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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のクライアントと複数の情報提供サーバとがネットワーク上に接続され、このネッ
トワーク上に置かれている前記情報提供サーバの蓄積する情報資源をアクセスするための
ＵＲＬを用いたインターネットへのアクセス方法であって、
　コンピュータにより、予め前記ＵＲＬに対応し、前記ＵＲＬの文字列とは無関係な任意
の桁数の番号を割り当て、
　前記割り当てられた番号が前記クライアント側の前記インターネットへのアクセス機器
から入力された場合には、この入力された番号を前記クライアント側で処理するとき、ま
たは前記クライアントと前記インターネットを介した番号変換サーバとの間の通信を行っ
て前記番号変換サーバ側で処理するときにおいて、
　検索エンジンにより、前記ＵＲＬと前記割り当てられた番号との対応関係を示す記憶テ
ーブルを用いて前記入力された番号を前記ＵＲＬに逆変換し、
　ブラウザにより、前記逆変換されたＵＲＬで前記インターネット上の探査を行い、該当
するデータを前記クライアント側または前記番号変換サーバ側の画面上に表示または記憶
装置に取得し、
　前記コンピュータは、前記番号を割り当てる際に、所定の桁数の番号を前記ＵＲＬを所
有するユーザの申請に応じた好みの番号に基づいて割り当てる方法を用い、
　前記好みの番号は、電話番号、企業名あるいは個人名からの類推、生年月日、車両番号
、住所番地、部屋番号、証券番号、郵便番号などの番号列であり、
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　前記検索エンジンは、前記好みの番号に付与された識別コードに基づき、または、前記
好みの番号の一部もしくは全部が識別コードとして利用される場合においてはその識別コ
ードとして利用されている部分の番号に基づいて前記好みの番号を前記ＵＲＬに逆変換す
る番号変換サーバを選択することを特徴とするインターネットへのアクセス方法。
【請求項２】
　請求項１記載のインターネットへのアクセス方法であって、
　前記コンピュータは、前記番号を割り当てる際に、予め作成したアルファベットと数字
との対応表に基づいて、前記ＵＲＬを所定の桁数の番号に自動的に割り当てる方法を組み
合わせて用いることを特徴とするインターネットへのアクセス方法。
【請求項３】
　請求項１記載のインターネットへのアクセス方法であって、
　前記コンピュータは、前記番号を割り当てる際に、特定のグループに分類した職業別、
地域別などの目的に応じたグループ毎に所定の桁数の番号を自動的に割り当てる方法を組
み合わせて用いることを特徴とするインターネットへのアクセス方法。
【請求項４】
　請求項１記載のインターネットへのアクセス方法であって、
　前記所定の桁数の番号は、音階に対応されていることを特徴とするインターネットへの
アクセス方法。
【請求項５】
　請求項１記載のインターネットへのアクセス方法であって、
　前記ブラウザは、前記割り当てられた番号に対応させて格納された審査情報に基づいて
、前記クライアント側の決められたユーザ以外のアクセスに対しては該当する情報の表示
または取得を制限することを特徴とするインターネットへのアクセス方法。
【請求項６】
　請求項１記載のインターネットへのアクセス方法であって、
　前記クライアント側には、以前に入力された番号とこの番号に対応するＵＲＬとを履歴
情報として保持するキャッシュを持ち、
　前記クライアント側の前記インターネットへのアクセス機器から番号が入力された場合
には、
　前記入力された番号が前記キャッシュ上にあるか否かを確認し、ある場合には前記キャ
ッシュから前記入力された番号に割り当てられたＵＲＬを得ることを特徴とするインター
ネットへのアクセス方法。
【請求項７】
　複数のクライアントと複数の情報提供サーバとがネットワーク上に接続され、このネッ
トワーク上に置かれている前記情報提供サーバの蓄積する情報資源をアクセスするための
ＵＲＬを用いたインターネットへのアクセスシステムであって、
　予め前記ＵＲＬに対応し、前記ＵＲＬの文字列とは無関係な任意の桁数の番号を割り当
てるコンピュータと、
　前記割り当てられた番号が前記クライアント側の前記インターネットへのアクセス機器
から入力された場合には、この入力された番号を前記クライアント側で処理するとき、ま
たは前記クライアントと前記インターネットを介した番号変換サーバとの間の通信を行っ
て前記番号変換サーバ側で処理するときにおいて、
　前記ＵＲＬと前記割り当てられた番号との対応関係を示す記憶テーブルを用いて前記入
力された番号を前記ＵＲＬに逆変換する検索エンジンと、
　前記逆変換されたＵＲＬで前記インターネット上の探査を行い、該当するデータを前記
クライアント側または前記番号変換サーバ側の画面上に表示または記憶装置に取得するブ
ラウザとを有し、
　前記コンピュータは、前記番号を割り当てる際に、所定の桁数の番号を前記ＵＲＬを所
有するユーザの申請に応じた好みの番号に基づいて割り当てる方法を用い、
　前記好みの番号は、電話番号、企業名あるいは個人名からの類推、生年月日、車両番号
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、住所番地、部屋番号、証券番号、郵便番号などの番号列であり、
　前記検索エンジンは、前記好みの番号に付与された識別コードに基づき、または、前記
好みの番号の一部もしくは全部が識別コードとして利用される場合においてはその識別コ
ードとして利用されている部分の番号に基づいて前記好みの番号を前記ＵＲＬに逆変換す
る番号変換サーバを選択することを特徴とするインターネットへのアクセスシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターネットへのアクセス技術に関し、特にネットワーク上に置かれている
情報資源を統一的にアクセスするためのＵＲＬ（Uniform Resource Lecator）を用いたア
クセス技術に好適なインターネットへのアクセス方法およびシステム、ならびにインター
ネットへのアクセス処理を記憶した記憶媒体に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえば、発明者が検討した技術として、インターネットを利用してホームページにアク
セスするときは、いわゆる「ｙａｈｏｏ」などに代表される検索エンジンを利用したり、
または登録したブックマークを利用することなどが考えられる。もちろん、ＨＴＭＬ（Hy
per Text Markup Language）に記述されたリンク先をたどることも大いにあり、通常、こ
のような場合にはＵＲＬを意識する必要はない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記のようなインターネットを利用してホームページにアクセスする技術にお
いては、ユーザがどうしてもＵＲＬを意識せざるをえない場合が生じる。それは、オフラ
インの紙などのメディアにＵＲＬが表現されている場合である。この場合には、ホームペ
ージにアクセスしたいユーザはその場所を示すＵＲＬをインターネットに接続された機器
から入力することが必要となる。
【０００４】
ところが、このＵＲＬの入力はユーザにとっては思わぬ障害となっている。その理由は２
つあり、１つはアルファベットによる文字データを入力しなければならないこと、もう１
つはその文字列が長く複雑なことである。すなわち、番号より覚えやすいはずの文字列も
、それが長く複雑（大文字、小文字の区別）になるにつれて扱いの面倒なものになる。
【０００５】
さらに、ホームページの数は予想を上回る勢いで伸び続け、アクセス環境を無視した複雑
な文字列のＵＲＬを生み出す結果となっている。このため、ユーザは新聞広告などで見た
ＵＲＬを覚えるのはもちろん、新聞片手にＵＲＬを入力するのさえ大変な状況である。こ
のような状況を踏まえて、ユーザにとっては少しでもアクセスしやすくなるような仕組み
が望まれている。
【０００６】
また、前記「ｙａｈｏｏ」などの検索エンジンの場合は、１回のキーワードの入力に対し
て複数の結果が検索されるため、ユーザにとっては必要とするもの以外の情報が検索され
ることも考えられる。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、１回の入力に対して必ず唯一の結果を検索可能とし、かつキー
ボードに不慣れなユーザに長く複雑な文字列のＵＲＬを意識させることなく、このＵＲＬ
に対応する比較的短い番号を入力するだけでインターネットにアクセスさせることができ
るインターネットへのアクセス技術を提供することにある。
【０００８】
また、本発明の他の目的は、ＵＲＬに対するアクセスデータを保存し、目的に応じた統計
処理情報として活用することができるインターネットへのアクセス技術を提供することに
ある。
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【０００９】
さらに、本発明の他の目的は、ＵＲＬに対応する番号をさまざまな媒体に印刷し、インタ
ーネットと印刷媒体とのメディアリンクを実現することができるインターネットへのアク
セス技術を提供することにある。
【００１０】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から
明らかになるであろう。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
【００１２】
すなわち、本発明のインターネットへのアクセス方法は、ＵＲＬを用いてネットワーク上
に置かれている情報資源をアクセスする場合に適用されるものであり、予めＵＲＬに対応
する任意の桁数の番号を割り当て、この割り当てられた番号をインターネットへのアクセ
ス機器から入力し、この入力された番号をクライアント側またはクライアントと番号変換
サーバ間の通信を行ってＵＲＬに逆変換し、この逆変換されたＵＲＬでインターネット上
の探査を行う、というそれぞれのステップを経て、該当するデータを表示または取得する
ものである。これにより、キーボードに不慣れなユーザに長く複雑な文字列のＵＲＬを意
識させることなく、このＵＲＬに対応する比較的短い番号を入力するだけでインターネッ
トにアクセスさせることができる。
【００１３】
また、クライアント処理時に、入力された割り当てられた番号に対応するＵＲＬに対する
アクセスデータを保存するようにしたものである。これにより、ユーザ、情報提供者がニ
ーズに応じて、アクセス回数などを統計処理情報として活用することができる。
【００１４】
さらに、割り当てられた番号をさまざまな媒体に印刷して利用するようにしたものである
。これにより、ＵＲＬに対応する番号を名刺などの媒体にユーザのニーズに応じて印刷し
、インターネットと印刷媒体とのメディアリンクを実現することができる。
【００１５】
具体的に、番号を割り当てる際は、所定の桁数の番号を自動的に割り当てたり、または所
定の桁数の番号をユーザの申請に応じて好みの番号を割り当てるようにしたものである。
【００１６】
また、本発明のインターネットへのアクセスシステムは、ＵＲＬに対応する任意の桁数の
番号を割り当てる手段と、この割り当てられた番号とＵＲＬとの対応関係を示す記憶テー
ブルと、割り当てられた番号をＵＲＬに逆変換する検索エンジンとを有するものである。
これにより、割り当てる手段により割り当てられた番号をインターネットへのアクセス機
器から入力し、この入力された番号を検索エンジンにより記憶テーブルを用いてＵＲＬに
逆変換し、この逆変換されたＵＲＬでインターネット上の探査を行い、該当するデータを
表示または取得することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１９】
（実施の形態１）
図１～図３は本発明の実施の形態１であるインターネットへのアクセス方法において、Ｕ
ＲＬの番号割り当て方法の概念を示す説明図、図４はＵＲＬの番号割り当て手順を示すフ
ロー図、図５はＵＲＬの番号割り当てによるシステム応用例における各種処理手順を示す
フロー図、図６は入力インタフェースの一例を示す説明図、図７はユーザインタフェース
の一例を示す概略構成図、図８は番号入力からブラウザ表示までのインターネットへのア
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クセス処理手順を示すフロー図である。
【００２０】
まず、本実施の形態１のインターネットへのアクセス方法において、図１～図３の説明図
および図４のフロー図によりＵＲＬの番号割り当て方法を説明する。
【００２１】
本実施の形態１のＵＲＬの番号割り当て方法は、たとえばパーソナルコンピュータ、ゲー
ム機、家電などのアクセス機器から、ネットワーク上に置かれている情報資源を統一的に
アクセスするためのＵＲＬを用いてインターネットにアクセスする際に、予め長く複雑な
文字列で表現されているＵＲＬを比較的短い桁数の番号に割り当てることで、ユーザの抱
える煩わしさを解消することを可能とするものである。
【００２２】
たとえば、図１に示すような１０桁の番号を例に考えると、上位１桁、上位２～５桁は予
め作成した図２のようなアルファベットと基準値とに対応する数字の対応表、図３のよう
なアルファベットの桁数に対する対応表に基づいて任意の数字を割り当てて、さらに必要
に応じて上位６，７桁、上位８～１０桁にも任意の数字（場合により記号なども含む）を
同様の方法により割り当てて番号化する。この番号化によるＵＲＬの割り当ては以下のよ
うな概念で実現できる。
【００２３】
(1).１０桁の資源を有効に利用するために、上位１桁の番号に２～９までの数字をユーザ
名の先頭のアルファベットに応じて割り当て、かつ０，１の数字はユーザの申請に応じて
好みの番号を割り当てるために予約する。たとえば、ｎｔｔの場合は、図２の対応表に基
づいてアルファベットのｎと基準値１とに対応する値は６となり、この６の数字が上位１
桁の番号となる。
【００２４】
(2).上位２～５桁の番号については、文字の出現頻度をとり、各桁毎に番号を決定し、そ
の組み合わせにより４桁の番号を生成する。たとえば、ｎｔｔの場合には、図２から前記
と同様に１文字目のｎは６、２文字目のｔは７、３文字目のｔは６となり、さらに図３か
らｎは上位３桁、ｔは上位４桁となり、その結果上位２桁はなし、上位３桁は６、上位４
桁は７＋６＝１３（桁上げ分は無視）、上位５桁はなしとなり、この上位２～５桁の番号
は０６３０となる。
【００２５】
(3).上位６，７桁の番号は、必要に応じて文字の総和などを添えて上位１～５桁のユニー
ク性を高める。たとえば、ｎｔｔの場合は、図２から１文字目のｎは６、２文字目のｔは
７、３文字目のｔは６となり、この合計した値の１９が上位６，７桁の番号となる。
【００２６】
(4).上位８桁～１０桁の番号も、必要に応じてユーザが望む場合には上位１～５桁、さら
に上位１～７桁のユニーク性を高めるために３桁の数字を付加する。
【００２７】
次に、図４のフロー図に基づいて、ＵＲＬの番号割り当て方法における番号化の作業手順
を説明する。たとえば、このＵＲＬの文字列は、ｈｔｔｐの転送プロトコルの後に、サブ
ドメイン名、ドメイン名、ディレクトリ構造で構成される場合を例に説明する。
【００２８】
まず、ＵＲＬの文字列をサブドメイン名、ドメイン名、ディレクトリに分割し（ステップ
４０１）、この分割された文字列に基づいてドメイン変換を行う（ステップ４０２）。そ
の後、分割されたそれぞれの文字列に対して規則的に挿入されている分類、国名、情報サ
ービス名、記号などを取り除くためにフィルタリング処理を行う（ステップ４０３）。
【００２９】
そして、規則的に挿入されている文字が取り除かれたサブドメイン名、ドメイン名に対し
て、前記のＵＲＬの番号化の概念に基づいて、たとえば上位１～５桁の番号を割り当てる
ナンバーリング処理を行う（ステップ４０４）。
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【００３０】
その後、上位１～５桁の番号が存在するか否かを判定し（ステップ４０５）、この判定の
結果、番号が存在する場合には補助番号付加においてステップ４０４からの処理を繰り返
し、上位６，７桁についての番号を割り当てる（ステップ４０６）。
【００３１】
一方、ステップ４０５における判定の結果、上位１～５桁の番号が存在しない場合には、
一次割り当てによってドメインに対応する番号化を行う（ステップ４０７）。さらに、デ
ィレクトリ構造に対する番号化を前記と同様に、ステップ４０８のフィルタリング処理、
ステップ４０９のナンバーリング処理を続けて行う。
【００３２】
そして、上位６～１０桁の番号が存在するか否かを判定し（ステップ４１０）、この判定
の結果、番号が存在する場合には連番付加においてステップ４０９からの処理を繰り返し
、上位６～１０桁についての番号を割り当てる（ステップ４１１）。
【００３３】
最後に、ステップ４１０における判定の結果、上位６～１０桁の番号が存在しない場合に
は、以上の番号化の処理手順により割り当てられた番号をＵＲＬの文字列に対応する番号
として登録する（ステップ４１２）。
【００３４】
以上により、ＵＲＬはそのままの形で番号化を行わずにフィルタリングなどの前処理を経
て、一次割り当てによってドメインに対応する番号化を行い、さらに残りのディレクトリ
構造に対する番号化を続けて行い、これによってユニークな１０桁以下の番号を発生させ
ることができる。
【００３５】
次に、番号化されたＵＲＬのシステム応用例について、(1).ＵＲＬの収拾、(2).自動番号
付け、(3).番号登録、(4).付加価値、(5).ユーザインタフェース、(6).メディアリンクを
順に、図５のシステム応用例における各種処理手順の一例、図６の入力インタフェースの
一例、図７のユーザインタフェースの一例などに基づいて説明する。
【００３６】
(1).ＵＲＬの収拾
たとえば、図５において、左側のユーザからのフローがＵＲＬの収拾を示す処理手順であ
り、まずユーザは各自で所有するブックマークなどのＵＲＬ情報をメールやファクシミリ
を用いて送信する（ステップ５０１）。
【００３７】
そして、届いたＵＲＬの情報を収拾して（ステップ５０２）、ブックマークリソースとし
て登録する（ステップ５０３）。その際に、同一のＵＲＬがあれば、このＵＲＬの出現の
頻度数を累計する。
【００３８】
(2).自動番号付け
さらに、前記で集めたブックマークリソースに対して自動で番号付けを行う（ステップ５
０４）。これを収拾リソースとして仮登録し、文字分配法によって数十億にも上るＵＲＬ
を１０桁の番号で唯一に管理する（ステップ５０５）。
【００３９】
この文字分配法を利用して番号付けを行うと、ユーザははじめて出会ったＵＲＬでも割り
当てられた番号を推測することが可能となる。この自動で割り振られた番号はＵＲＬによ
って８～１０桁の番号に割り当てられる。
【００４０】
(3).番号登録
この文字分配法によって割り当てられた番号は、自動的にコンピュータ処理されて割り振
られるために、ホームページを出している人にとっては好ましい番号でない場合がある。
そこで、好みの番号を登録したい人には、たとえば電話番号、企業名あるいは個人名から
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の類推、生年月日、車両番号、住所番地、部屋番号などの好きな番号列をユーザが早い者
勝ちで登録することができる。また、８～１０桁の番号をユーザが望む場合には上位１桁
を０または１に限定する。
【００４１】
たとえば、図５において、中央のユーザからのフローに示す処理手順に従い、まずユーザ
は好きな番号列をインターネット上で入力、あるいはメールやファクシミリを用いて送信
し（ステップ５０６）、この番号列がＵＲＬに割り当てられているか否かを検索する（ス
テップ５０７）。これを登録済みのデータベースをもとに検索し（ステップ５０８）、割
り当てられていない場合にはこれを登録リソースとして仮登録する（ステップ５０９）。
【００４２】
ユーザが番号を入力するインタフェースには、たとえば図６に示すようなブラウザ（後述
する図７に全体の概略を図示）を用意する。すなわち、アルファベットとカナを番号とと
もに配置し、登録番号においてユーザ好みの番号に付加価値を付ける。たとえば、ａｂｃ
カンパニーでａｂｃ（２２２）、ヤマモト（８７７４）といった番号への意味付けができ
るようになる。
【００４３】
以上により、(2).自動番号付け、(3).番号登録において仮登録された番号を、図５のフロ
ーに基づいて正式に登録し（ステップ５１０）、ＵＲＬに割り当てられた番号としてデー
タベースに格納する（ステップ５１１）。
【００４４】
(4).付加価値
また、以上のようにＵＲＬに番号を割り当ててナンバーリングしたデータには、付加価値
情報として、ユーザの利用頻度を集計したランキング情報や、テーマ別に抽出したテーマ
情報を得ることができるようにデータベース化する。すなわち、後述するユーザインタフ
ェースを利用してインターネットへアクセスすると、その利用データが貯えられる。
【００４５】
このように、ユーザの手元で情報を取る仕組みが実現でき、これらをもとに統計処理した
情報は、ユーザにとっても、またホームページを利用して情報を発信するものにとっても
貴重な情報として利用することができる。本処理で行うテーマ選択は、予めカテゴリを決
めておく必要がなく、必要なときに必要なカテゴリを用意することができるという利点が
ある。
【００４６】
たとえば、図５において、右側のユーザからのフローに示す処理手順に従い、まずユーザ
はアクセスデータを電子メールなどで送信し（ステップ５１２）、届いたアクセスデータ
を収拾し（ステップ５１３）、ＵＲＬに対するアクセスデータリソースとして登録する（
ステップ５１４）。
【００４７】
さらに、このアクセスデータに基づいて、ユーザの利用頻度を集計したランキングによる
統計情報を作成し（ステップ５１５）、この情報をＵＲＬに割り当てられた番号の一属性
としてデータベースに格納する（ステップ５１１）。また、必要に応じて選択したテーマ
情報を、ＵＲＬに割り当てられた番号の一属性としてデータベースに格納する（ステップ
５１６）。
【００４８】
(5).ユーザインタフェース
最終的に、以上のようにして番号が割り当てられたデータベースを、インターネットを介
して接続されているクライアントとサーバ（番号変換サーバ）に登録する。クライアント
には、通常、アクセスするための最小限の機能を持たせ、クライアント側でＵＲＬに逆変
換できない場合にだけサーバ側のデータベースにアクセスを行うようにする。
【００４９】
たとえば、図７に示すように、クライアント側の構成は、いわゆるナビゲーションを補助
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するオリジナルの親ブラウザ１と、この親ブラウザ１から呼び出せる通常のＷＷＷによる
子ブラウザ２と、検索エンジン３の他に、ユーザが固有に短縮番号が登録できるユーザ登
録テーブル４、割り当てられたオリジナル番号のインデックステーブル５、インデックス
に対応したオリジナル番号の実データテーブル６で構成される。
【００５０】
なお、このクライアント側の親ブラウザ１には、前述した図６に詳細に示すようなアルフ
ァベットとカナを番号とともに配置した指示部と、この指示部からの内容を表示する表示
部などを備えられている。
【００５１】
一方、サーバ側の構成は、サーバ用検索エンジン７、割り当てられたオリジナル番号のイ
ンデックステーブル８、インデックスに対応した全てのオリジナル番号の実データテーブ
ル９で構成され、サーバとクライアントとの間はインターネット１０を介して接続されて
いる。
【００５２】
以上のようなシステムの構成において、たとえばユーザが固有に登録した短縮番号が入力
された場合には、この短縮番号で検索エンジン３がユーザ登録テーブル４を検索してＵＲ
Ｌに逆変換を行う。この場合に、このＵＲＬにより親ブラウザ１からインターネット１０
にアクセスされ、子ブラウザ２にはインターネット１０からのＨＴＭＬに基づいてＵＲＬ
に対応するホームページが表示される。
【００５３】
また、ユーザからＵＲＬに割り当てられたオリジナル番号が入力された場合には、まずこ
のオリジナル番号で検索エンジン３がインデックステーブル５からオフセット値を得て、
このオフセット値でさらにオリジナル番号の実データテーブル６からＵＲＬに逆変換する
。このＵＲＬを親ブラウザ１に渡し、前記と同様にインターネット１０から情報を取得し
て表示する。このようにクライアント側でＵＲＬに逆変換できる場合には、通常のアクセ
スと同等のスピードが保証できる。
【００５４】
一方、クライアント側において、ユーザから入力された番号がＵＲＬに逆変換できない場
合には、クライアントの検索エンジン３はサーバ側の検索エンジン７に入力されたオリジ
ナル番号を送信する。さらに、サーバ側において、前記ＵＲＬに割り当てられたオリジナ
ル番号が入力された場合と同様に、入力された番号に基づいてインデックステーブル８か
らオフセット値を得て、このオフセット値をもとに全てのオリジナル番号の実データテー
ブル９から送信された番号に対応するＵＲＬに逆変換する。
【００５５】
そして、このＵＲＬをサーバ側からクライアント側に送信し、クライアント側において、
前記親ブラウザ１にＵＲＬが渡されたときと同様にインターネット１０から情報を取得し
て表示する。
【００５６】
以上により、ユーザが固有に登録した短縮番号、ＵＲＬに割り当てられたオリジナル番号
が入力された場合、さらにクライアント側でＵＲＬに逆変換できない番号が入力された場
合でも、ＵＲＬに逆変換して親ブラウザ１からインターネット１０にアクセスし、子ブラ
ウザ２にＵＲＬに対応するホームページを表示させることができる。
【００５７】
(6).メディアリンク
名刺やガイドブックなどのような紙のメディアにオリジナル番号を書き込むだけで、イン
ターネットとペーパーのメディアリンクを完成させることができる。たとえば、個人がＵ
ＲＬを持った場合には、日時の経過に伴って陳腐化しやすい名刺の住所、電話番号、部署
などの情報についても常に最新の情報をインターネット上から得ることができる。
【００５８】
このような場合には、ＵＲＬに割り当てられたオリジナル番号を名刺に印刷し、このオリ
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ジナル番号が印刷された名刺から最新の情報を得て、挨拶状や見舞状などを出す際の宛名
の印刷や名簿管理の仕組みなどを合わせて考えることができる。このように、ＵＲＬに結
び付いた最新の情報を効率よく印刷して提供することができる。
【００５９】
次に、前記のような番号入力において、具体的な入力装置と、この入力における処理手順
を詳細に説明する。
【００６０】
たとえば、入力装置としては、キーボード、テンキー、バーコードリーダー、ＯＣＲなど
のキーボードインタフェースによる入力装置、マウス、タッチパネル、ペンなどのマウス
インタフェースによる入力装置、さらにリモコンなどの特殊装置インタフェースによる入
力装置などが考えられる。
【００６１】
この番号入力においては、番号のみ（場合によってわずかな記号も含む）を入力するため
、前記のように装備の軽いさまざまな入力装置を利用することができる。特に、近年のよ
うにテレビを表示モニタとして利用する機器が出てくるにつれ、テレビ操作用のリモコン
を使った番号の入力が可能な本方式の役割は大きく、大きな効果が期待できる。
【００６２】
たとえば、この入力装置から入力される番号には前記のとおり２種類あり、１つは短縮番
号でユーザが独自に登録する番号で、もう１つがオリジナル番号で本システムで割り当て
た番号である。たとえば、ユーザが頭に＊を付けて番号を入力した場合には短縮番号のユ
ーザ登録テーブルを検索し、そうでないときにはインデックステーブル、実データテーブ
ルの検索を行う。なお、大量のデータの検索を行うために、最初にインデックステーブル
によりインデックス情報をサーチする。
【００６３】
もし、クライアントでＵＲＬに逆変換できなかった場合には、ダイレクトにサーバへ番号
を渡し、サーバのデータベースをサーチし、その変換結果のＵＲＬをクライアントに返す
。本処理フローは図８に示すとおりであり、以下に詳細に説明する。
【００６４】
まず、入力装置から番号が入力されると（ステップ８０１）、最初にこの番号が短縮番号
か、またはオリジナル番号かを判定する（ステップ８０２）。この判定の結果、短縮番号
の場合にはユーザ登録テーブルをサーチし（ステップ８０３）、短縮番号に対応するＵＲ
Ｌが見つかったか否かを判定する（ステップ８０４）。
【００６５】
もし、ＵＲＬが見つからなかった場合には、このＵＲＬに対応する短縮番号が登録されて
いないということで“ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ”と表示する（ステップ８０５）。一方、ＵＲ
Ｌが見つかった場合にはＵＲＬを得て（ステップ８０６）、このＵＲＬによりインターネ
ットにアクセスし（ステップ８０７）、インターネットからのＨＴＭＬに基づいてＵＲＬ
に対応するホームページを表示させることができる（ステップ８０８）。
【００６６】
また、ステップ８０２における判定の結果、オリジナル番号の場合には、最初にインデッ
クステーブルによりインデックス情報をサーチし（ステップ８０９）、インデックスが見
つかったか否かを判定する（ステップ８１０）。もし、インデックスが見つかったら、ク
ライアントテーブルをサーチして（ステップ８１１）、オリジナル番号に対応するＵＲＬ
を得る（ステップ８１２）。
【００６７】
そして、このＵＲＬにより、前記の短縮番号の場合と同様にインターネットにアクセスし
（ステップ８１３）、インターネットからのＨＴＭＬに基づいてＵＲＬに対応するホーム
ページを表示させることができる（ステップ８１４）。
【００６８】
一方、ステップ８１０における判定の結果、インデックスが見つからなかった場合には、
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インターネット上に配備したオリジナルサーバに入力された番号を渡し（ステップ８１５
）、この番号をオリジナルサーバの検索エンジンが受け取る（ステップ８１６）。そして
、サーバにおいて、インデックステーブルによりインデックス情報をサーチし（ステップ
８１７）、インデックスが見つかったか否かを判定する（ステップ８１８）。
【００６９】
もし、インデックスが見つからなかったら、サーバにも登録されていないということで、
クライアントにオリジナルホームページを表示させることができる（ステップ８１９）。
一方、インデックスが見つかった場合にはサーバテーブルをサーチし（ステップ８２０）
、オリジナル番号に対応するＵＲＬを得てクライアントに返す（ステップ８２１）。
【００７０】
そして、クライアントにおいて、前記のクライアントにおけるオリジナル番号に対応する
ＵＲＬが見つかった場合と同様にＵＲＬを得て（ステップ８１２）、このＵＲＬによりイ
ンターネットにアクセスし（ステップ８１３）、インターネットからのＨＴＭＬに基づい
てＵＲＬに対応するホームページブラウザを表示させることができる（ステップ８１４）
。
【００７１】
以上により、短縮番号が入力された場合とオリジナル番号が入力された場合に応じて、そ
れぞれの番号に対応したＵＲＬに逆変換することができ、さらにクライアントでＵＲＬに
逆変換できなかった場合でも、サーバのデータベースをサーチすることで対応するＵＲＬ
を得ることができる。
【００７２】
従って、本実施の形態１のインターネットへのアクセス方法によれば、予め長く複雑な文
字列で表現されているＵＲＬを比較的短い桁数のオリジナル番号に割り当てることにより
、このオリジナル番号を入力するだけでインターネットにアクセスすることができるので
、ユーザの抱える煩わしさを解消して、キーボードに不慣れなユーザに長く複雑な文字列
のＵＲＬを意識させることなく、インターネットへのアクセスを可能とすることができる
。
【００７３】
また、このオリジナル番号の入力時に、この番号に対応するＵＲＬを用いたアクセスデー
タを保存することにより、アクセス回数などを統計処理情報として活用することができる
ので、ユーザの利用頻度を集計したランキング情報や、テーマ別に抽出したテーマ情報な
どを収拾してインターネット視聴率の調査・分析などを行うことができる。
【００７４】
さらに、オリジナル番号を名刺などのメディアに印刷して利用することにより、ユーザの
ニーズに応じたインターネットとペーパーとのメディアリンクを完成させることができる
ので、ＵＲＬに結び付いた最新の情報を効率よく印刷して提供することができる。
【００７５】
また、本実施の形態１においては、１０桁の番号を例に考え、上位１桁、上位２～５桁は
予め作成した図２，３の対応表に基づいて任意の数字を割り当てて、さらに必要に応じて
上位６，７桁、上位８～１０桁にも任意の数字を割り当てる場合について説明したが、本
発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、他の桁数の番号にしたり、さらに他の
対応表などを用いてＵＲＬに対応する数字を割り当てる場合などについても広く適用可能
である。
【００７６】
このＵＲＬに対応する数字の割り当てについては、たとえば職業別、地域別などのように
目的に応じた特定のグループに分類し、このグループ毎で上位１桁の数字を割り当てたり
、さらにこのグループ毎の５０音順、アルファベット順で上位２桁以降の数字を決定する
こともでき、またはユーザ名の５０音、アルファベットの所定の範囲をグループ毎に分け
、それぞれのグループ毎に任意の数字を割り当てて番号化することなども可能である。
【００７７】
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（実施の形態２）
図９は本発明の実施の形態２であるインターネットへのアクセス方法において、ＵＲＬの
番号割り当て領域の一例を示す説明図、図１０はオンラインメディアの一例を示す説明図
、図１１は番号入力インタフェースを含むインターネットシステムの一例を示す概略構成
図、図１２はオリジナルのウェブサーバの一例を示す概略構成図、図１３はクライアント
の一例を示す概略構成図、図１４はオリジナルのウェブサーバとクライアントとのネット
ワークの一例を示す概略構成図である。
【００７８】
本実施の形態２のＵＲＬの番号割り当て方法は、前記実施の形態１と同様にパーソナルコ
ンピュータ、ゲーム機、家電などのアクセス機器から、ネットワーク上に置かれている情
報資源をＵＲＬを用いてインターネットにアクセスする際に、ＵＲＬを比較的短い桁数の
番号に割り当てることで、ユーザの抱える煩わしさを解消することを可能とするものであ
り、特に前記実施の形態１との相違点は、実用性を考慮して実際の運用形態に即した番号
割り当て方法、番号入力インタフェース、番号変換方法などを採用している点である。
【００７９】
まず、ＵＲＬの番号割り当て方法については、ＵＲＬに対応する番号の登録テーブルを、
自動的に割り当てた番号を登録する領域と、ユーザの好みの番号を登録する領域とに区別
して、たとえば図９に示すように、任意に設定できる上位Ｎ桁～上位Ｋ桁の範囲で、ｎ～
ｋまでの特定の数字については自動的に割り当てた番号を登録する領域に格納し、他の数
字についてはユーザの好みの番号を登録する領域に格納する。この自動的な番号の割り当
ては、たとえば公共的な機関などに１０桁以下の任意の桁数で前記実施の形態１と同様に
文字分配法を利用してコンピュータ処理により行われる。
【００８０】
また、ユーザの好みの番号を割り当てる際には、１０桁以下の任意の桁数でユーザの申請
に応じて好みの番号を登録し、たとえば企業を類推できるような番号、アプリケーション
インタフェース上に表示した別表記による番号、アプリケーションインタフェース上に用
意した音データのマッピング、電話番号、証券コード、郵便番号などの既に割り当てられ
ている番号、生年月日、創立記念日などの日付けデータとリンクさせた番号などが考えら
れる。なお、このユーザの好みの番号は前記実施の形態１に示した例なども含まれること
はいうまでもない。
【００８１】
具体的に、企業を類推できるような番号については、たとえば企業名のマルイマルイに対
応させて０１０１の番号を登録する。また、アプリケーションインタフェース上に表示し
た別表記による番号については、前記実施の形態１で示した図６のように１～０までの数
字と、アルファベット、カナとの対応において、たとえば日本エアラインの別表記として
ユーザが希望するＪＡＬに対応させて５２５の番号を登録する。さらに、アプリケーショ
ンインタフェース上に用意した音データのマッピングについては、１＝ド、２＝レ、３＝
ミ、・・・などのように１～０の数字に音階を対応させ、たとえばドミソというメロディ
に対応して１３５の番号を登録する。音とのマッピングによってユーザは入力ミスなどの
判断を聴覚的にも可能になる。
【００８２】
以上のように、ＵＲＬを自動的、またはユーザの申請に応じて比較的短い１０桁以下の番
号を割り当てることで、前記実施の形態１の例と合わせて、さらにユニークな１０桁以下
の番号をＵＲＬに対応させて割り当てることができる。
【００８３】
次に、番号化されたＵＲＬのシステム応用例について、(1).オンラインメディア、(2).番
号入力インタフェース、(3).番号変換、(4).視聴率調査、(5).登録付加情報、(6).識別付
加情報、(7).アクセス機器、(8).付加サービスを順に説明する。
【００８４】
(1).オンラインメディア
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たとえば、ユーザにＵＲＬに対応する登録されている番号を知らせる方法としては、紙に
印刷されたメディアによるインターネット情報誌などから好みのホームページに対応する
番号を知らせることができるが、このような情報誌は月毎に発行される月刊誌などである
ことが多く、一方、インターネットに関する技術の進歩に伴ってＵＲＬに対応する番号も
毎日のように追加され、このような新規に登録された番号をタイムリーに知らせることが
できない。
【００８５】
そこで、システムの付加機能として、たとえば図１０に示すように、インターネットのオ
ンライン上で、オリジナルサーバ１１からユーザのインターネットへのアクセス機器１２
の画面上へ、ユーザの趣味などに基づいてユーザの指定によるスポーツ、音楽などのジャ
ンル別の情報、または番号の特性を利用してユーザの生年月日などのユーザ情報に基づい
た運勢占いの情報など、ユーザの好みに応じたホームページの番号をアクセス機器１２を
起動させたときに表示して、ユーザに対して新規に登録された番号を日毎、または週間な
どの決まった期間毎にタイムリーに知らせる方法を採用している。
【００８６】
このような方法を採用することで、ユーザにとっては、自分の好みのジャンルなどの希望
とするホームページをタイムリーに知ることができ、一方、ホームページを開設している
サーバにとっても、ユーザのプロフィールに合わせて、ターゲットとするユーザに番号を
通知したり、番号の特性を利用してユーザからのアクセスがランダムに行われるので、目
的とするユーザ以外の多くのユーザに対してもホームページを見てもらう機会を増やすこ
とができる。
【００８７】
さらに、ユーザからのアクセスの機会を増やすために、たとえばラジオやテレビなどの通
信放送装置を用いて登録された番号を音声として伝えたり、またはテレビなどの表示画面
を有する装置においては、登録された番号を画面上に表示するなどして、番号を音声や文
字情報で表現してユーザに広く知らせるようにすることができる。
【００８８】
(2).番号入力インタフェース
たとえば、図１１に示すような、インターネット１３を介したオリジナルのウェブサーバ
１４（番号変換サーバ）とクライアント１５と情報提供サーバ１６とのシステムにおいて
、オリジナルのウェブサーバ１４とクライアント１５との間の通信はｈｔｔｐのプロトコ
ルにより行われる。インターネット１３へのアクセス時には、オリジナルのウェブサーバ
１４にクライアント１５からの要求があり、この方法はｈｔｔｐの中のｇｅｔ、ｐｏｓｔ
などのメソッドにより決定されている。このメソッドの仕様をオープンにすることでクラ
イアント１５のインターフェースを制限することなく、オリジナルのウェブサーバ１４に
適合する方式によりアクセスすれば、それに応じたＵＲＬを返すというような思想に基づ
いている。よって、クライアント１５のインタフェースは限定されない。
【００８９】
たとえば、クライアント１５のインタフェースには、前記実施の形態１に示したようなオ
リジナルの電話型のインタフェースがあり、このインタフェースはプラグイン的なやり方
である。その他に、電話型の独立したアプリケーション、さらに通常のホームページの中
に番号を入力する枠があるホームページなど、クライアント１５については各種の形式の
インタフェースに対応できるようになっている。
【００９０】
この番号入力インタフェースの基本は、このような各種の形式のクライアント１５からオ
リジナルのウェブサーバ１４にＵＲＬに割り当てられたオリジナル番号を入力してもらい
、この入力されたオリジナル番号に対応するＵＲＬをクライアント１５のブラウザに返す
方法であり、たとえばブラウザはユーザが持っているインターネット１３のナビゲータで
あり、受けとったＵＲＬをブラウザに与えるということができるアプリケーションがあれ
ばよい。
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【００９１】
よって、インターネット１３に対するアクセスの記述的には、オリジナルのウェブサーバ
１４側のインタフェースが所定のパラメータで所望の結果が返ってくるという部分と、ク
ライアント１５側はそのパラメータを与えて結果を受け取れるという部分と、この受け取
ったＵＲＬをブラウザに与えるという部分があり、このアプリケーションの形態にはさま
ざまなものが考えられる。
【００９２】
たとえば、プラグイン的なオリジナルの電話型のインタフェースの場合には、入力された
オリジナル番号を受け取り、このオリジナル番号をプロトコルのメソッドに付与してイン
ターネット１３へアクセスし、さらにオリジナル番号をオリジナルのウェブサーバ１４に
送り、オリジナル番号に対応するＵＲＬを受け取り、このＵＲＬをクライアント１５に与
える処理を記憶したフロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memor
y ）などの記憶媒体のソフトウェアを、予めクライアント１５側にインストールすること
で可能となる。
【００９３】
また、インストール用の記憶媒体を流通させる他に、たとえばネットワーク上からアプリ
ケーションをダウンロードしてクライアント１５側にインストールする方法、ネットワー
ク上に配置されている、いわゆるアプレットと呼ばれるアプリケーションライブラリから
、必要に応じて必要なアプリケーションをネットワークからロードして実行する方法など
が考えられる。
【００９４】
前者の方法は、前記記憶媒体の内容と同様のオリジナル番号に対応するＵＲＬに逆変換す
る処理などを記憶したソフトウェアをネットワークを介してダウンロードしてクライアン
ト１５側にインストールすることにより可能となる。また後者の方法は、クライアント１
５側でインストールなどの作業を行うことなく、ネットワーク上にある好みのアプレット
を取り出すことで、その場でアプリケーションを実行することができる。特に、インター
ネットテレビ、ゲーム機、カラオケ装置などのようにメモリ機能がなく、またフロッピー
ディスクなどが使用できない装置に対しては、後者のロードによる実行方法が広く適用可
能となる。
【００９５】
また、インターネットテレビのようにインターネットの検索ナビゲータのホームページが
あり、このナビゲータの中に番号を入力する部分があり（プラグイン）、この部分はテレ
ビとは切り離されたリモコンであったりする。このリモコンでＵＲＬに割り当てられたオ
リジナル番号を入力すると、このオリジナル番号に対応するＵＲＬを得ることができるよ
うな方法も考えられる。
【００９６】
よって、番号入力インタフェースにおいては、各種の形式のインタフェースに対応できる
ように方法の仕様を公開する。すなわち、ｈｔｔｐのｇｅｔで一つのパラメータの中で、
オリジナル番号としてｎｏ＝１２３というデータを与えれば、それに対応するＵＲＬが戻
ってくるという形式を公開する。このｈｔｔｐは、ＨＴＭＬのハイパーテキストをトラン
スファーするプロトコルであり、このプロトコルの中に方法があり、この方法をメソッド
という形でｇｅｔ、ｐｏｓｔなどがある。ｐｏｓｔはファイルを転送するような一つの方
法、ｇｅｔは相手からパラメータを受け取るというような方法であり、既存の技術を用い
てオリジナル番号をやり取りすることができる。
【００９７】
(3).番号変換
番号変換を、前記実施の形態１のようにクライアント１５、オリジナルのウェブサーバ１
４側で同じように行うのではなく、主にクライアント１５側で履歴情報を保持して対応で
きるようにしたものである。たとえば、ユーザが１２３というオリジナル番号を入力する
と、オリジナルのウェブサーバ１４側からｗｗｗ．１２３．ｃｏ．ｊｐを得る。再び、ユ
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ーザが時間をおいて同じ１２３と入力すると、オリジナルのウェブサーバ１４側に問い合
わせにいかないでクライアント１５側で対応することができる。
【００９８】
すなわち、クライアント１５側において、データを保持することができるキャッシュなど
のメモリを持っているため、このキャッシュに入力されたオリジナル番号とそれに対応す
るＵＲＬなどのデータを格納する。オリジナル番号が入力された際に、まず入力されたオ
リジナル番号がキャッシュ上にあるか否かを確認し、ある場合にはオリジナルのウェブサ
ーバ１４に問い合わせることなく、クライアント１５側においてＵＲＬを得ることができ
る。このクライアント１５側においてキャッシュの概念を使用する点が、前記実施の形態
１では述べていない新しい部分である。
【００９９】
このキャッシュを使用する理由は、オリジナル番号とこれに対応するＵＲＬに加えて、こ
の対応関係の有効期限の日付けであるｅｘｐ．ｄａｔｅを持っていて、たとえば期限を１
９９６年１０月１日までなどに設定しておき、オリジナル番号が入力されて内部のキャッ
シュを見た際に、１０月１日の期限を過ぎていなければキャッシュ上のオリジナル番号に
対応するＵＲＬが正しいものとして得る。一方、１０月１日の期限を過ぎていた場合には
、オリジナルのウェブサーバ１４に問い合わせにいく。また、キャッシュ上にオリジナル
番号がなかった場合にもオリジナルのウェブサーバ１４に問い合わせる。
【０１００】
この有効期限は、オリジナル番号に対応するＵＲＬが月日の経過に伴って変わってしまう
ことによる整合性を得るためであり、たとえば、前記の１２３というオリジナル番号に対
応するＵＲＬが、１９９６年１０月１日まではｗｗｗ．１２３．ｃｏ．ｊｐであったもの
が、１０月２日以降はｗｗｗ．１２３．ｏｒ．ｊｐに変更になっていることもあり得るか
らである。
【０１０１】
また、このキャッシュに保持されているオリジナル番号とそれに対応するＵＲＬなどのデ
ータから、クライアント１５が今までにアクセスした履歴などを見ることもできる。これ
により、たとえばユーザがオリジナル番号とＵＲＬとの対応関係を忘れた場合などに、必
要に応じてクライアント１５がキャッシュのデータを見てオリジナル番号に対応するＵＲ
Ｌのホームページを確認することができる。
【０１０２】
具体的に、オリジナルのウェブサーバ１４側の変換部分は、前記実施の形態１のようなＣ
ＧＩ（Common Gateway Interface）のインタフェースに代えて、たとえば図１２に示すよ
うにＡＰＩ（Application Programming Interface ）のインタフェースを用い、これをイ
ンタフェースとして既存の高速なインターネットサーバ１７に組み込む。すなわち、ＡＰ
Ｉ１８にオリジナルのサーバモジュールが入っており、ＡＰＩ１８はデータベースサーバ
１９（サイベース）にオリジナル番号を与えて、データベースサーバ１９はＡＰＩ１８に
ＵＲＬを返す。これにより、オリジナルのウェブサーバ１４側の変換は高速に展開でき、
オリジナル番号に対応するＵＲＬを高速に得ることができる。
【０１０３】
また、クライアント１５側の変換部分は、たとえば図１３に示すようにクライアント部品
２０に対して、データを保持するキャッシュ２１などのメモリとホームページのブラウザ
２２とがあり、クライアント部品２０に対してオリジナル番号の問い合わせがくる。クラ
イアント部品２０は、内部のキャッシュ２１を見て問い合わせのあったオリジナル番号に
対応するＵＲＬを得てブラウザ２２に与える。もし、オリジナル番号がキャッシュ２１に
なかった場合にはオリジナルのウェブサーバ１４に問い合わせる。
【０１０４】
このようなクライアント１５とオリジナルのウェブサーバ１４とが接続されるネットワー
クの構成は、たとえば図１４に示すようにオリジナルのウェブサーバ１４がルータ２３を
介してインターネット１３に接続されるとともに、ファイアウォール２４を介してデータ
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ベースサーバ１９に接続されている。また、インターネット１３には複数のクライアント
１５が接続されている。なお、オリジナルのウェブサーバ１４には、オリジナルのサーバ
モジュールが入っているＡＰＩ１８が組み込まれている。
【０１０５】
たとえば、クライアント１５からインターネット１３を介してオリジナル番号が入力され
ると、ルータ２３を介してオリジナルのウェブサーバ１４にｈｔｔｐのプロトコルと、ｇ
ｅｔのメソッドにおいてｎｏ＝○○という形式で送る。すると、オリジナルのウェブサー
バ１４はファイアウォール２４を介してデータベースサーバ１９にオリジナル番号を問い
合わせる。この問い合わせに対して、データベースサーバ１９はファイアウォール２４を
介してオリジナルのウェブサーバ１４にＵＲＬを返す。このような方法を採用し、ファイ
アウォール２４を介することによってセキュリティ的にはデータベースサーバ１９の内容
が外部に見えないようにすることができる。
【０１０６】
(4).視聴率調査
たとえば図１３に示すように、クライアント１５のアクセス情報をログファイル２５に格
納し、このログファイル２５に所定の件数の情報が貯ると、図１２に示すオリジナルのウ
ェブサーバ１４のログファイル２６にデータを送り、たとえばホームページを開設してい
る情報提供サーバ１６から視聴率調査の希望が出ている場合に、このログデータを分析し
て、ユーザの利用頻度を集計したランキング情報や視聴率情報を得ることができる。これ
らの情報は、たとえばジャンル別、ユーザ情報の性別、年齢別、使用機種別などに分類し
て得ることができる。
【０１０７】
(5).登録付加情報
ユーザがオリジナル番号を登録する際に、ピンク性、テクニカル性、ジャンル性などの審
査情報をユーザ情報と合わせて入力し、たとえば子供が間違ってピンク性のホームページ
をアクセスした場合に、オリジナルのウェブサーバ１４が判断して“ｎｏｔ　ｆｏｕｎｄ
”を返して表示しないようにする。また、インターネットテレビなどにおいて、制限付の
ブラウザを使用している場合には、所定のテクニカル以上の最新技術の情報は表示しない
ようにする。
【０１０８】
このように、ホームページを開設している情報提供サーバ１６に対してアクセスする前に
、オリジナルのウェブサーバ１４へのアクセスの段階でユーザを特定し、該当するホーム
ページを決められたユーザ以外のアクセスに対しては表示を制限することができる。また
、ホームページの表示を制限する以外に、たとえばログファイル２５へのデータの格納な
ども特定のユーザに対しては制限することができる。
【０１０９】
(6).識別付加情報
クライアント１５からインターネット１３を介してオリジナルのウェブサーバ１４にアク
セスする際に、たとえば図１１に示すようにｈｔｔｐのプロトコルなどとともに識別コー
ドなどを付与したり、オリジナル番号の一部を利用して、オリジナルのウェブサーバ１４
内での処理、あるいはこのオリジナルのウェブサーバ１４を経由した他のウェブサーバ２
７でのオリジナル番号に対応するＵＲＬの逆変換を可能とする。
【０１１０】
たとえば、識別コードが８８８の場合はオリジナルのウェブサーバ１４で処理し、００１
の場合はオリジナルのウェブサーバ１４を経由して、このオリジナルのウェブサーバ１４
に接続されるｋｄｄの他のウェブサーバ２７で処理するなどのように区別し、オリジナル
番号に対応するＵＲＬの管理をオリジナルのウェブサーバ１４以外に他のウェブサーバ２
７においても可能とすることができる。
【０１１１】
(7).アクセス機器
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アクセスする際のクライアント１５の入力装置としては、前記実施の形態１のようなキー
ボードインタフェース、マウスインタフェースなどの他に、テレビ操作用のリモコン、カ
ラオケなどに付属するリモコンなどの特殊装置インタフェースなども考えられる。さらに
、ユーザがオリジナル番号を音声で入力したり、またはオリジナル番号に対応する音階、
さらにユーザが希望する別表記などを音声で入力する音声入力インタフェースによる入力
装置を用いることも可能である。
【０１１２】
(8).付加サービス
たとえば、オリジナルのウェブサーバ１４側のサービスとして、ユーザが入力したオリジ
ナル番号に対してくじなどの形式で定期的に景品をサービスしたり、または隠れたオリジ
ナル番号に対するアクセスがあった場合に、そのオリジナル番号にアクセスしたユーザに
商品をサービスするなど、番号の特性を利用してインターネット１３の機能とは別の付加
的なサービスを提供することもできる。
【０１１３】
従って、本実施の形態２のインターネットへのアクセス方法においても、前記実施の形態
１と同様に、予め長く複雑な文字列で表現されているＵＲＬを比較的短い桁数のオリジナ
ル番号に割り当てることにより、このオリジナル番号を入力するだけでインターネットに
アクセスすることができるので、キーボードに不慣れなユーザの抱える煩わしさを解消す
ることができ、またアクセスデータを統計処理情報として活用して、ユーザの利用頻度を
集計したランキング情報やインターネット視聴率の調査・分析などを行うことができ、さ
らにユーザのニーズに応じたインターネットとのメディアリンクを完成させることができ
る。
【０１１４】
以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態１，２に基づき具体的に説明し
たが、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
種々変更可能であることはいうまでもない。
【０１１５】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、以下のとおりである。
【０１１６】
(1).予めＵＲＬに対応する任意の桁数の番号を割り当て、この割り当てられた番号をイン
ターネットへのアクセス機器から入力することで、この割り当てられた番号に対応するＵ
ＲＬのデータを表示させることができるので、キーボードに不慣れなユーザに長く複雑な
文字列のＵＲＬを意識させることなく、比較的短い番号の入力によってインターネットに
アクセスさせることが可能となる。
【０１１７】
(2).割り当てられた番号に対応するＵＲＬを用いたアクセスデータを保存することで、こ
のアクセスデータをランキング情報やテーマ情報などの所望の目的に応じた統計処理情報
として活用することができるので、インターネット視聴率の調査・分析などを行うことが
可能となる。
【０１１８】
(3).割り当てられた番号を任意の媒体に印刷して利用することで、ＵＲＬに対応する番号
を名刺などの媒体にユーザのニーズに応じて印刷し、この印刷媒体とインターネットとの
メディアリンクを実現することができるので、ＵＲＬに結び付いた最新の情報を効率よく
印刷して提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１であるインターネットへのアクセス方法において、ＵＲＬ
の番号割り当て方法の概念
（構成）を示す説明図である。
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【図２】本発明の実施の形態１であるインターネットへのアクセス方法において、ＵＲＬ
の番号割り当て方法の概念（数字の対応表）を示す説明図である。
【図３】本発明の実施の形態１であるインターネットへのアクセス方法において、ＵＲＬ
の番号割り当て方法の概念（桁数に対する対応表）を示す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態１において、ＵＲＬの番号割り当て手順を示すフロー図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態１において、ＵＲＬの番号割り当てによるシステム応用例に
おける各種処理手順を示すフロー図である。
【図６】本発明の実施の形態１において、入力インタフェースの一例を示す説明図である
。
【図７】本発明の実施の形態１において、ユーザインタフェースの一例を示す概略構成図
である。
【図８】本発明の実施の形態１において、番号入力からブラウザ表示までのインターネッ
トへのアクセス処理手順を示すフロー図である。
【図９】本発明の実施の形態２であるインターネットへのアクセス方法において、ＵＲＬ
の番号割り当て領域の一例を示す説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態２において、オンラインメディアの一例を示す説明図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態２において、番号入力インタフェースを含むインターネッ
トシステムの一例を示す概略構成図である。
【図１２】本発明の実施の形態２において、オリジナルのウェブサーバの一例を示す概略
構成図である。
【図１３】本発明の実施の形態２において、クライアントの一例を示す概略構成図である
。
【図１４】本発明の実施の形態２において、オリジナルのウェブサーバとクライアントと
のネットワークの一例を示す概略構成図である。
【符号の説明】
１　親ブラウザ
２　子ブラウザ
３　検索エンジン
４　ユーザ登録テーブル
５　インデックステーブル
６　実データテーブル
７　検索エンジン
８　インデックステーブル
９　実データテーブル
１０　インターネット
１１　オリジナルサーバ
１２　アクセス機器
１３　インターネット
１４　オリジナルのウェブサーバ
１５　クライアント
１６　情報提供サーバ
１７　インターネットサーバ
１８　ＡＰＩ
１９　データベースサーバ
２０　クライアント部品
２１　キャッシュ
２２　ブラウザ
２３　ルータ
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２４　ファイアウォール
２５　ログファイル
２６　ログファイル
２７　他のウェブサーバ

【図１】 【図２】

【図３】
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