
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 ネットワーク上の 情報資源の変化を監視するネットワーク情報資源監視シス
テムであって、

　利用者 から 監視先ＵＲＬと通知先ＵＲＬを受け付ける手段と、
　複数の 監視先ＵＲＬの各々に対して一つまたは複数の通知先ＵＲＬを対応付け
て管理する監視ＤＢと、
　通知先ＵＲＬの中で使用可能な複数のプロトコルの各々に対応した、データの更新の検
出を通知する複数の通知手段と、
　前記監視ＤＢに登録されている 監視先ＵＲＬのデータの更新を監視し、更新を
検出した 監視先ＵＲＬに対応する一つまたは複数の通知先ＵＲＬの各々に対し、
当該通知先ＵＲＬ中に含まれるプロトコル情報に対応する通知手段に対してデータの更新
の検出の通知を依頼する手段と、
　を有するネットワーク情報資源監視システム。
【請求項２】
ネットワーク上の 情報資源の変化を監視するネットワーク情報資源監視システ
ムであって、

　前記ネットワークで接続された通知手段管理システムとＵＲＬ監視システムとからなり
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、
　前記通知手段管理システムは、
　利用者から の監視先ＵＲＬと通知先ＵＲＬを受け付ける手段と、
　複数の 監視先ＵＲＬの各々に対して一つまたは複数の通知先ＵＲＬを対応付け
て管理する監視ＤＢと、
　利用者から受け付けた 監視先ＵＲＬと通知先ＵＲＬを前記監視ＤＢへ登録する
とともに前記ＵＲＬ監視システムに対して当該 監視先ＵＲＬのデータの更新の監
視を要求する手段と、
　前記ＵＲＬ監視システムから 監視先ＵＲＬのデータの更新の検出の通知を受け
付ける手段と、
　通知先ＵＲＬの中で使用可能な複数のプロトコルの各々に対応した、データの更新を通
知する複数の通知手段と ,
　前記ＵＲＬ監視システムからのデータの更新の検出の通知に応じて、データが更新され
た 監視先ＵＲＬに対応する一つまたは複数の通知先ＵＲＬの各々に対して、当該
通知先ＵＲＬ中に含まれるプロトコル情報に対応する通知手段に対してデータの更新の検
出の通知を依頼する手段と、
　を有し、
　前記ＵＲＬ監視システムは、
　前記通知手段管理システムから 監視先ＵＲＬのデータの更新の検出の要求を受
け付ける手段と、
　複数の監視対象ＵＲＬの各々に対してデータの更新を検出した際の通知先を一つまたは
複数対応付けて管理するデリゲートＤＢと、
　前記デリゲートＤＢに登録されている 監視先ＵＲＬのデータの更新を監視し、
更新を検出した 監視先ＵＲＬに対応する一つまたは複数の通知先の各々に対して
データの更新の検出を通知する手段と、
　を有する、
　ことを特徴とするネットワーク情報資源監視システム。
【請求項３】
 前記複数の通知手段の何れかは、
　ＨＴＴＰプロトコルに対応し、
　通知先ＵＲＬとして指定されているＨＴＭＬ文書にデータが更新された監視先ＵＲＬへ
のリンク情報を追加する手段と、
　データが更新された監視先ＵＲＬのデータを利用者が参照した場合に当該監視先ＵＲＬ
へのリンク情報を通知先ＵＲＬとして指定されているＨＴＭＬ文書から削除する手段と
　を有する、請求項１または２記載のネットワーク情報資源監視システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の情報資源が接続された通信ネットワークに係り、ネットワーク上の情報
資源の変化を監視するネットワーク資源監視システムおよびその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、低コストで情報発信が可能な通信ネットワークであるインターネットのユーザ数が
世界的な規模で増大している。このインターネットフィーバにより、通信ネットワークは
発信者が発信する膨大な量の情報で溢れている。このような情報の供給過剰は、サイバー
グラト（ cyberglut ）と呼ばれる。サイバーグラトの状況下で情報を受信するユーザは、
ネットワーク上で好みの情報を見つけ出すために非常な苦労を強いられている。
【０００３】
一方、情報の発信者は、自分の情報に興味を持ってくれそうなユーザを探し出して、それ
を伝えたいという欲求を持っている。そのために、雑誌、広告などの他のメディアを利用
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したり、電子出版システムを用いて契約者に情報を送ったりしている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のようなインターネットのユーザにとって、従来より次のような問題がある。
【０００５】
現状のネットワーク上では、ユーザが希望する情報を効率的に探し出す手段が提供されて
おらず、発信者がただ漫然と情報を流し続けることが多い。また、もし発信者が情報を変
更したとしても、ユーザはその資源に再アクセスしない限り、変更に気付かない。このた
め、情報が一方的に流される傾向が強く、マルチメディアの特色といわれる双方向性にや
や欠けている。
【０００６】
また、受信者は必要とする情報資源に定期的にアクセスして、変化したかどうかをチェッ
クする必要があり、通信コストが増大するという問題がある。特に、ネットワーク的に遠
い資源を利用する場合、この傾向は著しい。これではネットワークの容量を無駄使いして
おり、場合によってはネットワークのスループットが下がったり、接続の弱いサイトでは
実質上通信不能になる可能性も出てくる。
【０００７】
もし、何等かの方法でユーザが既知の情報資源の変更を知ることができれば、チェックの
ために何度も再アクセスする手間が省ける。したがって、新しい情報発掘のために多くの
時間をさくことができるという大きなメリットがある。しかし、従来は、受信者側の立場
に立ったこのような変更通知サービスは存在しない。
【０００８】
本発明は、通信ネットワーク上の情報の変化をユーザに代わって監視することによりユー
ザのアクセス回数を削減し、ネットワークの負荷を低減することの可能なネットワーク資
源監視システムおよびその方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
図１は、本発明のネットワーク資源監視システムの原理図である。図１のネットワーク資
源監視システムは、監視手段１、出力手段２、通知手段３、および管理手段４を備え、通
信ネットワーク５上の情報資源６を監視する。
【００１０】
監視手段１は、ユーザからの依頼に基づいて、通信ネットワーク５上の資源６の状態を監
視する。
そして、出力手段２は、資源６の状態に変化があったことを示す変化情報を出力する。
【００１１】
資源６は、例えばインターネット上のホームページのように、発信者が作成して発信する
画像情報やテキスト情報等であり、発信者により更新されることがある。通信ネットワー
ク５上のどの資源を監視対象とするかは、ユーザにより依頼時に指定される。ユーザから
の監視依頼は、例えば管理手段４から監視手段１に送られる。
【００１２】
監視手段１は、例えば定期的に資源６にアクセスしてその状態を調べ、更新されたことが
分かると、資源６の状態が変化したことを出力手段２に伝える。これを受けて、出力手段
２は、資源６の識別情報等を含む変化情報を通信ネットワーク５に出力する。
【００１３】
この変化情報は、通信ネットワーク５を介して例えば通知手段３に送られ、最終的にユー
ザに通知される。これにより、ユーザは指定した資源６の情報が更新されたことを知るこ
とができる。
【００１４】
この構成によれば、監視手段１がユーザに代わって資源６を監視するので、ユーザが自ら
資源６にアクセスする必要がなくなる。したがって、資源６へのユーザのアクセス回数を
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最小限に抑えることが可能になる。監視手段１は、１人のユーザの代理を果たすだけでな
く、複数のユーザを代表して資源６を監視することもできる。
【００１５】
また、監視手段１および出力手段２を通信ネットワーク５上で資源６に近い場所に配置す
れば、監視に伴う通信コストが低く抑えられるため、ネットワークの負荷を低減すること
も可能になる。
【００１６】
また、管理手段４は、通信ネットワーク５上の資源６の状態の監視を依頼する監視依頼を
ユーザから受け取り、資源６の状態に変化があった時の通知先を管理する。
【００１７】
そして、通知手段３は、資源６の状態に変化があったことを示す変化情報を、上記通知先
に通知する。
ユーザからの監視依頼は、例えば監視対象の資源６を指定する識別情報と、変化情報の通
知先とを含んでおり、通信ネットワーク５を介して管理手段４に送られる。監視依頼の送
信には電子メール等が用いられ、通知先としてはユーザの電子メールアドレス等が指定さ
れる。
【００１８】
管理手段４は、例えばデータベース等の記憶装置に、資源６の識別情報と通知先とを対応
付けて格納しておく。通知手段３は、通信ネットワーク５から変化情報を受け取ると、変
化のあった資源６に対応する通知先を管理手段４に問い合せ、その通知先に変化情報を送
る。
【００１９】
通知先がユーザの電子メールアドレスの場合は、資源６の識別情報を含むメールがユーザ
の端末に送られる。これにより、ユーザは指定した資源６の情報が更新されたことを知る
。
【００２０】
この構成によれば、管理手段４が変化情報の通知先を管理するので、資源６が更新された
ことが自動的にユーザに通知される。このため、ユーザは自ら資源６にアクセスする必要
がなくなり、資源６へのユーザのアクセス回数を最小限に抑えることが可能になる。また
、資源６の監視を依頼したユーザが複数いる場合は、それらのすべてのユーザに変化情報
が通知される。
【００２１】
図１の構成において、監視手段１および出力手段２を通信ネットワーク５上で資源６に近
い場所に配置し、通知手段３および管理手段４をユーザの端末に近い場所に配置すれば、
監視に伴う通信コストとユーザとの通信コストをともに低く抑えることができる。したが
って、ネットワークの負荷が低減される。
【００２２】
例えば、図１の監視手段１と出力手段２は、実施形態の図２におけるＵＲＬ監視システム
１３に対応し、通知手段３と管理手段４は通知手段管理システム１２に対応する。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳細に説明する。
今日、インターネットへのアクセス方法は様々である。これらの様々なアクセス方法には
、流行中のインターネット情報探索ツールであるＷＷＷブラウザ（ world wide web brows
er）、Ｅ－ｍａｉｌによる方法、ＰＤＡ（ Personal Digial Assistant ：新個人情報端末
）による方法などがある。ＰＤＡは、マイクロコンピュータ、ディスプレイ、ペン入力機
能、および通信機能を合わせ持つ小型の携帯情報端末である。
【００２４】
しかし、各アクセス方法の性格は大きく異なっており、それぞれが特徴的な形態を有する
ので、それらの情報収集能力は一様ではない。例えば、ＷＥＢブラウザは、ハイパーテキ
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スト風の構成で文書間のリンクをたどることで、ネットワーク上の情報資源にアクセスで
きる点が特徴である。
【００２５】
こうした多様なアクセス方法でアクセスしてくるユーザに対して、資源の変化を通知する
サービスを提供することを考える。この場合、サービスプロバイダに資源の監視を依頼す
るための監視要求の出し方、およびプロバイダからの変更通知の出し方は、ユーザのアク
セス方法によって異なる。したがって、このサービスに対するユーザのニーズは多様であ
る。
【００２６】
上述のようにアクセス方法は多様であるが、幸いネットワーク上の資源を統一的に表現す
る識別情報としてＵＲＬ（ uniform resource locator）がある。そこで、以下の実施形態
においては、資源の存在場所をＵＲＬにより一般化して表現し、監視要求の出し方および
更新情報（変化情報）の受信方法と分離する。これにより、多様な通信手段に個別に対応
する場合に予想されるプロトコルの乱立を防ぐことができる。さらに、新たに導入される
他の通信手段に対応するのが容易になる。
【００２７】
図２は、このようなネットワーク資源監視システムの構成図である。図２のネットワーク
資源監視システムは、監視要求入力インタフェース１０、通知インタフェース１１、通知
手段管理システム１２、およびＵＲＬ監視システム１３を備える。そして、ユーザから指
定された特定のＵＲＬの資源を監視し、その変化をユーザに通知する。監視要求入力イン
タフェース１０および通知インタフェース１１としては、例えば、ＷＥＢブラウザ端末、
Ｅ－ｍａｉｌ端末、ＰＤＡなどが用いられる。
【００２８】
監視要求入力インタフェース１０は、ユーザから入力された監視対象のＵＲＬと通知手段
とを、監視要求とともに通知手段管理システム１２に伝える。通知手段管理システム１２
は、例えばインターネットへの接続サービスを行うプロバイダのサーバであり、監視要求
をＵＲＬ監視システム１３に伝える。ＵＲＬ監視システム１３は指定されたＵＲＬの資源
１４の状態を監視し、それが変化した時直ちに、その情報を通知手段管理システム１２に
知らせる。
【００２９】
通知手段管理システム１２は、通知インタフェース１１に対して監視結果を通知する通知
手段を管理しており、ＵＲＬ監視システム１３から受け取った情報を、対応する通知手段
により通知インタフェース１１に通知する。これにより、ユーザは資源１４の状態に変化
があったことを知り、その資源１４にアクセスして変化した情報を得ることができる。
【００３０】
図２のネットワーク資源監視システムにおいて、ＵＲＬ監視システム１３はＵＲＬで一般
化された世界に属し、システムのバックボーンとして動作する。そして、通知手段管理シ
ステム１２は、インタフェース依存性のある世界と一般化された世界の境界上に位置し、
バックボーンからの更新情報を元にした監視サービスを展開することが可能である。各サ
ービスプロバイダはバックボーンのプロトコルを公開し、ユーザに対する各通知手段をサ
ポートした監視サービスを展開する。
【００３１】
図３は、通知手段管理システム１２およびＵＲＬ監視システム１３の一例として用いられ
る情報処理装置の構成図である。図３の情報処理装置は、ＣＰＵ（中央処理装置）１５、
メモリ１６、通信部１８、データベース２０、およびそれらを結ぶバス１９を有し、通信
部１８を介して通信ネットワーク１７に接続されている。
【００３２】
ＣＰＵ１５はメモリ１６を利用して、監視サービスを提供するために必要なプロセスを生
成し、データベース２０のデータを参照しながら処理を行う。通信部１８は、通信ネット
ワーク１７との間で情報の送受信を行う。
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【００３３】
このような監視サービスを利用して、ユーザの管理するＦＴＰ（ file transfer protocol
）サイトのメンテナンスをしようとした場合、変更があったことを知るだけでなく、物理
的なファイルの転送および削除などのアクションをとることができれば便利なことがある
。
【００３４】
そこで、プロバイダに能力があれば、例えばＦＴＰサイト管理デーモンなどのプロセスを
通知手段管理システム１２内に作成し、ＦＴＰサイトのファイルの管理を行わせる。これ
により、監視サービスがオープンワールドでも受け入れられていく可能性がある。このＦ
ＴＰサイトのファイル操作については、後述することにする。
【００３５】
ところで、資源１４の監視においては、それを定期的にアクセスすることが必要なため、
通信のためのコストが非常に高くなることが予想される。前述したように、この傾向は、
ネットワーク的に遠い資源の監視をする場合に特に顕著となる。したがって、世界的な規
模を持つインターネットの場合、ネットワークの負荷が著しく増大する可能性がある。
【００３６】
そこで、ＵＲＬを監視するバックボーンでは、デリゲーション（ delegation）を有効に使
うことを考える。デリゲーションは、インターネットに接続された個々のネットワークを
保護するためのアクセス制限であるファイアウォールの構築でよく使われた手法である。
【００３７】
多くの場合、ローカルネットワークはゲートウェイを介してインターネットに接続され、
ゲートウェイに収容された処理装置が外部からのアクセスを制限する。この場合、ゲート
ウェイの処理装置は、ローカルネットワーク内の各情報処理装置を代表して、外部からの
アクセスを制御している。このような手法がデリゲーションと呼ばれる。
【００３８】
以下の実施形態では、このデリゲーションをネットワーク負荷の低減のために転用し、Ｕ
ＲＬ監視システム１３をデリゲーション・バックボーンとする。ＵＲＬ監視システム１３
は、個々のユーザを代表して資源１４を監視する機能を持つ。これにより、各ユーザが資
源１４をチェックするために頻繁にアクセスする必要がなくなり、ネットワーク負荷を減
少させることができる。
【００３９】
このようなデリゲーションシステムは、監視資源をＵＲＬで一般化したことによって、よ
り現実的なものになる。もし一般化されていなければ、多様なプロトコルで管理された資
源に応じて、多数のデリゲーションシステムを用意しなければならなくなるが、ＵＲＬで
監視する場合は、１つのデリゲーションシステムで対応可能である。
【００４０】
また、図２のネットワーク資源監視システム内における情報の伝達は任意の通信処理によ
り実現可能であるが、本実施形態では、一例としてリモートプログラミングに基づく言語
であるテレスクリプト（ Telescript）による方法を用いることにする。
【００４１】
テレスクリプトによるリモートプログラミングにおいては、データを保持するプロセスの
一種であるエージェント（ Agent ）が用いられる。この場合には、各ユーザの監視要求情
報を各エージェントに持たせることが可能であるため、複数のユーザの要求を独立に処理
することができる。さらに、エージェントは自律的に機能して、処理が終了すれば自動的
に消滅するため、不特定多数のユーザが利用するネットワーク上の処理に適している。
【００４２】
テレスクリプトによるリモートプログラミングについては、「リモートプログラミングの
実施方法」（特願平６－１７９７６７、特開平７－１８２１７４）に詳述されているが、
ここでその手法について説明する。
【００４３】
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このリモートプログラミングは、複数の計算機システムを結ぶ通信ネットワーク上での処
理を記述する方法の一種で、ネットワークを渡り歩く移動可能なプロセスであるエージェ
ントと、エージェントが入ってくる固定プロセスであるプレイス（ Place ）により実現さ
れる。
【００４４】
図４は、プレイスの構成を示している。プレイスは、他のプロセスと識別可能なテレネー
ム（ telename）を持ち、任意有限個の子プロセスを持つことができる。また、プレイスは
、自己および他のプロセスより参照可能な任意有限個のデータと、自己および他のプロセ
スより呼出し可能な任意有限個の手続きとを有する。
【００４５】
さらに、メインルーチンとして手続き liveを持ち、作成されたプレイスはｌｉｖｅを実行
する。プレイスは、ｌｉｖｅが実行されている間だけ存在し、ｌｉｖｅが終了すると消滅
する。プレイスが消滅すると、その子プロセスも終了し、消滅する。
【００４６】
図５は、エージェントの構成を示している。エージェントは、他のプロセスと識別可能な
テレネームを持ち、あるプレイスの中の子プロセスとしてのみ存在する。また、エージェ
ントは、自己および他のプロセスより参照可能な任意有限個のデータと、自己および他の
プロセスより呼出し可能な任意有限個の手続きとを有する。
【００４７】
さらに、メインルーチンとして手続きｌｉｖｅを持ち、作成されたエージェントはｌｉｖ
ｅを実行する。エージェントは、ｌｉｖｅが実行されている間だけ存在し、ｌｉｖｅが終
了すると消滅する。エージェントの手続きｌｉｖｅの中でコマンドｇｏが実行されると、
そのエージェントはネットワークを介して指定された行き先へ移動する。
【００４８】
図６は、コマンドｇｏによるオペレーションの例を示している。図６において、プレイス
２１内のエージェント２２は、ｇｏの実行により、行き先のプレイス２４を指定するデー
タであるチケット（ Ticket）２３を得て、指定されたプレイス２４に移動する。
【００４９】
このとき、エージェント２２は、ｇｏによりｌｉｖｅの実行を一時中断し、保持したデー
タとともに凍結（圧縮）され、パック化される。そして、チケット２３に示されたプレイ
ス２４に送られ、プレイス２４により受け入れをチェックされる。プレイス２４に受け入
れられると、その中に子プロセスとして置かれた後、解凍（伸張）され、ｇｏの次のコマ
ンドからｌｉｖｅの実行を再開する。
【００５０】
また、エージェントは、手続きｌｉｖｅの中で自己の置かれているプレイス内にある他の
エージェントを求めるコマンドｍｅｅｔを呼出すことができる。コマンドｍｅｅｔの実行
時には、エージェントは相手のエージェントを指定するデータであるペティション（ Peti
tion）を用いる。
【００５１】
図７は、コマンドｍｅｅｔによるオペレーションの例を示している。図７において、プレ
イス３１内のエージェント３２は、コマンドｍｅｅｔによりあるペティションを指定する
。プレイス３１は、ペティションにより指定された条件に該当するエージェントを探す。
そして、プレイス３１内に該当するエージェントがなければ、そのようなエージェントが
入ってくるまで待つ。
【００５２】
プレイス３１内のエージェント３３がペティションの条件に該当すれば、プレイス３１は
、エージェント３２が相互作用を希望していることをエージェント３３に伝える。そして
、エージェント３３がエージェント３２の希望を受け入れる旨の戻り値を返すと、プレイ
ス３１は、エージェント３３へのポインタをｍｅｅｔの戻り値としてエージェント３２に
返す。その後、エージェント３２は、エージェント３３へ直接アクセスして、情報交換等
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を行うことが可能になる。
【００５３】
以下では、コマンドｇｏによりエージェントが移動することを単に「ｇｏする」と記述し
、コマンドｍｅｅｔにより他のエージェントと相互作用を行うことを単に「ｍｅｅｔする
」と記述する。
【００５４】
図８は、上述のようなリモートプログラミングを用いたネットワーク資源監視システムの
構成図である。図８において、監視サービスプレイス４６とデリゲートプレイス（ delega
te place）５１は、それぞれ決められた機能を有するプレイスであり、フォームエージェ
ント（ form agent）４８、監視エージェント５３、通知エージェント５４、５４′、リポ
ートエージェント５５、５６、５７、５８は、それぞれ決められたデータと機能を有する
エージェントである。
【００５５】
Magic Cap ４１、ＭＵＡ（ Mail User Agent ）４２、およびＷＥＢブラウザ４３は、図２
の監視要求入力インタフェース１０に対応し、ユーザが監視要求を入力する際に用いる。
これらの具体的な違いについては後述する。通知手段管理システム１２は、例えばプロバ
イダ毎に設けられ、監視データベース（ＤＢ）４７を備え、ユーザに監視サービスを提供
する監視サービスプレイス４６を保持する。
【００５６】
また、ＵＲＬ監視システム１３は、デリゲートデータベース（ＤＢ）５２を備え、ユーザ
に代わって資源を監視するためのデリゲートプレイス５１を保持する。監視に伴う通信コ
ストの低減を図るため、このＵＲＬ監視システム１３は通信的に近いＵＲＬのグループ毎
に設けられる。通信的に近いＵＲＬとは、比較的低い通信コストでアクセス可能なＵＲＬ
を意味する。例えば、インターネットに接続する各国毎に１つのＵＲＬ監視システム１３
を設けてもよく、よりローカルな地域のサーバ毎に設けてもよい。
【００５７】
通知手段管理システム１２とＵＲＬ監視システム１３は通信ネットワーク４９を介して接
続され、情報交換を行うことができる。また、通信ネットワーク４９にはＵＲＬで識別さ
れる資源５０－１、５０－２、５０－３も接続されている。尚、接続される資源の数は任
意である。以下では、このような資源のことを単に“ＵＲＬ”と記述することもある。
【００５８】
監視要求が監視要求入力インタフェース１０に入力されると、監視サービスプレイス４６
内にフォームエージェント４８が現れる。フォームエージェント４８は監視ＤＢ４７を更
新した後、通信ネットワーク４９を介してデリゲートプレイス５１にｇｏし、デリゲート
ＤＢ５２を更新する。監視ＤＢ４７には、監視結果の通知先であるユーザのＵＲＬが格納
され、デリゲートＤＢ５２には、通知先の監視サービスプレイス４６のアドレス情報が格
納される。
【００５９】
監視エージェント５３は、デリゲートＤＢ５２を参照して監視先ＵＲＬを監視し、それが
更新されると通知エージェント５４を作成する。通知エージェント５４はコマンドｓｅｎ
ｄを実行して、通知エージェント５４′を監視サービスプレイス４６に送る。
【００６０】
ｓｅｎｄは、エージェントの手続きｌｉｖｅの中で実行され、そのエージェントの複製を
作って他のプレイスに送るコマンドである。ここでは、通知エージェント５４′は、通知
エージェント５４の分身（クローンエージェント）として生成される。
【００６１】
通知エージェント５４′は、監視ＤＢ４７の通知先ＵＲＬに応じて、適したリポートエー
ジェント５５、５６、５７、５８を作成する。リポートエージェント５５、５６、５７、
５８は、それぞれの通知インタフェース１１の種類に応じた通知手段でユーザに結果を報
告する。これらのリポートエージェントの処理の詳細については後述する。
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【００６２】
以上の構成により、ユーザは更新された監視先ＵＲＬの情報を自動的に通知されるので、
ユーザ自身が資源のチェックを行う必要はなくなる。また、通知手段管理システム１２と
ＵＲＬ監視システム１３が分離して設けられ、監視先に近いＵＲＬ監視システム１３が複
数のユーザを代表して、ＵＲＬを監視する。
【００６３】
したがって、多数のユーザによる資源監視のための頻繁なアクセスをなくして、ネットワ
ークの負荷を大幅に軽減することができる。
次に、図９から図１４までを参照しながら、図８のネットワーク資源監視システムにおけ
る具体的な処理について説明する。
【００６４】
ネットワーク資源監視システムに対する監視要求の発行は、各種のデバイスおよびプログ
ラムから行うことができる。例えば、図８におけるＷＥＢブラウザ４３はハイパーテキス
トベースでインターネット上に分散配置された情報を探索するソフトウェアツールであり
、ＭＵＡ４２はＥ－ｍａｉｌを発行するソフトウェアツールである。また、 Magic Cap ４
１はエージェントを利用したＰＤＡ端末の一種である。ＷＥＢブラウザ４３およびＭＵＡ
４２は、ユーザの端末計算機内に収容されている。
【００６５】
監視要求の出し方は、勿論、各デバイスおよびプログラムの種類によって異なるが、次の
２つの条件を満たす必要がある。
（１）何等かの方法で、フォームエージェント４８を監視サービスプレイス４６上に作成
すること。
（２）フォームエージェント４８には、次のデータを与えること。
【００６６】
・監視先ＵＲＬ
・通知先ＵＲＬ
・依頼主ＩＤ、パスワード
・コメント
・備考データ
監視先ＵＲＬは監視対象の資源のＵＲＬであり、通知先ＵＲＬは監視結果を通知するＵＲ
Ｌであり、依頼主ＩＤおよびパスワードは依頼主の識別情報である。通知先ＵＲＬは、通
常、依頼主ＩＤ毎に割り振られる。また、コメントと備考データは必ずしも必須ではなく
、必要に応じて付加される。
【００６７】
このように、監視入力インタフェースの形態に依らないフォームエージェント４８を作成
することで、各種のプログラム等による監視要求を受け付けることが可能になり、システ
ムの拡張性が高まる。
【００６８】
次に、監視要求の入力例について説明する。入力機器としては、マウス等のポインティン
グデバイスやキーボードが用いられる。ＷＥＢブラウザ４３を用いる場合、ユーザはまず
監視依頼フォーム（ Form）のＨＴＭＬ（ hypertext markup language ）文書をｏｐｅｎし
、そのフォームの空欄の穴うめをする。ＨＴＭＬとは他文書へのリンクを持つハイパーテ
キスト文書を記述する言語で、これにより記述された文書はＨＴＭＬ文書と呼ばれる。
【００６９】
　図９は、ユーザ端末のディスプレイ上に表示された監視依頼フォームの入力例を示して
いる。図９の監視依頼フォーム７０において、ｌｏｏｋ  ＵＲＬ７１は監視先ＵＲＬを表
し、Ｒｅｐｏｒｔ  ＵＲＬ７２は通知先ＵＲＬを表し、ＩＤ７３およびＰａｓｓｗｄ７４
は、それぞれ依頼主ＩＤおよびパスワードを表す。これらの情報を入力した後、Ｃｏｎｆ
ｉｒｍボタン７５をクリックすると、図８のＣＧＩ プロ
セス４５が起動される。
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【００７０】
ＣＧＩプロセス４５は、ＩＤ７３毎に決まったＨＴＭＬ文書７６をｏｐｅｎする。ＨＴＭ
Ｌ文書７６は、指定された監視対象の資源へのリンク（ＵＲＬ）のリストを表示するため
に用いられる。ここでは、指定された監視先ＵＲＬがＨＴＭＬ文書７６内にリンクとして
書き込まれ、リンクのリストがディスプレイに表示される。
【００７１】
次に、ＣＧＩプロセス４５は、クラウド（ cloud ）との間にコネクションを確立する。ク
ラウドとは、ネットワーク上でプログラム言語を解釈して実行するためのソフトウェア環
境を表し、ここでは監視サービスプレイス４６に相当する。ＣＧＩプロセス４５は、確立
されたコネクションを通じてプロセス間通信を行い、監視依頼フォーム７０に入力された
パラメータを監視サービスプレイス４６へ送る。
【００７２】
そして、監視サービスプレイス４６は、送られたパラメータを元にフォームエージェント
４８を作成する。
また、監視要求入力インタフェース１０としてＭＵＡ４２を用いる場合は、ユーザは一定
のフォーマットのＥ－ｍａｉｌ（コントロールメール： control mail）４４を監視サービ
スプレイス４６宛に送る。
【００７３】
図１０は、ＭＵＡ４２により作成されるコントロールメール４４の例を示している。コン
トロールメール４４には、監視依頼フォーム７０と同様に、ｌｏｏｋＵＲＬ（監視先ＵＲ
Ｌ）、Ｒｅｐｏｒｔ　ＵＲＬ（通知先ＵＲＬ）、ＩＤ、Ｐａｓｓｗｏｒｄ等の情報が記述
される。
【００７４】
監視サービスプレイス４６は、通知手段管理システム１２内に設けられた sendmailポート
で通信を listenしており、 sendmailのプロトコルを認識することができる。そして、送ら
れてきたコントロールメール４４を受信し、それをパース（ parse ）して、メールの構成
要素を分析する。次に、その結果を元にフォームエージェント４８を作成する。
【００７５】
また、監視要求入力インタフェース１０として Magic Cap ４１を用いる場合は、ユーザは
専用のフォームでマジックメール（ Magicmail ）を作成し、監視サービスプレイス４６へ
送信する。マジックメールとは、メールの内容をデータとして持つエージェントが他の計
算機等に移動することで、メッセージを伝えるメールの形態を指す。
【００７６】
ここでは、マジックメールの送信処理により、 Magic Cap ４１上で、監視先ＵＲＬ、通知
先ＵＲＬ、依頼主ＩＤ、パスワード等のデータを持つフォームエージェント４８が生成さ
れる。そして、直接監視サービスプレイス４６へｇｏする。
【００７７】
次に、このようにして作成されたフォームエージェント４８が行う処理を説明する。フォ
ームエージェント４８は、監視ＤＢ４７に通知先ＵＲＬを登録し、デリゲートＤＢ５２に
通知先プレイスのアドレスを登録して、結果を通知する際の経路を通知エージェント５４
、５４′に伝える役割を果たす。このため、フォームエージェント４８は、監視ＤＢ４７
とデリゲートＤＢ５２にレコードを追加したり、それらのレコードを変更したりする機能
を持つ。
【００７８】
図１１は、監視ＤＢ４７のデータ構造の例を示している。図１１において、ハッシュ表８
１には、キー（ key ）として用いられる監視先ＵＲＬ毎にレコードを指すポインタが格納
されている。例えば、１番目の監視先ＵＲＬ“ｈｔｔｐ：／／～”に対応するポインタは
レコード８２－１を指しており、２番目の“ｆｔｐ：／／～”に対応するポインタはレコ
ード８２－２を指している。監視先ＵＲＬの中で、“ｈｔｔｐ：”や“ｆｔｐ：”は接続
形態を表すプロトコル部に相当する。
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【００７９】
レコード８２－１および８２－２は、Ｔａｒｇｅｔ１、Ｔａｒｇｅｔ２、Ｔａｒｇｅｔ３
の３つのエントリを持ち、これらのエントリはそれぞれ、最終更新履歴、通知先ＵＲＬの
リストへのポインタ、備考データを表す。
【００８０】
最終更新履歴は、監視先ＵＲＬの最終更新日時のタイムスタンプと更新後の情報のファイ
ルサイズを含む。Ｔａｒｇｅｔ２のポインタが指すＵＲＬのリストの最後の（ｎｉｌ）は
空白データを表し、リストの終端であることを示している。フォームエージェント４８が
備考データを持っている場合、それはＴａｒｇｅｔ３として格納される。
【００８１】
通知エージェント５４′は、この監視ＤＢ４７から監視先ＵＲＬをキーとして、監視先Ｕ
ＲＬの最終更新のタイムスタンプとファイルサイズ、および通知先ＵＲＬのリストを引く
ことができる。
【００８２】
フォームエージェント４８は、持っている監視先ＵＲＬがハッシュ表８１の中にないとき
、それをハッシュ表８１のエントリとして追加し、対応するレコードを登録する。このと
き、タイムスタンプとしては登録時の日時を用い、ファイルサイズは０としておく。また
、通知先ＵＲＬリストにはフォームエージェント４８が持つ通知先ＵＲＬを登録する。
【００８３】
フォームエージェント４８の監視先ＵＲＬがハッシュ表８１の中にキーとして存在すると
きは、対応するレコードのエントリを変更する。ただし、タイムスタンプとファイルサイ
ズは変更せず、通知先ＵＲＬリストにフォームエージェント４８の通知先ＵＲＬを追加す
る。
【００８４】
その後、フォームエージェント４８はデリゲートプレイス５１へｇｏして、デリゲートＤ
Ｂ５２にレコードを追加したり、またはレコードを変更したりする。
図１２は、デリゲートＤＢ５２のデータ構造の例を示している。図１２において、ハッシ
ュ表９１にはハッシュ表８１と同様に、監視先ＵＲＬ毎にポインタが格納されている。例
えば、１番目の監視先ＵＲＬ“ｈｔｔｐ：／／～”に対応するポインタはレコード９２－
１を指しており、２番目の“ｆｔｐ：／／～”に対応するポインタはレコード９２－２を
指している。
【００８５】
レコード９２－１および９２－２は、Ｔａｒｇｅｔ１、Ｔａｒｇｅｔ２、Ｔａｒｇｅｔ３
の３つのエントリを持ち、Ｔａｒｇｅｔ１とＴａｒｇｅｔ２の内容は図１１の場合と同様
である。
【００８６】
Ｔａｒｇｅｔ２は通知先リストへのポインタを表し、各通知先としてはフォームエージェ
ント４８を送り出した監視サービスプレイス４６のＴｅｌｅａｄｄｒｅｓｓとＷａｙが用
いられる。ここで、Ｔｅｌｅａｄｄｒｅｓｓはプレイスを一意に識別する識別子であり、
Ｗａｙはそのプレイスまでの移動方法を表す。これらの情報は、フォームエージェント４
８のｇｏの返り値であるＴｉｃｋｅｔＳｔｕｂに記述されている。
【００８７】
通知エージェント５４は、このデリゲートＤＢ５２から監視先ＵＲＬをキーとして、監視
先ＵＲＬの最終更新のタイムスタンプとファイルサイズ、および通知先監視サービスプレ
イス４６のアドレスリストを引くことができる。
【００８８】
また、デリゲートＤＢ５２は、フォームエージェント４８により監視ＤＢ４７と同様のレ
コードの追加、変更を受ける。ただし、通知先としては、通知先ＵＲＬではなく、フォー
ムエージェント４８のＴｉｃｋｅｔＳｔｕｂの情報が用いられる。
【００８９】
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監視サービスプレイス４６は、監視要求の出し方および通知の方法から資源の監視方法を
分離し、ＵＲＬで表現できる資源の監視という形態に一般化する役割を果たす。これによ
り、多様なユーザインタフェースを持つ複数のユーザを代表してＵＲＬを監視するサービ
スを提供することが可能になる。
【００９０】
デリゲートプレイス５１は、監視先ＵＲＬの更新履歴をチェックして、その変化を監視す
るために設けられる。ユーザに対する通知方法等は、監視サービスプレイス４６により隠
蔽されているので、デリゲートプレイス５１が関知する必要はない。
【００９１】
監視エージェント５３はデリゲートプレイス５１内にあって、ＦＴＰプロトコルにより、
デリゲートＤＢ５２内の監視先ＵＲＬのタイムスタンプおよびファイルサイズを定期的に
チェックする。
【００９２】
図１３は、監視エージェント５３が行う監視処理のフローチャートである。図１３におい
て処理が開始されると、監視エージェント５３はループ処理を開始し（ステップＳ１）、
デリゲートＤＢ５２のハッシュ表９１を用いて、次の監視先ＵＲＬに対応するレコードを
取得する（ステップＳ２）。
【００９３】
次に、取得したレコードのキーである監視先ＵＲＬへＦＴＰプロトコルにより connect す
る（ステップＳ３）。そして、監視先ＵＲＬのタイムスタンプとファイルサイズを取得し
（ステップＳ４）、それらをデリゲートＤＢ５２のレコードの対応するエントリと比較す
る（ステップＳ５）。ここで、監視先ＵＲＬのタイムスタンプやファイルサイズに変化が
あるかどうかが調べられる。
【００９４】
両者のタイムスタンプやファイルサイズが異なり、監視先ＵＲＬに変更があると判断でき
る場合、通知エージェント５４をデリゲートプレイス５１上に作成し、デリゲートＤＢ５
２のレコードを初期化引数として通知エージェント５４に渡す（ステップＳ６）。
【００９５】
次に、ループ処理を終了するかどうか判定する（ステップＳ７）。この判定は、あらかじ
め決められた適当な終了条件が成立するかどうかをチェックすることにより行われる。通
常は終了条件が成立することはないので、ステップＳ２以降の処理を半永久的に繰り返す
。また、ステップＳ５において監視先ＵＲＬに変更なしと判断できる場合も、ステップＳ
２以降の処理を繰り返す。そして、ステップＳ７において終了条件が成立すれば、処理を
終了する。
【００９６】
図１３の監視処理においては、監視先ＵＲＬへＦＴＰ接続して更新情報（更新履歴）を取
得する構成となっている。これ以外に、監視先ＵＲＬの管理者が更新情報を持たせた更新
（ Update）エージェントをデリゲートプレイス５１に送る方法を用いることもできる。こ
の場合は、更新エージェントがデリゲートプレイス５１内で監視エージェント５３にｍｅ
ｅｔし、更新情報を伝える。これにより、監視エージェント５３は、より積極的に監視先
ＵＲＬから発信された更新情報を受け付けることになる。
【００９７】
監視処理においては、その性質上何等かの方法で監視先ＵＲＬの更新情報を取得する必要
があるので、監視先ＵＲＬとの定期的な通信が必要になる。このため、デリゲートプレイ
ス５１からネットワーク的に近い所だけを監視対象にした方が効率がよい。
【００９８】
デリゲートプレイス５１から遠い所を監視する場合は、監視先ＵＲＬの近くに、デリゲー
トプレイス５１等を代表する別のデリゲートプレイスを設けて、それに監視させることも
考えられる。つまり、デリゲートのデリゲートを設けることになる。
【００９９】
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監視エージェント５３により作成された通知エージェント５４は、更新されたＵＲＬにつ
いて、デリゲートＤＢ５２および監視ＤＢ４７のレコードを変更する。
【０１００】
図１４は、通知エージェント５４の処理のフローチャートである。図１４において処理が
開始されると、通知エージェント５４は、まず初期化引数として渡されたデリゲートＤＢ
５２のレコードのタイムスタンプとファイルサイズを、監視先ＵＲＬのものに更新する（
ステップＳ１１）。
【０１０１】
次に、対応する通知先リストに格納されたＴｅｌｅａｄｄｒｅｓｓとＷａｙを用いてコマ
ンドｓｅｎｄを実行し、各監視サービスプレイスに分身の通知エージェント５４′を送る
（ステップＳ１２）。
【０１０２】
通知エージェント５４′は最新の更新履歴のデータを持っており、例えば監視サービスプ
レイス４６に移動する。そして、監視ＤＢ４７内の対応するレコードのタイムスタンプと
ファイルサイズを最新のものに更新する（ステップＳ１３）。
【０１０３】
次に、そのレコードの通知先ＵＲＬリストを参照し、各通知先ＵＲＬに適したリポートエ
ージェントを作成し（ステップＳ１４）、処理を終了する。リポートエージェントのクラ
スは、通知の方法、すなわちＵＲＬに含まれるプロトコル部毎に異なっており、例えば次
のようなものがある。ここで、クラスとはオブジェクトの構造の定義に相当する。
（ａ）プロトコル部が“ｍａｉｌｔｏ：”の場合は、そのクラスはＥ－ｍａｉｌによる通
知方法を定義する。
（ｂ）プロトコル部が“ｈｔｔｐ：”の場合は、そのクラスはＨＴＭＬ文書のリンクリス
トのページを更新して通知する方法を定義する。
（ｃ）プロトコル部が“ｆｔｐ：”の場合は、そのクラスはファイルシステムのメンテナ
ンス方法を定義する。
【０１０４】
したがって、通知エージェント５４′は通知先ＵＲＬのプロトコル部を参照することで、
作成すべきリポートエージェントのクラスを決定し、そのインスタンスを作成することが
できる。ここで、インスタンスとはクラスにより定義されたオブジェクトの具体例を意味
し、今の場合はリポートエージェント５５、５６、５７、５８等を指す。
【０１０５】
次に、各クラスのリポートエージェントの処理について説明する。ｍａｉｌｔｏリポート
エージェントは、リポートエージェント５５および５６に対応する。リポートエージェン
ト５６は、更新のあったＵＲＬをＥ－ｍａｉｌ５９で通知先ＵＲＬに送信する。
【０１０６】
また、その発展形であるリポートエージェント５５の場合は、マジックメールを Magic Ca
p ４１に送る。マジックメールをＵＲＬで記述する方法はＲＦＣ（ Requests For Comment
s ）１７３８に記載されている。このほかに、マジックメールのためのゲートウェイを通
過させる方法もある。
【０１０７】
ｈｔｔｐリポートエージェントはリポートエージェント５７に対応し、通知先ＵＲＬに存
在するＨＴＭＬ文書６０内のリンクリストに、更新されたＵＲＬを付け加える。
【０１０８】
このＨＴＭＬ文書６０は、例えば図９のＨＴＭＬ文書７６と同様のフォーマットを持ち、
更新されたＵＲＬのリストをリンクリストとして持っている。ＨＴＭＬ文書６０のリンク
リストは監視の依頼時には空白のままであるが、リポートエージェント５７により、更新
のあったＵＲＬが１つずつ追加されていく。
【０１０９】
そして、端末上に表示されたリンクリスト内の１つのリンクをユーザがクリックすれば、
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対応するページへ飛ぶことができる。これにより、ユーザは更新された情報を実際に確認
することができる。
【０１１０】
ｆｔｐリポートエージェントはリポートエージェント５８に対応し、通知先ＵＲＬにある
ＦＴＰサイト６１のファイルシステムのメンテナンスを行う。リポートエージェント５８
は、例えば、更新ＵＲＬのファイル名からどのアプリケーション・ソフトウェアのどのバ
ージョンかを判断し、ＦＴＰサイト６１内の対応する古いバージョンを削除する。そして
、更新ＵＲＬから新しいバージョンを取得し、ＦＴＰサイト６１内のファイルシステムに
追加する。
【０１１１】
このように、リポートエージェントは更新ＵＲＬを通知するのみではなく、ファイルシス
テムの物理的な変更を行うこともできる。また、監視要求の入力時にユーザが通知先ＵＲ
Ｌを２つ以上指定した場合、それらのＵＲＬ毎にリポートエージェントが作成され、更新
されたＵＲＬの報告をメール等で同時に行う。通知先として、ユーザのページャ（ポケッ
トベル等）を指定することも考えられる。
【０１１２】
次に、図１５から図２０までを参照しながら、監視要求入力インタフェース１０および通
知インタフェース１１としてＷＥＢブラウザ４３を用いた場合の入力処理と通知処理につ
いて説明する。
【０１１３】
以下では、ユーザが指定した監視先ＵＲＬのリストを表示するためのＨＴＭＬ文書７６が
存在するＵＲＬを、指定リスト表示ＵＲＬと呼ぶことにする。また、更新された監視先Ｕ
ＲＬのリストを表示するためのＨＴＭＬ文書６０が存在するＵＲＬを、更新リスト表示Ｕ
ＲＬと呼ぶことにする。後述するように、この更新リスト表示ＵＲＬは監視ＤＢ４７の通
知先ＵＲＬに一致する。
【０１１４】
図１５は新規監視依頼時の処理の概要を示しており、図１６はその処理のフローチャート
である。図１５において、加入者管理データベース（ＤＢ）１０１はユーザ端末から参照
可能な場所に設けられ、加入者のＩＤ毎に指定リスト表示ＵＲＬを格納している。新規監
視要求の入力時には、ＣＧＩプロセス４５およびＨＴＭＬエージェント１０２が作成され
る。
【０１１５】
図１６において処理が開始されると、ユーザは、まず図９の監視依頼フォーム７０を穴う
めし、Ｃｏｎｆｉｒｍボタン７５をクリックする（ステップＳ２１）。これにより、ＣＧ
Ｉプロセス４５が生成される（ステップＳ２２）。
【０１１６】
ＣＧＩプロセス４５は、加入者管理ＤＢ１０１から、入力されたＩＤに対応する指定リス
ト表示ＵＲＬを引き（ステップＳ２３）、それを初期化パラメータとしてＨＴＭＬエージ
ェント１０２を作成する（ステップＳ２４）。
【０１１７】
ＨＴＭＬエージェント１０２は、例えば図９のＨＴＭＬ文書７６の雛形となるスケルトン
データを保持している。また、既存のＨＴＭＬ文書を解釈してリンクを抽出するオペレー
タと、与えられたリンクのリストをスケルトンデータにはめ込んで新たなＨＴＭＬ文書を
作成するオペレータとを持つ。
【０１１８】
ＨＴＭＬエージェント１０２は、これらのオペレータを用いて指定リスト表示ＵＲＬのＨ
ＴＭＬ文書７６を書き換える（ステップＳ２５）。これにより、新たに入力された１つ以
上の監視先ＵＲＬが、リンクリストとしてＨＴＭＬ文書７６に書き込まれる。
【０１１９】
そして、ＣＧＩプロセス４５は、ユーザにＨＴＭＬ文書７６の内容を示して（ステップＳ
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２６）、処理を終了する。このとき、同時に監視先ＵＲＬや通知先ＵＲＬ等の入力情報が
監視サービスプレイス４６に送られる。
図１７は監視資源更新時の処理の概要を示しており、図１８はその処理のフローチャート
である。監視資源の更新時には、デリゲートプレイス５１から監視サービスプレイス４６
へ通知エージェント５４′が送られ、更新情報が伝えられる。
【０１２０】
図１８において処理が開始されると、通知エージェント５４′はリポートエージェント５
７を作成する（ステップＳ３１）。リポートエージェント５７は、その通知先ＵＲＬを更
新リスト表示ＵＲＬとみなし、これを引数にしてＨＴＭＬエージェント１０２を作成する
（ステップＳ３２）。
【０１２１】
ＨＴＭＬエージェント１０２は、更新リスト表示ＵＲＬに存在するＨＴＭＬ文書６０内の
リンクリストに、更新のあった監視先ＵＲＬを加えて、新しいＨＴＭＬ文書６０を作成す
る（ステップＳ３３）。そして、処理を終了する。
【０１２２】
その後、ＨＴＭＬ文書６０の内容がユーザに示され、更新のあったＵＲＬが報告される。
図１９はユーザがＨＴＭＬ文書６０のリンクを参照したときの処理の概要を示しており、
図２０はその処理のフローチャートである。リンク参照時には、ＣＧＩプロセス４５が起
動され、ＨＴＭＬ文書６０が更新される。
【０１２３】
図２０において処理が開始されると、まずユーザが更新リスト表示ＵＲＬのＨＴＭＬ文書
６０のリンクリストを見て、１つのリンクをクリックする（ステップＳ４１）。これによ
り、ＣＧＩプロセス４５が起動される。ＣＧＩプロセス４５は、更新リスト表示ＵＲＬを
引数としてＨＴＭＬエージェント１０２を作成する（ステップＳ４２）。
【０１２４】
ＨＴＭＬエージェント１０２は、クリックされたリンクをリンクリストから削除し、新し
いＨＴＭＬ文書６０を書き出す（ステップＳ４３）。ＣＧＩプロセス４５は、クリックさ
れたリンクのＵＲＬに表示画面をジャンプさせて（ステップＳ４４）、処理を終了する。
【０１２５】
こうして、ユーザはリンクされたページを参照することができ、参照操作はＨＴＭＬ文書
６０に反映される。
以上のようなリモートプログラミングを用いた実施形態によれば、各エージェントの自律
性を利用することにより、複数のユーザの監視要求を独立に処理することができる。また
、監視サービスプレイス４６とデリゲートプレイス５１を別々に設けることにより、イン
タフェースに依存する処理と、ＵＲＬにより一般化された監視処理とが分離される。この
ため、資源を近くから監視することが可能になり、効率の良いデリゲーションシステムが
構築される。
【０１２６】
尚、通知手段管理システム１２が監視資源とネットワーク的に近い場所にある場合は、デ
リゲートプレイス５１を通知手段管理システム１２内に設けても差し支えない。その場合
は、通知手段管理システム１２はＵＲＬ監視システム１３の役割をも果たすことになる。
また、監視先の資源を必ずしもＵＲＬで記述する必要はなく、他の任意の識別情報を用い
てもよい。
【０１２７】
また、監視要求入力インタフェース１０および通知インタフェース１１としては、図８に
示されたもののみならず、任意のデバイスやプログラムを用いることができる。
【０１２８】
さらに、本発明を実施する際に、必ずしもエージェントやプレイスを用いる必要はなく、
それぞれの処理を普通のプロセスにより行ってもよい。この場合は、ネットワークを介し
たやりとりは、例えばＲＰＣ（ remote procedure call ）等により実行される。
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【０１２９】
【発明の効果】
本発明によれば、通信ネットワーク上の情報資源の変化をユーザに代わって監視すること
が可能になり、ユーザによる情報チェックのための多数のアクセスがなくなることが期待
される。したがって、ネットワークの通信負荷が大幅に低減され、ユーザは、ネットワー
クを他の目的のためにより多く利用することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理図である。
【図２】ネットワーク資源監視システムの構成図である。
【図３】情報処理装置の構成図である。
【図４】プレイスの構成を示す図である。
【図５】エージェントの構成を示す図である。
【図６】オペレーションｇｏを示す図である。
【図７】オペレーションｍｅｅｔを示す図である。
【図８】エージェントを用いたネットワーク資源監視システムを示す図である。
【図９】監視依頼フォームの入力例を示す図である。
【図１０】コントロールメールを示す図である。
【図１１】監視データベースのデータ構造を示す図である。
【図１２】デリゲートデータベースのデータ構造を示す図である。
【図１３】監視エージェントの処理のフローチャートである。
【図１４】通知エージェントの処理のフローチャートである。
【図１５】新規依頼時の処理を示す図である。
【図１６】新規依頼時の処理のフローチャートである。
【図１７】監視資源更新時の処理を示す図である。
【図１８】監視資源更新時の処理のフローチャートである。
【図１９】リンク参照時の処理を示す図である。
【図２０】リンク参照時の処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１　監視手段
２　出力手段
３　通知手段
４　管理手段
５，１７，４９　通信ネットワーク
６，１４　資源
１０　監視要求インタフェース
１１　通知インタフェース
１２　通知手段管理システム
１３　ＵＲＬ監視システム
１５　ＣＰＵ
１６　メモリ
１８　通信部
１９　バス
２０　データベース
２１，２４，３１　プレイス
２２，３２，３３　エージェント
２３　チケット
４１　 Magic Cap
４２　ＭＵＡ
４３　ＷＥＢブラウザ
４４，５９　Ｅ－ｍａｉｌ
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４５　ＣＧＩプロセス
４６　監視サービスプレイス
４７　監視データベース
４８　フォームエージェント
５０－１，５０－２，５０－３　ＵＲＬ
５１　デリゲートプレイス
５２　デリゲートデータベース
５３　監視エージェント
５４，５４′　通知エージェント
５５，５６，５７，５８　リポートエージェント
６０，７６　ＨＴＭＬ文書
６１　ＦＴＰサイト
７０　監視依頼フォーム
７１　ｌｏｏｋ　ＵＲＬ
７２　Ｒｅｐｏｒｔ　ＵＲＬ
７３　ＩＤ
７４　Ｐａｓｓｗｄ
７５　Ｃｏｎｆｉｒｍボタン
８１，９１　ハッシュ表
８２－１，８２－２，９２－１，９２－２　レコード
１０１　加入者管理データベース
１０２　ＨＴＭＬエージェント
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(18) JP 3935986 B2 2007.6.27



【 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 】

(20) JP 3935986 B2 2007.6.27



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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