たコメントを、 前 ンテン ド
レス及び著作権情報に対応づけて記憶する 請求項７に記載の情報紹介システ
ム。
【請求項９】
　 コンテンツ ウェブページ 成する作成装置において、
　外部から、コンテンツ、 該コンテンツの著作権情
報及び
を受信す 段と、

　を備えることを特徴とする作成装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、

け付けたコメント コンテン ドレス及び著作権
情報を 外部へ出力す 段と
　 え 求項９に記載の作成装置。
【請求項１１】
　
　

　

情報を前記
表示する 手段と

　 える請求項９または１０に記載の作成装置。
【請求項１２】
　 を拒否するア
クセス先の拒否アドレスを

　を備え 求項１０ に記載の作成装置。
【請求項１３】
　 コンテンツ ウェブページ 成する作成装置におい
て、
　

を受信する手段と、
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　受 前記 へ送信

前記公開用サーバコンピュータは、
てき 該コメントに応じたコンテンツに係る 記コ ツア

手段を備える

表示部を備え、 に係る を作
該コンテンツのコンテンツアドレス、

前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報
る手

　受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手
段と、
　受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に前記表
示部に表示する処理を行う手段と、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付
部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレス
に対応づけられた前記著作権情報を抽出する手段と、
　抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込む手
段と

を受
　受 、前記ウェブページに埋め込まれた ツア

それぞれ対応づけて る手
を備 る請

コンテンツの公開期間が終了したことを示す終了情報を記憶しており、
外部から前記コンテンツの公開を許可する期間を規定した期間情報を受信する手段と、

　受信した期間情報を前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、
記憶した期間情報を、そのときの日時と比較する手段と、

　比較により、そのときの日時が記憶した期間情報を過ぎたことを判断した場合、前記期
間情報に対応づけられたコンテンツアドレスに係るコンテンツの前記終了 表示
部に 処理を行う

を備

ウェブページに埋め込まれたコンテンツアドレスに係るコンテンツの閲覧
受け付ける手段と、

　受け付けた前記拒否アドレスを外部へ出力する手段と
る請 または１１

表示部及び記憶手段を備え、 に係る を作

外部から、コンテンツ、該コンテンツのコンテンツアドレス、前記ウェブページの作成
指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報及び該表示用情報にリンクさせ
た外部サーバコンピュータのアドレス
　受信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する処理を行う手段と、
　受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に前記表
示部に表示する処理を行う手段と、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付部にリンクさせた外



と
　を備えることを特徴とする作成装置。
【請求項１４】
　前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、

け付けたコメント 力する手段と
　 え 求項１３に記載の作成装置。
【請求項１５】
　 コンテンツ ウェブページを作成させるコンピ
ュータプログラムにおいて、
　

部から コンテンツ、 該コンテ
ンツの著作権情報及び

を受信 段と、

ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　 コンテンツ ウェブページを作成
させるコンピュータプログラムにおいて、
　
　

ことを特徴とするコンピュータプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツが格納されたウェブサーバに通信網を介して接続される作成装置
を用いて前記コンテンツを紹介するためのウェブページを作成する作成方法、該方法に用
いられる情報紹介システム及び作成装置、並びに該作成装置の機能を実現するためのコン
ピュータプログラムに関し、特に紹介するウェブページ内のコンテンツの著作権情報を適
切に保護する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットのウェブサイトに存在するニュース記事、画像または特定ウェブ
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部サーバコンピュータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表示される前記コンテ
ンツに係るコンテンツアドレスを前記記憶手段から抽出して外部サーバコンピュータへ送
信する手段

を受
　受 を外部サーバコンピュータへ出

を備 る請

通信手段を有するコンピュータに、 に係る

コンピュータを、
　外 前記通信手段で、 該コンテンツのコンテンツアドレス、

前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示
する表示用情報 する処理を行う手
　受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手
段と、
　受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に表示す
る処理を行う手段と、
　前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付部と共に
表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレスに対応づ
けられた前記著作権情報を抽出する手段と、
　抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込む手
段として機能させる

通信手段及び記憶手段を有するコンピュータに、 に係る

コンピュータを、
外部から前記通信手段で、コンテンツ、該コンテンツのコンテンツアドレス、前記ウェ

ブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報及び該表示用情
報にリンクさせた外部サーバコンピュータのアドレスを受信する処理を行う手段と、
　受信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する処理を行う手段と、
　受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、前記コンテンツと共に表示する処理を
行う手段と、
　前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付部にリンクさせた外部サーバ
コンピュータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表示される前記コンテンツに係
るコンテンツアドレスを前記記憶手段から抽出して外部サーバコンピュータへ前記通信手
段で送信する処理を行う手段として機能させる



サイトへのハイパーリンクを設定し、これを紹介すべくそこに自分の評論を書き加えた記
事を時系列に配置するいわゆるブログ（ blogまたは Weblog）が普及している。ブログの作
成にあたってはＢＬＯＧＧＥＲまたはＭＯＶＡＢＬＥＴＹＰＥ等のソフトウェアを用いる
ことによりブラウザ上で容易に、ブログを作成することができる。
【特許文献１】特開２００５－２３５１１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ウェブサイトに掲載されている画像、動画または文章等のコンテンツに
は著作権が発生していることが多いところ、ユーザはこの著作権を意識することなく、ユ
ーザのブログ内にコンテンツを表示していることが多いという問題があった。その一方で
、ユーザが個別にウェブサイト運用者に著作権の許諾を得るというのも、手続きが煩雑と
なる。
【０００４】
　また、ニュースが掲載されたウェブサイトの画像または動画等は、その掲載期間が契約
等により設定されており、ユーザがブログで画像を紹介したとしても、期間が徒過すると
いう問題もあった。
【０００５】
　さらに、紹介するコンテンツによっては、道徳上または法律上各国の規制にそぐわない
こともあり、自由にコンテンツを紹介することができるブログにおいても、一定のアクセ
ス制限を課す必要がある。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、紹介するコンテンツの
著作権情報を適切に処理することにより、ウェブサイト管理者及びユーザの手を煩わせる
ことなく適切に著作物を保護することが可能な作成方法、情報紹介システム、作成装置及
びコンピュータプログラムを提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、コンテンツを公開する期間情報を用いて処理することによ
り、掲載期間が徒過したコンテンツを適切に扱うことが可能な作成方法等を提供すること
にある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、アクセスコントロールを行うことにより、各国の道徳また
は法律に反しない作成方法等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る作成方法は、コンテンツが格納されたウェブサーバに通信網を介して接続
される 作成装置を用いて前記コンテンツ ウェブページを作成する作
成方法において、前記ウェブサーバ 、コンテンツ、

該コンテンツの著作権情報及び
を前記作成装置へ送信する送信ステップ 、前記作成装置

を備えることを特徴とす
る。
【００１０】
　本発明に係る作成方法は、 前記コンテンツに関するコメント け付
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表示部を有する に係る
は 該コンテンツのコンテンツアドレス

、 前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受
付部を表示する表示用情報 を備え
は、前記ウェブサーバから受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツアドレス
に対応づけて記憶するステップと、前記ウェブサーバから受信した前記表示用情報に応じ
た指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に前記表示部に表示するステップと、
　表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付
部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレス
に対応づけられた前記著作権情報を抽出するステップと、抽出した前記コンテンツアドレ
ス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込むステップと

前記作成装置が、 を受



けるステップと、 け付けたコメントに対応づけて コ
ンテン ドレス及び著作権情報を、前記通信網を介して接続される公開用サーバコンピ
ュータ 力する出力ステップと

えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る情報紹介システムは、コンテンツが格納されたウェブサーバ及び該ウェブ
サーバに通信網を介して接続され、前記コンテンツ ウェブページを作成する作成装
置から構成される情報紹介システムにおいて、前記ウェブサーバは、コンテンツ、

該コンテンツの著作権情報及び
を前記作成装置へ送信す 段を

備え、前記作成装置は、

を備え
ることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る情報紹介システムは、

前記作成装置は、前記コンテンツに関するコメント け
付ける手段と、 け付けたコメント コンテン ドレ
ス及び著作権情報を 公開用サーバコンピュータへ出力す 段と

えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る情報紹介システムは、

ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る情報紹介システムは、

ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る情報紹介システムは、コンテンツが格納されたウェブサーバ、前記コンテ
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受 、前記ウェブページに埋め込まれた
ツア
へ出 を備え、前記公開用サーバコンピュータは、出力されて

きたコンテンツアドレス、著作権情報及びコメントを記憶するステップと、作成されたウ
ェブページに係る閲覧要求を外部から受け付けた場合、記憶するコンテンツアドレス、著
作権情報及びコメントを閲覧要求元へ送信するステップとを備

に係る
該コン

テンツのコンテンツアドレス、 前記ウェブページの作成指
示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報 る手

表示部と、前記ウェブサーバから受信した前記著作権情報を、受
信した前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、前記ウェブサーバから受信
した前記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に前記表示部に
表示する処理を行う手段と、表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶
する中から、前記指示受付部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレス
及び該コンテンツアドレスに対応づけられた前記著作権情報を抽出する手段と、抽出した
前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブページに埋め込む手段と

前記通信網を介して前記作成装置と接続される公開
用サーバコンピュータを備え、 を受

受 、前記ウェブページに埋め込まれた ツア
それぞれ対応づけて前記 る手

を備え、前記公開用サーバコンピュータは、出力されてきたコメント、コンテンツアドレ
ス及び著作権情報を記憶する手段と、作成されたウェブページに係る閲覧要求を外部から
受け付けた場合、記憶するコメント、コンテンツアドレス及び著作権情報を閲覧要求元へ
送信する手段とを備

前記作成装置が、ウェブページに埋め込まれたコン
テンツアドレスに係るコンテンツの閲覧を拒否するアクセス先の拒否アドレスを受け付け
る手段と、受け付けた前記拒否アドレスを前記公開用サーバコンピュータへ出力する手段
とを備え、前記公開用サーバコンピュータは、閲覧制限情報を記憶しており、出力されて
きた拒否アドレスを、該拒否アドレスに係るコンテンツに応じたコンテンツアドレス、著
作権情報及びコメントに対応づけて記憶する手段と、作成されたウェブページに係る閲覧
要求を外部から受け付けた場合、閲覧要求元に係るアドレスと、記憶する拒否アドレスと
を比較する手段と、比較により、前記閲覧要求元に係るアドレスが前記拒否アドレスに一
致したことを判断した場合、記憶する閲覧制限情報、前記拒否アドレスに対応づけた著作
権情報及びコメントを閲覧要求元へ送信する手段とを備える

前記ウェブサーバが、前記コンテンツの公開を許可
する期間を規定した期間情報を前記作成装置へ送信する手段を備え、前記作成装置は、コ
ンテンツの公開期間が終了したことを示す終了情報を記憶しており、送信された期間情報
を前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、記憶した期間情報を、そのとき
の日時と比較する手段と、比較により、そのときの日時が記憶した期間情報を過ぎたこと
を判断した場合、前記期間情報に対応づけられたコンテンツアドレスに係るコンテンツの
前記終了情報を前記表示部に表示する処理を行う手段とを備える



ンツ ウェブページを作成する作成装置及び前記コンテンツの公開用サーバコンピュ
ータから構成される情報紹介システムにおいて、前記ウェブサーバは、コンテンツ、

前記公開用サーバコンピュー
タのアドレスを前記作成装置へ送信す 段を備え、前記作成装置は、

とを備え、前記公開用サーバコンピュータは、 信され たコンテン ドレス
、前記ウェブサーバへアクセスし 、前記コンテンツの著作権情報 得する手段と、
得した著作権情報を コンテン ドレス 対応づけて記憶す

段とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る情報紹介システムは、前記作成装置 、前記コンテンツに関するコメント

け付ける手段と、 け付けたコメントを 公開用サーバコンピュータ する手
段とを備え、 送信され たコメントを、

前 ンテン ドレス及び著作権情報に対応づけて記憶する
ことを特徴とする。

【００１７】
　本発明に係る作成装置は、 コンテンツ ウェブページ 成する作
成装置において、外部から、コンテンツ、 該コンテ
ンツの著作権情報及び

を受信す 段と、

を備えることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る作成装置は、前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、 け
付けたコメント コンテン ドレス及び著作権情報を

外部へ出力す 段と えることを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る作成装置は、

情報を前記 表示する 手段と え
ることを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る作成装置は、

を拒否するアクセス先の拒否アドレスを
を備えることを特徴とする。

【００２１】
　本発明に係る作成装置は、 コンテンツ ウェブページ
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に係る
該コ

ンテンツのコンテンツアドレス、前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受
付部を表示する表示用情報及び該表示用情報にリンクさせた

る手 表示部と、記憶手
段と、前記ウェブサーバから受信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する
処理を行う手段と、前記ウェブサーバから受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を
、前記コンテンツと共に前記表示部に表示する処理を行う手段と、表示した前記指示受付
部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付部にリンクさせた前記公開用サーバコンピュ
ータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表示される前記コンテンツに係るコンテ
ンツアドレスを前記記憶手段から抽出して前記公開用サーバコンピュータへ送信する手段

送 てき ツア に基づ
き て を取
取 、該著作権情報に係る ツア に る手

が
を受 受 前記 へ送信

前記公開用サーバコンピュータは、 てき 該コメント
に応じたコンテンツに係る 記コ ツア
手段を備える

表示部を備え、 に係る を作
該コンテンツのコンテンツアドレス、

前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示
する表示用情報 る手 受信した前記著作権情報を、受信した前記コンテンツ
アドレスに対応づけて記憶する手段と、受信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、
受信した前記コンテンツと共に前記表示部に表示する処理を行う手段と、表示した前記指
示受付部で作成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付部と共に表示され
る前記コンテンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレスに対応づけられた
前記著作権情報を抽出する手段と、抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作
成中のウェブページに埋め込む手段と

を受 受
、前記ウェブページに埋め込まれた ツア

それぞれ対応づけて る手 を備

コンテンツの公開期間が終了したことを示す終了情報を記憶
しており、外部から前記コンテンツの公開を許可する期間を規定した期間情報を受信する
手段と、受信した期間情報を前記コンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、記憶
した期間情報を、そのときの日時と比較する手段と、比較により、そのときの日時が記憶
した期間情報を過ぎたことを判断した場合、前記期間情報に対応づけられたコンテンツア
ドレスに係るコンテンツの前記終了 表示部に 処理を行う を備

ウェブページに埋め込まれたコンテンツアドレスに係るコン
テンツの閲覧 受け付ける手段と、受け付けた前記
拒否アドレスを外部へ出力する手段と

表示部及び記憶手段を備え、 に係る



成する作成装置において、

を受信する手段と、

とを備えることを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る作成装置は、前記コンテンツに関するコメント け付ける手段と、 け
付けたコメント 力する手段と えことを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、 コンテン
ツ ウェブページを作成させるコンピュータプログラムにおいて、

部から コンテンツ、 該コンテン
ツの著作権情報及び

を受信 段と、

ことを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、

コンテンツ ウェブページを作成させるコンピュータプログラムにおいて、

ことを特徴とする。
【００２５】
　本発明にあっては、情報紹介システムはコンテンツが格納されたウェブサーバ及び該ウ
ェブサーバに通信網を介して接続され、前記コンテンツを紹介するためのウェブページを
作成する作成装置から構成される。ウェブサーバは、コンテンツ、該コンテンツの著作権
情報及び該コンテンツの紹介を実行するための実行情報を作成装置へ送信する。作成装置
は、送信されたコンテンツ、著作権情報及び実行情報を受信する。作成装置は、送信され
た実行情報に関連して、コンテンツの紹介が実行されたと制御部が判断した場合、制御部
は送信されたコンテンツの著作権情報を抽出する。そして、ウェブページを作成するため
の作成プログラムに、コンテンツのアドレス及び抽出した著作権情報を制御部により送出
する。
【００２６】
　そして、作成装置は、コンテンツに関するコメントを入力部から受け付け、この受け付
けたコメントに対応づけて送出されたコンテンツのアドレス及び著作権情報を、通信網を
介して接続される公開用サーバコンピュータへ制御部により出力する。このように、ユー
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を作 外部から、コンテンツ、該コンテンツのコンテンツアドレ
ス、前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報及
び該表示用情報にリンクさせた外部サーバコンピュータのアドレス 受
信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する処理を行う手段と、受信した前
記表示用情報に応じた指示受付部を、受信した前記コンテンツと共に前記表示部に表示す
る処理を行う手段と、表示した前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付
部にリンクさせた外部サーバコンピュータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表
示される前記コンテンツに係るコンテンツアドレスを前記記憶手段から抽出して外部サー
バコンピュータへ送信する手段

を受 受
を外部サーバコンピュータへ出 を備

通信手段を有するコンピュータに、
に係る コンピュータを、

外 前記通信手段で、 該コンテンツのコンテンツアドレス、
前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示す

る表示用情報 する処理を行う手 受信した前記著作権情報を、受信した前記コ
ンテンツアドレスに対応づけて記憶する手段と、受信した前記表示用情報に応じた指示受
付部を、受信した前記コンテンツと共に表示する処理を行う手段と、前記指示受付部で作
成指示を受け付けた場合、記憶する中から、前記指示受付部と共に表示される前記コンテ
ンツに係るコンテンツアドレス及び該コンテンツアドレスに対応づけられた前記著作権情
報を抽出する手段と、抽出した前記コンテンツアドレス及び著作権情報を作成中のウェブ
ページに埋め込む手段として機能させる

通信手段及び記憶手段を有するコンピュータ
に、 に係る コン
ピュータを、外部から前記通信手段で、コンテンツ、該コンテンツのコンテンツアドレス
、前記ウェブページの作成指示の受け付けが可能な指示受付部を表示する表示用情報及び
該表示用情報にリンクさせた外部サーバコンピュータのアドレスを受信する処理を行う手
段と、受信した前記コンテンツアドレスを前記記憶手段に記憶する処理を行う手段と、受
信した前記表示用情報に応じた指示受付部を、前記コンテンツと共に表示する処理を行う
手段と、前記指示受付部で作成指示を受け付けた場合、該指示受付部にリンクさせた外部
サーバコンピュータのアドレスに基づき、前記指示受付部と共に表示される前記コンテン
ツに係るコンテンツアドレスを前記記憶手段から抽出して外部サーバコンピュータへ前記
通信手段で送信する処理を行う手段として機能させる



ザが紹介を希望するコンテンツの紹介を実行することにより、当該コンテンツの著作権情
報が、作成プログラムへ送出されて、公開用サーバコンピュータへ出力されるので、コン
テンツを管理するウェブサイト管理者及びユーザの手を煩わせることなく、簡単な処理に
より著作物を適切に保護することが可能となる。
【００２７】
　また、本発明にあっては、ウェブサーバはコンテンツの公開を許可する期間情報を作成
装置へ送信する。この期間情報を受信した作成装置の制御部は、当該送信された期間情報
に基づいて、コンテンツの紹介期間が終了する旨の情報を表示するので、ユーザはニュー
ス等のウェブサイトにおいて画像の掲載期間が決まっているサイトを紹介する場合でも、
容易に掲載期間の終了時期を把握できることになる。
【００２８】
　また、本発明にあっては、作成装置の制御部は、紹介を拒否するアクセス先の拒否アド
レスを記憶部に記憶する。作成装置は、コンテンツに対して受け付けたコメントに対応づ
けて、コンテンツのアドレス、著作権情報及び当該コンテンツに対応する拒否アドレスを
公開用サーバコンピュータへ出力する。そして、公開用サーバコンピュータは、この拒否
アドレス情報及びアクセスを試みるコンピュータのアドレスを参照することにより、当該
コンテンツの閲覧を制限するようにしたので、ユーザは各国の道徳または法律に応じて閲
覧規制を課すことが可能であり、またコンテンツを提供するウェブサイト管理者も、安心
してユーザによるコンテンツの紹介を許可することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明にあっては、作成装置は紹介するコンテンツの選択を入力部から受け付け
る。そして受け付けたコンテンツのアドレス及び著作権情報を制御部により抽出する。制
御部は、ウェブページを作成するための作成プログラムに、コンテンツのアドレス及び抽
出した著作権情報を送出する。作成装置は、コンテンツに関するコメントを入力部から受
け付け、受け付けたコメントに対応づけて送出されたコンテンツのアドレス及び著作権情
報を出力するように構成したので、著作権を考慮しつつ、ユーザは容易にウェブサイトに
展開されたコンテンツを紹介することが可能となる。
【００３０】
　また、本発明にあっては、情報紹介システムは、コンテンツが格納されたウェブサーバ
、コンテンツを紹介するためのウェブページを作成する作成装置及びコンテンツの公開用
サーバコンピュータが相互に通信網を介して接続されている。まずウェブサーバは、作成
装置の制御部からの要求に応じて、コンテンツ、コンテンツの紹介を実行するための実行
情報及び公開用サーバコンピュータのアドレスを送信する。作成装置は、送信された実行
情報に関連して、コンテンツの紹介が実行された場合、送信された公開用サーバコンピュ
ータのアドレスを参照して、公開用サーバコンピュータへアクセスすると共に、コンテン
ツのアドレスを公開用サーバコンピュータへ制御部により送信する。公開用サーバコンピ
ュータの公開用制御部は、送信されたコンテンツのアドレスを受信し、当該コンテンツの
アドレスを参照して、ウェブサーバへアクセスする。そして、公開用制御部はウェブサー
バに対し、コンテンツのアドレスに係る著作権情報の取得要求を行う。ウェブサーバはこ
の取得要求に応じてコンテンツに対応する著作権情報を公開用サーバコンピュータへ送信
する。これにより公開用サーバコンピュータの公開制御部はコンテンツの著作権情報を取
得する。公開用サーバコンピュータの公開用制御部は取得した著作権情報及びコンテンツ
のアドレスを対応づけて記憶する。
【００３１】
　さらに作成装置は、コンテンツに関するコメントを入力部から受け付け、受け付けたコ
メントを公開用サーバコンピュータへ制御部により出力する。公開用サーバコンピュータ
は、作成装置から送信されたコメントを、すでに記憶したコンテンツのアドレス及び著作
権情報に対応づけて記憶する。このように、ユーザのコンテンツの紹介実行があった場合
に、著作権情報を取得するようにしたので、コンテンツを簡単な構成で的確に保護するこ
とが可能となる。
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【発明の効果】
【００３２】
　本発明にあっては、作成装置は、送信された実行情報に関連して、コンテンツの紹介が
実行された場合、送信されたコンテンツの著作権情報を抽出し、ウェブページを作成する
ための作成プログラムに、コンテンツのアドレス及び抽出した著作権情報を送出するので
、コンテンツを管理するウェブサイト管理者及びユーザの手を煩わせることなく、簡単な
処理により著作物を適切に保護することが可能となる。
【００３３】
　また、本発明にあっては、期間情報を受信した作成装置は、当該送信された期間情報に
基づいて、コンテンツの紹介期間が終了する旨の情報を表示するので、ユーザはニュース
等のウェブサイトにおいて画像の掲載期間が決まっているサイトを紹介する場合でも、容
易に掲載期間の終了時期を把握できることになる。
【００３４】
　また、本発明にあっては、作成装置は、コンテンツに対応する拒否アドレスを公開用サ
ーバコンピュータへ出力し、公開用サーバコンピュータは、この拒否アドレス情報及びア
クセスを試みるコンピュータのアドレスを参照することにより、当該コンテンツの閲覧を
制限するようにしたので、ユーザは各国の道徳または法律に応じて閲覧規制を課すことが
可能となる。またコンテンツを提供するウェブサイト管理者も、閲覧規制が行われること
により安心してユーザによるコンテンツの紹介を許可することが可能となる。
【００３５】
　また、本発明にあっては、受け付けたコンテンツのアドレス及び著作権情報を制御部に
より抽出し、ウェブページを作成するための作成プログラムに、コンテンツのアドレス及
び抽出した著作権情報を送出する。作成装置は、コンテンツに関するコメントを入力部か
ら受け付け、受け付けたコメントに対応づけて送出されたコンテンツのアドレス及び著作
権情報を出力するように構成したので、著作権を考慮しつつ、ユーザは簡易な構成でウェ
ブサイトに展開されたコンテンツを紹介することが可能になる。
【００３６】
　また、本発明にあっては、コンテンツの紹介が実行された場合、実行情報と共に送信さ
れたアドレスに係る公開用サーバコンピュータが、コンテンツに対応する著作権情報をウ
ェブサーバから取得するようにしたので、コンテンツを紹介するユーザが特に意識するこ
となく著作権に関する情報を表示でき、コンテンツの著作権を適切に保護することが可能
となる等、本発明は優れた効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　実施の形態１
　図１は本発明に係る情報紹介システムの構成を示す概要図である。情報紹介システムＳ
にはインターネット等の通信網Ｎ（以下、インターネットＮ）を介して、作成装置１、ウ
ェブサーバ２、公開用サーバコンピュータ３及び第３者のコンピュータ４が相互に接続さ
れている。作成装置１は公知のパーソナルコンピュータ等が用いられ、以下では作成装置
１をユーザコンピュータ１として説明する。ウェブサーバ２及び公開用サーバコンピュー
タ３は公知のサーバコンピュータを用いることができ、公開用サーバコンピュータ３をブ
ログサーバ３であるものとして説明する。また第３者のコンピュータ４もパーソナルコン
ピュータ等が用いられる。以下の実施例においては、紹介するコンテンツを画像とし、ユ
ーザがユーザコンピュータ１を用いて、当該画像をいわゆるブログにより紹介する形式を
説明するが、コンテンツは著作権にかかわるものであれば、動画、文章等であってもよい
。
【００３８】
　ウェブサーバ２はコンテンツを格納しており、インターネットＮを介して該コンテンツ
が掲示されたウェブページを公開している。なお、本実施の形態においては、ウェブサー
バ２は新聞記事に関するウェブページを公開しているが、これに限るものではない。ユー
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ザはユーザコンピュータ１を用いてウェブサーバ２へアクセスし、ウェブページを閲覧す
る。ユーザはウェブページ内に第３者への公開を希望する画像等のコンテンツが存在する
場合、これに関するコメント等を付したブログを作成する。作成されたブログは、ブログ
サーバ３にアップロード（出力）され、第３者のコンピュータ４によりブログサーバ３へ
アクセスすることにより、この紹介されたコンテンツ及びこれに関するコメント等を閲覧
することができる。
【００３９】
　図２はユーザコンピュータ１及びブログサーバ３のハードウェア構成を示すブロック図
である。ユーザコンピュータ１は制御部であるＣＰＵ (Central Processing Unit)１１，
ＲＡＭ (Random
Access Memory)１２，記憶部１５，入力部１３，表示部１４及び通信部１６を含んで構成
される。ＣＰＵ１１は、バス１７を介してユーザコンピュータ１のハードウェア各部と接
続されていて、それらを制御すると共に、ハードディスク等の記憶部１５に格納された制
御プログラム１５１に従って、種々のソフトウェア的機能を実行する。制御プログラム１
５１は、Ｃ言語またはＪＡＶＡ（登録商標）等のプログラミング言語で記述されている。
【００４０】
　ＲＡＭ１２は、ＳＲＡＭ (Static Random Access Memory)またはフラッシュメモリ等で
構成され、ソフトウェアの実行時に発生する一時的なデータを記憶する。入力部１３は例
えばキーボード、マウス等から構成され、ユーザが入力した情報をＣＰＵ１１へ出力する
。表示部１４はＬＣＤ (Liquid Crystal Digital)ディスプレイ等で構成される。なお、入
力部１３及び表示部１４はタッチパネルにより一体的に構成するようにしても良い。
【００４１】
　記憶部１５にはコンテンツを紹介するためのウェブページ、すなわちブログを作成する
ための作成プログラムとして、ウェブブラウザ１５２が記憶されている。さらに、記憶部
１５にはコンテンツの公開を許可するための期間情報ファイル１５３が記憶されている。
期間情報ファイル１５３には紹介するコンテンツのＵＲＬ (Uniform Resource Locate)等
のアドレスに対応づけて、公開を許可するための期間が記憶されている。
【００４２】
　ブログサーバ３は公開用制御部であるＣＰＵ３１，ＲＡＭ３２，記憶部３５，入力部３
３，表示部３４及び通信部３６を含んで構成される。ＣＰＵ３１は、バス３７を介してブ
ログサーバ３のハードウェア各部と接続されていて、それらを制御すると共に種々のソフ
トウェア的機能を実行する。ＲＡＭ３２は、ＳＲＡＭまたはフラッシュメモリ等で構成さ
れ、ソフトウェアの実行時に発生する一時的なデータを記憶する。入力部３３は例えばキ
ーボード、マウス等から構成され、ユーザが入力した情報をＣＰＵ３１へ出力する。表示
部３４はＬＣＤディスプレイ等で構成される。
【００４３】
　記憶部３５には各ユーザがアップロードしたブログファイル３５１，３５１，・・・が
記憶されている。権限のあるユーザはブログファイル３５１にアクセスでき、その内容を
適宜変更することができる。ブログファイル３５１は第３者に公開されており、第３者は
第３者のコンピュータ４にブログファイル３５１に対応するＵＲＬを入力することにより
、内容を閲覧することができる。
【００４４】
　図３はウェブサーバ２のハードウェア構成を示すブロック図である。ウェブサーバ２も
ブログサーバ３と同様にＣＰＵ２１，ＲＡＭ２２，記憶部２５，入力部２３，表示部２４
及び通信部２６を含んで構成される。各部の機能はブログサーバと同様であるので説明は
省略する。記憶部２５にはウェブページファイル２５１、ＩＤ管理ファイル２５２及び期
間情報ファイル２５３が記憶されている。
【００４５】
　ウェブページファイル２５１にはニュース記事及び画像等のウェブページが随時更新さ
れて記憶されている。ＩＤ管理ファイル２５２は本発明に係る機能を利用することのでき
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るユーザＩＤがパスワードに対応づけて記憶されている。期間情報ファイル２５４にはウ
ェブページ内のコンテンツに対応させて期間情報が記憶されている。すなわち、ニュース
に掲載される画像等には契約により掲載期間が決まっており、ＣＰＵ２１は期間情報ファ
イル２５４のコンテンツに対する期間情報を参照し、期間情報を徒過したと判断した場合
は、ウェブページファイル２５１から関連するコンテンツを消去する。
【００４６】
　図４はウェブサーバ２にアクセスすることにより表示されるウェブページのイメージを
示す説明図である。ユーザコンピュータ１はウェブブラウザ１５２を立ち上げ、ＨＴＴＰ
(Hyper Text Transfer Protocol)を用いてウェブサーバ２にアクセスする。ユーザはウェ
ブページの閲覧に先立ちユーザＩＤ及びパスワードを入力部１３から入力する。ＣＰＵ１
１は入力されたＩＤ及びパスワードを、通信部１６を介してウェブサーバ２へ送信する。
ウェブサーバ２のＣＰＵ２１は通信部２６で受信したＩＤ及びパスワードをもとに、ＩＤ
管理ファイル２５２を検索し、ＩＤ管理ファイル２５２に記憶されているＩＤ及びパスワ
ードと一致するか否かを判断する。一致すると判断した場合は、ウェブページファイル２
５１内の会員用ウェブページを読み出し、後述する実行情報と共に、ユーザコンピュータ
１へ送信する。
【００４７】
　ユーザコンピュータ１の表示部１４にはウェブブラウザ１５２により、ウェブページは
図４のごとく表示される。ウェブページには日付、記事及び画像（コンテンツ）が表示さ
れるほか、画像の紹介を実行するための実行情報が表示される。実行情報は図４において
ブラウザ上に表示される「紹介する」ボタン４１である。ユーザは入力部１３から「紹介
する」ボタン４１をクリックすることにより、画像の紹介が可能となる。「紹介する」等
の実行情報は、ウェブページファイル内の画像データの近辺に表示されるようＨＴＭＬ (H
yper Text Markup Language)で記述されている。
【００４８】
　ユーザはユーザコンピュータ１の入力部１３から画像の紹介が実行、すなわち実行情報
である「紹介する」ボタン４１をクリックした場合、制御プログラム１５１に従い、予め
起動された作成プログラムであるウェブブラウザ１５２へ画像のアドレス及びこれに付随
する著作権情報が送出される。なお、本実施の形態においては画像の下部に実行情報であ
る「紹介する」ボタン４１をウェブブラウザに常時表示するよう構成しているが、入力部
１３であるマウスのポインタが画像領域に位置する場合にだけ表示するようにしても良い
。この場合、 Flash等によりマウスのポインタと画像領域との一致により実行情報がウェ
ブページに表示されるようプログラムを付加すればよい。
【００４９】
　図４に示す画像には当該画像のアクセス先を示すアドレス、著作権情報及び期間情報が
関連づけてユーザコンピュータ１に送信されている。画像に関連する著作権情報及び時間
情報に対応するタグは予め取り決めにより定められている。例えばニュースを取り扱うウ
ェブサイト間ではＩＰＴＣ (International Press Telecommunications Council)による取
り決めにより、タグを含めて記事及び画像等に関する取り扱いが定められている。ユーザ
コンピュータ１のＣＰＵ１１は、制御プログラム１５１に従い、送信された著作権情報及
び期間情報に係るタグを参照して、著作権情報及び期間情報を抽出する。抽出された著作
権情報は画像のアドレスと共にＲＡＭ１２に格納され、期間情報は期間情報ファイル１５
３内に記憶される。
【００５０】
　図５は作成プログラムであるウェブブラウザ１５２のイメージを示す説明図である。ユ
ーザはウェブブラウザ１５２を起動し、ブログサーバ３へアクセスする。ユーザの認証後
図５に示すブログの編集画面が表示される。ウェブブラウザ１５２にはブログのタイトル
入力ボックス５１、日時入力ボックス５２、画像のアドレス入力ボックス５３、コンテン
ツに対するユーザのコメントを入力する内容ボックス５４等が設けられており、各入力ボ
ックスに入力された情報がＨＴＭＬ文章に変換されてブログサーバ３のブログファイル３
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５１に保存される。図４において、実行情報である「紹介する」ボタン４１をユーザが入
力部１３からクリックして、紹介の実行を開始した場合、ＣＰＵ１１は制御プログラム１
５１に従い、日時ボックス５２に現在時刻を記述し、ウェブサーバ２から送信された画像
のアドレスをＲＡＭ１２から抽出して、ウェブブラウザ１５２へ送出する。ウェブブラウ
ザ１５２に送出された画像のアドレスは図５に示すように画像のアドレス入力ボックス５
３に記述される。
【００５１】
　これと同様に、ＣＰＵ１１は制御プログラム１５１に従い、ウェブサーバ２から送信さ
れた著作権情報をＲＡＭ１２から抽出して、ウェブブラウザ１５２へ送出する。ウェブブ
ラウザ１５２に送出された著作権情報は図５に示すように内容ボックス５４に記述される
。ユーザはこの画像に対するブログを完成させるべく、タイトルボックス５１にブログの
タイトルを入力部１３から入力する（図５では「今日の記事」）。また、画像に対するコ
メントを内容ボックス５４に、記述された著作権情報に続いて、入力部１３から入力する
。
【００５２】
　ユーザは入力が終了した場合、Ｐｏｓｔボタン５５を入力部１３からクリックする。Ｐ
ｏｓｔボタン５５の操作により、入力項目がＨＴＭＬ文章に変換され、変換後のブログが
ウェブページ１５２にプレビュー表示される。ユーザはこのプレビューの内容で問題ない
と判断した場合、Ｐｕｂｌｉｓｈボタン５６を入力部１３からクリックしてブログの内容
をブログサーバ３へアップロードする。このブログはブログサーバ３内のブログファイル
３５１に記憶される。
【００５３】
　図６はブログのイメージを示す説明図である。第３者がこのブログを閲覧すべくブログ
サーバ３へアクセスした場合、ＣＰＵ３１はブログファイル３５１からＨＴＭＬ文章を読
み出して第３者のコンピュータ４へ送信する。第３者のコンピュータ４のブラウザには図
６に示す画面が表示される。コンピュータのブラウザは画像のアドレスを参照してウェブ
サーバ２へ当該アドレスに係る画像の取得をリクエストして、図６の如く画像を表示する
。また、内容ボックス５４に記述した著作権情報及びコメント（この写真の○○氏は親日
家として良く知られている。・・・）が画像の下部に表示される。このように、コンテン
ツの紹介をユーザが実行し、コンテンツをユーザのブログに取り込む場合、ユーザが意識
することなく制御プログラム１５１の処理により著作権情報がウェブブラウザ１５２に送
出され、ブログに著作権情報が付記されることになる。
【００５４】
　ユーザコンピュータ１のＣＰＵ１１は定期的に期間情報ファイル１５３にアクセスし、
アップロードした画像に対応づけて記憶された公開を許可する期間情報と、現在の日時と
を比較し、公開がまだ可能か否かを判断する。公開を許可する期間を過ぎている場合は、
ＣＰＵ１１は紹介期間が終了したことを示す情報を記憶部１５から読み出して表示部１４
に警告のため表示する。ユーザは再度ブログサーバ３のブログファイル３５１へアクセス
し、アップロードした画像のアドレスまたは該当コメントを削除することができる。
【００５５】
　図７乃至図９は制御プログラム１５１に係るブログの作成処理手順を示すフローチャー
トである。ユーザの入力部１３からの指示に基づき、ＣＰＵ１１はウェブブラウザ１５２
を起動する（ステップＳ７１）。入力部１３からのブログサーバ３に係るＵＲＬの入力を
条件に、ＣＰＵ１１はブログサーバ３へアクセスする（ステップＳ７２）。ユーザが入力
部１３からログインのためＩＤ及びパスワードを入力した場合、ＣＰＵ１１はこれを受け
付け、受け付けたＩＤ及びパスワードをブログサーバ３へ送信する（ステップＳ７３）。
【００５６】
　ブログサーバ３は、記憶部３５に記憶したＩＤ及びパスワードが、送信されてきたＩＤ
及びパスワードに一致するか否かを判断する。ＣＰＵ３１はこの認証に成功しなかった場
合は（ステップＳ７４でＮＯ）、処理を終了する。一方、ＣＰＵ３１は認証に成功したと

10

20

30

40

50

(14) JP 3857717 B1 2006.12.13



判断した場合（ステップＳ７４でＹＥＳ）、当該ＩＤに対応するブログファイル３５１に
係る編集画面をユーザコンピュータ１へ送信する（ステップＳ７５）。ユーザコンピュー
タ１のＣＰＵ１１は作成プログラムとしてのウェブブラウザ１５２に送信された編集画面
を図５の如く表示する（ステップＳ７６）。
【００５７】
　続いて、ＣＰＵ１１は別途ウェブブラウザ１５２を起動し、入力部１３から入力された
ＵＲＬに基づき、ニュースを配信するウェブサーバ２へアクセスする。ユーザは入力部１
３からＩＤ及びパスワードを入力する。ＣＰＵ１１は入力部１３から入力されたＩＤ及び
パスワードをウェブサーバ２へ送信する（ステップＳ７７）。ウェブサーバ２は、記憶部
２５のＩＤ管理ファイル２５２に記憶したＩＤ及びパスワードが、送信されてきたＩＤ及
びパスワードに一致するか否かを判断する。ＣＰＵ２１はこの認証に成功しなかった場合
は（ステップＳ７８でＮＯ）、会員以外の一般の画面をユーザコンピュータに送信して（
ステップＳ７９）、処理を終了する。一方、ＣＰＵ２１は認証に成功したと判断した場合
（ステップＳ７８でＹＥＳ）、ウェブページファイル２５１に記憶されたウェブページを
読み出し、会員専用の画面としてユーザコンピュータへ送信する（ステップＳ７１０）。
なお、本実施の形態においてはウェブサーバ２においてＩＤ及びパスワードの入力を要求
することとしているが、これらの処理を省略するようにしても良い。
【００５８】
　ＣＰＵ１１はステップＳ７６で起動されるウェブブラウザ１５２とは別のウインドウに
起動されたウェブブラウザ１５２に、送信された会員専用の画面を表示する。ユーザはウ
ェブページ内を閲覧し、ブログの記述を行う記事を入力部１３から選択する（ステップＳ
７１１）。入力部１３からのリクエストを受けて、ウェブサーバ２のＣＰＵ２１は当該記
事に係るウェブページの情報を送る。ＣＰＵ２１は記事、画像、当該画像のアドレス及び
コンテンツの紹介を実行するための実行情報をユーザコンピュータ１へ送信する（ステッ
プＳ７１２）。
【００５９】
　ＣＰＵ１１はウェブサーバ２から送信された情報をもとに、図４の如く記事に関するウ
ェブページを表示する。図４に示す如く、記事、画像及び画像の紹介を実行するための実
行情報である「紹介する」ボタン４１がウェブブラウザ１５２に表示される（ステップＳ
７１３）。さらに、ＣＰＵ２１は画像に付随する著作権情報及び期間情報をウェブページ
ファイル２５１から読み出してユーザコンピュータへ送信する（ステップＳ７１４）。ユ
ーザコンピュータ１は著作権情報を受信した場合、その情報を画像のアドレス情報に対応
づけてＲＡＭ１２へ記憶し、また期間情報を受信した場合、これを期間情報ファイル１５
３に画像のアドレス情報に対応させて記憶する（ステップＳ７１５）。
【００６０】
　ＣＰＵ１１は入力部１３からコンテンツの紹介を実行する実行情報に関連して、コンテ
ンツ紹介の実行がなされた場合、すなわち、画像に関連づけられる「紹介する」ボタン４
１が入力部１３から選択された場合（ステップＳ７１６）、ＣＰＵ１１は著作権情報をＲ
ＡＭ１２から抽出する（ステップＳ７１７）。そしてＣＰＵ１１は作成プログラムである
ステップＳ７６で起動したウェブブラウザ１５２へ、ステップＳ７１２により送信された
画像のアドレス及びステップＳ７１４により送信された著作権情報を送出する（ステップ
Ｓ８１）。
【００６１】
　ＣＰＵ１１は図５に示す如くウェブブラウザ１５２の画像のアドレス入力ボックス５３
に送出された画像アドレスを表示し、さらに内容ボックス５４に送出された著作権情報を
表示する。ＣＰＵ１１は入力部１３から入力されたユーザの画像に対するコメントを受け
付け（ステップＳ８２）、内容ボックス５４に表示する。入力部１３からＰｏｓｔボタン
５５またはＰｕｂｌｉｓｈボタン５６に対する操作を受け付けた場合、ＣＰＵ１１はアド
レス入力ボックス５３に表示された画像アドレス、内容ボックス５４に表示された著作権
情報及びコメントをブログサーバ３へアップロード（出力）する（ステップＳ８３）。
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【００６２】
　ブログサーバ３のＣＰＵ３１はアップロードされた画像アドレス、著作権情報及びコメ
ントをユーザのＩＤを参照して対応するブログファイル３５１に記憶する（ステップＳ８
４）。第３者のコンピュータ４からブログサーバ３にアクセスがあり、当該ユーザのブロ
グの閲覧要求を受け付けた場合、ＣＰＵ３１はブログファイル３５１にアップロードされ
た画像アドレス、著作権情報及びコメントを含むブログを第３者のコンピュータ４へ送信
する。第３者のコンピュータ４は送信されたブログをウェブブラウザに表示すると共に、
送信された画像アドレスを参照して、ウェブサーバ２へ画像の取得を要求する（ステップ
Ｓ８５）。
【００６３】
　ウェブサーバ２のＣＰＵ２１は画像の取得要求を受けた場合、送信された画像アドレス
を参照して、ウェブページファイル２５１から対応する画像を読み出し、通信部２６を介
して読み出した画像をリクエスト元の第３者のコンピュータ４へ送信する（ステップＳ８
６）。第３者のコンピュータ４は、ブログサーバ３から送信されたＨＴＭＬで記述された
ブログ及びウェブサーバ２から送信された画像をウェブブラウザに表示する。ウェブブラ
ウザには送信された画像の近くに、著作権情報がコメントと共に表示される（ステップＳ
８７）。
【００６４】
　ユーザコンピュータ のＣＰＵ１１は適宜のタイミングで、ステップＳ７１５で期間情
報ファイル１５３に記憶した期間情報と現在日時とを比較し、紹介する画像が紹介期間内
であるか否かを判断する（ステップＳ８８）。ＣＰＵ１１は紹介期間内であると判断した
場合（ステップＳ８８でＹＥＳ）、紹介期間を経過するまで以上の処理を繰り返す。一方
ＣＰＵ１１は紹介期間内でないと判断した場合（ステップＳ８８でＮＯ）、表示部１４に
画像の紹介期間が終了する旨の表示を記憶部１５から読み出して表示する（ステップＳ８
９）。これによりユーザは画像の紹介期間が過ぎた場合でも、容易にその終了時期を知る
ことができ、ブログからこの画像に関する記事を削除することが可能となる。
【００６５】
　なお、コンテンツが文章等の記事の場合も同様に記事の近くに記事を紹介するための実
行情報が表示され、またこの記事に関連づけられている著作権情報がユーザコンピュータ
１へ送信される。さらにこの記事に対応するアドレスもユーザコンピュータ１へ送信され
、画像と同様の処理が行われることになる。
【００６６】
　実施の形態２
　実施の形態２はブログの閲覧制限を行う形態に関する。図１０は実施の形態２に係る閲
覧制限処理の手順を示すフローチャートである。まず、ユーザコンピュータ１のＣＰＵ１
１は入力部１３から紹介ブログの閲覧を制限する拒否アドレスの入力を受け付ける（ステ
ップＳ９１）。この拒否アドレスは例えばＩＰアドレス等が用いられる。ＣＰＵ１１はス
テップＳ８３と同様に、コメント、画像のアドレス、著作権情報及び受け付けた拒否アド
レスをブログサーバ３へアップロードする（ステップＳ９２）。
【００６７】
　ブログサーバ３のＣＰＵ３１は、アップロードされたコメント、画像のアドレス、著作
権情報及び受け付けた拒否アドレスをユーザのＩＤを参照し、ブログファイル３５１に記
憶する（ステップＳ９３）。第３者のコンピュータ４からブログの閲覧要求があった場合
、ＣＰＵ３１は閲覧要求のあったコンピュータのＩＰアドレスと、ブログファイル３５１
に記憶した拒否アドレスとを比較し、これと一致するか否か判断する（ステップＳ９４）
。一致しないと判断した場合（ステップＳ９４でＮＯ）、ＣＰＵ３１はブログファイル３
５１から画像アドレス、著作権情報及びコメントの読み出しを行う（ステップＳ９５）。
そして閲覧要求をなしたＩＰアドレス先へ読み出した画像アドレス、著作権情報及びコメ
ントの送信を行う（ステップＳ９６）。
【００６８】
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　第３者のコンピュータ４のウェブブラウザは送信された画像のアドレスを参照してウェ
ブサーバ２に画像の取得要求を行う（ステップＳ９７）。そしてウェブブラウザは送信さ
れた画像と共に著作権情報及びコメントを表示する（ステップＳ９８）。一方、拒否アド
レスに一致するとＣＰＵ３１が判断した場合（ステップＳ９４でＹＥＳ）、記憶部３５に
記憶した閲覧を制限する旨の情報を読み出すと共に、ブログファイル３５１から著作権情
報及びコメントを読み出す（ステップＳ９９）。そしてＣＰＵ３１は閲覧制限がある第３
者のコンピュータ４に係るＩＰアドレス宛へ読み出した閲覧制限情報、著作権情報及びコ
メントを送信する（ステップＳ９１０）。これを受信した第３者のコンピュータ４のウェ
ブブラウザは閲覧制限のある画像の表示が行われず、代わりに閲覧制限情報が表示され、
また著作権情報及びコメントが表示される（ステップＳ９１１）。このように紹介を行う
ユーザが閲覧制限を行うことにより、ウェブサーバ２を運営する新聞社等は安心してユー
ザのブログ作成を許可することが可能となる。
【００６９】
　本実施の形態２は以上の如き構成としてあり、その他の構成及び作用は実施の形態１と
同様であるので、対応する部分には同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略する。
【００７０】
　実施の形態３
上述した実施の形態１及び２にユーザコンピュータ１を動作させるためのコンピュータプ
ログラムは、本実施の形態３のようにＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ等の可搬型記録媒体で提供する
ことも可能である。さらに、コンピュータプログラムを回線経由で搬送波として伝搬させ
て提供することも可能である。以下に、その内容を説明する。
【００７１】
　図１１は実施の形態３に係るユーザコンピュータ１及びブログサーバ３のハードウェア
構成を示すブロック図である。図１１に示すユーザコンピュータ１の図示しない記録媒体
読み取り装置に、実行情報を受信させ、著作権情報を抽出させ、アドレス情報及び著作権
情報を送出させるプログラムが記録された記録媒体１ａ（ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ又はＤＶＤ
－ＲＯＭ等）を、記憶部１５にインストールする。または、かかるプログラムを、通信部
１６を介して外部のコンピュータからダウンロードし、記憶部１５にインストールするよ
うにしても良い。かかるプログラムはユーザコンピュータ１のＲＡＭ１２にロードして実
行される。これにより、上述のような本発明のユーザコンピュータ１として機能する。
【００７２】
　本実施の形態３は以上の如き構成としてあり、その他の構成及び作用は実施の形態１及
び２と同様であるので、対応する部分には同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略
する。
【００７３】
　実施の形態４
　コンテンツの紹介処理は、以下に述べるようにユーザコンピュータ１が実行するように
しても良い。図１２はウェブサーバ２にアクセスすることにより表示されるウェブページ
のイメージを示す説明図である。ウェブブラウザ１５２には実施の形態１と同じくウェブ
サーバ２から送信された記事が表示されている。ユーザが入力部１３から紹介を希望する
コンテンツを右クリック、本例では画像を右クリックした場合、図１１に示す如くウイン
ドウが別途表示され、「プロパティ」等のほか「紹介する」が表示される。
【００７４】
　ユーザがこの「紹介する」を入力部１３からクリックした場合、ＣＰＵ１１は画像のア
ドレス及びこの画像に付随する著作権情報を抽出し、別のウインドウに起動されているウ
ェブブラウザ１５２にこれら抽出した画像アドレス及び著作権情報を送出する。この送出
された画像アドレス及び著作権情報は図５の如く表示される。このように実施の形態１で
述べた処理をプラグインとしてウェブブラウザ１５２に付加するようにしても良い。
【００７５】
　図１３は実施の形態４に係る作成処理の手順を示すフローチャートである。ステップＳ
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７１～ステップＳ７６までの処理は実施の形態１と同様であるので説明は省略する。ウェ
ブサーバ２のＣＰＵ２１はユーザコンピュータ１からのリクエストに応じて、ウェブペー
ジファイル２５１から、記事、画像、画像のアドレス及び著作権情報を読み出し、ユーザ
コンピュータ１へ送信する（ステップＳ１２１）。ユーザコンピュータ１のウェブブラウ
ザ１５２は送信された記事を の如く表示する（ステップＳ１２２）。ＣＰＵ１１は
入力部１３から、ユーザが画像の紹介を行うべく、画像の選択を受け付けたか否かを判断
する（ステップＳ１２３）。画像の選択を受け付けていないと判断した場合（ステップＳ
１２３でＮＯ）、ＣＰＵ１１は作成処理を終了する。
【００７６】
　一方、ＣＰＵ１１は画像の選択を受け付けたと判断した場合（ステップＳ１２３でＹＥ
Ｓ）、例えば、入力部１３から画像領域上で右クリックされた場合、 の如くウェブ
ブラウザ１５２のウインドウ上に紹介コマンド（図中「紹介する」）を表示する（ステッ
プＳ１２４）。なお、コンテンツが記事等の文章の場合は、紹介する記事を入力部１３か
らドラッグして対象範囲を指定し、そして当該対象範囲を右クリックした場合に、
の如くウェブブラウザ１５２のウインドウ上に紹介コマンド（図中「紹介する」）を表示
すればよい。ユーザは画像の紹介を希望する場合は入力部１３から紹介コマンドを選択す
る。ＣＰＵ１１はこの紹介コマンドを受け付け（ステップＳ１２５）、画像のアドレス及
び著作権情報を抽出する（ステップＳ１２６）。
【００７７】
　そして、ＣＰＵ１１はステップＳ７１で起動された作成プログラムである別のウェブブ
ラウザ１５２へ抽出した画像アドレス及び著作権情報を送出する（ステップＳ１２７）。
なお、これ以降の処理は実施の形態１で説明したものと同様であるので説明は省略する。
【００７８】
　本実施の形態に係るユーザコンピュータ１の機能を実現するためのコンピュータプログ
ラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ等の可搬型記録媒体で提供することも可能である。さらに、
コンピュータプログラムを回線経由で搬送波として伝搬させて提供することも可能である
。以下に、その内容を説明する。
【００７９】
　図１４は実施の形態４に係るユーザコンピュータ１及びブログサーバ３のハードウェア
構成を示すブロック図である。 に示すユーザコンピュータ１の図示しない記録媒体
読み取り装置に、紹介コンテンツの選択を受け付けさせ、アドレス情報及び著作権情報を
抽出させ、アドレス情報及び著作権情報を送出させるプログラムが記録された記録媒体１
１ａ（ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ又はＤＶＤ－ＲＯＭ等）を、記憶部１５のウェブブラウザ１５
２にプラグインソフトウェアとしてインストールする。または、かかるプログラムを、通
信部１６を介して外部のコンピュータからダウンロードし、ウェブブラウザ１５２のプラ
グインソフトとしてインストールするようにしても良い。かかるプログラムはユーザコン
ピュータ１のＲＡＭ１２にロードして実行される。これにより、上述のような本発明のユ
ーザコンピュータ１として機能する。
【００８０】
　本実施の形態４は以上の如き構成としてあり、その他の構成及び作用は実施の形態１乃
至３と同様であるので、対応する部分には同一の参照番号を付してその詳細な説明を省略
する。
【００８１】
　実施の形態５
　実施の形態１においてはユーザコンピュータ１において著作権情報を取得してブログサ
ーバ３へアップロードする形態としたが、ブログサーバ３において著作権情報の取得を行
う形態であっても良い。以下にその内容を、フローチャートを用いて説明する。図１５は
実施の形態５に係る作成処理の手順を示すフローチャートである。ステップＳ７１～ステ
ップＳ７１１までの処理は実施の形態１と同様であるので説明は省略する。ステップＳ７
１１以降、ウェブサーバ２のＣＰＵ２１は選択された記事、画像、実行情報及びブログサ
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図１２

図１２

図１２

図１４



ーバ３のアドレスをユーザコンピュータ１へ送信する（ステップＳ１５１）。
【００８２】
　この送信される実行情報は実施の形態１で述べたものに加え、ブログサーバ３へアクセ
スするためのアドレスが記述されたハイパーリンクが記述されている。すなわち「紹介す
る」ボタン４１を表示するためのＨＴＭＬに加え、ブログサーバ３のＵＲＬが記述された
ＨＴＭＬが挿入され図４に示す画面がウェブブラウザ１５２に表示される。ユーザコンピ
ュータ１のＣＰＵ１１はウェブブラウザ１５２に記事、画像及びブログサーバ３に対する
ハイパーリンクが付加された実行情報を表示部１４に表示する（ステップＳ１５２）。ユ
ーザの入力部１３からの指示により画像の紹介が実行された場合（ステップＳ１５３）、
すなわちＣＰＵ１１が入力部１３から「紹介する」ボタン４１のクリックに伴い、ブログ
サーバ３に係るハイパーリンクへのアクセス要求があったと判断した場合、ブログサーバ
３にアクセスするとともに、ＣＰＵ１１は当該紹介する画像のアドレスを、ウェブブラウ
ザ１５２から抽出してブログサーバ３へ送信する（ステップＳ１５４）。
【００８３】
　ブログサーバ３のＣＰＵ１１はすでにログインしているユーザコンピュータ１からのア
クセスに伴い画像のアドレスが送信された場合、当該送信されたアドレスを記憶部３５内
のブログファイル３５１に記憶する。そして、ＣＰＵ３１は送信された画像のアドレスを
参照して、ウェブサーバ２へアクセスし、紹介する画像のアドレスに対応する著作権情報
の取得要求を行う（ステップＳ１５５）。ウェブサーバ２のＣＰＵ２１は紹介する画像の
アドレスに対応する著作権情報をウェブページファイル２５１から読み出してブログサー
バ３へ送信する（ステップＳ１５６）。なお、著作権情報の取得は次のように行っても良
い。ＣＰＵ３１がユーザコンピュータ１から送信された画像のアドレスを参照して、ウェ
ブサーバ２へアクセスし、画像及び当該画像に関連づけられている著作権情報を受信する
。このように、ウェブサーバ２のウェブページファイル２５１に記憶されている画像及び
画像の著作権情報を同時に受信するほか、著作権情報のみを受信する等適宜の手段をとれ
ばよい。
【００８４】
　ブログサーバ３のＣＰＵ３１は送信された著作権情報をブログファイル３５１に記憶し
た画像のアドレスに対応づけて記憶する（ステップＳ１５７）。以上の処理により、ユー
ザが紹介を希望する画像のアドレス及び著作権情報が対応づけられて、ユーザのブログに
アップロードされることになる。続いて、ユーザは紹介する画像に対するコメントを記載
すべく、入力部１３からコメントを入力する。ＣＰＵ１１は入力部１３から入力されたコ
メントを受け付け（ステップＳ１５８）、Ｐｏｓｔボタン５５またはＰｕｂｌｉｓｈボタ
ン５６の入力部１３からの操作をトリガーに、入力されたコメントをブログサーバ３にア
ップロードする（ステップＳ１５９）。
【００８５】
　ブログサーバ３のＣＰＵ３１は送信されたコメントを当該ユーザのブログファイル３５
１に記憶した著作権情報及び画像アドレスに対応づけて記憶する（ステップＳ１５１０）
。以降の処理はステップＳ８５で述べたものと同様であるので詳細な説明は省略する。こ
のようにしてブログファイル３５１に記憶されたブログは、第３者のコンピュータ４から
のアクセスに伴い閲覧することが可能であるが、その際にはコメントに対応づけて画像の
アドレス、著作権情報がブログファイル３５１に読み出されて表示され、ブログサーバ３
側においても簡単な操作で、コンテンツの著作権を保護することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明に係る情報紹介システムの構成を示す概要図である。
【図２】ユーザコンピュータ及びブログサーバのハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図３】ウェブサーバのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】ウェブサーバにアクセスすることにより表示されるウェブページのイメージを示
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す説明図である。
【図５】作成プログラムであるウェブブラウザのイメージを示す説明図である。
【図６】ブログのイメージを示す説明図である。
【図７】制御プログラムに係るブログの作成処理手順を示すフローチャートである。
【図８】制御プログラムに係るブログの作成処理手順を示すフローチャートである。
【図９】制御プログラムに係るブログの作成処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】実施の形態２に係る閲覧制限処理の手順を示すフローチャートである。
【図１１】実施の形態３に係るユーザコンピュータ及びブログサーバのハードウェア構成
を示すブロック図である。
【図１２】ウェブサーバにアクセスすることにより表示されるウェブページのイメージを
示す説明図である。
【図１３】実施の形態４に係る作成処理の手順を示すフローチャートである。
【図１４】実施の形態４に係るユーザコンピュータ及びブログサーバのハードウェア構成
を示すブロック図である。
【図１５】実施の形態５に係る作成処理の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８７】
　１　　　ユーザコンピュータ（作成装置）
　１ａ　　記録媒体
　２　　　ウェブサーバ
　３　　　ブログサーバ（公開用サーバコンピュータ）
　４　　　第３者のコンピュータ
　１１　　ＣＰＵ（制御部）
　１１ａ　記録媒体
　１３　　入力部
　１４　　表示部
　１５　　記憶部
　１６　　通信部
　２５　　記憶部
　３１　　ＣＰＵ（公開用制御部）
　３５　　記憶部
　４１　　「紹介する」ボタン（実行情報）
　５３　　アドレス入力ボックス
　５４　　内容ボックス
　１５１　制御プログラム
　１５２　ウェブブラウザ（作成プログラム）
　１５３　期間情報ファイル
　２５１　ウェブページファイ
　２５３　期間情報ファイル
　３５１　ブログファイル
　Ｎ　　　通信網（インターネット）
　Ｓ　　　情報紹介システム
【要約】
【課題】ウェブサイト管理者及びユーザの手を煩わせることなく適切に著作物を保護する
ことが可能な作成方法等を提供する。
【解決手段】ウェブサーバは、コンテンツ、該コンテンツの著作権情報及び該コンテンツ
の紹介を実行するための実行情報を作成装置へ送信する。作成装置は、送信されたコンテ
ンツ、著作権情報及び実行情報を受信する。作成装置は、送信された実行情報に関連して
、コンテンツの紹介が実行された場合、送信されたコンテンツの著作権情報を抽出する。
そして、ウェブページを作成するための作成プログラムに、コンテンツのアドレス及び抽
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出した著作権情報を送出する。
【選択図】図４

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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