
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
閲覧情報が中央装置に登録されており、該中央装置に通信網を介して接続される端末装置
の閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示する開示方法において、
閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報
の登録場所情報を受け付ける受付ステップと、
受け付けた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する登録ス
テップと、
端末装置から前記中央装置へ送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信するステ
ップと、
受信した識別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報
を抽出する抽出ステップと、
抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含む文書を生成
する生成ステップと、
生成した文書を前記端末装置へ送信する送信ステップと
を備えることを特徴とする開示方法。
【請求項２】
前記受付ステップは、
前記通信網を介した閲覧要求であるか、または前記通信網とは異なる補助通信網を介した
閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧を制限するための制限情報
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をさらに受け付け、
前記登録ステップは、
受け付けた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録し
、
前記抽出ステップは、
前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登録した閲覧対
象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の開示方法。
【請求項３】
閲覧情報が中央装置に登録されており、該中央装置に通信網を介して接続される端末装置
の閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示する開示システムにおいて、
前記中央装置は、
閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報
の登録場所情報を受け付ける受付手段と、
受け付けた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する登録手
段と、
端末装置から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信する手段と、受信した識
別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出する
抽出手段と、
抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含む文書を生成
する生成手段と、
生成した文書を前記端末装置へ送信する送信手段と
を備えることを特徴とする開示システム。
【請求項４】
前記受付手段は、
前記通信網を介した閲覧要求であるか、または前記通信網とは異なる補助通信網を介した
閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧を制限するための制限情報
をさらに受け付けるよう構成してあり、
前記登録手段は、
受け付けた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録す
るよう構成してあり、
前記抽出手段は、
前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登録した閲覧対
象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出するよう構成し
てある
ことを特徴とする請求項３に記載の開示システム。
【請求項５】
閲覧情報が登録されており、外部から送信された閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示
する中央装置において、
閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報
の登録場所情報を受け付ける受付手段と、
受け付けた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する登録手
段と、
外部から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信する手段と、
受信した識別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報
を抽出する抽出手段と、
抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含む文書を生成
する生成手段と、
生成した文書を外部へ送信する送信手段と
を備えることを特徴とする中央装置。
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【請求項６】
前記受付手段は、
外部からの閲覧要求が一の通信網を介した閲覧要求であるか、または前記一の通信網とは
異なる補助通信網を介した閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧
を制限するための制限情報をさらに受け付けるよう構成してあり、
前記登録手段は、
受け付けた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録す
るよう構成してあり、
前記抽出手段は、
前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登録した閲覧対
象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出するよう構成し
てある
ことを特徴とする請求項５に記載の中央装置。
【請求項７】
閲覧情報が登録されており、外部から送信された閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示
するコンピュータプログラムにおいて、
コンピュータに、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報
、及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付けさせる受付ステップと、コンピュータに、受
け付けさせた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録させる登
録ステップと、
コンピュータに、外部から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信させるステ
ップと、
コンピュータに、受信させた識別情報及び登録させた閲覧対象者情報に基づいて、見出し
情報及び登録場所情報を抽出させる抽出ステップと、
コンピュータに、抽出させた見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリン
クを含む文書を生成させる生成ステップと、
コンピュータに、生成させた文書を外部へ送信させる送信ステップと
を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
前記受付ステップは、
コンピュータに、外部からの閲覧要求が一の通信網を介した閲覧要求であるか、または前
記一の通信網とは異なる補助通信網を介した閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧
情報に対する閲覧を制限するための制限情報をさらに受け付けさせ、
前記登録ステップは、
コンピュータに、受け付けさせた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情
報に対応づけて登録させ、
前記抽出ステップは、
コンピュータに、前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信させた識別情
報、登録させた閲覧対象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報
を抽出させる
ことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
閲覧情報が登録されており、外部から送信された閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示
するコンピュータプログラムが記録された記録媒体において、
コンピュータに、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報
、及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付けさせる受付ステップと、コンピュータに、受
け付けさせた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録させる登
録ステップと、
コンピュータに、外部から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信させるステ
ップと、
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コンピュータに、受信させた識別情報及び登録させた閲覧対象者情報に基づいて、見出し
情報及び登録場所情報を抽出させる抽出ステップと、
コンピュータに、抽出させた見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリン
クを含む文書を生成させる生成ステップと、
コンピュータに、生成させた文書を外部へ送信させる送信ステップと
を実行させるコンピュータプログラムが記録されていることを特徴とするコンピュータで
の読み取りが可能な記録媒体。
【請求項１０】
前記受付ステップは、
前記通信網を介した閲覧要求を受け付けた場合の第１の登録場所情報と、前記通信網とは
異なる補助通信網を介した閲覧要求を受け付けた場合の第２の登録場所情報とを区別して
受け付け、
前記登録ステップは、受け付けた見出し情報、閲覧対象者情報、および前記複数の登録場
所情報を対応づけて登録し、
前記抽出ステップは、
前記通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報と登録した閲覧対象者
情報に基づいて、前記第１の登録場所情報の設定がなされている見出し情報および第１の
登録場所情報を抽出し、前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識
別情報と登録した閲覧対象者情報に基づいて、前記第２の登録場所情報の設定がなされて
いる見出し情報および第２の登録場所情報を抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の開示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、閲覧情報が中央装置に登録されており、該中央装置に通信網を介して接続され
る端末装置の閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示する開示方法、開示システム、中央
装置、コンピュータを前記中央装置として機能させるためのコンピュータプログラム及び
記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
大学、企業等においては組織内の情報をインターネットまたは組織内のイントラネットを
通じて自由に閲覧することができるホームページが用意されている。これらのホームペー
ジには大学の掲示板の休講情報、教室変更情報、企業の社内通達等、数多くの閲覧情報が
アップロードされている。このようなホームページには、まず予め付与されたＩＤ及びパ
スワードを入力し、ログインが許可された場合、ホームページのトップページがブラウザ
に表示される。
【０００３】
トップページが表示された後は、リンクを辿っていくことにより希望する閲覧情報を入手
することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年各ホームページのコンテンツが充実してきており、トップページから
分岐する閲覧情報も増加の一途を辿っている。そのため、閲覧者が真に必要な情報に容易
に辿り着けないという問題があった。ホームページの内容が変更された場合は、トップペ
ージの「 What's New」で示されるハイパーリンクをクリックすることにより、更新された
内容のみが表示されるので、更新された閲覧情報を入手することができる。しかし、この
ような構成では更新情報しか入手することができず、閲覧者にとって真に必要な情報を確
実に提供できているとはいえない状況であった。
【０００５】
また、大学、企業等の組織においては、閲覧者が閲覧情報にアクセスする場合、イントラ
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ネット等の組織内に閉ざされた通信網を介してアクセスするルートと、インターネット等
のオープンな通信網を介してアクセスするルートとがある。イントラネットを介したアク
セスの場合は、セキュリティは高いが、インターネットを介したアクセスの場合は、セキ
ュリティは低くいこととから、閲覧情報もセキュリティの高低に応じて適切に保護する必
要がある。
【０００６】
本発明は斯かる事情に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、閲覧者に真に
必要な情報をページの一部に含ませることにより、膨大なコンテンツの中から、閲覧者が
容易に必要な閲覧情報を入手することが可能な開示方法、開示システム、中央装置、コン
ピュータを前記中央装置として機能させるためのコンピュータプログラム及び記録媒体を
提供することにある。
【０００７】
また、本発明の他の目的は、閲覧者のアクセス経路に応じて、閲覧情報に制限を課すこと
により、不正に閲覧情報にアクセスされる事態を回避することが可能な開示方法、開示シ
ステム、中央装置、及びコンピュータを前記中央装置として機能させるためのコンピュー
タプログラムを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
第１発明に係る開示方法は、閲覧情報が中央装置に登録されており、該中央装置に通信網
を介して接続される端末装置の閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示する開示方法にお
いて、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲
覧情報の登録場所情報を受け付ける受付ステップと、受け付けた見出し情報、及び閲覧対
象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する登録ステップと、端末装置から前記中央装
置へ送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信するステップと、受信した識別情
報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出する抽出
ステップと、抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含
む文書を生成する生成ステップと、生成した文書を前記端末装置へ送信する送信ステップ
とを備えることを特徴とする。
【０００９】
第２発明に係る開示方法は、第１発明において、前記受付ステップは、前記通信網を介し
た閲覧要求であるか、または前記通信網とは異なる補助通信網を介した閲覧要求であるか
のいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧を制限したり、閲覧情報を変更したりするた
めの制限情報をさらに受け付け、前記登録ステップは、受け付けた見出し情報、制限情報
及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録し、前記抽出ステップは、前記補助
通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登録した閲覧対象者情報
、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出することを特徴とする。
【００１０】
第３発明に係る開示システムは、閲覧情報が中央装置に登録されており、該中央装置に通
信網を介して接続される端末装置の閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示する開示シス
テムにおいて、前記中央装置は、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される
閲覧対象者情報、及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付ける受付手段と、受け付けた見
出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する登録手段と、端末装
置から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信する手段と、受信した識別情報
及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出する抽出手
段と、抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含む文書
を生成する生成手段と、生成した文書を前記端末装置へ送信する送信手段とを備えること
を特徴とする。
【００１１】
第４発明に係る開示システムは、第３発明において、前記受付手段は、前記通信網を介し
た閲覧要求であるか、または前記通信網とは異なる補助通信網を介した閲覧要求であるか
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のいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧を制限するための制限情報をさらに受け付け
るよう構成してあり、前記登録手段は、受け付けた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者
情報を登録場所情報に対応づけて登録するよう構成してあり、前記抽出手段は、前記補助
通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登録した閲覧対象者情報
、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出するよう構成してあるこ
とを特徴とする。
【００１２】
第５発明に係る中央装置は、閲覧情報が登録されており、外部から送信された閲覧要求に
応じて、前記閲覧情報を開示する中央装置において、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報
の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付ける受付手
段と、受け付けた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録する
登録手段と、外部から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信する手段と、受
信した識別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を
抽出する抽出手段と、抽出した見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリ
ンクを含む文書を生成する生成手段と、生成した文書を外部へ送信する送信手段とを備え
ることを特徴とする。
【００１３】
第６発明に係る中央装置は、第５発明において、前記受付手段は、外部からの閲覧要求が
一の通信網を介した閲覧要求であるか、または前記一の通信網とは異なる補助通信網を介
した閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧情報に対する閲覧を制限するための制限
情報をさらに受け付けるよう構成してあり、前記登録手段は、受け付けた見出し情報、制
限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録するよう構成してあり、前記
抽出手段は、前記補助通信網を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報、登
録した閲覧対象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出す
るよう構成してあることを特徴とする。
【００１４】
第７発明に係るコンピュータプログラムは、閲覧情報が登録されており、外部から送信さ
れた閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示するコンピュータプログラムにおいて、コン
ピュータに、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及
び該閲覧情報の登録場所情報を受け付けさせる受付ステップと、コンピュータに、受け付
けさせた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登録場所情報に対応づけて登録させる登録ス
テップと、コンピュータに、外部から送信された閲覧者を特定するための識別情報を受信
させるステップと、コンピュータに、受信させた識別情報及び登録させた閲覧対象者情報
に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出させる抽出ステップと、コンピュータに
、抽出させた見出し情報及び登録場所情報により構成されるハイパーリンクを含む文書を
生成させる生成ステップと、コンピュータに、生成させた文書を外部へ送信させる送信ス
テップとを実行させることを特徴とする。
【００１５】
第８発明に係るコンピュータプログラムは、第７発明において、前記受付ステップは、コ
ンピュータに、外部からの閲覧要求が一の通信網を介した閲覧要求であるか、または前記
一の通信網とは異なる補助通信網を介した閲覧要求であるかのいずれかに応じて、閲覧情
報に対する閲覧を制限するための制限情報をさらに受け付けさせ、前記登録ステップは、
コンピュータに、受け付けさせた見出し情報、制限情報及び閲覧対象者情報を登録場所情
報に対応づけて登録させ、前記抽出ステップは、コンピュータに、前記補助通信網を介し
た閲覧要求がなされた場合は、受信させた識別情報、登録させた閲覧対象者情報、及び制
限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出させることを特徴とする。
【００１６】
第９発明に係るコンピュータでの読み取りが可能な記録媒体は、閲覧情報が登録されてお
り、外部から送信された閲覧要求に応じて、前記閲覧情報を開示するコンピュータプログ
ラムが記録された記録媒体において、コンピュータに、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情
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報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付けさせる
受付ステップと、コンピュータに、受け付けさせた見出し情報、及び閲覧対象者情報を登
録場所情報に対応づけて登録させる登録ステップと、コンピュータに、外部から送信され
た閲覧者を特定するための識別情報を受信させるステップと、コンピュータに、受信させ
た識別情報及び登録させた閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽
出させる抽出ステップと、コンピュータに、抽出させた見出し情報及び登録場所情報によ
り構成されるハイパーリンクを含む文書を生成させる生成ステップと、コンピュータに、
生成させた文書を外部へ送信させる送信ステップとを実行させるコンピュータプログラム
が記録されていることを特徴とする。
【００１７】
第１０発明にかかる開示方法は、第１発明において、前記受付ステップは、前記通信網を
介した閲覧要求を受け付けた場合の第１の登録場所情報と、前記通信網とは異なる補助通
信網を介した閲覧要求を受け付けた場合の第２の登録場所情報とを区別して受け付け、前
記登録ステップは、受け付けた見出し情報、閲覧対象者情報、および前記複数の登録場所
情報を対応づけて登録し、前記抽出ステップは、前記通信網を介した閲覧要求がなされた
場合は、受信した識別情報と登録した閲覧対象者情報に基づいて、前記第１の登録場所情
報の設定がなされている見出し情報および第１の登録場所情報を抽出し、前記補助通信網
を介した閲覧要求がなされた場合は、受信した識別情報と登録した閲覧対象者情報に基づ
いて、前記第２の登録場所情報の設定がなされている見出し情報および第２の登録場所情
報を抽出することを特徴とする。
【００１８】
第１発明、第３発明、第５発明、第７発明、及び第９発明にあっては、中央装置は、閲覧
情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、及び該閲覧情報の登
録場所情報を受け付ける。例えば、大学のゼミ名簿を閲覧情報とする場合、閲覧情報はゼ
ミ名簿のファイル、見出し情報は「○×ゼミ名簿」、閲覧対象者情報は、○×ゼミに属す
る学生の情報、登録場所情報はゼミ名簿ファイルにアクセスする際のＵＲＬ (Uniform Res
ource Locators)等となる。中央装置は受け付けた見出し情報（「○×ゼミ名簿」）、及
び閲覧対象者情報（○×ゼミに属する学生のＩＤ等）を登録場所情報（ＵＲＬ）に対応さ
せて登録する。
【００１９】
閲覧者が端末装置から中央装置へ閲覧者を特定するための識別情報（ＩＤ）を送信した場
合は、これを受信し、受信した識別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し
情報及び登録場所情報を抽出する。例えば、閲覧者が○×ゼミのゼミ員である場合は、上
述した「○×ゼミ名簿」の見出し情報及び登録情報であるＵＲＬが抽出される。中央装置
は抽出した見出し情報及び登録場所情報に基づきハイパーリンクを生成し、生成したハイ
パーリンクを含むＨＴＭＬ (Hyper
Text Markup Language)等の文書を生成する。
【００２０】
そして、生成した文書を閲覧者の端末装置へ送信する。これにより、閲覧者のブラウザに
はトップペ－ジ内に、共通の閲覧情報が表示されると共に、閲覧者自身に真に必要な閲覧
情報にアクセスするためのハイパーリンクが表示され、より効率よく情報を入手すること
が可能となる。
【００２１】
第２発明、第４発明、第６発明、及び第８発明にあっては、中央装置は、閲覧情報を受け
付ける際に、イントラネット等の通信網を介した閲覧要求、または前記通信網とは異なる
インターネット等の補助通信網を介した閲覧要求であるかに応じて、閲覧情報に対する閲
覧を制限するための制限情報をさらに受け付ける。つまり、閲覧情報には休講情報等、外
部に漏れても差し支えない情報と、ゼミの研究報告書など外部に漏れてはならない情報と
が存在する。本発明では、閲覧者のアクセス経路に応じて、つまりイントラネットによる
アクセスか、インターネットによるアクセスかに応じて、閲覧を制限するための閲覧情報
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を受け付け、この制限情報も登録する。
【００２２】
具体的には、閲覧を制限する必要のあるゼミの研究報告書については、制限情報を登録し
ておく。一方、閲覧制限の不要な休講情報については、制限情報を登録しない。ここで、
インターネット等の補助通信網を介して閲覧要求がなされた場合、受信した識別情報、登
録した閲覧対象者情報、及び制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出す
る。つまり、ゼミの研究報告書については閲覧制限があるので、抽出されない。一方、イ
ントラネット等の通信網を介して閲覧要求がなされた場合、このような制限はせずに見だ
し情報及び登録場所情報を抽出する。
【００２３】
第１０発明にあっては、アクセス経路に応じて開示する情報の制御を登録場所情報の登録
内容に応じて行うことを可能とする。内部のネットワークを介して閲覧要求がなされた場
合に開示する閲覧情報の登録場所が設定される第１の登録場所情報と、外部のネットワー
クを介して閲覧要求がなされた場合に閲覧情報の登録場所が設定される第２の登録場所情
報を登録することを可能とする。開示を制限する場合は、登録場所情報の設定を行わない
。例えば、第１の登録場所情報の設定がなされていない場合、内部のネットワークから閲
覧要求に対して閲覧の権限は無いと判断し、該当する見出し情報は提示しない。また、第
２の登録場所情報の設定がなされていない場合は、外部のネットワークからの閲覧要求に
対して閲覧の権限は無いと判断し、該当する見出し情報は提示しない。このように、登録
場所情報の設定内容に応じて、閲覧権限を制御することが可能となる。
【００２４】
このように、アクセス経路に応じて開示する情報を制限するようにしたので、閲覧させる
情報についてのセキュリティを保障することが可能となる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下本発明を実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
実施の形態１
図１は、開示システムの概要を示す説明図である。図に示す１は閲覧情報及び見出し情報
が登録された中央装置であり、中央装置１には、イントラネット等の所定空間内に形成さ
れる通信網Ｎを介してパーソナルコンピュータ等の端末装置２，２，２…が接続されてい
る。各端末装置２，２，２…は、中央装置１から必要な閲覧情報を取得することができる
。また、中央装置１には、インターネット等の補助通信網ＳＮを介して、イントラネット
外の端末装置２１，２１，２１…が接続されており、各端末装置２１，２１，２１…から
も閲覧情報を取得することができる。
【００２６】
ただし、補助通信網ＳＮを介して端末装置２１により、中央装置１の閲覧情報を取得する
場合、ファイアウォールとして機能するＦ／Ｗコンピュータ４により、中央装置１への直
接のアクセスは認められず、ＷＷＷ (World Wide Web)サーバ機能を備えたコンピュータ３
へのアクセスのみが許可される。コンピュータ３は、端末装置２１からの要求に応じて、
必要な閲覧情報の取得要求を中央装置１へ行い、そしてコンピュータ３は取得した閲覧情
報を端末装置２１へ送信する。
【００２７】
図２は中央装置１のハードウェア構成を示すブロック図である。図に示すように、ＣＰＵ
(Central Processing Unit) １１には、バス１７を介してＲＡＭ (Random Access Memory)
１２、キーボード、マウス等の入力部１３，液晶ディスプレィ等の表示部１４，ハードデ
ィスク等の記憶部１５，及びＬＡＮ接続ボード等の通信部１６が接続されている。また、
ＲＡＭ１２には後述する本発明の開示方法を実行するためのＪａｖａ言語またはＣ言語等
で作成されたアプリケーションを含む制御プログラム１２Ｐが格納されている。
【００２８】
また、記憶部１５には閲覧者の情報を登録した閲覧者データベース（以下、閲覧者ＤＢと
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いう）１５１、閲覧情報、該閲覧情報の見出し情報等を登録した閲覧情報データベース（
以下、閲覧情報ＤＢという）１５２、閲覧者が属するグループに関する情報を登録したグ
ループデータベース（以下、グループＤＢという）１５３が格納されている。これらのＤ
Ｂの内容については後述する。なお、以下では、中央装置１に格納した大学内の閲覧情報
を、生徒、教授、職員等が使用する端末装置２から閲覧する場合について説明するが、こ
れに限らず、企業内の閲覧情報、病院内の閲覧情報等を閲覧する場合にも適用することが
できる。
【００２９】
図３は閲覧者ＤＢ１５１のレコードレイアウトを示す説明図である。図に示すように、各
学生に対して付与される固有の識別情報（以下、ＩＤという）に対応させて閲覧情報を閲
覧する際に、認証のために用いるパスワード、学生番号、氏名、学生が所属する学部、学
科、研究室等の情報が登録されている。これらの各情報は入力部１３から管理者が適宜入
力するようにすればよい。
【００３０】
図４はグループＤＢ１５３のレコードレイアウトを示す説明図である。グループＤＢ１５
３は各学部に所属する学生のＩＤを登録した学部ＤＢ１５３１，各学科に所属する学生の
ＩＤを登録した学科ＤＢ１５３２、及び各研究室に所属する学生のＩＤを登録した研究室
ＤＢ１５３３が登録されている。学部ＤＢ１５３１は閲覧者ＤＢ１５１を各学部の情報を
キーにソートしたものであり、同様に学科ＤＢ１５３２，及び研究室ＤＢ１５３３も閲覧
者ＤＢ１５１をそれぞれの項目毎にソートしたものである。
【００３１】
図５は閲覧情報を登録する際のイメージを示す説明図である。教授、事務局等から提出さ
れた閲覧情報は、管理者が端末装置２から中央装置１へアップロードすることにより行う
。なお、本実施の形態においては管理者が端末装置２から中央装置１へ閲覧情報をアップ
ロードする形態について説明するが、教授等が自己の端末装置２から中央装置１へアップ
ロードするようにしても良く、さらに、管理者が中央装置１の入力部１３から閲覧情報を
入力するようにしても良い。
【００３２】
管理者が予め付与された固有のＩＤを基にログインした場合、図５に示すＨＴＭＬ等の文
書がブラウザに表示される。入力項目としては、閲覧情報の見出し情報、及び登録場所情
報等がある。閲覧情報の見出し情報はハイパーリンクのタイトルであり、登録場所情報は
、前記見出し情報によって示されるハイパーリンクをクリックした場合のジャンプ先を示
す。例えば、見出し情報「２００１年度研究室名簿」で示されるハイパーリンクをクリッ
クした場合、登録場所情報の欄に入力した保存先からＨＴＭＬが読み出され、端末装置２
へ転送される。
【００３３】
本発明に係る登録場所情報は、通信網Ｎを介した閲覧要求であるか、通信網Ｎとは異なる
補助通信網ＳＮを介したアクセスであるかに応じて、閲覧することのできる情報に制限を
課すべく同一の閲覧情報に対して２つのＵＲＬを登録する。具体的には学内ＵＲＬ及び学
外ＵＲＬをそれぞれ入力する。学外ＵＲＬについては、閲覧を許可するか否かを、管理者
または登録依頼者の意志に応じて決定し、閲覧を制限するか否かの属性情報を設定するこ
とができる。
【００３４】
例えば、休講情報については、外部からの閲覧を許可するため、制限情報として「許可」
を登録しておく。この場合、その講義に登録している学生から学内の端末装置２から中央
装置１へアクセスがあった場合、学内ＵＲＬ及び見出し情報が抽出され、抽出した学内Ｕ
ＲＬ及び見出し情報により構成されるハイパーリンクはトップページのＨＴＭＬ等の文書
（以下文書をＨＴＭＬとして説明する）に組み込まれてハイパーリンクを含むＨＴＭＬが
生成される。生成されたＨＴＭＬは端末装置２へ送信される。また、インターネット等の
補助通信網ＳＮを介して端末装置２１からコンピュータ３へアクセスがあった場合、補助
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通信網ＳＮを介したアクセスであることを示すフラグがセットされ、フラグがセットされ
た情報が中央装置１へ送信される。中央装置１はフラグを参照して学外ＵＲＬ及び見出し
情報を抽出し、学外ＵＲＬ及び見出し情報により構成されるハイパーリンクを含むＨＴＭ
Ｌを生成する。
【００３５】
この場合制限情報として「許可」がセットされている場合、生成されたＨＴＭＬは端末装
置２１へ送信される。しかし、個人成績表、研究のデータなど外部へ公表することが好ま
しくない場合がある。そのような場合、制限情報として「制限」を登録しておくことによ
り、登録された見出し情報及び学外ＵＲＬについては抽出されず、外部から、これらの閲
覧情報に対しアクセスすることができないことになる。
【００３６】
これらの情報の他、さらに閲覧情報に対する閲覧を許可する閲覧対象者情報を入力する。
閲覧対象者情報は図に示すように個別にＩＤを入力することにより登録することができる
他、研究室単位、学科単位で登録することも可能である。グループ単位で入力する場合は
、図に示すように公開対象となる学科名、研究室名等を入力する。以上の情報を閲覧情報
毎に行う。
【００３７】
このようにして入力された閲覧情報及びこれに付随する情報は中央装置１へ送信され、閲
覧情報ＤＢ１５２に登録される。図６は閲覧情報ＤＢ１５２のレコードレイアウトを示す
説明図である。登録場所情報に対応させて、見出し情報、学内ＵＲＬ及び学外ＵＲＬ、閲
覧対象者情報、並びに制限情報が登録される。
【００３８】
なお、通信網Ｎを介した閲覧要求であるか、補助通信網ＳＮを介した閲覧要求であるかに
応じて、閲覧することのできる情報に制限を加える方法としては、前述の通り制限情報を
設定するだけでなく、制限情報の項目を設けずに、学内ＵＲＬ、学外ＵＲＬの設定内容に
応じて制御するようにしてもよい。この場合、学内ＵＲＬ、学外ＵＲＬ共に設定されてい
ない場合は、見出し情報を含めハイパーリンクは生成されない。また、通信網Ｎを介した
閲覧要求の場合、閲覧要求者に許可される閲覧情報の内、学内ＵＲＬが設定されている見
出し情報を抽出してハイパーリンクを生成する。補助通信網ＳＮを介した閲覧要求の場合
、閲覧要求者に許可される閲覧情報のうち、学外ＵＲＬが設定されている見出し情報を抽
出してハイパーリンクを生成する。なお、学内ＵＲＬ，学外ＵＲＬの設定状態と、アクセ
ス経路による制限の組み合わせについては、この限りではなく、事前の取り決めにより制
御されるものとする。
【００３９】
図７は通信網Ｎを介して端末装置２からアクセスした場合に、ブラウザに表示されるイメ
ージを示す説明図である。通信網Ｎを介して端末装置２から中央装置１へアクセスした場
合、フレームＦ２、Ｆ３で示す領域には各学生共通に示される情報が表示される。一方、
フレームＦ１には各学生に必要な閲覧情報へアクセスするためのハイパーリンクが示され
る。このハイパーリンクをクリックすることにより閲覧情報を閲覧することが可能となる
。なお、フレームＦ１に表示される閲覧情報は学生毎に異なることがある。
【００４０】
閲覧者のＩＤが１００１である場合、図６の閲覧情報ＤＢから「２００１年度研究室名簿
」及び「○×研究論文」が抽出され、図７に示すようにＬ１及びＬ２で示すハイパーリン
クが表示される。一方、補助通信網ＳＮを介して端末装置２からコンピュータ３へアクセ
スした場合、フラグがセットされ、その情報が中央装置１へ送信される。中央装置１は制
限情報を参照し、制限情報が「制限」と登録されている場合、抽出を行わない。その結果
、「２００１年度研究室名簿」については見出し情報及び登録場所情報が抽出されるが、
「○×研究論文」については、抽出されず、図７に示すハイパーリンクＬ２は表示されな
いことになる。ここで、ハイパーリンクをクリックした場合、登録場所情報に登録された
ＵＲＬへリンクする。これにより生徒等は自身に必要な情報を容易に入手することが可能
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となる。図１１は閲覧情報を登録する際の他の形態にかかるイメージを示す説明図である
。図に示すように、登録した見出し情報に番号を付すことにより、閲覧情報の表示順を明
示的に登録させるようにしても良い。
【００４１】
以上の構成において、本発明の処理内容を、フローチャートを用いて説明する。図８及び
図９は端末装置２から閲覧要求があった場合の処理手順を示すフローチャートである。ま
ず、管理者がアップロードした見出し情報、閲覧対象者情報、登録場所情報及び制限情報
を受け付け（ステップＳ８１）、これらの受け付けた情報を予め閲覧情報ＤＢ１５２に登
録しておく（ステップＳ８２）。なお、閲覧者ＤＢ１５１及びグループＤＢ１５３につい
ても既に登録してある。
【００４２】
通信網Ｎを介して端末装置２からアクセスを行う場合、ＩＤ及びパスワードが中央装置１
へ送信される（ステップＳ８３）。一方、補助通信網ＳＮを介して端末装置２１からアク
セスを行う場合、ＩＤ及びパスワードはまずコンピュータ３へ送信され、コンピュータ３
はフラグをセットし、フラグのセット情報と共にＩＤ及びパスワードを中央装置１へ送信
する（ステップＳ８３）。
【００４３】
中央装置１はＩＤ及びパスワードを受信し（ステップＳ８４）、閲覧者ＤＢ１５１を参照
して認証を行った後、フラグがセットされているか否かを判断する（ステップＳ８５）。
フラグがセットされている場合（ステップＳ８５でＹＥＳ）、つまり、学外の補助通信網
ＳＮを介して端末装置２１から閲覧要求があったと判断した場合、制限情報を参照し、Ｉ
Ｄをキーに閲覧情報ＤＢ１５２から見出し情報及び登録場所情報である学外ＵＲＬを抽出
し（ステップＳ８６）、抽出した見出し情報及び登録場所情報をＲＡＭ１２に格納する。
【００４４】
一方、フラグがセットされていない場合（ステップＳ８５でＮＯ）、つまり、学内の通信
網Ｎを介して端末装置２から閲覧要求があったと判断した場合、制限情報を参照すること
なく、ＩＤをキーに閲覧情報ＤＢ１５２から見出し情報及び登録場所情報である学内ＵＲ
Ｌを抽出し（ステップＳ８７）、抽出した見出し情報及び登録場所情報をＲＡＭ１２に格
納する。中央装置１は記憶部１５に予め記憶されているトップページのＨＴＭＬを読み出
し（ステップＳ９１）、ＲＡＭ１２に格納された見出し情報及び登録場所情報を読み出し
、読み出した見出し情報及び登録場所情報から構成されるハイパーリンクを含めて、各閲
覧者向けのＨＴＭＬを生成する（ステップＳ９２）。具体的には抽出した登録場所情報及
び見出し情報を＜Ａ　ＨＲＥＦ＞～＜／Ａ＞で示すタグ内にそれぞれ書き込み、そして読
み出したＨＴＭＬの適宜の箇所に、前記タグを挿入することにより各閲覧者向けのＨＴＭ
Ｌを生成する。
【００４５】
生成したＨＴＭＬは端末装置２へ、またはコンピュータ３を経由して端末装置２１へ送信
される（ステップＳ９３）。これにより、端末装置２または端末装置２１は図７に示すＨ
ＴＭＬがブラウザに表示される（ステップＳ９４）。端末装置２については、学内からの
アクセスであるため制限情報が考慮されることなくハイパーリンクが表示され、一方の端
末装置２１については、学外からのアクセスであるため制限情報が考慮され所定のハイパ
ーリンクについては表示されないことになる。なお、本実施の形態においてはホームペー
ジコンテンツを記載する言語としてＨＴＭＬを例に挙げて説明したが、他の構造化言語や
マークアップ言語を使用しても良い。
【００４６】
実施の形態２
図１０は実施の形態２に係る中央装置１の構成を示すブロック図である。また、実施の形
態１に係る中央装置１を実行させるためのコンピュータプログラムは、本実施の形態２の
ように中央装置１にプレインストールして提供することも、また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
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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。
【００４７】
図１０に示す中央装置１に、閲覧情報等を受け付けさせ、閲覧情報等を登録させ、識別情
報を受信させ、見出し情報・登録場所情報を抽出させ、文書を生成させ、文書を送信させ
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）が
中央装置１の記憶部１５にインストールされている。かかるプログラムは中央装置１のＲ
ＡＭ１２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中央装置１として
機能する。
【００４８】
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。
【００４９】
【発明の効果】
以上詳述した如く、第１発明、第３発明、第５発明、第７発明、及び第９発明にあっては
、中央装置は、閲覧情報の見出し情報、該閲覧情報の閲覧が許可される閲覧対象者情報、
及び該閲覧情報の登録場所情報を受け付け、受け付けた見出し情報、及び閲覧対象者情報
を登録場所情報に対応させて登録する。
【００５０】
閲覧者が端末装置から中央装置へ閲覧者を特定するための識別情報を送信した場合は、こ
れを受信し、受信した識別情報及び登録した閲覧対象者情報に基づいて、見出し情報及び
登録場所情報を抽出する。中央装置は抽出した見出し情報及び登録場所情報に基づきハイ
パーリンクを生成し、生成したハイパーリンクを含むＨＴＭＬ (Hyper Text Markup Langu
age)等の文書を生成する。そして、生成した文書を閲覧者の端末装置へ送信する。これに
より、閲覧者のブラウザにはトップペ－ジ内に、共通の閲覧情報が表示されると共に、閲
覧者自身に真に必要な閲覧情報にアクセスするためのハイパーリンクが表示され、より効
率よく情報を入手することが可能となる。
【００５１】
第２発明、第４発明、第６発明、及び第８発明にあっては、中央装置は、閲覧情報を受け
付ける際に、イントラネット等の通信網を介した閲覧要求、または前記通信網とは異なる
インターネット等の補助通信網を介した閲覧要求であるかに応じて、閲覧情報に対する閲
覧を制限するための制限情報をさらに受け付ける。ここで、インターネット等の補助通信
網を介して閲覧要求がなされた場合、受信した識別情報、登録した閲覧対象者情報、及び
制限情報に基づいて、見出し情報及び登録場所情報を抽出する。このようにアクセス経路
に応じて開示する情報を制限するようにしたので、閲覧させる情報についてのセキュリテ
ィを保障することが可能となる。
【００５２】
第１０発明にあっては、アクセス経路に応じて開示する情報の制御を登録場所情報の登録
内容に応じて行うことを可能とする。内部のネットワークを介して閲覧要求がなされた場
合に開示する閲覧情報の登録場所が設定される第１の登録場所情報と、外部のネットワー
クを介して閲覧要求がなされた場合に閲覧情報の登録場所が設定される第２の登録場所情
報を登録することを可能とする。開示を制限する場合は、登録場所情報の設定を行わない
。例えば、第１の登録場所情報の設定がなされていない場合、内部のネットワークから閲
覧要求に対して閲覧の権限は無いと判断し、該当する見出し情報は提示しない。また、第
２の登録場所情報の設定がなされていない場合は、外部のネットワークからの閲覧要求に
対して閲覧の権限は無いと判断し、該当する見出し情報は提示しない。このように、登録
場所情報の設定内容に応じて、閲覧権限を制御することが可能となる等、本発明は優れた
効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】開示システムの概要を示す説明図である。
【図２】中央装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
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【図３】閲覧者ＤＢのレコードレイアウトを示す説明図である。
【図４】グループＤＢのレコードレイアウトを示す説明図である。
【図５】閲覧情報を登録する際のイメージを示す説明図である。
【図６】閲覧情報ＤＢのレコードレイアウトを示す説明図である。
【図７】通信網を介して端末装置からアクセスした場合に、ブラウザに表示されるイメー
ジを示す説明図である。
【図８】端末装置から閲覧要求があった場合の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】端末装置から閲覧要求があった場合の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に係る中央装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】閲覧情報を登録する際の他の形態に係るイメージを示す説明図である。
【符号の説明】
１　　中央装置
２　　端末装置
２１　端末装置
３　　コンピュータ
Ｎ　　通信網
ＳＮ　補助通信網
４　　ファイヤーウォールコンピュータ
１２　ＲＡＭ
１３　入力部
１４　表示部
１５　記憶部
１５１　閲覧者ＤＢ
１５２　閲覧情報ＤＢ
１５３　グループＤＢ
１６　通信部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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