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(57)【要約】
【課題】　インターネットのメール送受信で、ユーザー
が複数のメールボックスでメールを受信するようにする
と共に、メールを継続的に利用できるようにする。また
、さらに、このメール送受信を利用した新たな情報配信
の仕組み提供をする。
【解決手段】　メールサーバー1は、受信者を指定した
メールを受信者のメールボックスに配信するだけでなく
、テーマを指定したメールを、同じテーマを指定したメ
ールボックスに配信する。配信されたメールは、送受信
者により後で編集できるようにする。また、このメール
送受信方法、送受信システムを利用する新たな情報配信
の仕組みとして、メールに指定するテーマをバナーにも
指定して、バナーのターゲッティング能力を高める。さ
らに、メールに指定するテーマを商品にも指定して、そ
の商品についてのレビューをメールに変換することで、
レビューがそれを必要とする人に届くようにする。
【選択図】　　図４３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
メール送受信方法において、メールサーバーは、メール作成画面を表示するための情報と
、メールボックス作成画面を表示するための情報を、ユーザーが使用するクライアント端
末へ送信し、前記クライアント端末は、表示した前記メール作成画面でメールが作成され
ると、メールの作成情報を前記メールサーバーへ送信すると共に、表示した前記メールボ
ックス作成画面でメールを受信するメールボックスが作成されると、メールボックスの作
成情報を前記メールサーバーへ送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づき、
メールを作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると共に、前記クラ
イアント端末から受信したメールボックスの作成情報に基づき、メールボックスを作成し
たユーザーを特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、次いで、前記メール情報
に基づき生成した、メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための
情報、前記メールボックス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を
、前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末は、メール、メールボックスを表示し、同じく表示した前記メール
編集画面でメールが編集されると、メール編集情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した前記メール編集情報に基づき
、前記メール情報を更新することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項２】
請求項１に記載のメール送受信方法において、前記メールサーバーは、さらに、メールに
指定するテーマを選択するためのテーマ選択画面を表示するための情報を前記クライアン
ト端末に送信し、
前記クライアント端末は、表示した前記テーマ選択画面でテーマが指定されたメールが前
記メール作成画面で作成されると、テーマが指定されたメールの作成情報を前記メールサ
ーバーに送信すると共に、前記テーマ選択画面でテーマが指定され、指定されたテーマが
指定されたメールを受け取るメールボックスが前記メールボックス作成画面で作成される
と、テーマが指定されたメールボックスの作成情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメール
の作成情報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含む前記メール
情報を生成すると共に、前記クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメール
ボックスの作成情報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに
含む前記メールボックス情報を生成することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項３】
請求項２に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から、前記メール作成画面でメール受信者
が指定されて作成されたメールの作成情報を受信すると、当該受信したメールの作成情報
に基づき、メール受信者を特定する情報を含む前記メール情報を生成することを特徴とす
るメール送受信方法。
【請求項４】
請求項２に記載のメール送受信方法で、前記メールサーバーは、前メールボックス情報に
基づき、前記クライアント端末のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一
覧を掲載したテーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を生成し、生成した
前記テーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を前記クライアント端末に送
信し、前記クライアント端末は、表示した前記テーマ指定メールボックスリストでメール
ボックスが選択されると、選択されたメールボックスを表示するための情報のリクエスト
を前記メールサーバーに送信することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項５】
請求項２に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーは、さらに、メールに指定されるテーマが指定されたバナーであるテ
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ーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を前記クライアント端末に
送信することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項６】
請求項５に記載のメール送受信方法において、前記メールサーバーは、前記クライアント
端末のユーザーが、テーマを指定したメールボックスを作成したときに選択したテーマが
指定された前記テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を送信す
ることを特徴とするメール送受信方法。
【請求項７】
請求項６に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末からメールを表示するための情報のリクエ
ストを受信すると、当該メールに指定されたテーマが指定された前記テーマ指定バナーを
掲載したメールを表示するための情報を前記クライアント端末に送信することを特徴とす
るメール送受信方法。
【請求項８】
請求項６に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末からメールボックスを表示するための情報
のリクエストを受信すると、当該メールボックスに指定されたテーマが指定された前記テ
ーマ指定バナーを掲載したメールボックスを表示するための情報を前記クライアント端末
に送信することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項９】
請求項６に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーは、さらに、前記テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂコンテンツを配
信するバナー掲載Ｗｅｂサーバーに、前記テーマ指定バナーを生成するためのテーマ指定
バナー情報を送信すると共に、
前記バナー掲載ＷｅｂサーバーからのＷｅｂコンテンツを表示するための情報を受信した
前記クライアント端末に、前記テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するため
の情報を送信することを特徴とするメール送受信方法。
【請求項１０】
請求項２に記載のメール送受信方法において、
前記メールサーバーが、さらに、メールに指定するテーマが指定された商品であるテーマ
指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示するための情報を前記クライアント端
末に送信すると共に、レビューを作成するレビュー作成画面を表示するための情報を前記
クライアント端末へ送信し、
前記クライアント端末は、前記テーマ指定商品選択画面で前記テーマ指定商品が選択され
、選択された前記テーマ指定商品についてのレビューが前記レビュー作成画面で作成され
ると、レビューの作成情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信したレビューの作成情報に基づき
、レビューを作成したユーザーを特定する情報と、レビューの対象である前記テーマ指定
商品を特定する情報を含むレビュー情報を生成し、前記レビュー情報に基づき生成した、
レビューを表示するための情報を前記クライアント端末に送信すると共に、前記レビュー
情報に基づき生成した、レビューを選択するためのレビュー選択画面を表示するための情
報を前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末は、レビューを表示すると共に、前記レビュー選択画面を表示し、
前記レビュー選択画面でレビューが選択されると、レビュー選択情報を前記メールサーバ
ー送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した前記レビュー選択情報により
、選択された前記レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とするメール送受信
方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載のメール送受信方法において、前記メールサーバーは、前記レビュー選
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択情報によりメール化可能に指定された前記レビュー情報に基づき、当該レビューが対象
とする前記テーマ指定商品に指定されたテーマを指定した前記メール情報を生成すること
を特徴とするメール送受信方法。
【請求項１２】
請求項２、請求項３、請求項４、請求項６、請求項１０、または請求項１１に記載のメー
ル送受信方法において、
前記メールサーバーは、さらに、ネットワークを介して複数の前記メールサーバーと連係
するために、メールサーバー識別情報を含むメールサーバー情報により連係する前記メー
ルサーバーを特定し、前記クライアント端末から、前記メールサーバー識別情報を含んだ
リクエストを受信すると、受信したリクエストから取り出した前記メールサーバー識別情
報により特定した前記メールサーバーから受信した前記メール情報あるいは前記レビュー
情報に基づき、前記クライアント端末へのレスポンス情報を生成すると共に、
前記クライアント端末から、前記メールサーバー識別情報を含んだ、前記メール情報ある
いは前記レビュー情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストか
ら取り出した前記メールサーバー識別情報により特定した前記メールサーバーへ情報処理
の指示を送信し、
前記メールサーバーから情報処理の指示を受信した前記メールサーバーは、情報処理の指
示に基づき、当該処理を前記メール情報あるいは前記レビュー情報に加えることを特徴と
するメール送受信方法。
【請求項１３】
メール送受信システムにおいて、
メール作成画面を表示するための情報を生成するメール作成画面情報生成部と、メールボ
ックス作成画面を表示するための情報を生成するメールボックス作成画面情報生成部と、
クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づきメール情報を生成するメール情
報生成部と、前記メール情報を保存するメール情報保存部と、前記クライアント端末から
受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックス情報を生成するメールボック
ス情報生成部と、前記メールボックス情報を保存するメールボックス情報保存部と、前記
メール情報に基づいて、メールを表示するための情報を生成するメール表示情報生成部と
、前記メール情報に基づいて、メール編集画面を表示するための情報を生成するメール編
集画面情報生成部と、前記メールボックス情報に基づいて、メールボックスを表示するた
めの情報を生成するメールボックス表示情報生成部と、前記クライアント端末から受信し
たメール編集情報に基づき前記メール情報を更新するメール情報更新部とを有するメール
サーバーと、
前記メール作成画面、前記メールボックス作成画面、前記メール編集画面、メール、メー
ルボックスを表示する表示部と、前記メール作成画面でメールを作成するための入力を行
い、前記メールボックス作成画面でメールボックスを作成するための入力を行い、前記メ
ール編集画面でメールを編集するための入力を行う入力部と、前記メールサーバーとの情
報の送受信を行う送受信部とを有する前記クライアント端末と、
前記メールサーバーと前記クライアント端末とを結ぶネットワークとを備え、
メールサーバーは、メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を
表示するための情報を、ユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、前記クライアン
ト端末は、表示した前記メール作成画面でメールが作成されると、メールの作成情報を前
記メールサーバーへ送信すると共に、表示した前記メールボックス作成画面でメールを受
信するメールボックスが作成されると、メールボックスの作成情報を前記メールサーバー
へ送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づき、
メールを作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると共に、前記クラ
イアント端末から受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックスを作成した
ユーザーを特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、次いで、前記メール情報に
基づき生成した、メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情
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報、前記メールボックス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、
前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末は、メール、メールボックスを表示し、同じく表示した前記メール
編集画面でメールが編集されると、メール編集情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した前記メール編集情報に基づき
、前記メール情報を更新することを特徴とするメール送受信システム。
【請求項１４】
請求項１３に記載のメール送受信システムにおいて、前記メールサーバーは、さらに、テ
ーマ情報を保存するテーマ情報保存部と、テーマ選択画面を表示するための情報を生成す
るテーマ選択画面情報生成部とを有し、メールに指定するテーマを選択するためのテーマ
選択画面を表示するための情報を前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末は、表示した前記テーマ選択画面でテーマが指定されたメールが前
記メール作成画面で作成されると、テーマが指定されたメールの作成情報を前記メールサ
ーバーに送信すると共に、前記テーマ選択画面でテーマが指定され、指定されたテーマが
指定されたメールを受け取るメールボックスが前記メールボックス作成画面で作成される
と、テーマが指定されたメールボックスの作成情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメール
の作成情報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含む前記メール
情報を生成すると共に、前記クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメール
ボックスの作成情報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに
含む前記メールボックス情報を生成することを特徴とするメール送受信システム。
【請求項１５】
請求項１４に記載のメール送受信システムにおいて、前記メールサーバーは、さらに、前
記クライアント端末のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載し
たテーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を生成するテーマ指定メールボ
ックスリスト表示情報生成部を有し、前メールボックス情報に基づき、前記クライアント
端末のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテーマ指定メ
ールボックスリストを表示するための情報を生成し、生成した前記テーマ指定メールボッ
クスリストを表示するための情報を前記クライアント端末に送信し、前記クライアント端
末は、表示した前記テーマ指定メールボックスリストでメールボックスが選択されると、
選択されたメールボックスを表示するための情報のリクエストを前記メールサーバーに送
信することを特徴とするメール送受信システム。
【請求項１６】
請求項１４に記載のメール送受信システムにおいて、前記メールサーバーは、さらに、
メールに指定するテーマが指定された商品であるテーマ指定商品の情報を保存するテーマ
指定商品情報保存部と、前記テーマ指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示す
るための情報を生成するテーマ指定商品選択画面情報生成部と、レビューを作成するレビ
ュー作成画面を表示するための情報を生成するレビュー作成画面情報生成部と、レビュー
情報を生成するレビュー情報生成部と、前記レビュー情報を保存するレビュー情報保存部
と、レビューを選択するレビュー選択画面を表示するための情報を生成するレビュー選択
画面情報生成部と、前記レビュー情報をメール化可能に指定するメール化可能指定部を有
し、
前記テーマ指定商品選択画面を表示するための情報を前記クライアント端末に送信すると
共に、前記レビュー作成画面を表示するための情報を前記クライアント端末へ送信し、
前記クライアント端末は、前記テーマ指定商品選択画面で前記テーマ指定商品が選択され
、選択された前記テーマ指定商品についてのレビューが前記レビュー作成画面で作成され
ると、レビューの作成情報を前記メールサーバーに送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信したレビューの作成情報に基づき
、レビューを作成したユーザーを特定する情報と、レビューの対象である前記テーマ指定
商品を特定する情報を含む前記レビュー情報を生成し、前記レビュー情報に基づき生成し
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た、レビューを表示するための情報を前記クライアント端末に送信すると共に、前記レビ
ュー情報に基づき生成した、前記レビュー選択画面を表示するための情報を前記クライア
ント端末に送信し、
前記クライアント端末は、レビューを表示すると共に、前記レビュー選択画面を表示し、
前記レビュー選択画面でレビューが選択されると、レビュー選択情報を前記メールサーバ
ー送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した前記レビュー選択情報により
、選択された前記レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とするメール送受信
システム。
【請求項１７】
メール送受信システムのメールサーバーにおいて、
メール作成画面を表示するための情報を生成するメール作成画面情報生成部と、メールボ
ックス作成画面を表示するための情報を生成するメールボックス作成画面情報生成部と、
前記クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づきメール情報を生成するメー
ル情報生成部と、前記メール情報を保存するメール情報保存部と、前記クライアント端末
から受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックス情報を生成するメールボ
ックス情報生成部と、前記メールボックス情報を保存するメールボックス情報保存部と、
前記メール情報に基づいて、メールを表示するための情報を生成するメール表示情報生成
部と、前記メール情報に基づいて、メール編集画面を表示するための情報を生成するメー
ル編集画面情報生成部と、前記メールボックス情報に基づいて、メールボックスを表示す
るための情報を生成するメールボックス表示情報生成部と、前記クライアント端末から受
信したメール編集情報に基づき前記メール情報を更新するメール情報更新部とを有し、
メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を表示するための情報
をユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、前記クライアント端末から、前記メー
ル作成画面で作成されたメールの作成情報を受信すると共に、前記クライアント端末から
、前記メールボックス作成画面で作成されたメールボックスの作成情報を受信し、当該受
信したメールの作成情報に基づきメールを作成したユーザーを特定する情報を含むメール
情報を生成すると共に、当該受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックス
を作成したユーザーを特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、前記メール情報
に基づき生成した、メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための
情報、前記メールボックス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を
、前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末から、前記メール編集画面で編集されたメールのメール編集情報を
受信し、当該受信したメール編集情報に基づき、前記メール情報を更新することを特徴と
するメールサーバー。
【請求項１８】
請求項１７に記載のメールサーバーにおいて、さらに、テーマ情報を保存するテーマ情報
保存部と、テーマ選択画面を表示するための情報を生成するテーマ選択画面情報生成部と
を有し、メールに指定するテーマを選択するためのテーマ選択画面を表示するための情報
を前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末から、前記テーマ選択画面でテーマが指定され、前記メール作成画
面で作成されたメールの作成情報を受信すると共に、前記クライアント端末から、前記メ
ールボックス作成画面で作成された、前記テーマ選択画面で指定されたテーマが指定され
たメールを受け取るメールボックスの作成情報を受信し、当該受信した、テーマが指定さ
れたメールの作成情報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含む
前記メール情報を生成すると共に、当該受信した、テーマが指定されたメールボックスの
作成情報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに含む前記メ
ールボックス情報を生成することを特徴とするメールサーバー。
【請求項１９】
請求項１８に記載のメールサーバーにおいて、さらに、前記クライアント端末のユーザー
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がテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテーマ指定メールボックスリ
ストを表示するための情報を生成するテーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部を
有し、前メールボックス情報に基づき、前記テーマ指定メールボックスリストを表示する
ための情報を生成し、生成した前記テーマ指定メールボックスリストを表示するための情
報を前記クライアント端末に送信することを特徴とするメールサーバー。
【請求項２０】
請求項１８に記載のメールサーバーにおいて、さらに、メールに指定するテーマが指定さ
れたテーマ指定バナーの情報を保存するテーマ指定バナー情報保存部と、前記テーマ指定
バナーを表示するための情報を生成するテーマ指定バナー表示情報生成部とを有し、
前記テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を前記クライアント
端末に送信することを特徴とするメールサーバー。
【請求項２１】
請求項１８に記載のメールサーバーにおいて、さらに、メールに指定するテーマが指定さ
れた商品であるテーマ指定商品の情報を保存するテーマ指定商品情報保存部と、前記テー
マ指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示するための情報を生成するテーマ指
定商品選択画面情報生成部と、レビューを作成するレビュー作成画面を表示するための情
報を生成するレビュー作成画面情報生成部と、レビュー情報を生成するレビュー情報生成
部と、前記レビュー情報を保存するレビュー情報保存部と、レビューを選択するレビュー
選択画面を表示するための情報を生成するレビュー選択画面情報生成部と、前記レビュー
情報をメール化可能に指定するメール化可能指定部を有し、
前記テーマ指定商品選択画面を表示するための情報を前記クライアント端末に送信すると
共に、前記レビュー作成画面を表示するための情報を前記クライアント端末へ送信し、
前記クライアント端末から、前記テーマ指定商品選択画面で前記テーマ指定商品が選択さ
れ、前記レビュー作成画面で作成された、選択された前記テーマ指定商品についてのレビ
ューの作成情報を受信し、当該受信したレビューの作成情報に基づき、レビューを作成し
たユーザーを特定する情報と、レビューの対象である前記テーマ指定商品を特定する情報
を含む前記レビュー情報を生成し、前記レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示
するための情報を前記クライアント端末に送信すると共に、前記レビュー情報に基づき生
成した、前記レビュー選択画面を表示するための情報を前記クライアント端末に送信し、
前記クライアント端末から、前記レビュー選択画面でレビューが選択され、レビュー選択
情報を前記メールサーバー送信し、
前記メールサーバーは、前記クライアント端末から受信した前記レビュー選択情報により
、選択された前記レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とするメールサーバ
ー。
【請求項２２】
請求項１８、請求項１９、請求項２０、または請求項２１に記載のメールサーバーにおい
て、前記メールサーバーは、さらに、メールサーバー識別情報を含むメールサーバー情報
を保存するメールサーバー情報保存部を有し、
前記メールサーバーは、ネットワークを介して複数の前記メールサーバーと連係するため
に、前記メールサーバー情報により連係する前記メールサーバーを特定し、
前記クライアント端末から、前記メールサーバー識別情報を含んだリクエストを受信する
と、受信したリクエストから取り出した前記メールサーバー識別情報により特定した前記
メールサーバーから受信した前記メール情報あるいは前記レビュー情報に基づき、前記ク
ライアント端末へのレスポンス情報を生成すると共に、
前記クライアント端末から、前記メールサーバー識別情報を含んだ、前記メール情報ある
いは前記レビュー情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストか
ら取り出した前記メールサーバー識別情報により特定した前記メールサーバーへ情報処理
の指示を送信し、
前記メールサーバーから情報処理の指示を受信した前記メールサーバーは、情報処理の指
示に基づき、当該処理を前記メール情報あるいは前記レビュー情報に加えることを特徴と
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するメールサーバー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、通信ネットワークを介して、メール送信者とメール受信者がメールを送受信
する際の、メール送受信方法、メール送受信システム、メール送受信サーバーに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
メール送受信方法として、インターネットなどの通信ネットワークを介するメール送受信
システムを利用するユーザーは、メールアドレスなどでメール受信者を指定したメールを
作成し送信する。
一方、ユーザーは、自分をメール受信者に指定したメールを受信するためのメールボック
スを所有し、メールボックスで受信したメールを選択し、閲覧する。
メールを閲覧したユーザーは、メール送信者へ、返信として新たなメールを作成し、送る
というメール送受信方法が広く採用されていた。
【０００３】
この方法では、メールを受信するユーザーのメールアドレスを指定してメールを送信する
ことの繰り返しでコミュニケーションが成立している。
互いにメールアドレスを保持しあっているユーザーとの間で、複数回のメール送受信を繰
り返すことでコミュニケーションが成立しているのであった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
以上の従来技術のメール送受信方法では、ユーザーが所有するメールボックスは、当該ユ
ーザーをメール受信者に指定したメールを受信するためのメールボックスのみである。メ
ールを内容により分別して、複数のメールボックスで受信することはできなかった。
また、受け取ることのできるメールは、メールアドレスなど、ユーザーを特定しうる情報
を知っているユーザーが作成したメールのみであった。ユーザーのメールアドレスを知ら
ないユーザーからは、メールを受信することはできなかった。
 
また、メールは、メールを受信したユーザーにより閲覧されるとその役目を終えるという
ものであった。メールによるコミュニケーションの形成は、互いにメールアドレスを知っ
ているユーザーが、複数回のメール送受信を繰り返すことで成立していた。複数のメール
がコミュニケーション形成に必要だということは、そのプロセスが冗長であるということ
である。また、コミュニケーションが複数のメールに基づいているので、コミュニケーシ
ョン全体を俯瞰するには、個々のメールをたどらなければならなかった。また、過去のコ
ミュニケーションを整理して記録しておくには大変手間がかかる作業が必要であった。従
来のメール送受信方法でも、返信メールには、返信のもとになったメールが記録されが、
それは、整理できるものではなく、過去のメールが単に羅列されるだけのものであった。
 
ネットワークで結ばれたユーザー間で送受信される情報に「メール」という名前がつけら
れたのは、葉書や書簡のアナロジーからであると思われる。しかし、その概念は、葉書や
書簡のように差出人と受取人が必ず書かれ、毎回、個々の葉書や書簡がやり取りされるも
のと考えるのは、ネットワーク通信によるメールの概念を狭め、その秘められた可能性を
摘み取るものである。
ネットワーク通信のメールの概念は、メール送受信システムのユーザーが作成した情報が
、同じくメール送受信システムのユーザーが所有するメールボックスに届き保存される、
その情報をさすものである。また、その保存されたメールは、メールの送受信者により、
持続的に利用可能なものでなければならない。
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【０００５】
従来のメール送受信方法では、特定のテーマに関心のあるユーザーにメールで情報を提供
しようとした場合、メール送信者は、そのテーマに関心のあるユーザーのメールアドレス
を集め、それを指定したメールを作成、送信する必要があった。
たとえば、車の買い替えをひかえて、スポーツカーを購入しようとしているユーザーは、
スポーツカーに関する情報がほしいであろう。
スポーツカーに関する情報を発信しようとするユーザーが、スポーツカーを購入しようと
しているユーザーにメールを送信しようとする場合、何らかの方法で、スポーツカーを購
入しようとしているユーザーを特定し、そのメールアドレスを取得し、それを指定したメ
ールを作成、送信しなければならない。
【０００６】
また、従来技術のメール送受信方法では、メールを受信したユーザーにより閲覧されると
、メールはその役目を終える。閲覧された後のメールを有効に活用し、コミュニケーショ
ン形成に役立てるものではなかった。
【０００７】
特に、従来のメール送受信方法では、継続的なコミュニケーション、対話的なやりとりの
連鎖からなるコミュニケーションや、意見を募って意志決定するようなコミュニケーショ
ン、マーケットリサーチの際のコミュニケーション、複数のメンバーが共同でプランを練
り上げる際のコミュニケーションなどに関しては、個々のメールが独立した情報であるた
め、受信したメール内容を整理してまとめたものをもとに新たなメールを作成して送受信
するという作業が必要であり、低い利便性しか提供できなかった。
【０００８】
たとえば、ビジネス分野では、ひとつの案件に関し、長い期間にわたって継続的に関係者
が情報を交換することが必要になる、また、その中で、途中経過を確認するため議事録的
な情報の取り交わしが、節目節目で常に必要になる。
その際、従来のメールの送受信方法では、コミュニケーション形成プロセスが冗長になる
ばかりではなく、議事録的な情報を毎回作成しなくてはならず、低い利便性しか提供でき
なかった。
【０００９】
以上で説明したように、特定のテーマに関心のあるユーザーにメールで情報を提供しよう
とした場合、直接的にメール受信者を指定するしかなかった従来のメール送受信システム
および方法は、低い利便性しか提供できないという問題点があった。
また、従来のメールは、受信者が閲覧したらそれで役目を終えるもので、コミュニケーシ
ョン形成の手段としては低い利便性しか提供できないかった。
今日、ネットワーク通信の活用が進む中、メール送受信方法も、メール受信者を特定する
方法、配信されたメールのその後の利用方法など、さらに工夫した方法が創出されること
が要望されている。
【００１０】
本発明は、上記のような従来技術の課題を鑑みて、メール送受信システムのユーザーが複
数のメールボックスを所有することを可能にした。
メール送信者は、メール受信者を指定するだけでなく、テーマを指定したメールも送信で
きるようにした。テーマを指定されたメールは、同じテーマが指定されたメールボックス
に配信されるようにした。
さらに、配信されたメールはその後もメール送受信者が利用して、コミュニケーション形
成に役立てることができるメール送受信システムおよび方法、メール送受信サーバーを提
供することと、また、さらに、このメール送受信システムを利用した新たな情報配信の仕
組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記のような従来技術の課題を解決するために、メール送受信方法において、メールサー
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バーは、メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を表示するた
めの情報を、ユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、クライアント端末は、表示
したメール作成画面でメールが作成されると、メールの作成情報をメールサーバーへ送信
すると共に、表示したメールボックス作成画面でメールを受信するメールボックスが作成
されると、メールボックスの作成情報をメールサーバーへ送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づき、メールを
作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると共に、クライアント端末
から受信したメールボックスの作成情報に基づき、メールボックスを作成したユーザーを
特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、次いで、メール情報に基づき生成した
、メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情報、メールボッ
クス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、クライアント端末に
送信し、
クライアント端末は、メール、メールボックスを表示し、同じく表示したメール編集画面
でメールが編集されると、メール編集情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメール編集情報に基づき、メール情報
を更新することを特徴とする。
【００１２】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、さらに、メールに
指定するテーマを選択するためのテーマ選択画面を表示するための情報をクライアント端
末に送信し、
クライアント端末は、表示したテーマ選択画面でテーマが指定されたメールがメール作成
画面で作成されると、テーマが指定されたメールの作成情報をメールサーバーに送信する
と共に、テーマ選択画面でテーマが指定され、指定されたテーマが指定されたメールを受
け取るメールボックスがメールボックス作成画面で作成されると、テーマが指定されたメ
ールボックスの作成情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールの作成情
報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含むメール情報を生成す
ると共に、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールボックスの作成情
報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに含むメールボック
ス情報を生成することを特徴とする。
【００１３】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末
から、メール作成画面でメール受信者が指定されて作成されたメールの作成情報を受信す
ると、この受信したメールの作成情報に基づき、メール受信者を特定する情報を含むメー
ル情報を生成することを特徴とする。
【００１４】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、メールボックス情
報に基づき、クライアント端末のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一
覧を掲載したテーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を生成し、生成した
テーマ指定メールボックスリストを表示するための情報をクライアント端末に送信し、ク
ライアント端末は、表示したテーマ指定メールボックスリストでメールボックスが選択さ
れると、選択されたメールボックスを表示するための情報のリクエストをメールサーバー
に送信することを特徴とする。
【００１５】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、さらに、メールに
指定されるテーマが指定されたバナーであるテーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを
表示するための情報をクライアント端末に送信することを特徴とする。
【００１６】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末
のユーザーが、テーマを指定したメールボックスを作成したときに選択したテーマが指定
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されたテーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を送信することを
特徴とする。
【００１７】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末
からメールを表示するための情報のリクエストを受信すると、このメールに指定されたテ
ーマが指定されたテーマ指定バナーを掲載したメールを表示するための情報をクライアン
ト端末に送信することを特徴とする。
【００１８】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末
からメールボックスを表示するための情報のリクエストを受信すると、このメールボック
スに指定されたテーマが指定されたテーマ指定バナーを掲載したメールボックスを表示す
るための情報をクライアント端末に送信することを特徴とする。
【００１９】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、さらに、テーマ指
定バナーを掲載したＷｅｂコンテンツを配信するバナー掲載Ｗｅｂサーバーに、テーマ指
定バナーを生成するためのテーマ指定バナー情報を送信すると共に、
バナー掲載ＷｅｂサーバーからのＷｅｂコンテンツを表示するための情報を受信したクラ
イアント端末に、テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を送信
することを特徴とする。
【００２０】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーが、さらに、メールに
指定するテーマが指定された商品であるテーマ指定商品を選択するテーマ指定商品選択画
面を表示するための情報をクライアント端末に送信すると共に、レビューを作成するレビ
ュー作成画面を表示するための情報をクライアント端末へ送信し、
クライアント端末は、テーマ指定商品選択画面でテーマ指定商品が選択され、選択された
テーマ指定商品についてのレビューがレビュー作成画面で作成されると、レビューの作成
情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビューの作成情報に基づき、レビュ
ーを作成したユーザーを特定する情報と、レビューの対象であるテーマ指定商品を特定す
る情報を含むレビュー情報を生成し、レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示す
るための情報をクライアント端末に送信すると共に、レビュー情報に基づき生成した、レ
ビューを選択するためのレビュー選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送
信し、
クライアント端末は、レビューを表示すると共に、レビュー選択画面を表示し、レビュー
選択画面でレビューが選択されると、レビュー選択情報をメールサーバー送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビュー選択情報により、選択された
レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とする。
【００２１】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、レビュー選択情報
によりメール化可能に指定されたレビュー情報に基づき、このレビューが対象とするテー
マ指定商品に指定されたテーマを指定したメール情報を生成することを特徴とする。
【００２２】
本発明のメール送受信方法において、好ましくは、メールサーバーは、さらに、ネットワ
ークを介して複数のメールサーバーと連係するために、メールサーバー識別情報を含むメ
ールサーバー情報により連係するメールサーバーを特定し、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだリクエストを受信すると、受信
したリクエストから取り出したメールサーバー識別情報により特定したメールサーバーか
ら受信したメール情報あるいはレビュー情報に基づき、クライアント端末へのレスポンス
情報を生成すると共に、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだ、メール情報あるいはレビュー
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情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストから取り出したメー
ルサーバー識別情報により特定したメールサーバーへ情報処理の指示を送信し、
メールサーバーから情報処理の指示を受信したメールサーバーは、情報処理の指示に基づ
き、この処理をメール情報あるいはレビュー情報に加えることを特徴とする。
【００２３】
本発明のメール送受信システムは、メール作成画面を表示するための情報を生成するメー
ル作成画面情報生成部と、メールボックス作成画面を表示するための情報を生成するメー
ルボックス作成画面情報生成部と、クライアント端末から受信したメールの作成情報に基
づきメール情報を生成するメール情報生成部と、メール情報を保存するメール情報保存部
と、クライアント端末から受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックス情
報を生成するメールボックス情報生成部と、メールボックス情報を保存するメールボック
ス情報保存部と、メール情報に基づいて、メールを表示するための情報を生成するメール
表示情報生成部と、メール情報に基づいて、メール編集画面を表示するための情報を生成
するメール編集画面情報生成部と、メールボックス情報に基づいて、メールボックスを表
示するための情報を生成するメールボックス表示情報生成部と、クライアント端末から受
信したメール編集情報に基づきメール情報を更新するメール情報更新部とを有するメール
サーバーと、
メール作成画面、メールボックス作成画面、メール編集画面、メール、メールボックスを
表示する表示部と、メール作成画面でメールを作成するための入力を行い、メールボック
ス作成画面でメールボックスを作成するための入力を行い、メール編集画面でメールを編
集するための入力を行う入力部と、メールサーバーとの情報の送受信を行う送受信部とを
有するクライアント端末と、
メールサーバーとクライアント端末とを結ぶネットワークとを備え、
メールサーバーは、メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を
表示するための情報を、ユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、クライアント端
末は、表示したメール作成画面でメールが作成されると、メールの作成情報をメールサー
バーへ送信すると共に、表示したメールボックス作成画面でメールを受信するメールボッ
クスが作成されると、メールボックスの作成情報をメールサーバーへ送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づき、メールを
作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると共に、クライアント端末
から受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックスを作成したユーザーを特
定する情報を含むメールボックス情報を生成し、次いで、メール情報に基づき生成した、
メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情報、メールボック
ス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、クライアント端末に送
信し、
クライアント端末は、メール、メールボックスを表示し、同じく表示したメール編集画面
でメールが編集されると、メール編集情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメール編集情報に基づき、メール情報
を更新することを特徴とする。
【００２４】
本発明のメール送受信システムにおいて、好ましくは、メールサーバーは、さらに、テー
マ情報を保存するテーマ情報保存部と、テーマ選択画面を表示するための情報を生成する
テーマ選択画面情報生成部とを有し、メールに指定するテーマを選択するためのテーマ選
択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末は、表示したテーマ選択画面でテーマが指定されたメールがメール作成
画面で作成されると、テーマが指定されたメールの作成情報をメールサーバーに送信する
と共に、テーマ選択画面でテーマが指定され、指定されたテーマが指定されたメールを受
け取るメールボックスがメールボックス作成画面で作成されると、テーマが指定されたメ
ールボックスの作成情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールの作成情
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報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含むメール情報を生成す
ると共に、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールボックスの作成情
報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに含むメールボック
ス情報を生成することを特徴とする。
【００２５】
本発明のメール送受信システムにおいて、好ましくは、メールサーバーは、さらに、クラ
イアント端末のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテー
マ指定メールボックスリストを表示するための情報を生成するテーマ指定メールボックス
リスト表示情報生成部を有し、前メールボックス情報に基づき、クライアント端末のユー
ザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテーマ指定メールボック
スリストを表示するための情報を生成し、生成したテーマ指定メールボックスリストを表
示するための情報をクライアント端末に送信し、クライアント端末は、表示したテーマ指
定メールボックスリストでメールボックスが選択されると、選択されたメールボックスを
表示するための情報のリクエストをメールサーバーに送信することを特徴とする。
【００２６】
本発明のメール送受信システムにおいて、好ましくは、、メールサーバーは、さらに、
メールに指定するテーマが指定された商品であるテーマ指定商品の情報を保存するテーマ
指定商品情報保存部と、テーマ指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示するた
めの情報を生成するテーマ指定商品選択画面情報生成部と、レビューを作成するレビュー
作成画面を表示するための情報を生成するレビュー作成画面情報生成部と、レビュー情報
を生成するレビュー情報生成部と、レビュー情報を保存するレビュー情報保存部と、レビ
ューを選択するレビュー選択画面を表示するための情報を生成するレビュー選択画面情報
生成部と、レビュー情報をメール化可能に指定するメール化可能指定部を有し、
テーマ指定商品選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信すると共に、レ
ビュー作成画面を表示するための情報をクライアント端末へ送信し、
クライアント端末は、テーマ指定商品選択画面でテーマ指定商品が選択され、選択された
テーマ指定商品についてのレビューがレビュー作成画面で作成されると、レビューの作成
情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビューの作成情報に基づき、レビュ
ーを作成したユーザーを特定する情報と、レビューの対象であるテーマ指定商品を特定す
る情報を含むレビュー情報を生成し、レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示す
るための情報をクライアント端末に送信すると共に、レビュー情報に基づき生成した、レ
ビュー選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末は、レビューを表示すると共に、レビュー選択画面を表示し、レビュー
選択画面でレビューが選択されると、レビュー選択情報をメールサーバー送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビュー選択情報により、選択された
レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とする。
【００２７】
本発明のメールサーバーは、メール作成画面を表示するための情報を生成するメール作成
画面情報生成部と、メールボックス作成画面を表示するための情報を生成するメールボッ
クス作成画面情報生成部と、クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づきメ
ール情報を生成するメール情報生成部と、メール情報を保存するメール情報保存部と、ク
ライアント端末から受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックス情報を生
成するメールボックス情報生成部と、メールボックス情報を保存するメールボックス情報
保存部と、メール情報に基づいて、メールを表示するための情報を生成するメール表示情
報生成部と、メール情報に基づいて、メール編集画面を表示するための情報を生成するメ
ール編集画面情報生成部と、メールボックス情報に基づいて、メールボックスを表示する
ための情報を生成するメールボックス表示情報生成部と、クライアント端末から受信した
メール編集情報に基づきメール情報を更新するメール情報更新部とを有し、
メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を表示するための情報
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をユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、クライアント端末から、メール作成画
面で作成されたメールの作成情報を受信すると共に、クライアント端末から、メールボッ
クス作成画面で作成されたメールボックスの作成情報を受信し、この受信したメールの作
成情報に基づきメールを作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると
共に、この受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックスを作成したユーザ
ーを特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、メール情報に基づき生成した、メ
ールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情報、メールボックス
情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、クライアント端末に送信
し、
クライアント端末から、メール編集画面で編集されたメールのメール編集情報を受信し、
この受信したメール編集情報に基づき、メール情報を更新することを特徴とする。
【００２８】
本発明のメールサーバーにおいて、好ましくは、さらに、テーマ情報を保存するテーマ情
報保存部と、テーマ選択画面を表示するための情報を生成するテーマ選択画面情報生成部
とを有し、メールに指定するテーマを選択するためのテーマ選択画面を表示するための情
報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末から、テーマ選択画面でテーマが指定され、メール作成画面で作成され
たメールの作成情報を受信すると共に、クライアント端末から、メールボックス作成画面
で作成された、テーマ選択画面で指定されたテーマが指定されたメールを受け取るメール
ボックスの作成情報を受信し、この受信した、テーマが指定されたメールの作成情報に基
づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含むメール情報を生成すると共
に、この受信した、テーマが指定されたメールボックスの作成情報に基づき、メールボッ
クスに指定されたテーマを特定する情報さらに含むメールボックス情報を生成することを
特徴とする。
【００２９】
本発明のメールサーバーにおいて、好ましくは、さらに、クライアント端末のユーザーが
テーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテーマ指定メールボックスリス
トを表示するための情報を生成するテーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部を有
し、前メールボックス情報に基づき、テーマ指定メールボックスリストを表示するための
情報を生成し、生成したテーマ指定メールボックスリストを表示するための情報をクライ
アント端末に送信することを特徴とする。
【００３０】
本発明のメールサーバーにおいて、好ましくは、さらに、メールに指定するテーマが指定
されたテーマ指定バナーの情報を保存するテーマ指定バナー情報保存部と、テーマ指定バ
ナーを表示するための情報を生成するテーマ指定バナー表示情報生成部とを有し、
テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報をクライアント端末に送
信することを特徴とする。
【００３１】
本発明のメールサーバーにおいて、好ましくは、さらに、メールに指定するテーマが指定
された商品であるテーマ指定商品の情報を保存するテーマ指定商品情報保存部と、テーマ
指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示するための情報を生成するテーマ指定
商品選択画面情報生成部と、レビューを作成するレビュー作成画面を表示するための情報
を生成するレビュー作成画面情報生成部と、レビュー情報を生成するレビュー情報生成部
と、レビュー情報を保存するレビュー情報保存部と、レビューを選択するレビュー選択画
面を表示するための情報を生成するレビュー選択画面情報生成部と、レビュー情報をメー
ル化可能に指定するメール化可能指定部を有し、
テーマ指定商品選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信すると共に、レ
ビュー作成画面を表示するための情報をクライアント端末へ送信し、
クライアント端末から、テーマ指定商品選択画面でテーマ指定商品が選択され、レビュー
作成画面で作成された、選択されたテーマ指定商品についてのレビューの作成情報を受信
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し、この受信したレビューの作成情報に基づき、レビューを作成したユーザーを特定する
情報と、レビューの対象であるテーマ指定商品を特定する情報を含むレビュー情報を生成
し、レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示するための情報をクライアント端末
に送信すると共に、レビュー情報に基づき生成した、レビュー選択画面を表示するための
情報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末から、レビュー選択画面でレビューが選択され、レビュー選択情報をメ
ールサーバー送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビュー選択情報により、選択された
レビュー情報をメール化可能に指定することを特徴とする。
【００３２】
本発明のメールサーバーにおいて、好ましくは、さらに、メールサーバー識別情報を含む
メールサーバー情報を保存するメールサーバー情報保存部を有し、
メールサーバーは、ネットワークを介して複数のメールサーバーと連係するために、メー
ルサーバー情報により連係するメールサーバーを特定し、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだリクエストを受信すると、受信
したリクエストから取り出したメールサーバー識別情報により特定したメールサーバーか
ら受信したメール情報あるいはレビュー情報に基づき、クライアント端末へのレスポンス
情報を生成すると共に、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだ、メール情報あるいはレビュー
情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストから取り出したメー
ルサーバー識別情報により特定したメールサーバーへ情報処理の指示を送信し、
メールサーバーから情報処理の指示を受信したメールサーバーは、情報処理の指示に基づ
き、この処理をメール情報あるいはレビュー情報に加えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
本発明のメール送受信方法および送受信システムによれば、メールサーバーは、メール作
成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を表示するための情報を、ユー
ザーが使用するクライアント端末へ送信し、クライアント端末は、表示したメール作成画
面でメールが作成されると、メールの作成情報をメールサーバーへ送信すると共に、表示
したメールボックス作成画面でメールを受信するメールボックスが作成されると、メール
ボックスの作成情報をメールサーバーへ送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメールの作成情報に基づき、メールを
作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると共に、クライアント端末
から受信したメールボックスの作成情報に基づき、メールボックスを作成したユーザーを
特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、次いで、メール情報に基づき生成した
、メールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情報、メールボッ
クス情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、クライアント端末に
送信し、
クライアント端末は、メール、メールボックスを表示し、同じく表示したメール編集画面
でメールが編集されると、メール編集情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したメール編集情報に基づき、メール情報
を更新するようにしている。
【００３４】
これにより、ユーザーは、受信するメールを種別して受け取ための複数のメールボックス
を所有することができる。また、メールは送受信後も編集することができる。
【００３５】
なお、好ましくは、メールサーバーは、さらに、メールに指定するテーマを選択するため
のテーマ選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末は、表示したテーマ選択画面でテーマが指定されたメールがメール作成
画面で作成されると、テーマが指定されたメールの作成情報をメールサーバーに送信する
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と共に、テーマ選択画面でテーマが指定され、指定されたテーマが指定されたメールを受
け取るメールボックスがメールボックス作成画面で作成されると、テーマが指定されたメ
ールボックスの作成情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールの作成情
報に基づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含むメール情報を生成す
ると共に、クライアント端末から受信した、テーマが指定されたメールボックスの作成情
報に基づき、メールボックスに指定されたテーマを特定する情報さらに含むメールボック
ス情報を生成するようにしている。
【００３６】
このようにしたときは、メール送信者はテーマを指定したメールを送信することができる
。テーマが指定したメールは、同じテーマが指定されたメールボックスに届けられる。メ
ール送信者は、メール受信者のメールアドレスを知らなくても、そのメールを受け取って
ほしい人にメールを届けることができる。
【００３７】
なお、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末から、メール作成画面でメール
受信者が指定されて作成されたメールの作成情報を受信すると、この受信したメールの作
成情報に基づき、メール受信者を特定する情報を含むメール情報を生成するようにしてい
る。
【００３８】
このようにしたときは、メール送信者は、メールにテーマを指定して送信するだけでなく
、メールに受信者を指定してもメールを送信することができる。また、テーマと受信者の
両方を指定してメールを送信することもができる。
【００３９】
なお、好ましくは、メールサーバーは、メールボックス情報に基づき、クライアント端末
のユーザーがテーマ指定して作成したメールボックスの一覧を掲載したテーマ指定メール
ボックスリストを表示するための情報を生成し、生成したテーマ指定メールボックスリス
トを表示するための情報をクライアント端末に送信し、クライアント端末は、表示したテ
ーマ指定メールボックスリストでメールボックスが選択されると、選択されたメールボッ
クスを表示するための情報のリクエストをメールサーバーに送信するようにしている。
【００４０】
このようにしたときは、メール送受信システムのユーザーは、自分がテーマ指定して作成
したメールボックスの一覧からメールボックスを選択できる。
【００４１】
なお、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末のユーザーが、テーマを指定し
たメールボックスを作成したときに選択したテーマが指定されたテーマ指定バナーを掲載
したＷｅｂページを表示するための情報を送信するようにしている。
【００４２】
このようにしたときは、ユーザーは、自分が関心のあるテーマについてのバナーのみを受
信でき、情報収集に役立てることができる。
【００４３】
なお、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末からメールを表示するための情
報のリクエストを受信すると、このメールに指定されたテーマが指定されたテーマ指定バ
ナーを掲載したメールを表示するための情報をクライアント端末に送信ようにしている。
【００４４】
このようにしたときは、受信したメールに指定されたテーマについてのバナーを、メール
閲覧時に見ることができるので、その時点で自分が関心のあるテーマについてのバナーの
みを受信でき、情報収集に役立てることができる。
【００４５】
なお、好ましくは、メールサーバーは、クライアント端末からメールボックスを表示する
ための情報のリクエストを受信すると、このメールボックスに指定されたテーマが指定さ
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れたテーマ指定バナーを掲載したメールボックスを表示するための情報をクライアント端
末に送信ようにしている。
【００４６】
このようにしたときは、メールボックスに指定されたテーマについてのバナーを、メール
ボックス閲覧時に見ることができるので、その時点で自分が関心のあるテーマについての
バナーのみを受信でき、情報収集に役立てることができる。
【００４７】
なお、好ましくは、メールサーバーは、さらに、テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂコン
テンツを配信するバナー掲載Ｗｅｂサーバーに、テーマ指定バナーを生成するためのテー
マ指定バナー情報を送信すると共に、
バナー掲載ＷｅｂサーバーからのＷｅｂコンテンツを表示するための情報を受信したクラ
イアント端末に、テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報を送信
するようにしている。
【００４８】
このようにしたときは、Ｗｅｂサーバーの運営者は、自らが配信するＷｅｂコンテンツに
ふさわしいバナーのみを配信できる。
【００４９】
なお、好ましくは、メールサーバーが、さらに、メールに指定するテーマが指定された商
品であるテーマ指定商品を選択するテーマ指定商品選択画面を表示するための情報をクラ
イアント端末に送信すると共に、レビューを作成するレビュー作成画面を表示するための
情報をクライアント端末へ送信し、
クライアント端末は、テーマ指定商品選択画面でテーマ指定商品が選択され、選択された
テーマ指定商品についてのレビューがレビュー作成画面で作成されると、レビューの作成
情報をメールサーバーに送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビューの作成情報に基づき、レビュ
ーを作成したユーザーを特定する情報と、レビューの対象であるテーマ指定商品を特定す
る情報を含むレビュー情報を生成し、レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示す
るための情報をクライアント端末に送信すると共に、レビュー情報に基づき生成した、レ
ビューを選択するためのレビュー選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送
信し、
クライアント端末は、レビューを表示すると共に、レビュー選択画面を表示し、レビュー
選択画面でレビューが選択されると、レビュー選択情報をメールサーバー送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビュー選択情報により、選択された
レビュー情報をメール化可能に指定し、メール化可能に指定されたレビュー情報に基づき
、このレビューが対象とするテーマ指定商品に指定されたテーマを指定したメール情報を
生成するようにしている。
【００５０】
このようにしたときは、メールに指定するテーマが指定された商品についてのレビューが
、その商品のテーマを指定されたをメールに変換され、このテーマが指定されたメールボ
ックスに届けられる。ユーザーは興味があるレビューをみることができる。
【００５１】
なお、好ましくは、メールサーバーは、さらに、ネットワークを介して複数のメールサー
バーと連係するために、メールサーバー識別情報を含むメールサーバー情報により連係す
るメールサーバーを特定し、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだリクエストを受信すると、受信
したリクエストから取り出したメールサーバー識別情報により特定したメールサーバーか
ら受信したメール情報あるいはレビュー情報に基づき、クライアント端末へのレスポンス
情報を生成すると共に、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだ、メール情報あるいはレビュー
情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストから取り出したメー
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ルサーバー識別情報により特定したメールサーバーへ情報処理の指示を送信し、
メールサーバーから情報処理の指示を受信したメールサーバーは、情報処理の指示に基づ
き、この処理をメール情報あるいはレビュー情報に加えるようにしている。
【００５２】
このようにしたときは、ユーザーは同じメールサーバーに登録しているユーザーとだけで
なく、他のメールサーバーに登録しているユーザーともメールでのコミュニケーションが
可能になる。
【００５３】
本発明のメールサーバーによれば、好ましくは、メール作成画面を表示するための情報を
生成するメール作成画面情報生成部と、メールボックス作成画面を表示するための情報を
生成するメールボックス作成画面情報生成部と、クライアント端末から受信したメールの
作成情報に基づきメール情報を生成するメール情報生成部と、メール情報を保存するメー
ル情報保存部と、クライアント端末から受信したメールボックスの作成情報に基づきメー
ルボックス情報を生成するメールボックス情報生成部と、メールボックス情報を保存する
メールボックス情報保存部と、メール情報に基づいて、メールを表示するための情報を生
成するメール表示情報生成部と、メール情報に基づいて、メール編集画面を表示するため
の情報を生成するメール編集画面情報生成部と、メールボックス情報に基づいて、メール
ボックスを表示するための情報を生成するメールボックス表示情報生成部と、クライアン
ト端末から受信したメール編集情報に基づきメール情報を更新するメール情報更新部とを
有し、
メール作成画面を表示するための情報と、メールボックス作成画面を表示するための情報
をユーザーが使用するクライアント端末へ送信し、クライアント端末から、メール作成画
面で作成されたメールの作成情報を受信すると共に、クライアント端末から、メールボッ
クス作成画面で作成されたメールボックスの作成情報を受信し、この受信したメールの作
成情報に基づきメールを作成したユーザーを特定する情報を含むメール情報を生成すると
共に、この受信したメールボックスの作成情報に基づきメールボックスを作成したユーザ
ーを特定する情報を含むメールボックス情報を生成し、メール情報に基づき生成した、メ
ールを表示するための情報およびメール編集画面を表示するための情報、メールボックス
情報に基づき生成したメールボックスを表示するための情報を、クライアント端末に送信
し、クライアント端末から、メール編集画面で編集されたメールのメール編集情報を受信
し、この受信したメール編集情報に基づき、メール情報を更新するようにしている。
【００５４】
これにより、ユーザーは、受信するメールを種別して受け取ための複数のメールボックス
を所有することができる。また、メールは送受信後も編集することができる。
【００５５】
なお、好ましくは、さらに、テーマ情報を保存するテーマ情報保存部と、テーマ選択画面
を表示するための情報を生成するテーマ選択画面情報生成部とを有し、メールに指定する
テーマを選択するためのテーマ選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信
し、
クライアント端末から、テーマ選択画面でテーマが指定され、メール作成画面で作成され
たメールの作成情報を受信すると共に、クライアント端末から、メールボックス作成画面
で作成された、テーマ選択画面で指定されたテーマが指定されたメールを受け取るメール
ボックスの作成情報を受信し、この受信した、テーマが指定されたメールの作成情報に基
づき、メールに指定されたテーマを特定する情報をさらに含むメール情報を生成すると共
に、この受信した、テーマが指定されたメールボックスの作成情報に基づき、メールボッ
クスに指定されたテーマを特定する情報さらに含むメールボックス情報を生成するように
している。
【００５６】
このようにしたときは、メール送信者はテーマを指定したメールを送信することができる
。テーマが指定したメールは、同じテーマが指定されたメールボックスに届けられる。メ



(19) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

ール送信者は、メール受信者のメールアドレスを知らなくても、そのメールを受け取って
ほしい人にメールを届けることができる。
【００５７】
なお、好ましくは、さらに、クライアント端末のユーザーがテーマ指定して作成したメー
ルボックスの一覧を掲載したテーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を生
成するテーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部を有し、前メールボックス情報に
基づき、テーマ指定メールボックスリストを表示するための情報を生成し、生成したテー
マ指定メールボックスリストを表示するための情報をクライアント端末に送信するように
している。
【００５８】
このようにしたときは、メール送受信システムのユーザーは、自分がテーマ指定して作成
したメールボックスの一覧からメールボックスを選択できる。
【００５９】
なお、好ましくは、さらに、メールに指定するテーマが指定されたテーマ指定バナーの情
報を保存するテーマ指定バナー情報保存部と、テーマ指定バナーを表示するための情報を
生成するテーマ指定バナー表示情報生成部とを有し、
テーマ指定バナーを掲載したＷｅｂページを表示するための情報をクライアント端末に送
信するようにしている。
【００６０】
このようにしたときは、ユーザーは、自分が関心のあるテーマについてのバナーのみを受
信でき、情報収集に役立てることができる。
【００６１】
なお、好ましくは、さらに、メールに指定するテーマが指定された商品であるテーマ指定
商品の情報を保存するテーマ指定商品情報保存部と、テーマ指定商品を選択するテーマ指
定商品選択画面を表示するための情報を生成するテーマ指定商品選択画面情報生成部と、
レビューを作成するレビュー作成画面を表示するための情報を生成するレビュー作成画面
情報生成部と、レビュー情報を生成するレビュー情報生成部と、レビュー情報を保存する
レビュー情報保存部と、レビューを選択するレビュー選択画面を表示するための情報を生
成するレビュー選択画面情報生成部と、レビュー情報をメール化可能に指定するメール化
可能指定部を有し、
テーマ指定商品選択画面を表示するための情報をクライアント端末に送信すると共に、レ
ビュー作成画面を表示するための情報をクライアント端末へ送信し、
クライアント端末から、テーマ指定商品選択画面でテーマ指定商品が選択され、レビュー
作成画面で作成された、選択されたテーマ指定商品についてのレビューの作成情報を受信
し、この受信したレビューの作成情報に基づき、レビューを作成したユーザーを特定する
情報と、レビューの対象であるテーマ指定商品を特定する情報を含むレビュー情報を生成
し、レビュー情報に基づき生成した、レビューを表示するための情報をクライアント端末
に送信すると共に、レビュー情報に基づき生成した、レビュー選択画面を表示するための
情報をクライアント端末に送信し、
クライアント端末から、レビュー選択画面でレビューが選択され、レビュー選択情報をメ
ールサーバー送信し、
メールサーバーは、クライアント端末から受信したレビュー選択情報により、選択された
レビュー情報をメール化可能に指定するようにしている。
【００６２】
このようにしたときは、メールに指定するテーマが指定された商品についてのレビューが
、その商品のテーマを指定されたをメールに変換され、このテーマが指定されたメールボ
ックスに届けられる。ユーザーは興味があるレビューをみることができる。
【００６３】
なお、好ましくは、さらに、メールサーバー識別情報を含むメールサーバー情報を保存す
るメールサーバー情報保存部を有し、
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メールサーバーは、ネットワークを介して複数のメールサーバーと連係するために、メー
ルサーバー情報により連係するメールサーバーを特定し、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだリクエストを受信すると、受信
したリクエストから取り出したメールサーバー識別情報により特定したメールサーバーか
ら受信したメール情報あるいはレビュー情報に基づき、クライアント端末へのレスポンス
情報を生成すると共に、
クライアント端末から、メールサーバー識別情報を含んだ、メール情報あるいはレビュー
情報の処理を指示するリクエストを受信すると、受信したリクエストから取り出したメー
ルサーバー識別情報により特定したメールサーバーへ情報処理の指示を送信し、
メールサーバーから情報処理の指示を受信したメールサーバーは、情報処理の指示に基づ
き、この処理をメール情報あるいはレビュー情報に加えるようにしている。
【００６４】
このようにしたときは、ユーザーは同じメールサーバーに登録しているユーザーとだけで
なく、他のメールサーバーに登録しているユーザーともメールでのコミュニケーションが
可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
本発明でいうメールボックスとは、情報送信者により送信された情報を受け取るユーザー
インターフェースのことである。
本発明でいうメールとは、情報送信者が、情報受信者のメールボックスに届けるために、
本発明のシステムを使用して、作成、送信した情報のことである。
 
本発明のメール送受信システムは、メールに指定するためのテーマをあらかじめ構成して
おいて、ユーザーに提供する。
本発明のメール送受信システムでは、メール送信者がメールに受信者を指定して送信する
だけでなく、メールにテーマを指定して送信することを可能にしている。メールにテーマ
を指定するとは、メールの主題を指定するということである。
また、本発明ではバナーや商品にもテーマをしているが、バナーにテーマを指定するとい
うことは、バナーにリンクする告知情報の主題を指定することであり、商品にテーマを指
定するということは、商品が所属するカテゴリーをを指定することである。
 
メールにテーマを指定するのは、テーマによりメールを受け取るメールボックスを特定す
るためである。言い換えれば、テーマを媒介させることでメール受信者を間接的に指定す
るためである。テーマにより特定されるメールボックスは、メールを受け取るユーザーが
、メールに指定するテーマを指定して作成したものである。
 
また、本発明で配信されたメールは、送信者と受信者によって、後で編集できるようにし
ている。
さらに、メールに指定するテーマをバナーにも指定し、バナー配信に役立つようにしてい
る。さらに、メールに指定するテーマを商品にも指定し、テーマが指定され商品のレビュ
ーが、メールに変換される仕組みを提供している。
【００６６】
メール受信者を指定してメールを送信するというのは、従来のメール送信情報で採用され
ている方法であり、あらためて説明するまでもない。
メールにテーマを指定して送信するというのは、テーマを媒介させることで、見知らぬ人
にもメールを届けようとする目論見である。
配信されたメールを編集できるようにしたのは、メールを一過性のものでなく、送受信者
間のコミュニケーションを持続して成立させる道具にしようとする目論見である。
メールに指定するテーマをバナーにも指定するのは、それにより関心のある情報にリンク
したバナーのみが人の目に触れることを目論んだものである。
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テーマが指定された商品についてのレビューが、テーマが指定されたメールに変換される
というのは、レビューが、それにより関心のあるレビューのみが人の目に触れることを目
論んだものである。
【００６７】
ここでいうメールとは、情報送信者が、情報受信者のメールボックスに届けるために、本
発明のシステムを使用して、情報にテーマを指定するか、情報の受信者を指定するか、あ
るいはテーマと受信者の両方を指定して作成し、送信した情報のことである。したがって
、メールボックスとは、情報送信者の情報を受け取る窓口のことである。
メールが単なるＷｅｂコンテンツと異なる点は、テーマ、受信者、あるいは、その両方が
指定されている点であり、また、テーマあるいはユーザーが指定されたメールボックスに
配信され、メールボックスの所有者のみが閲覧できるという点である。メールボックスと
は受信したメールが一覧表示されるリストであり、そのリストから、受信者がメールを選
択することでメールが表示される。
メールやメールボックスはクライアント端末３で表示される画面であり、メールやメール
ボックスの実体は、ＨＴＭＬ等の形式のファイルであるか、ファイルの１部である。メー
ルやメールボックスには、テキストや画像が含まれている。画像は静止画でも、動画でも
よい。また、テキスト、画像以外のもの、たとえば音声などをメールやメールボックスに
含ませてもよい。もちろん、また、メールやメールボックス全体をＦｌａｓｈ（商標）な
どによる画像としてもよい。
また、メールやメールボックスを、フレームなどで分割された画面により構成されるＷｅ
ｂコンテンツとしてもよい。
【００６８】
ここでいうバナーとは、その対象を指し示す内容をもつアイコンのようなものである。バ
ナーは、クライアント端末３で表示される画面に含まれる画面要素であり、テキストでも
、画像でも、ブロック要素でも、インラインフレームでもよい。また、Ｗｅｂコンテンツ
をフレームで分割し、そのフレームに表示されるＷｅｂページにバナーを掲載する場合も
ある。その場合、フレームに表示されるＷｅｂページ全体をバナーにしてもよい。つまり
、一つのページすべてがバナーになる場合もある。
 
バナーの対象となる情報とは、商品についての広告ページやレビュー、あるいは、単なる
お知らせのページなどネットワーク上にある情報である。
バナーにはリンク情報が埋め込まれていて、それにより、閲覧者は対象となる情報にたど
りつける。バナーをクリックすると、対象となるＷｅｂページへ直接ジャンプしなくても
よい。中継するページがあってもよい。無論、直接ジャンプしてもよい。
また、本発明でのバナーは、メールに指定されるテーマが指定されたもので、テーマ指定
バナーである。よって、本発明のバナーは、本発明のメール送受信システムがなければ成
立できず、本発明のメール送受信システムを前提としている。
 
また、Ｗｅｂページ中のテキストにリンクがはられた部分もバナーかという問題は残るが
、本発明でのバナーはテーマ指定バナーと呼ぶように、メールに指定されるテーマが指定
されるので、その弁別は明確である。テキストのリンクがはられた部分も、メールに指定
されるテーマが指定されていればバナーである。
【００６９】
ここでいうレビューとは、商品についての論評である。商品とは、製品、財、小売業務を
含むサービス、経験、イベント、人、場所、資産、組織、情報、アイデアなど、マーケタ
ーが市場へ提供するものである。マーケターとは、市場に商品を提供する人、あるいは組
織をさす。
また、本発明でのレビューは、あらかじめ、メールに指定されるテーマが指定された商品
を論評したものである。よって、本発明のレビューは、本発明のメール送受信システムが
なければ成立できず、本発明のメール送受信システムを前提としている。
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レビューはクライアント端末で表示される画面であり、レビューの実体は、ＨＴＭＬ等の
形式のファイルであるか、ファイルの１部である。レビューには、テキストや画像が含ま
れている。画像は静止画でも、動画でもよい。また、テキスト、画像以外のもの、たとえ
ば音声などをレビューに含ませてもよい。もちろん、また、レビュー全体をＦｌａｓｈ（
商標）などによる画像としてもよい。
また、レビューを、フレームなどで分割された画面により構成されるＷｅｂコンテンツと
してもよい。
【００７０】
ここで、クライアント端末３で表示されるものについて説明しておく。
以下の説明で使われる“ページ”、“Ｗｅｂページ”と“画面”は指し示すものは同じで
ある。“画面要素”とは、“画面”を構成する要素で、インライン要素、ブロック要素に
大別され、画像なども画面要素である。
また、“Ｗｅｂコンテンツ”とは、複数の“画面”を含むことができる。もちろん１個の
“画面”のみで構成されてもよい。複数の“画面”を含む場合は、フレーム、インライン
フレームなどが使用される。ただし、インラインフレームは画面要素である。よって、イ
ンラインフレームではページの中にページがあるという入れ子状態になる。
【００７１】
まず、本発明のメール送受信システムの概要を説明する。
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は、本発明が適用さ
れたメール送受信システムの概要を示すものである。図１において、メールサーバー１-a
、1-b、1-cはメール送受信システムを管理するサーバーである。メールサーバー１-a、1-
b、1-cは単独のサーバーコンピューターで運用してもよいし、複数のサーバーコンピュー
ターで連係して運用してもよい。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4-a、4-b、4-cは、メールサーバー１-a、1-b、1-cが提供する
バナーを掲載したＷｅｂコンテンツを配信するサーバーである。
クライアント端末３-a、３-b、３-c、３-d、３-e・・・は、本発明が適用されたメール送
受信システムを利用するユーザーが使用する端末コンピューターである。
 
メールサーバー１-a、1-b、1-c、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4-a、4-b、4-cとクライアン
ト端末３-a、３-b、３-c、３-d、３-e・・・は、インターネットなどのネットワーク２で
結ばれている。
メールサーバー１は、クライアント端末３-a、３-b、３-c、３-d、３-e・・・からメール
作成情報、メール編集情報、テーマ指定メールボックス作成情報、レビュー作成情報など
を受信し、メール情報、メールボックス情報、レビュー情報などを生成すると共に、テー
マ選択画面情報、メール表示情報、メール編集画面情報、メールボックス表示情報、テー
マ指定バナー表示情報、レビュー表示情報、レビュー選択画面情報、テーマ指定商品選択
画面情報などをクライアント端末３-a、３-b、３-c、３-d、３-e・・・に送信し、メール
送受信システムを管理する。
 
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、自らが配信するＷｅｂコンテンツに、メールサーバー１
が保持するテーマ指定バナー情報に基づくテーマ指定バナーを掲載する。
 
クライアント端末３-a、３-b、３-c、３-d、３-e・・・は、インターネットなどのネット
ワーク２上のサイトにアクセスする。本発明が提供するサービスを利用するときは、メー
ルサーバー１、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4にアクセスする。
【００７２】
図４３で示す、クライアント端末３の表示部9は、具体的には、パーソナルコンピュータ
ーのディスプレイ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）のディスプレイ、携帯電話の
ディスプレイ、テレビジョン受像機のディスプレイ、プロジェクションスクリーン式のデ
ィスプレイ、ディスプレイ付ゴーグルあるいは眼鏡、ＨＭＤ（Head Mount Display）、Ａ
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ＴＭのディスプレイ、タッチパネルなどである。また、クライアント端末３の入力部10は
、キーボード、マウス、ジョイスティック、入力ペン、テレビジョンのリモコン、データ
グローブ、スペースボール、タッチパネルなどである。
【００７３】
クライアント端末３には、メール、メールボックス、レビュー、バナーなどを表示部9に
表示したり、メールを送受信するなどのデータ処理のための処理部8がある。処理部8には
ブラウザと呼ばれるアプリケーションなどがインストールされている。処理部8によりＨ
ＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol）プロトコル等のメール情報など本発明にかかわ
る情報が処理され、表示部9に、テキスト、画像などを含むメールなど本発明にかかわる
画面が表示される。また、処理部8は、情報を保存する部分を有している。
【００７４】
メールサーバー１とクライアント端末３は、通信ネットワーク２であるインターネットに
より連結されている。なおインターネット以外でも、他の通信ネットワーク、たとえばイ
ントラネットやＣＡＴＶ（Cable Television）用のケーブル網や、一般のＷＡＮ（Wide A
rea Network）などを通信ネットワークとして利用してもよい。また、その方式は有線方
式でも無線方式でも、有線方式、無線方式混在させたものでもよい。また、通信ネットワ
ークの送信機能の一部として放送を含めてもよい。
【００７５】
クライアント端末３のユーザーは、自らが関心のあるテーマについての情報を収集するた
めに、自らが関心のあるテーマを指定したメールを受信するために、自らが関心のあるテ
ーマを指定して、図９に示したようなテーマ指定メールボックスを作成する。
図９は、ユーザー“裕子”が作成したテーマ指定メールボックス名“次期マイカー”のテ
ーマ指定メールボックスの１例を図示したものである。このテーマ指定メールボックスに
指定されているテーマは、自動車　→  スポーツカー　である。
テーマ指定メールボックスには、テーマ指定メールボックス作成者名、テーマ指定メール
ボックス名、テーマ指定メールボックスに指定されたテーマ名、受信メールのタイトルと
その送信者名と送信時間のリスト、更新ボタンG14、テーマ指定バナーG10などが表示され
ている。テーマ指定メールボックスの内容はここに示したものに限らない。他の様式でも
よい。
テーマ指定メールボックスには、テーマ指定バナーG10が表示されている。これは、この
テーマ指定メールボックスが作成されたときに指定されたテーマと同じテーマが指定され
たバナーである。結果として、ユーザーが関心のあるバナーのみが表示されるので、この
バナー配信方法は、ユーザーにとって効率がよく、有効な情報収集手段となる。
 
図９のテーマ指定メールボックスを作成する際、ユーザー“裕子”は、まず、テーマ指定
メールボックス作成画面情報のリクエストをメールサーバー１へ送信した。
メールサーバー１からはテーマ指定メールボックス作成画面情報が送信されてきた。
 
図２は、メールサーバー１から受信したテーマ指定メールボックス作成画面情報のもとづ
いて、ユーザー“裕子”が使用するクライアント端末３で表示されたテーマ指定メールボ
ックス作成画面の１例を図示したものである。
テーマ指定メールボックス作成画面には、テーマ指定メールボックス名入力エリアG2、テ
ーマ選択ボタンG3、送信ボタンG1などが表示されている。テーマ指定メールボックス作成
画面の内容はここに示したものに限らない。他の様式でもよい。
【００７６】
ユーザー“裕子”は、新たに自動車を購入する予定であるとする。今度の自動車はスポー
ツカータイプがいいと思っている。そこで、スポーツカーについての情報を入手しようと
思い、新しいテーマ指定メールボックスを作成することにした。
【００７７】
テーマ指定メールボックス作成画面のテーマ選択ボタンG3をクリックすると、テーマ選択



(24) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

画面が表示される。図４は、表示されたテーマ選択画面の１例を図示したものである。
テーマ選択画面には、選択終了ボタンG4と、サブテーマ名が表記されているボタンG5とサ
ブテーマ選択用チェックボックスG6が単位要素となったリストが表示されている。サブテ
ーマ名として“ニュース”、“ショッピング”、“国内旅行”などが表示されている。
サブテーマ選択用チェックボックスG6にチェックを入れるとそのテーマが選択されサブ、
テーマ名が表記されているボタンG5をクリックすると、このサブテーマのテーマ選択画面
が表示される。また、テーマ選択画面には選択終了ボタンG4がある。テーマ選択画面の内
容はここに示したものに限らない。他の様式でもよい。
図４は、最も上位の階層のテーマ選択画面を表示したものである。サブテーマ名が表記さ
れているボタンG5をクリックすると下位の層のテーマ選択画面が表示される。たとえば、
“ニュース”をクリックすると、“国内ニュース”、“海外ニュース”、“スポーツニュ
ース”・・・・などのテーマが表示される。
 
図５は、表示されたサブテーマのテーマ選択画面の１例を図示したものである。サブテー
マのテーマ選択画面には、このサブテーマ名が表記されたボタンG8、このサブテーマに属
するサブテーマの名前が表記されているボタンG5とサブテーマ選択用チェックボックスG6
が単位要素となって表示されるリストが表示されている。また、サブテーマのテーマ選択
画面には、選択終了ボタンG4と商品一覧ボタンG7が表示されている。
図５では、このサブテーマ名として“> 自動車”が表記されたボタンG8が表示され、サブ
テーマに属するサブテーマの名前として、“セダン”、“クーペ”、“カブリオレ”など
が表示されている。
このサブテーマ名“> 自動車”が表記されたボタンG8をクリックすると、１階層上のテー
マ選択画面、つまり、図４が表示される。
【００７８】
ここでは、わかりやすく説明するために、２段階の階層の例しか示していないが、実際は
、より深い階層構造をしたテーマの中から選択することになることが多い。
また、上述した図４、図５の場合は、画面ごとに一つのテーマに属するサブテーマを表示
したテーマ選択画面を表示しているが、大分類、中分類、細分類というように、一つの画
面に複数の階層テーマを表示するようにしてもよい。たとえば、大分類として図４に表示
されているテーマが表示され、そこで、自動車”が選択されると図５に表示されているテ
ーマが図４に表示されているテーマの横に表示され、同じ仕組みで、さらに下位の階層の
テーマが上位階層のテーマの横に表示されるようにする。上位と下位の階層のテーマが表
示される位置関係は、横でも縦でも、またレイヤー的に重ねて表示してもよい。
また、テーマ選択画面ではチェックボックスを使って選択するようになっているが、他の
形式でもかまわない。
また、直接、テーマを選択するようになっているが、他の方式、たとえば、予めテーマの
特徴を表した文字列とテーマを関連付けて定義しておき、ユーザーが特徴を入力すると、
それをもとに、プログラムがテーマを自動的に選定し表示するような方式をもちいてもよ
い。
テーマ選択画面の内容はここに示したものに限らない。他の様式でもよい。
ユーザー“裕子”は、図５で、スポーツカーのテーマ選択用チェックボックスG6をチェッ
クし、選択終了ボタンG4をクリックすると、クライアント端末３からメールサーバー１へ
テーマ選択情報が送信される。
【００７９】
メールサーバー１はテーマ選択情報を受信すると、選択されたテーマを埋め込んだテーマ
指定メールボックス作成画面情報を送信してくる。
図３は、メールサーバー１から受信したテーマ指定メールボックス作成画面情報のもとづ
いて、ユーザー“裕子”が使用するクライアント端末３で表示された、テーマ選択後のテ
ーマ指定メールボックス作成画面の１例を図示したものである。自動車　→  スポーツー
カー　というテーマが設定されている。



(25) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

図３で、ユーザー“裕子”は、テーマ指定メールボックス名入力エリアG2として“次期マ
イカー”という文字列を入力した。
ここでは、わかりやすくするため、テーマ指定メールボックスにテーマを１個だけ選択し
たが、複数のテーマを選択してもよい。選択の手続きを繰り返すことで複数のテーマを選
択できる。複数のテーマを選択した場合、それだけ、作成したテーマ指定メールボックス
で受信するメールの範囲が広がる。
テーマ指定メールボックス作成画面はここに示したものに限らない。
また、テーマ指定メールボックス作成画面とテーマ選択画面をひとつの画面にまとめても
よいし、テーマ指定メールボックス作成画面を分割した複数の連携した画面にしてもよい
。
【００８０】
図３で、ユーザー“裕子”が送信ボタンG1をクリックすると、クライアント端末３からメ
ールサーバー１へテーマ指定メールボックス作成情報が送信される。
メールサーバー１はテーマ指定メールボックス作成情報を受信し、それに基づき、メール
ボックスを特定する情報であるメールボックス識別情報、メールボックスを作成したユー
ザーを特定する情報であるユーザー識別情報、メールボックスに指定されたテーマを特定
する情報であるテーマ識別情報、メールボックス名などを含む、メールボックス情報を生
成し、保存するが、そのプロセスは後で実施例として説明する。
【００８１】
図６は、ユーザー“裕子”がテーマ指定メールボックス“次期マイカー”を作成する前の
、ユーザー“裕子”が作成したテーマ指定メールボックスリストである。
図７は、テーマ指定メールボックス“次期マイカー”作成後のユーザー“裕子”のテーマ
指定メールボックスリストである。図７では、テーマ指定メールボックス“次期マイカー
”が追加されている。テーマ指定メールボックス“次期マイカー”は、自動車　→  スポ
ーツーカー　というテーマが指定されたメールならすべて受け取り、それ以外のテーマが
指定されたメールは受け取らない。メールにテーマが指定されるプロセスについては後で
説明する。
 
テーマ指定メールボックスリストは、メールボックス情報に基づき生成されるテーマ指定
メールボックスリスト表示情報をメールサーバー１からクライアント端末３が受信し、そ
れに基づいて表示される。
テーマ指定メールボックスリストには、テーマ指定メールボックス作成者の名前、テーマ
指定メールボックス名、受信者指定メールボックスボタンG9、新規テーマ指定メールボッ
クス作成ボタンG11、新規メール作成ボタンG12、テーマ指定バナーG10などが表示されて
いる。
新規テーマ指定メールボックス作成ボタンG11をクリックすると、図２のテーマ指定メー
ルボックス作成画面が表示される。新規テーマ指定メールボックス作成ボタンG11は他の
画面に表示されていてもよい。また、テーマ指定メールボックス作成画面を開く方法は他
の方法でもよい。
【００８２】
図６、７では、テーマ指定メールボックス名がリスト化されているが、そのほかの表示を
追加してもよい。たとえば、テーマ指定メールボックス作成時間や、テーマ指定メールボ
ックスに新しいメールが着信した時間などを表示してもよい。図６、７の例では、テーマ
指定メールボックス名を押すとテーマ指定メールボックスが表示される。
また、図８で示したように、テーマ指定メールボックス名と一緒に、このテーマ指定メー
ルボックス内の数個のメールタイトルを表示させてもよい。図８の例では、もっと読むボ
タンG13を押すとこのテーマ指定メールボックスが表示される。
テーマ指定メールボックスリストの内容はここに示したものに限らない。他の様式でもよ
い。
【００８３】
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上記の説明のような過程を経て、図９のテーマ指定メールボックス“次期マイカー”が出
来たのである。これは、図６、７、８の、ユーザー“裕子”が作成したテーマ指定メール
ボックスリストから開くことができる。
【００８４】
図９のテーマ指定メールボックスに表示されているメールのタイトル“ＧＴＲはスポーツ
カー？”をクリックすると、図１１に１例として示したように、メールが表示される。メ
ールには、メール送信者名、メールに指定されたテーマ名、メールタイトル、メール本文
、返信ボタンG15、テーマ指定バナーG10などが表示されている。このメールに指定されて
いるテーマは、自動車　→  スポーツカー　である。
テーマ指定バナーG10は、このメールが作成されたときに指定されたテーマと同じテーマ
が指定されたバナーである。このバナー配信方法は、結果として、ユーザーが関心のある
バナーのみが表示されるので、ユーザーにとって効率がよく有効な情報収集手段となる。
【００８５】
図６、７、８に示されたテーマ指定メールボックスリストにある新規メール作成ボタンを
クリックすると、図１２に１例として示されたように、メール作成画面が表示される。新
規メール作成ボタンG12がある画面は他の画面でもよいし、また、メール作成画面が表示
されるプロセスは他の方法でもよい。
この例のメール作成画面には、送信ボタンG16、テーマ選択ボタンG3、編集可ボタンG17、
メール受信者入力エリアG18、ＣＣ（カーボンコピー）受信者入力エリアG19、メールタイ
トル入力エリアG20、メール本文入力エリアG21があるが、作成するメールの種類によって
はすべてが必要なわけではない。メール作成画面の内容はここに示したものに限らない。
他の様式でもよい。
【００８６】
情報をメールで配信しようとするクライアント端末３のユーザーは、自らが配信しようと
する情報に最も適切なテーマを選択、指定してメールを作成し、メールサーバー１へ送信
する。
ここでは、ユーザー“清水”が、テーマを指定したメールを作成する場合の１例を示す。
ユーザー“清水”が、メール作成画面のテーマ選択ボタンG3がクリックすると、
図４に示したように、テーマ選択画面が表示される。ユーザー“清水”は、ここで自動車
のボタンG5をクリックし、それにより開かれた図５の自動車のテーマ選択画面で、スポー
ツカーのサブテーマ選択用チェックボックスG6にチェックをいれ、選択終了ボタンG4をク
リックしたとする。すると、クライアント端末３からメールサーバー１へテーマ選択情報
が送信される。メールサーバー１は、クライアント端末３からテーマ選択情報を受信する
と、選択されたテーマを埋め込んだメール作成画面情報をクライアント端末３に送信する
。その結果、クライアント端末３に、図１３に１例として示したように、“自動車→　ス
ポーツカー”というテーマが設定されたメール作成画面が表示される。
ここでは、わかりやすくするため、メールにテーマを１個だけ選択したが、複数のテーマ
を選択してもよい。選択の手続きを繰り返すことで複数のテーマを選択できる。複数のテ
ーマを選択した場合、それだけ、作成したメールを受信するメールボックスの範囲が広が
る。
【００８７】
ユーザー“清水”が、図１３のメール作成画面で、メールタイトルと本文を入力し、送信
ボタンG16をクリックすると、クライアント端末３は、メール作成情報を生成し、それを
メールサーバー１へ送信する。
ユーザー“清水”は、テーマ（自動車　→  スポーツカー）を指定した“流麗！　フルー
リグランツーリスモ”というメールを作成した。
この場合、メール作成画面にメール受信者入力エリアG18、ＣＣ（カーボンコピー）受信
者入力エリアG19はなくてもよい。つまり、“メール受信者”と表示されている入力エリ
アと“ＣＣ”と表示されている入力エリアはなくてもよい。
メールサーバー１は、メール作成情報を受信し、それに基づき、メールを特定する情報で
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あるメール識別情報、メールを作成したユーザーを特定する情報であるユーザー識別情報
、メールに指定されたテーマを特定する情報であるテーマ識別情報、メールタイトル、メ
ール本文などを含む、メール情報を生成し、保存するが、そのプロセスは後で実施例とし
て説明する。
【００８８】
図９が、メール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”が作成される前のユーザー“裕子
”のテーマ指定メールボックス“次期マイカー”である。指定されているテーマは、自動
車　→  スポーツカー　である。図１０は、ユーザー“清水”によって、テーマ　自動車
　→  スポーツカー　が指定されたメール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”が作成
された後の同じテーマ指定メールボックスである。テーマ指定メールボックス“次期マイ
カー”は、テーマ　自動車　→  スポーツカー　が指定されたメールはすべて受信するの
で、メール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”が追加されている。
【００８９】
ここで、クライアン端末3でテーマ指定メールボックスが表示されるための情報であるテ
ーマ指定メールボックス表示情報が生成されるプロセスについて説明する。
クライアン端末3からテーマ指定メールボックス表示情報のリクエストを受信すると、テ
ーマ指定メールボックス表示情報のリクエストから、メールボックスに指定されたテーマ
識別情報が取り出される。そのテーマ識別情報で、保存されているメール情報を検索し同
じテーマが指定されているメール情報を抽出する。抽出したメール情報から、メール作成
者のユーザー識別情報、メールタイトルなどが取り出されテーマ指定メールボックス表示
情報が生成される。
また、別の方法としては、メール情報が生成される際に、メールに指定されたテーマ識別
情報で、メールボックス情報を特定し、特定したメールボックス情報すべてに、メール識
別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メールタイトルなど格納していく方法もある
。この場合、クライアン端末3からテーマ指定メールボックス表示情報のリクエストを受
信すると、メールボックス情報だけでテーマ指定メールボックス表示情報を生成できる。
 
また、上述いずれの場合にも、メールに指定されたテーマのテーマ指定メールボックスに
配信されるだけではなく、そのテーマの上位のテーマのテーマ指定メールボックスにもメ
ールが配信されるようにしてもよい。
【００９０】
図１４は、メール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”を図示したものである。メール
には、メール送信者名、メールに指定されたテーマ名、メールタイトル、メール本文、返
信ボタンG15、テーマ指定バナーG10などが表示されている。
【００９１】
本発明は、階層的なテーマを設定し、それをもとに、メール送信者が、特定のテーマを指
定してメールを作成、送信することを可能にする。
また、メール受信者は、特定のテーマのメールを受信するためのテーマ指定メールボック
スを作成し、複数所有することを可能にする。
メールサーバー1は、メールに指定されたテーマでメールを選別し、特定のテーマのメー
ルを、このテーマを指定されたテーマ指定メールボックスに届ける。
これにより、メール送信者は、特定のテーマに関心があるユーザーのメールアドレスを収
集することなしに、目的のユーザーにメールを送信でき、興味を共有する人たちの接点が
形成できる。なぜなら、テーマ指定したメールを送信したユーザーと、当該テーマ指定さ
れたメールを受信したユーザーは、それまで、まったく接点がない場合が多いからである
。
メール受信者は、自分の興味があるテーマに関する情報を効率的収集できる。
【００９２】
図１４のメールがユーザー“裕子”が使用するクライアント端末3で表示されたものとす
ると、図１４のメールで、返信ボタンG15をクリックすると、ユーザー“裕子”からユー
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ザー“清水”への返信メール作成画面が表示される。図１５は返信メール作成画面の一例
を図示したものである。ここでは、メールの送信者としてユーザー“裕子”が指定され、
メールの受信者としてユーザー“清水”が指定され、返信対象であるメールのタイトルも
表示されている。
図１５のような返信メール作成画面を使わなくても、図１２に示したようなメール作成画
面で、メールの受信者としてユーザー“清水”を指定しても同じである。この場合、テー
マは指定しないのでテーマ選択ボタンG3はなくてもよい。
ここで作成するメールはテーマを指定したメールではなく、従来からのメールの受信者を
指定するメールである。
メールのタイトルとメール本文を入力し、送信ボタンG16をクリックするとメール作成情
報が、クライアント端末３からメールサーバー１へ送信される。
ユーザー“裕子”はメールのタイトルを“ＲＥ：流麗！　フルーリグランツーリスモ”と
入力した。
メールサーバー１はメール作成情報を受信し、それに基づき、メール情報を生成し、保存
する。
【００９３】
メールに受信者のみが指定される場合は、メール情報の指定テーマを格納する部分には、
なにも情報が入力されないか、あるいは“０”のような、どのテーマも指さない値が入力
される。
【００９４】
ここで説明する例では、たとえば、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”も、ユーザー“
裕子”と同じように、テーマ　自動車　→  スポーツカー　を指定したテーマ指定メール
ボックスを作成しているとする。よって、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”も、ユー
ザー“清水”からのメール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”を受信している。もち
ろん、テーマ　　自動車　→  スポーツカー　を指定したテーマ指定メールボックスを作
成したユーザーは、ユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”以外にもい
る。
 
ただ、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”も、ユーザー“清水”からのメール“流麗！
　フルーリグランツーリスモ”についての返信メールを送信したとする。当然そのメール
にはメールの受信者としてユーザー“清水”が指定されている。
【００９５】
図１６は、ユーザー“清水”のテーマ指定メールボックスリストを図示したものである。
図１６のテーマ指定メールボックスリストで、受信者指定メールボックスボタンG9がクリ
ックされると、ユーザー“清水”をメール受信者に指定したメールを受信したメールボッ
クスが表示される。図１７は、受信者指定メールボックスを図示したものである。
ユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”からのメールが届いている。
リストの一番上のメールタイトル“ＲＥ：流麗！　フルーリグランツーリスモ”をクリッ
クすると、ユーザー“裕子”からのメールが開く。
図１８は、ユーザー“裕子”からの返信メールの内容を図示したものである。
【００９６】
ここで、クライアン端末3で受信者指定メールボックスが表示されるための情報である受
信者指定メールボックス表示情報が生成されるプロセスについて説明する。
受信者指定メールボックス表示情報は、受信者指定したメールボックス情報がなくても、
メール受信者のユーザー識別情報があれば生成できる。つまり、クライアン端末3から受
信者指定メールボックス表示情報のリクエストを受信すると、受信者指定メールボックス
表示情報のリクエストから、メール受信者のユーザー識別情報が取り出される。保存され
ているメール情報から、メール受信者として、そのユーザー識別情報が指定されているメ
ール情報を抽出する。抽出したメール情報から、メール作成者のユーザー識別情報、メー
ルタイトルなどが取り出され受信者指定メールボックス表示情報が生成される。
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また、別の方法としては、あらかじめ、ユーザーごとに受信者指定メールボックス情報を
作成しておき、そこに受信メール情報を蓄積しておくこともできる。つまり、メール情報
が生成される際に、メールに指定されたメール受信者のユーザー識別情報で、受信者指定
メールボックス情報を特定し、特定した受信者指定メールボックス情報に、メール識別情
報、メール作成者のユーザー識別情報、メールタイトルなど格納していく方法もある。こ
の場合、クライアン端末3から受信者指定メールボックス表示情報のリクエストを受信す
ると、受信者指定メールボックス情報だけで受信者指定メールボックス表示情報を生成で
きる。
【００９７】
次に、本発明のメールは、メール送信者とメール受信者によって、後で、編集できること
について説明する。
ユーザー“清水”は、自分のメール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”についての感
想を送ってくれたユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”にお礼のメー
ルを送信しようと、図１２のメール作成画面を開いて、メールを作成することにしたとす
る。
ここで作成するメールはテーマを指定したメールではなく、従来からのメールの受信者を
指定するメールである。
この場合、メール受信者を指定するだけなので、テーマ選択ボタンG3はなくてもよい。
 
ユーザー“清水”は、まず、メール受信者入力エリアG18にユーザー“裕子”を指定し、
ＣＣ（カーボンコピー）受信者入力エリアG19にユーザー“加藤”とユーザー“山口”を
指定した。ＣＣとはカーボンコピー受信者の略で、メール受信者を指定することにかわり
ない。
メール受信者の指定はメールアドレスのようなものでもよいし、ユーザーＩＤ番号などの
ユーザー識別情報ようなものでもよい。ユーザーを特定できるものであればなんでもよい
。
また、指定の仕方も、文字列を入力してもよいし、選択ボックスから選択するかたちにし
てもよい。また、メール作成画面とは別の画面を表示して、そこで、メール受信者を指定
するようにしてもよい。
また、ここで説明する例にはあてはまらないが、あらかじめ、ユーザーのグループをつく
っておき、グループを指定してメールを送信することもできる。、グループを指定してメ
ールを送信するということは、グループに所属するユーザーすべてをメール受信者に指定
することである。
 
さらに、ユーザー“清水”は、図１２のメール作成画面で、編集可ボタンG17をクリック
したとする。そうすると、作成されるメールは、送受信後もメール送受信者である、ユー
ザー“清水”、ユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”による編集が可
能になる。
この例では、メール作成時にメールを編集可能に指定しているが、はじめは編集不可にし
ておき、メールを送信した後で、編集可に指定してもよい。また、逆に、はじめは編集可
にしておき、メールがメールボックスに着信した後、ある程度編集が行われてから編集不
可に指定してもよい。
 
ユーザー“清水”は、図１２のメール作成画面で、メールタイトルを“フルーリグランツ
ーリスモ　カブリオレ”と入力し、メール本文を入力してから送信ボタンG16をクリック
すると、メール作成情報が生成され、クライアント端末３からメールサーバー１へ送信さ
れる。
メールサーバー１はメール作成情報を受信し、それに基づき、メール情報を生成し、保存
する。
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【００９８】
図６，７で示した、ユーザー“裕子”のテーマ指定メールボックスリストで、受信者指定
メールボックスボタンG9がクリックされると、メール受信者にユーザー“裕子”が指定さ
れたメールを受信するメールボックスが表示される。
そのメールボックスには、上述した、ユーザー“清水”からのメール“グランツーリスモ
　カブリオレ”が着信している。メールタイトル“グランツーリスモ　カブリオレ”をク
リックすると、図１９の、ユーザー“清水”からのメール“グランツーリスモ　カブリオ
レ”が表示される。このメールには、メール受信者名が表示され、返信ボタンG15の他に
、編集ボタンG23が表示されている。
 
図２０は、図１９のユーザー“裕子”のクライアント端末３に表示された、ユーザー“清
水”からのメール“グランツーリスモ　カブリオレ”にある編集ボタンG23がクリックさ
れることで、ユーザー“裕子”のクライアント端末３に表示されたメール編集画面を図示
したものである。このメール編集画面で、ユーザー“裕子”は、ユーザー“清水”からの
メール“グランツーリスモ　カブリオレ”を編集することができる。
このメール編集画面には、追加書き込みボタンG24と、追加書き込み内容の入力エリアG25
がある。ユーザー“裕子”が、追加書き込み内容の入力エリアG25にコメントを入力し、
追加書き込みボタンG24をクリックすると、メール編集情報が生成され、クライアント端
末３からメールサーバー１へ送信される。
メールサーバー１はメール編集情報を受信し、それに基づき、このメール情報が更新され
る。
【００９９】
図２１は、ユーザー“裕子”により追加書き込みされた後のメール“グランツーリスモ　
カブリオレ”を図示したものである。下部に、ユーザー“裕子”による追加書き込みが表
示されている。
 
図２１から図２５は、メール送受信者により。メール“フルーリグランツーリスモ　カブ
リオレ”に次々に追加書き込みがされる様を図示したものである。
図２２は、メール送信者であるユーザー“清水”のクライアント端末３で表示されたこの
メールのメール編集画面である。
ユーザー“清水”が、このメール編集画面で、追加書き込み内容の入力エリアG25にコメ
ントを入力し、追加書き込みボタンG24をクリックすると、メール編集情報が生成され、
クライアント端末３からメールサーバー１へ送信される。
メールサーバー１はメール編集情報を受信し、それに基づき、このメール情報が更新され
る。図２３は、メール送信者であるユーザー“清水”による追加書き込み後のメール“グ
ランツーリスモ　カブリオレ”を図示したものである。
 
メール“グランツーリスモ　カブリオレ”には、ＣＣとして、ユーザー“加藤”、ユーザ
ー“山口”もメール受信者に指定されているので、このメールは、ユーザー“加藤”、ユ
ーザー“山口”の受信者指定メールボックスにも着信している。
図２４は、メール受信者であるユーザー“加藤”のクライアント端末３で表示されたこの
メールのメール編集画面である。ユーザー“加藤”が、このメール編集画面で、追加書き
込み内容の入力エリアG25にコメントを入力し、追加書き込みボタンG24をクリックすると
メール編集情報が生成され、クライアント端末３からメールサーバー１へ送信される。
メールサーバー１はメール編集情報を受信し、それに基づき、メール情報が更新される。
図２５は、メール送信者であるユーザー“加藤”による追加書き込み後のメール“グラン
ツーリスモ　カブリオレ”を図示したものである。
【０１００】
［００９７］から[００９９]で説明したように、本発明では、
メール送受信後も、メール送受信者による編集が可能なメールを送信しているため、追加



(31) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

書き込みが容易に入れられ、メール送受信者間のコミュニケーションが活発になっている
。
このコミュニケーションで使用されたメールは“グランツーリスモ　カブリオレ”だけで
ある。コミュニケーションの流れが理解しやすい。また、コミュニケーションの記録も残
る。
メール送信者も、自らが配信した情報についての評価も得られるし、返信メールから、さ
らなる情報収集が収集できる可能性も開けてくる。さらに、興味を共有する人たちのネッ
トワークが構成でき、知的価値の流通は格段に発展する。
【０１０１】
別の例として、ユーザー“清水”が、テーマ　自動車　→  スポーツカー　を指定したメ
ール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”を作成する際に、もし、図１２の編集可ボタ
ンG17を押した場合は、このメールは、送受信後、メール送受信者による編集が可能にな
る。
その場合、メール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”は、送信者であるユーザー“清
水”や、受信者であるユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”からの編
集を受けることができる。図２６で示したこの場合のメール“流麗！　フルーリグランツ
ーリスモ”には、ユーザー“裕子”、ユーザー“加藤”、ユーザー“山口”からのコメン
トが追加書き込みされている。
【０１０２】
[０１０１]で説明したように、本発明では、送受信後も編集可能なテーマ指定メールが送
信されている。このため、コミュニケーションで使用されたメールは流麗！　フルーリグ
ランツーリスモ”だけである。コミュニケーションの流れが理解しやすい。また、コミュ
ニケーションの記録も残る。また、メール送信者が面識のないユーザーでも、メール受信
者であれば、追加書き込みができる。このことは、興味を共有する人たちが知り合うきっ
かけになる。
【０１０３】
上述のメールの編集では、もっぱら追加書き込みのみであったが、メール本文に編集を加
えられるようにしてもよい。また、メール本文に編集を加えことができる共に、追加書き
込みもできるようにしてもよい。どのようにメールを編集するかは自由に設定できる。
【０１０４】
次に、追加書き込みができるだけでなく、メール本文も編集できる場合の例を説明する。
この場合、メールは、テーマを指定したメールではなく、メール受信者を指定したメール
で説明するが、テーマを指定したメールでも同じである。
図２７は、ユーザー“藤本”が、ユーザー“高野”とユーザー“小滝”をメール受信者と
して指定して作成したと仮定したメールを図示したものである。図２８は、図２７のユー
ザー“藤本”からのメールがユーザー“高野”のクライアント端末３で表示され、ユーザ
ー“高野”が図２７のメールで、編集ボタンG23クリックすると開かれるメール編集画面
である。
図２８では、メール本文の編集と追加書き込みができるようになっている。
ユーザー“高野”は、ユーザー“藤本”が書き込んだ本文を、メール本文編集エリアG30
で、添削、編集し、その上、追加書き込み入力エリアG25にコメントをいれている。ユー
ザー“高野”が、送信ボタンG22をクリックすると、メール編集情報が生成され、クライ
アント端末３からメールサーバー１へ送信される。
メールサーバー１はメール編集情報を受信し、それに基づき、このメール情報を更新する
。
図２９は、ユーザー“高野”が編集した後のこのメールが、ユーザー“小滝”のクライア
ント端末３で表示されたものを図示したものである。図３０は、ユーザー“小滝”が、図
２９のメールで、編集ボタンG23をクリックすると開かれるメール編集画面である。
ユーザー“小滝”は、メール編集画面でメール本文には手を加えず、コメントのみを入れ
ている。図３１は、ユーザー“小滝”による編集後のこのメールの内容を図示したもので
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ある。
【０１０５】
[０１０４]、[０１０４]で説明したように、本発明では、メール受信者を指定したメール
で、送受信後に、メール本文に編集を加えられると共に、追加書き込みもできる。もちろ
ん、テーマを指定したメールでも同じことができる。メールの編集の形式はここに例示し
たものに限らない。たとえば、メール本文のみが編集できるものなど、自由に設定できる
。どのようにメールを編集するかは自由である。
【０１０６】
メール受信者を指定したメールで、送受信後に、メール本文に編集を加えられると共に、
追加書き込みもできる方法はビジネス業務などで有効である。
ビジネス業務などで情報交換をする際、メール送受信者が、送受信済みメールへの追加書
き込みやメール本文の修正をできることは役に立つ仕組みである。個々のメールの送受信
を繰り返してコミュニケーションを形成するという従来のメール送受信方法の冗長なやり
取りを低減し、さらに、メール送受信者がコミュニケーションの流れを常に俯瞰できるよ
うになる。さらに、メール送受信記録が残る。これは、ビジネス業務などに関する情報管
理の方法として、簡便かつ優れた方法である。
【０１０７】
以上、テーマを指定してメールを作成した場合と、受信者を指定してメールを作成した場
合につき説明した。しかし、テーマと受信者の両方を指定してメールを作成することもで
きる。その場合は、テーマ指定メールボックスと受信者指定メールボックスの両方にメー
ルが届く。
【０１０８】
尚、図９、図１７に示したような、メールボックスでの、メールの表示順序は、メールの
作成時間順であるが、送受信後もメール送受信者による編集が可能なメールについては、
メールの更新時間順にするのがよい。しかし、メールボックスでの、メールの表示順序は
、本メール送受信システムの目的に応じて自由にしてよい。また、メールタイトル順、メ
ール送信者順などで並べ替えできるようにするのがよい。
【０１０９】
次に、このメール送受信システムを利用した新たな情報配信の仕組みとして、本発明のメ
ールに指定するテーマをバナー配信に役立てることについて説明する。
本発明のメールサーバー１が配信するバナーには、メールに指定するテーマを指定する。
それは、メールサーバー１が保持するテーマ指定バナー情報に基づくものである。
メールサーバー１が配信する画面に、テーマ指定バナーを掲載する。
本発明のシステムでバナーを配信しようと希望するバナー提供者は、メールサーバー１の
運営者と契約し、本発明でメールに指定するテーマから、自らが提供するバナーにふさわ
しいテーマをバナーに指定する。その上でバナーを登録する。
このようにテーマを指定したバナーがテーマ指定バナーG10である。
メールサーバー１は、テーマ指定バナーG10をクライアント端末３で表示するためのテー
マ指定バナー表示情報を生成する。
【０１１０】
まず、本発明のメール送受信システムを利用するユーザーに、テーマ指定バナーG10を配
信する場合について説明する。
 
図６、７、８のテーマ指定メールボックスリストにはテーマ指定バナーG10が表示されて
いる。このバナーは、ユーザー“裕子”がテーマ指定メールボックスを作成したときに選
択したテーマが指定されたバナーである。そのため、ユーザー“裕子”が関心のあるテー
マのバナーしか表示されない。このバナー配信方法は、ユーザーにとって効率がよく有効
な情報収集手段となる。このテーマ指定バナーG10が表示される画面は、テーマ指定メー
ルボックスリストでなくてもよい。他の画面でもよい。メールサーバー１は、ユーザーか
らのリクエストからユーザー識別情報を取り出して、ユーザーを特定できるので、そのユ
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ーザーがテーマ指定メールボックスを作成したときに指定したテーマも特定できる。よっ
て、メールサーバー１が配信する任意の画面にこのテーマ指定バナーG10を表示できる。
【０１１１】
また、テーマが指定さているメールには、そのメールに指定されたテーマが指定されたバ
ナーが表示されるのがよい。図１１、１４のテーマ指定バナーG10はそれである。
また、テーマ指定メールボックスには、そのメールボックスに指定されたテーマを指定さ
れたバナーが表示されるのがよい。図９、１０のテーマ指定バナーG10はそれである。
【０１１２】
次に、本発明のメール送受信システムを利用するユーザー以外のネットワークユーザーが
アクセスしてきた場合にも、メール送受信にかかわる以外の画面にテーマ指定バナーG10
を掲載して配信できるようにできる。その場合、掲載するテーマ指定バナーのテーマはあ
らかじめ決めておく。コミュニケーション関連のテーマなどがふさわしい。
本発明のメール送受信システムを利用するユーザー以外のネットワークユーザーがアクセ
スしてきた場合は、いかなる画面も配信しないようにしてもよい。
【０１１３】
また、図６、７、９、１０、１１のテーマ指定バナーG10には、次へボタンG28と前へボタ
ンG29が表示されている。次へボタンG28をクリックすると、同じテーマが指定されたテー
マ指定バナーG10が次々に表示される。一つ前のテーマ指定バナーG10をまた見たい場合は
、前へボタンG29をクリックすればよい。テーマ指定バナーG10に次へボタンG28と前へボ
タンG29を表示するか否かは自由にきめてよい。
【０１１４】
また、図１１のテーマ指定バナーG10には、複数のバナーが表示されている。１度に表示
するバナーの数も自由にきめてよい。
【０１１５】
また、テーマ指定バナーG10が、テキストのみによるものか、画像などによるものか、あ
るいはまた、テキストと画像などの両方によるものかは自由にきめてよい。
【０１１６】
本発明は、メール受信者がテーマ指定メールボックスを作成する際に指定したテーマと同
じテーマを指定されたテーマ指定バナーG10のみをメール受信者に提示している。結果と
して、本発明のメール送受信システムを利用するユーザーには、ユーザーが関心のあるテ
ーマ指定バナーG10のみが表示される。また、テーマが指定さているメールには、そのメ
ールに指定されたテーマが指定されたテーマ指定バナーG10が掲載され、テーマ指定メー
ルボックスには、そのメールボックスに指定されたテーマが指定されたテーマ指定バナー
G10が掲載される。メールやテーマ指定メールボックスを閲覧する場合、より的を絞った
バナーが提示されることになる。
また、一方、バナー提供者にとってもターゲットを絞り込んだバナー配信ができる。
【０１１７】
次に、他のＷｅｂサーバーにアクセスしてきたのネットワークユーザーに、テーマ指定バ
ナーG10を配信することについて説明する。
自らが管理するＷｅｂサーバーが配信するＷｅｂコンテンツに、テーマ指定バナーG10を
掲載することを希望するＷｅｂサイト運営者は、メールサーバー１の運営者と契約を締結
する。その上で、配信するＷｅｂコンテンツにふさわしいテーマを、メールに指定するテ
ーマから選択する。これにより、配信するＷｅｂコンテンツに掲載されるテーマ指定バナ
ーG10がきまる。テーマ指定バナーG10を掲載するＷｅｂコンテンツを配信するサーバーが
、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4である。
 
図３２に示した、掲載バナーテーマ選択画面である。掲載バナーテーマ選択画面には、送
信ボタンG31、Ｗｅｂサイト識別情報入力エリアG32、パスワード入力エリアG33がある。
 
ここでは、サイト“ＣＯＬＤＭＯＯＮ”の運営者が、“ＣＯＬＤＭＯＯＮ”が配信するＷ
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ｅｂコンテンツに掲載するテーマ指定バナーG10に指定するテーマを選択する場合を想定
している。
契約を締結したＷｅｂサイト運営者は、名前など、運営するサイトを識別する情報をＷｅ
ｂサイト識別情報入力エリアG32に入力し、パスワード入力エリアG33にパスワードを入力
し、送信ボタンG31をクリックすると、図３３に示したようにテーマ選択ボタンG3を含む
画面が表示され、Ｗｅｂサイト運営者がテーマ選択ボタンG3をクリックすると、図４のテ
ーマ選択画面が表示される。
【０１１８】
ここで、Ｗｅｂサイト運営者は、自らが配信するＷｅｂコンテンツに掲載するテーマ指定
バナーG10に指定するテーマを選択するが、そのプロセスは、[００７７]、[００７８]で
説明したものと同じである。
Ｗｅｂサイト運営者が、希望するテーマのテーマ選択用チェックボックスG6がチェックし
、選択終了ボタンG4をクリックすると、クライアント端末３からメールサーバー１へテー
マ選択情報が送信される。これで、“ＣＯＬＤＭＯＯＮ”が配信するＷｅｂコンテンツに
掲載するテーマ指定バナーG10のテーマは決まった。
メールサーバー１はテーマ選択情報を受信すると、選択されたテーマを埋め込んだ確認画
面が表示される。図３４は確認画面を図示したものである。確認画面で送信ボタンG31、
がクリックされると、バナーのテーマ設定は完了である。
掲載バナーテーマ選択画面でＷｅｂサイト運営者が入力するのは、名前など、運営するサ
イトを識別する情報とパスワードに限らない。契約したバナー掲載Ｗｅｂサーバー4を特
定しうる情報であればよい。
メールサーバー１はバナー掲載Ｗｅｂサーバー情報を保持する。
【０１１９】
図３５、図３６は、クライアント端末３で表示されたバナー掲載Ｗｅｂサーバー4が配信
するＷｅｂコンテンツの例を図示したものである。図３５、図３６は、両方とも、バナー
掲載Ｗｅｂサーバー4が送信したＷｅｂコンテンツ表示情報に基づき表示されている。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、図３５のようなＷｅｂコンテンツでも、図３６のような
Ｗｅｂコンテンツでも選択的に配信できる。
【０１２０】
図３５では、Ｗｅｂコンテンツは１個の画面より構成されている。この画面に表示されて
いるのは、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4が送信したＷｅｂページ表示情報に基づき表示さ
れたＷｅｂページである。この場合、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4が送信したＷｅｂペー
ジ表示情報には、テーマ指定バナー表示情報が埋め込まれている。そのため、Ｗｅｂペー
ジにはテーマ指定バナーG10が掲載されている。
その際、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、メールサーバー１にアクセスし、テーマ指定バ
ナー表示情報を生成するのに必要なテーマ指定バナー情報を、メールサーバー１から取得
する。
【０１２１】
図３６では、Ｗｅｂコンテンツは上下２個の画面より構成されている。上部のテーマ指定
バナーG10が表示されている画面は、メールサーバー１から送信されたＷｅｂページ表示
情報により表示されるテーマ指定バナー画面G34である。この場合は、メールサーバー１
は、本発明のメール送受信システムを利用するユーザー以外のネットワークユーザーがア
クセスしてきた場合にも、テーマ指定バナーG10を掲載した画面を配信できるようにして
いなければならない。
テーマ指定バナー画面G34には、テーマ指定バナーG10とは離れて、次へボタンG28と前へ
ボタンG29が表示されてが、テーマ指定バナーG10と一緒にしてもよい。
下部の画面は、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4が送信したＷｅｂページ表示情報に基づき表
示されたＷｅｂページである。
この場合のＷｅｂコンテンツの実体は、上下にフレームで分割されたウィンドウである。
この場合ウィンドウは、上下２フレームに分割されているが、左右２フレームに分割され
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ていてもよいし、さらに多くのフレームに分割されていてもよい。また、テーマ指定バナ
ー画面G34が表示されるのはどのフレームでもよい。
また、テーマ指定バナー画面G34それ自体がすべてテーマ指定バナーG10である場合も考え
られる。
また、テーマ指定バナー画面G34をインラインフレームに表示してもよい。
【０１２２】
図３５のテーマ指定バナーG10には、次へボタンG28と前へボタンG29を表示されていず。
図３６のテーマ指定バナーG10には、次へボタンG28と前へボタンG29が表示されている。
しかし、これはどちらでもよい。次へボタンG28と前へボタンG29を表示させるか否かは自
由にきめてよい。
【０１２３】
また、図３８でも、図３９でも、バナーに数は１個であるが複数にしてもよい。
【０１２４】
また、テーマ指定バナーG10が、テキストのみによるものか、画像などによるものか、あ
るいはまた、テキストと画像などの混在によるものかは自由にきめてよい。
【０１２５】
クライアント端末３のユーザーがテーマ指定バナーG10をクリックすると、バナーの対象
である商品についての広告ページやレビュー、あるいは、単なるお知らせのページなどが
表示される。この場合、直接それらのバナーの対象となるページへ行かず、中継するペー
ジを介する場合もある。
【０１２６】
Ｗｅｂサイト運営者が、メールに指定するテーマを選択することにより、Ｗｅｂコンテン
ツには、Ｗｅｂサイト運営者が選択したテーマのバナーが表示されるようになる。Ｗｅｂ
コンテンツ閲覧者にとっては、そのＷｅｂコンテンツにふさわしいバナーが表示されるの
で、貴重な情報収集手段となる。また、Ｗｅｂサイト運営者にとっては、アクセスしてく
るＷｅｂコンテンツ閲覧者を増加させる助けとなる。
【０１２７】
次に、このメール送受信システムを利用した新たな情報配信の仕組みとして、本発明のメ
ールに指定するテーマをレビュー配信に役立てることについて説明する。これは、商品の
論評であるレビューが、テーマが指定されたメールに変換されることで実現される。
 
本発明のメール送受信システムは、商品を提供するマーケターと、商品についてのレビュ
ーを作成するレビュー作成者との連係を形成する。
以下で言うマーケターとは、市場に商品を提供する人、あるいは組織であるマーケターの
うち、本発明のシステムのユーザーである人、あるいは組織をさす。
本発明では、商品に、本発明のメールに指定しているテーマが指定されている。これから
の説明で言う、メールに指定されるテーマを指定された商品がテーマ指定商品である。
 
本発明のレビューが対象とする商品は、テーマ指定商品である。レビューを作成するユー
ザーは、テーマ指定商品を選んで、それについての論評を書く。
そのようにして作成されたレビューは、メールに変換される。レビューから変換されたメ
ールには、レビューが対象とするテーマ指定商品に指定されたテーマが指定される。よっ
て、変換されたメールは、テーマ指定メールボックスに配信される。
【０１２８】
レビューが作成されるプロセスについて説明する。
まず、本発明のメール送受信システムのユーザーであるレビュー作成者が、テーマ指定商
品を指定してレビューを作成する。
レビュー作成者は、メールサーバー１からクライアント端末３に送信されたレビュー作成
画面情報に基づくレビュー作成画面を開く。図３７は、ユーザー“清水”が開いた、レビ
ュー作成画面の１例を図示したものである。
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レビュー作成者が、テーマ指定商品を選択するために、図３７で、テーマ選択ボタンG3を
クリックすると、図４で図示したようなテーマ選択画面が表示される。
図５は、図４で自動車のテーマ名ボタンG5が押され、それにより表示された自動車のテー
マ選択画面である。
図５の自動車のテーマ選択画面で、レビュー作成者が、さらに、ファミリーカーのテーマ
名ボタンG5をクリックすると、ファミリーカーのテーマ選択画面が表示される。ファミリ
ーカーのテーマ選択画面で、商品一覧ボタンG7がクリックされると、“ファミリーカー“
をテーマとした商品の商品選択画面が表示される。図３９は、この商品選択画面を図示し
たものである。図３９では、　自動車　→  ファミリーカー　をテーマとする商品名と、
テーマ指定商品選択用ラジオボタンG39がリスト項目として一覧表示されている。
この例の場合、テーマ指定商品名をクリックすると、マーケターが管理するこの商品に関
する情報が掲載されたページが表示される。
レビュー作成者が、テーマ指定商品選択用ラジオボタンG39をチェックし、選択ボタンG40
をクリックすると、作成されるレビューが対象とするテーマ指定商品が選択される。ここ
では、“トミタ　ＰＲＯＢＯＸ１．５”が選ばれ、作成されるレビューが対象とするテー
マ指定商品になった。レビュー作成者が、選択ボタンG40をクリックすると、図３８のレ
ビュー作成画面に進む。
 
図３８のレビュー作成画面情報には、選択したテーマ指定商品名が表示されている。また
、作成するレビューが対象とするテーマ指定商品に指定されたテーマも表示されている。
選択したテーマ指定商品名は“ＰＲＯＢＯＸ１．５”であり、作成するレビューが対象と
するテーマ指定商品に指定されたテーマは　自動車　→  ファミリーカー　である。
図３８で、レビュータイトル、レビュー本文が書き込まれ、送信ボタンG35がクリックさ
れると、レビュー作成情報がクライアント端末３からメールサーバー１に送信される。
ここでは、レビュータイトルとして“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”がレビュー
タイトル入力エリアG36に入力され、レビュー本文入力エリアG37にレビュー本文が入力さ
れた。
レビュー作成の際の、レビュー対象となるテーマ指定商品の選択、レビュータイトルの入
力、レビュー本文の入力の順序は、どのような順番であってもよい。また、レビュー作成
画面に、他の入力項目を追加してもよい。ここに図示したものはあくまでも１例であり、
レビュー作成画面の様式は自由に工夫してかまわない。
メールサーバー１は、レビュー作成情報を受信し、それに基づき、レビューを特定する情
報であるレビュー識別情報、レビューを作成したユーザーを特定する情報であるユーザー
識別情報、レビューに指定されたテーマ指定商品を特定する情報であるテーマ指定商品識
別情報、レビュータイトル、レビュー本文などを含む、レビュー情報を生成し、保存する
が、そのプロセスは後で実施例として説明する。
図４１は、作成されたレビューを図示したものである。
【０１２９】
一方、マーケターは、自分が提供するテーマ指定商品のレビューの中から、自らのマーケ
ティングに役に立つと思えるレビューを選定することができる。なぜなら、選定されたレ
ビューはメールに変換されて、ユーザーのテーマ指定メールボックスに配信され、マーケ
ティングの一助となるからである。
 
まず、マーケターは、自らが提供するテーマ指定商品についてのレビュー一覧があるレビ
ュー選択画面を開く。図４０は、レビュー選択画面の１例を図示したものであり、“トミ
タ　ＰＲＯＢＯＸ１．５”についてのレビューのタイトルとレビュー選択用チェックボッ
クスG41よりなるリスト項目が一覧表示される。この例の場合、レビュータイトルをクリ
ックするとレビューが表示される。
レビュー選択画面には、他の表示項目を追加してもよい。たとえば、レビュー作成者名は
表示しておいたほうがいいが、ここでは省略している、ここに図示したのはあくまでも１
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例であり、レビュー選択画面の様式は自由に工夫してかまわない。
 
マーケターは、自らが提供するテーマ指定商品であるトミタ　ＰＲＯＢＯＸ１．５につい
てのレビューを閲覧し、メール化するにふさわしいと判断したら、レビュー選択画面で、
レビュータイトル横のレビュー選択用チェックボックスG41をチェックし、選択ボタンG42
をクリックする。あるいは、図４３のレビューで選択ボタンG43をクリックする。そうす
ると、レビュー選択情報がクライアント端末３からメールサーバー１に送信される。
メールサーバー１は、クライアント端末３からレビュー選択情報を受け取ると、選択され
たレビューをメール化可能とし、そのレビューはメールに変換可能になる。
 
レビューをメール化可能とする、あるいは、レビューがメール変換された場合は、マーケ
ターは、レビューをメール化することの代償として、本発明のメール送受信システムの運
営者、および、レビュー作成者に、なんらかの謝礼、報酬が支払うようにしたほうがよい
。営利目的でメールが送信できるであれば、それなりの代償を払う必要がある。もし、す
べてのレビューが自由にメール化できると、本発明のメール送受信システムは、スパムメ
ールの温床となってしまうからである。当然、前提として、本発明のメール送受信システ
ムでは、営利目的としたメールは禁止とする規約が必須となる。
メール化可能となったレビューのみがメールに変換され配信されるのである。マーケター
は代償を支払わなければならないので、むやみに、営利目的としたメールが発生するのを
防ぐことができる。
支払いの必要が発生するタイミングは、レビューがメール化可能となったときでも、メー
ル化されたときでも、そのメールが読まれたときでも、自由に設定できる。
【０１３０】
レビューをメール化するという作業は、メール作成画面で、手作業で行われてもよいが、
レビューがメール化可能となると自動的にメールが生成されたほうがよい。
メールサーバー１は、メール化可能となり、メールに変換可能になったレビュー情報に基
づき、メール内容がレビュー内容と同じか、レビュー内容に準ずるメール情報を自動的に
生成する仕組みをさらにもっている。
当然、このメール情報に指定されるテーマは、レビューが対象とするテーマ指定商品に指
定されたテーマと同じである。
メール情報が自動的に生成される仕組みをメールサーバー１が持っていると、レビューを
メール化するという作業は発生せず、レビューがメール化可能となると自動的メールが生
成され、指定されたテーマにより分別され、同じテーマを指定されたテーマ指定メールボ
ックスに配信される。
図４２は、レビュー“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”から自動的に変換されて生
成されたメールを図示したものである。
【０１３１】
本発明のレビューが対象とする商品は、テーマ指定商品である。本発明では、レビュー作
成者がテーマ指定商品についてのレビューを作成し、マーケターが、自分が提供する商品
のレビューを選定すると、選定されたレビューがメールに変換される。変換されたメール
に指定されるテーマは、テーマ指定商品に指定されたテーマと同じものである。よって、
レビューから変換されたメールは、テーマ指定商品に指定されたテーマと同じテーマが指
定されたテーマ指定メールボックスに届く。
これにより、消費者であるユーザーは、自分が興味ある商品について、おなじく消費者で
あるユーザーが作成したレビューを、メールとして受信して読むことができる。従来のレ
ビューは、作成され、ネットワーク上の情報として存在していても、それが効率よく配信
される仕組みは工夫されていない。本発明では、レビューがテーマを指定されたメールに
変換され、テーマ指定メールボックスに配信されるという、レビューの効率的配信を実現
する。
 



(38) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

レビューは、バナーと異なり、同じ消費者という目線から書かれた、評価、推薦であるた
め、大いに参考になる。
また、マーケターは、自己の商品について、バナーとは違う、第３者の意見、感想を見込
み客に提供するという新しいシステムを利用できる。
このように、本発明は、商品の消費者による評価、推薦という、マーケティングコミュニ
ケーションでの新たなフィールドについて、ひとつのシステムを提供したものでもある。
また、この仕組みはスパムメール低減にも寄与する。本発明のメール送受信システムは営
利目的としたスパムメール発生の場となる可能性がある。そのため、営利目的としたメー
ルは禁止とする規約が必須となる。しかし、商品に関するメールをすべて禁止することは
、消費者の情報収集という見地からするとマイナスである。また、営利目的としたメール
を禁止する場合、何を基準にスパムメールと判定するかの課題が持ち上がってくる。その
ために本発明の、テーマ指定商品を推薦する優良なレビューはマーケターが選定し、メー
ルに変換する許可を与えるとい仕組みは重要な役割を果たす。
また、マーケターから本発明のシステムの運営者、および、レビュー作成者に、なんらか
の謝礼、報酬が還流するシステムを付加するのがよい。営利目的のメールを送信するので
あれば、それなりの対価を払うのも商業モラルの基本である。また、レビュー作成者のモ
チベーションも高まる。
【０１３２】
次に、本発明で、複数のメールサーバー１がネットワークを介して連係する場合について
説明する。
この場合、メールサーバー１は、連係したメールサーバー１の中で、一つのメールサーバ
ー１を特定するためのメールサーバー情報をさらに保持する。
それぞれのメールサーバー１は、クライアント端末３からリクエストに応じてメール情報
、メールボックス情報、レビュー情報、ユーザー情報を生成、保持する。
 
各メールサーバー１は、クライアント端末３からのリクエストに応じるために、他のメー
ルサーバー１が保持しているメール情報やレビュー情報が必要であれば、それを取り寄せ
る。また、クライアント端末３からのリクエストが、他のメールサーバー１が保持してい
るメール情報、メールボックス情報、受信者指定メールボックス情報、レビュー情報への
処理を指示するものであれば、それを他のメールサーバー１に伝える。
 
たとえば、メールボックス表示情報を生成するときにメールサーバー間でメール情報をや
りとりする場合は、
テーマ指定メールボックスの場合は、メールサーバー１は、メールボックスに指定された
テーマ識別情報で、すべての連係したメールサーバー１に、保存されているメール情報か
ら同じテーマが指定されているメール情報を抽出してもらい、それを送信してもらう。次
いで、連係したメールサーバー１から受信したメール情報から、メール作成者のユーザー
識別情報、メールタイトルなどを取り出しテーマ指定メールボックス表示情報を生成する
。
 
また、別の方法としては、メールサーバー１は、メール情報が生成される際に、メールに
指定されたテーマ識別情報で、すべての連係したメールサーバー１に保存されているメー
ルボックス情報を特定し、特定したメールボックス情報を持つ連係したメールサーバー１
に、作成したメールのメール識別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メールタイト
ルなどの格納を指示する情報を送信する。その情報を受信したメールサーバー１は、特定
されたメールボックス情報に、メール識別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メー
ルタイトルなど格納していく方法もある。
 
また、上述いずれの場合にも、メールに指定されたテーマのテーマ指定メールボックスに
配信されるだけではなく、そのテーマの上位のテーマが指定されたメールボックスにもメ



(39) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

ールが配信されるようにしてもよい。
 
受信者指定メールボックスの場合は、メール受信者のユーザー識別情報で、すべての連係
したメールサーバー１に、保存されているメール情報から、メール受信者として、そのユ
ーザー識別情報が指定されているメール情報を抽出してもらい、それを送信してもらう。
次いで、連係したメールサーバー１から受信したメール情報から、メール作成者のユーザ
ー識別情報、メールタイトルなどを取り出し受信者指定メールボックス表示情報が生成す
る。
複数のメールサーバー１が連係する場合は、メール情報の受信者を特定する情報は、図５
７で示すようにユーザー識別情報と、そのユーザーが登録されたメールサーバーの識別情
報が組み合わされる。よって、受信者指定メールボックスの場合の別の方法としては、メ
ール情報が生成される際に、メールに指定されたメール受信者を特定する情報からメール
受信ユーザーの識別情報とメールサーバー識別情報を取り出す。メールサーバー識別情報
で特定したメールサーバー１に、メール受信ユーザーの識別情報、作成したメールのメー
ル識別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メールタイトルなどの格納を指示する情
報を送信する。
その情報を受信したメールサーバー１は、メール受信ユーザーの識別情報でメールボック
ス情報を特定し、それにに、メール識別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メール
タイトルなど格納していく方法もある。
【０１３３】
複数のメールサーバー１がネットワークを介して連係することで、分散された各メールサ
ーバー１のユーザーは、登録しているメールサーバー１の枠をこえて、他のメールサーバ
ー１に登録しているユーザーとの間で、上述したメール送受信がおこなえる。これにより
コミュニケーションがさらに活発になる。
【実施例１】
【０１３４】
以下に示す実施形態は、実施した例を示すもので、ここで説明する以外のプロセスで本発
明を実施してもよい。本発明の構成、作用、使用方法をサポートするものであれば、どの
ようなプロセスで実施してもよい。
第２実施形態
次に、メール送信者が、メール受信者を指定してメールを送信する以外に、メールにテー
マを指定してメールを送信すること、メール受信者が特定のテーマが指定されたメールを
受信するためにメールボックスを作成すること、メールがメール送信者とメール受信者に
よって、後で、編集できること、メールに指定するテーマをバナー配信に役立てること、
　メールに指定するテーマが指定された商品についてのレビューがメールに変換されるこ
とにつき実施した例について説明する。
図４３、図６５は、第１実施形態の構成を示す機能ブロック図である。
【０１３５】
図４３に示すように、ユーザーのクライアント端末３には、ブラウザなどがインストール
された処理部8がある。処理部8は、ＨＴＴＰプロトコルのハイパーリンクなどにより、マ
ルチメディア情報を表示部9で表示するものである。処理部8の操作は、キーボードやマウ
ス等からなる入力部10により行われる。また、ユーザーのクライアント端末３には、ネッ
トワーク２を介してメールサーバー１と交信する送受信部5がある。
【０１３６】
本発明のシステムを利用するクライアント端末３のユーザーは、まず、メールサーバー１
へユーザー登録した。
ユーザー登録、ユーザー認証に関するプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素とし
ては、図４３の機能ブロック図で示したように、ユーザー情報保存部に相当するデータベ
ース１2があり、図５２に示したようにユーザー情報が保存されていた。
図５２では、ユーザー情報を構成する情報エレメントとして、ユーザー識別情報としての
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ユーザーＩＤ番号、ユーザー照合情報としてのパスワード、ユーザー名、ユーザーが受信
した最新のメール識別情報がリンクされた構成となっている。たとえば、図５２では、ユ
ーザー識別情報“４３”の、ユーザー名“裕子”のユーザーのパスワードは“jilmal”と
なっていて、このユーザーが受信した最新のメール識別情報は“１６８５”である。
図５２の１行がひとつのユーザー情報に対応する。
ユーザー識別情報とは、メールサーバー１に登録されているユーザーを一意に特定できる
情報であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に登録されている
ユーザーを一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用してもかまわない。
ユーザー情報の内容はここで説明したものに限らない。最新受信メール識別情報はなくて
もよい。また、別の情報エレメントを追加してもよい。
 
メールサーバー１には、ユーザー登録、ユーザー認証に関するプロセスに関わるメールサ
ーバー１の構成要素として、他に、ネットワーク２を介してクライアント端末３と交信す
る送受信部6があり、クライアント端末３でユーザー登録画面を表示するための情報を生
成するユーザー登録画面情報生成部7があり、ユーザー情報を生成するユーザー情報生成
部11があり、クライアント端末３でログイン画面を表示するための情報を生成するログイ
ン画面情報生成部12があり、アクセスしてきたクライアント端末３のユーザーを認証する
ユーザー認証部14がある。
【０１３７】
図４４は、ユーザー登録の動作を示すシーケンス図である。図４３、図４４を参考にして
ユーザー登録のプロセスについて実施した例を説明する。
クライアント端末３の送受信部5から、ユーザー登録画面情報のリクエストがメールサー
バー１へ送信される（プロセスP3-1）と、メールサーバー１は、送受信部6でユーザー登
録画面情報のリクエストを受信し、ユーザー登録画面情報生成部7はユーザー登録画面情
報を生成し、生成されユーザー登録画面情報は、送受信部6から、クライアント端末３に
送信された（プロセスP3-2）。クライアント端末３は、ユーザー登録画面情報を送受信部
5で受信し、処理部8は表示部9にユーザー登録画面を表示した。入力部10から、新規ユー
ザー情報が入力されると、入力された新規ユーザー情報は送受信部5からメールサーバー
１に送信された（プロセスP3-3）。
この例では、新規ユーザー情報として、ユーザー名と、ユーザー識別に用いるユーザー照
合情報としてパスワードを入力したが、他の情報を入力してもよい。
【０１３８】
メールサーバー１は、クライアント端末３からの新規ユーザー情報を送受信部6で受信し
、ユーザー情報生成部11は、新規ユーザー識別情報を生成し、新規ユーザー情報から、ユ
ーザー名と、ユーザー照合情報であるパスワードを取り出し、新規ユーザー情報に基づき
、新規ユーザー識別情報と、ユーザー名と、ユーザー照合情報を含むユーザー情報を生成
し、ユーザー情報保存部12に保存した。
ユーザー登録の方法は、ここで示したものに限らない。他のユーザー登録の方法でもかま
わない。
【０１３９】
ユーザーは、本発明のシステムを利用する際に、まず、メールサーバー１へログインした
。
図４５は、ログインのプロセスに関するシーケンス図である。図４３、４５を参考にして
ログインのプロセスについて実施した例を説明する。
クライアント端末３から、ネットワークを経由してメールサーバー１にログイン画面情報
のリスエストが送信された（プロセスP4-1）。メールサーバー１は、クライアント端末３
からのログイン画面情報のリスエストを送受信部6で受信し、ログイン画面情報生成部12
はログイン画面情報を生成し、生成されたログイン画面情報は送受信部6からクライアン
ト端末３に送信された（プロセスP4-2）。クライアント端末３は、送受信部5でログイン
画面情報を受信し、処理部8は、表示部9にログイン画面を表示した。
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クライアント端末３のユーザーが入力部10をつかってログイン画面にユーザー名とパスワ
ードを入力すると、入力した情報はログイン情報として、メールサーバー１に送信された
（プロセスP4-3）。ログイン画面で入力した内容は、ユーザー名と、ユーザーを照合する
ためのパスワードであるが、入力する内容は、ユーザー名とパスワードに限らず、ユーザ
ー情報の内容により異なってもよい。
【０１４０】
メールサーバー１は、クライアント端末３からログイン情報を送受信部6で受信すると、
ユーザー認証部14は、ログイン情報から、ユーザー名とパスワードを取得した。
次いで、ユーザー認証部14は、取得したユーザー名で、ユーザー情報保存部12のユーザー
情報を特定し、特定したユーザー情報のパスワードが、ログイン情報から取得したパスワ
ードと一致すれば、クライアント端末３のユーザーを認証した。
ユーザー認証とはクライアント端末３のユーザーを識別するということである。
 
ユーザー認証が終了すると、ユーザー認証部14は、ユーザー識別情報、パスワードを含む
ユーザー判別情報を生成し、送受信部6から、ログイン情報を送信してきたクライアント
端末３に送信した（プロセスP4-4）。ユーザー判別情報の内容は、ユーザー識別情報、パ
スワードに限らない、ユーザー情報を特定できるものであればよい。また、ログインの方
法は、ここで示したものに限らない。他のログインの方法でもかまわない
【０１４１】
クライアント端末３からメールサーバー１にアクセスするたびに、ログイン情報を送信し
、メールサーバー１が認証するという方法もあるが、利便性が低い。そこで、いったんロ
グインした後の、ユーザー認証方法について実施した例を説明する。
ログインした後、クライアント端末３は、メールサーバー１からのユーザー判別情報を送
受信部5で受信し、処理部8はユーザー判別情報を保持し、メールサーバー１にリクエスト
を出すときは、常にリクエストにユーザー判別情報を含ませた。クライアント端末３にユ
ーザー判別情報を保持する方法としてはクッキーを使用したが、方法は自由に選らんでか
まわない。
また、クライアント端末３にユーザー判別情報を保持させる方法以外の方法として、メー
ルサーバー１からクライアント端末３へのレスポンスには常にユーザー判別情報を含ませ
、そのユーザー判別情報を、クライアント端末３からメールサーバー１へのリクエストに
含ませる方法もある。
メールサーバー１のユーザー認証部14は、ユーザー判別情報からユーザー識別情報とパス
ワードを取り出し、取り出したユーザー識別情報で、ユーザー情報保存部12のユーザー情
報を特定し、特定したユーザー情報のパスワードが、ユーザー判別情報からのパスワード
と一致すれば、クライアント端末３のユーザーを認証した。
ログインした後の、ユーザー認証方法は、ここで説明したものに限らない。
【０１４２】
本発明のシステムを利用するクライアント端末３のユーザーが、メールボックスを作成す
るとき、メールを作成するとき、およびレビューを作成するときテーマを選択した。また
、自らが配信するＷｅｂコンテンツにテーマ指定バナーG10を掲載しようとするＷｅｂサ
イト運営者がテーマを選択するときもテーマを選択した。
 
そこで、テーマの選択を実施した例について説明する。
図４３でテーマ選択のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素としては、いままで
の構成要素に加えて、テーマ情報保存部に相当するデータベース17があり、図５０、５１
に示したようにテーマ情報が保存されている。
図５０では、テーマ情報を構成する情報エレメントとして、テーマ識別情報と、親テーマ
のテーマ識別情報と、テーマ名がリンクされている。たとえば、テーマ名“土地、建物”
のテーマ識別情報は“５４”であり、親テーマのテーマ識別情報は“０”である。“土地
、建物”の親テーマのテーマ識別情報が“０”になっているのは、“土地、建物”が最上
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位の階層のテーマであることを示している。この値は、“０”に限らず他の値でもよい。
図５１は別の内容のテーマ情報を示している。図５１では、テーマ情報を構成する情報エ
レメントとして、テーマ識別情報と、子テーマのテーマ識別情報と、テーマ名がリンクさ
れている。テーマ名“土地、建物”のテーマ識別情報は“５４”であり、子テーマのテー
マ識別情報は“８４、８５、８６、９５、１０３”である。“土地、建物”の子テーマ、
言い換えればサブテーマは５個であることがわかる。
図５０、５１の１行がひとつのテーマ情報に対応する。
テーマ識別情報とは、メールサーバー１に登録されているテーマを一意に特定できる情報
であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に登録されているテー
マを一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用してもかまわない。
テーマ情報の内容は、親テーマのテーマ識別情報と子テーマのテーマ識別情報の両方を情
報エレメントとして保持してもよい。
テーマ情報の内容はここで説明したものに限らない。また、別の情報エレメントを追加し
てもよい。
 
メールサーバー１には、またさらに、テーマ選択のプロセスに関わる構成要素として、ク
ライアント端末３でテーマ選択画面を表示するための情報を生成するテーマ選択画面情報
生成部16がある。
【０１４３】
クライアント端末３で、図２のメールボックス作成画面、図１２のメール作成画面、図３
３の掲載バナーテーマ選択画面、および図３７のレビュー作成画面でテーマ選択ボタンG3
がクリックされると、テーマ選択画面情報のリクエストが処理部8で生成され、送受信部5
からメールサーバー１へ送信された（図４６のプロセスP7-3、プロセスP7-10）。
メールサーバー１は、テーマ選択画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
テーマ選択画面情報生成部16は、取得したユーザー識別情報に基づきテーマ選択画面情報
を生成し、送受信部6は、テーマ選択画面情報を、リクエストを送信してきたクライアン
ト端末３に送信した（図４６のプロセスP7-4、プロセスP7-11）。
テーマ選択画面情報はＨＴＭＬ形式で生成したが他の形式でもよい。
クライアント端末３は、送受信部５で、メールサーバー１からのテーマ選択画面情報を受
信し、処理部8は、テーマ選択画面情報に基づき、表示部9に図４のテーマ選択画面を表示
した。
【０１４４】
次いで、ユーザーが、テーマを選択するプロセスについて実施した例を説明する。
図４は、図２のメールボックス作成画面、図１２のメール作成画面、図３３の掲載バナー
テーマ選択画面、および図３７のレビュー作成画面でテーマ選択ボタンG3がクリックされ
た直後に表示される最上位のテーマ選択画面である。テーマは階層構造をしていて、ここ
から下位のテーマ選択画面を順次表示させることができる。
【０１４５】
テーマ選択画面のテーマ名ボタンG5をクリックすると、クリックされたテーマのサブテー
マ、つまり、子テーマのテーマ選択画面が表示された。図５は、図４のテーマ選択画面で
、自動車のテーマ名ボタンG5がクリックされ、サブテーマ“自動車“に属するテーマが表
示されたテーマ選択画面である。左上の“> 自動車“と表示されたボタンをクリックする
と上位の階層である図４にもどり、それ以外のテーマ名ボタンG5をクリックすると下位の
階層に進んだ。
この実施例では。テーマ選択画面はＨＴＭＬ形式のフォームを使用したが他の形式でもよ
い。テーマ名の横のテーマ選択用チェックボックスG6にチェックをいれて選択終了ボタン
G4をクリックと、そのテーマが選択された。テーマ選択画面では、複数のテーマ選択用チ
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ェックボックスG6にチェックをいれることが可能だったが、この実施例では、一つのテー
マ選択用チェックボックスG6のみにチェックをいれた。
また、
ひとつの階層のテーマ選択画面でテーマ選択用チェックボックスG6にチェックをいれた後
、他の階層のテーマ選択画面に移ってテーマ選択用チェックボックスG6にチェックをいれ
ても、前の選択はそのまま引き継がれた。テーマの選択は、階層をまたいで複数選択でき
た。無論、一つのテーマのみ選択してもよかった。選択終了ボタンG4をクリックまで選択
は継続して行えた。
【０１４６】
ここでサブテーマ開かれるプロセスについて実施した例を説明する。
クライアント端末３で、テーマ選択画面のテーマ名ボタンG5がクリックされると、クリッ
クされたテーマのテーマ識別情報を含むテーマ選択画面情報のリクエストが処理部8で生
成され、送受信部5からメールサーバー１へ送信された（図４６のプロセスP7-3、プロセ
スP7-10）。
メールサーバー１は、クリックされたテーマのテーマ識別情報を含むテーマ選択画面情報
のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセ
スで、クライアント端末３のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザー
のユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止され
た。次いで、
テーマ選択画面情報生成部16は、クライアント端末３から受信したテーマ選択画面情報の
リクエストからテーマ識別情報を取得し、取得したテーマ識別情報で、テーマ情報保存部
17のテーマ情報を特定した。
【０１４７】
次いで、特定したテーマ情報を親とするテーマ情報を特定した。つまり、特定したテーマ
情報に属するテーマ情報を特定した。別の言い方をすれば、特定したテーマ情報のサブテ
ーマのテーマ情報を特定した。
この際、図５０のようにテーマ情報が親テーマのテーマ識別情報を保持する場合と、図５
１のようにテーマ情報が子テーマのテーマ識別情報を保持する場合では抽出のプロセスが
異なった。
図５０のようにテーマ情報が親テーマのテーマ識別情報を保持する場合は、クライアント
端末３から取得したテーマ識別情報が、テーマ情報保存部17のテーマ情報の情報エレメン
ト“親テーマ”に格納されているテーマ情報を抽出し、取得した。
図５１のようにテーマ情報が子テーマのテーマ識別情報を保持する場合は、クライアント
端末３から取得したテーマ識別情報でテーマ情報保存部17のテーマ情報を特定し、特定し
たテーマ情報から子テーマのテーマ識別情報を取得した。
 
次いで、取得したテーマ情報から、テーマ識別情報、テーマ名などを取り出し、それに基
づき、テーマ選択画面情報を生成した。
送受信部6は、生成したテーマ選択画面情報を、リクエストを送信してきたクライアント
端末３に送信した（図４６のプロセスP7-4、プロセスP7-11）。
 
クライアント端末３は、送受信部5で、メールサーバー１からのテーマ選択画面情報を受
信し、処理部8は、テーマ選択画面情報に基づき、表示部9にサブテーマのテーマ選択画面
を表示した。このようにして、階層的なテーマ選択画面はユーザーに提示された。
クライアント端末３で、選択終了ボタンG4がクリックされると、選択されたテーマ識別情
報を含むテーマ選択情報が、クライアント端末３の送受信部5からメールサーバー１へ送
信された（図４６のプロセスP7-5、プロセスP7-12）。
【０１４８】
次に、本発明のシステムを利用するクライアント端末３のユーザーは、テーマ指定メール
ボックスを作成するが、それを実施した例につき説明する。
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図４３でテーマ指定メールボックスの作成のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要
素としては、いままで説明した構成要素に加えて、メールボックス情報保存部に相当する
データベース19があり、図５４、５５に示したようにメールボックス情報が保存される。
図５４では、メールボックス情報を構成する情報エレメントとして、メールボックス識別
情報、テーマ指定メールボックス作成者のユーザー識別情報、指定されたテーマのテーマ
識別情報、メールボックス名がリンクされている。この図では、テーマ指定メールボック
ス名として、“マイニュース”、“身だしなみ”、“次期マイカー”が入力されている。
この３個は、ユーザー“裕子”に作成されたテーマ指定メールボックスである。よって、
メールボックス作成者として、ユーザー“裕子”のユーザー識別情報“４３”が入力され
ている。また、メールボックス“次期マイカー”の指定テーマとしては、テーマ　自動車
　→  スポーツカー　のテーマ識別情報“５７”が入力されている。
図５５は、図５４の例のメールボックス情報に、さらに、メールボックスが受信したメー
ルのメール識別情報、メールタイトル、メール送信者のユーザー識別情報、メール送信時
間などを格納した情報エレメントである受信メール情報がリンクされて保存される。図５
５の１行目、メールボックス識別情報が“１”で、指定テーマが“０”、メールボックス
名が空のメールボックス情報は受信者指定メールボックスである。この１行目のメールボ
ックス情報は、メールが作成されるたびのメールボックス情報にデータを格納していく方
式の場合にのみ必要となる。
図５４、５５の１行がひとつのメールボックス情報に対応する。
メールボックス情報の内容はここで説明したものに限らない。
【０１４９】
また、テーマ指定メールボックスの作成のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素
として、いままで説明した構成要素に加えて、テーマ指定メールボックス作成画面を表示
するための情報を生成するメールボックス作成画面情報生成部15、テーマ指定メールボッ
クス情報を生成するメールボックス情報生成部18がある。
【０１５０】
ユーザーが、テーマ指定メールボックスを作成したプロセスを実施した例を説明する。
図４６は、メール送受信のプロセスに関するシーケンス図である。図４３、４６を使って
テーマ指定メールボックスを作成したプロセスの１例を説明する。
 
まず、[０１３９]、[０１４０]で説明したプロセスで、ユーザーがログインした。次いで
、
クライアント端末３で、ユーザーがテーマ指定メールボックスを作成するために、テーマ
指定メールボックス作成画面情報のリクエストをメールサーバー１に送信する（図４６の
プロセスP7-1）。メールサーバー１は、送受信部6で、クライアント端末３からのテーマ
指定メールボックス作成画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認証部14
は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証すると共に
、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー認証が
できなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス作成画面情報生成部15は、取得したユーザー識別情報でユーザー情報を特
定し、テーマ指定メールボックス作成画面情報を生成し、送受信部6は、テーマ指定メー
ルボックス作成画面情報を、リクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（
図４６のプロセスP7-2）。
この実施例では、テーマ指定メールボックス作成画面情報をＨＴＭＬ形式で生成したが他
の形式でもよい。
クライアント端末３は、送受信部5で、メールサーバー１からのテーマ指定メールボック
ス作成画面情報を受信し、処理部8は、テーマ指定メールボックス作成画面情報に基づき
、表示部9にテーマ指定メールボックス作成画面を表示した。図２がテーマ指定メールボ
ックス作成画面の１例である。
【０１５１】
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クライアント端末３で、ユーザーが、テーマ指定メールボックス作成画面でテーマ選択ボ
タンG3をクリックすると、テーマ選択画面情報のリクエストが処理部8で生成され、送受
信部5からメールサーバー１へ送信された（図４６のプロセスP7-3）。これにより、クラ
イアント端末３の表示部9には図４のテーマ選択画面が表示され、テーマの選択がはじま
ったが、このプロセスは、[０１４４]から[０１４８]で説明したので省略する。
クライアント端末３で、選択終了ボタンがクリックされると、選択されたテーマ識別情報
を含むテーマ選択情報が、クライアント端末３の送受信部6からメールサーバー１へ送信
された（図４６のプロセスP7-5）。
 
メールサーバー１の送受信部6がテーマ選択情報を受信すると、
ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザー
を認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし
、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス作成画面情報生成部15は、取得したユーザー識別情報で、ユーザー情報保
存部12のユーザー情報を特定し、ユーザー名を取得し、また、テーマ選択情報から取り出
したテーマ識別情報で、テーマ情報保存部17のテーマ情報を特定し、特定したテーマ情報
からテーマ名などを取り出し、図３のように、選択したテーマが表示されたテーマ指定メ
ールボックス作成画面をクライアント端末３で表示するためのテーマ指定メールボックス
作成画面情報を生成し、クライアント端末３へ送信した（図４６のプロセスP7-6）。
クライアント端末３は、送受信部5でテーマ指定メールボックス作成画面情報を受信し、
処理部8が、テーマ指定メールボックス作成画面情報に基づき、選択されたテーマが表示
されたテーマ指定メールボックス作成画面を表示部9に表示した。図３は、表示されたテ
ーマ指定メールボックス作成画面を示している。選択されたテーマ　自動車　→
スポーツカー　が表示されている。
ユーザーは、テーマ指定メールボックス作成画面で、テーマ指定メールボックス名入力エ
リアG2で、テーマ指定メールボックス名を入力した。テーマ指定メールボックス名の入力
を、テーマ選択後にしているが、テーマ選択前にテーマ指定メールボックス名を入力して
もよい。
ユーザーが送信ボタンG1をクリックすると、送受信部5は、選択されたテーマのテーマ識
別情報、テーマ指定メールボックス名を含むテーマ指定メールボックス作成情報をリクエ
ストとしてメールサーバー１に送信する（図４６のプロセスP7-7）。
【０１５２】
メールサーバー１は、テーマ指定メールボックス作成情報をリクエストとして送受信部6
で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３
のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得
した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス情報生成部18は、テーマ指定メールボックス作成情報から選択されたテー
マ識別情報とテーマ指定メールボックス名を取り出し、取り出したテーマ識別情報とテー
マ指定メールボックス名と、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報に基づき
テーマ指定メールボックス情報を生成し、生成したテーマ指定メールボックス情報をメー
ルボックス情報保存部19に保存した。
【０１５３】
次いで、テーマ指定メールボックスリストを作成するプロセスについて実施した例を説明
する。
テーマ指定メールボックスリストを作成するプロセスに関わるメールサーバー１の構成要
素として、いままで説明した構成要素に加えて、ユーザーが作成したテーマ指定メールボ
ックスのリストを表示する情報を生成するテーマ指定メールボックスリスト表示情報生成
部20がある。
メールサーバー１は、クライアント端末３から、テーマ指定メールボックスリスト表示情
報のリクエストを送受信部6で受信する（図４６のプロセスP7-15）と、ユーザー認証部14
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は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証すると共に
、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー認証が
できなければプロセスは中止される。次いで、
テーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部20は、取得したユーザー識別情報で、メ
ールボックス情報のテーマ指定メールボックス作成者のユーザー識別情報を検索し、メー
ルボックス情報保存部19からこのクライアントのユーザーが作成したテーマ指定メールボ
ックス情報を抽出した。次いで、抽出したテーマ指定メールボックス情報に基づきテーマ
指定メールボックスリスト表示情報を生成した。送受信部6は、生成されたテーマ指定メ
ールボックスリスト表示情報を、リクエストを送信してきたクライアント端末３へ送信し
た（図４６のプロセスP7-16）。
この実施例では。テーマ指定メールボックスリスト表示情報はＨＴＭＬ形式で生成したが
他の形式でもよい。
クライアント端末３は、送受信部6で、メールサーバー１からのテーマ指定メールボック
スリスト表示情報を受信し、処理部8は、テーマ指定メールボックスリスト表示情報に基
づき、表示部9にテーマ指定メールボックスリストを表示した。テーマ指定メールボック
スリストを図示した例は、図６、７、８である。
【０１５４】
次いで、テーマ指定メールボックス表示情報を作成するプロセスについて実施した例を説
明する。
テーマ指定メールボックス表示情報を作成するプロセスに関わるメールサーバー１の構成
要素として、いままで説明した構成要素に加えて、ユーザーが作成したメールの情報を保
存するメール情報保存部に相当するデータベース21と、テーマ指定メールボックスを表示
する情報を生成するメールボックス表示情報生成部22がある。
【０１５５】
メール情報保存部21には、図５６に示したようにメール情報が保存される。
図５６では、メール情報を構成する情報エレメントとして、メールが作成された順にシー
ケンシャルにつけられるメール識別情報、メール作成者、つまりメール送信者のユーザー
識別情報、メール受信者のユーザー識別情報、指定テーマ情報としてのテーマ識別情報、
送受信後も編集か否かを指定した情報、メール作成時間あるいは更新時間、メールの元に
なったレビューのレビュー識別情報、メールタイトル、メール本文などの情報エレメント
がリンクされて保存される。図５６のレビュー指定情報についてはのちほど説明する。
 
この図では、メールタイトルとして、“流麗！　フルーリグランツーリスモ”、“ＲＥ：
流麗！　フルーリグランツーリスモ”、“環境事務所への改善報告書です”が入力されて
いる。
メール“流麗！　フルーリグランツーリスモ”では、メール受信者が“０”となっている
が、これはメール受信者が指定されていないことを示している。また、指定テーマが“５
７”になっているが、これは、テーマ　自動車　→  スポーツカー　のテーマ識別情報で
ある。また、編集が“０”となっているが、これはこのメールが編集できないことを示し
ている。また、レビュー指定情報が“０”となっているが、これは、このメールがレビュ
ーから変換されたものではないことを示している。メール送信者情報の“６６”は、ユー
ザー“清水”のユーザー識別情報である。
メール“ＲＥ：流麗！　フルーリグランツーリスモ”では、指定テーマが“０”になって
いるが、これは、テーマが“０”
となっているが、これは、テーマが指定されていないことを示している。メール送信者情
報の“４３”は、ユーザー“裕子”のユーザー識別情報である。このメールは、ユーザー
“清水”が、テーマ　自動車　→  スポーツカー　を指定して作成したメールである。
メール“環境事務所への改善報告書です”では、編集が“１”となっているが、これはこ
のメールが編集可能であることを示している。メール送信者情報の“８１”は、ユーザー
“藤本”のユーザー識別情報である。
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送受信後も編集か否かを指定した情報には、“０”か“１”が設定される。“０”は編集
不可であり、“１”は編集可である。“０”と“１”の使い方を逆にしてもよい。また、
他の値を使ってもよい。
メール識別情報とは、メールサーバー１に保存されているメール情報を一意に特定できる
情報であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に保存されている
メール情報を一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用してもかまわない
。
メール情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレメントを追加しても
よし、減らしてもよい。
【０１５６】
クライアント端末３で表示されたテーマ指定メールボックスリストで、ユーザーがテーマ
指定メールボックスを選択、クリックすると、クライアント端末３は、送受信部5からメ
ールサーバー１へ、メールボックス識別情報を含む、メールボック表示情報のリクエスト
を送信した（図４６のプロセスP7-17）。
メールサーバー１は、メールボック表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス表示情報生成部22は、メールボックス表示情報のリクエストからメールボ
ックス識別情報を取り出し、取り出したメールボックス識別情報で、メールボックス情報
保存部19のメールボックス情報を特定し、
特定したメールボックス情報に指定されたテーマのテーマ識別情報で、メール情報保存部
21に保存されているメール情報に指定されたテーマのテーマ識別情報を検索し、メール情
報を抽出し、収集した。
次いで、収集したメール情報から、メール識別情報、メール送信者のユーザー識別情報、
メールタイトル等を取り出し、それらを基に、メールボックス表示情報を生成した。生成
されたメールボックス表示情報は送受信部6から、クライアント端末３へ送信された（図
４６のプロセスP7-18）。
この例では、メールボックス表示情報はＨＴＭＬ形式で生成されたが、他の形式でもよい
。
【０１５７】
[０１５３]では、メールサーバー１は、テーマ指定メールボックス表示情報のリクエスト
を受信したときに、メール情報保存部からメール情報を抽出し、抽出したメール情報から
、メール識別情報、メール送信者のユーザー識別情報、メールタイトル等を取り出し、そ
れらを基に、テーマ指定メールボックス表示情報を生成したが、別のプロセスでテーマ指
定メールボックス表示情報を生成してもよい。
ここで、別のプロセスでテーマ指定メールボックス表示情報を生成した実施例について説
明する。
メールサーバー１は、後で説明するように、クライアント端末３からメール作成情報を受
信すると、メール情報生成部24がメール情報を生成した。このとき、生成されたメール情
報のメール識別情報、メール送信者のユーザー識別情報、メールタイトル等を、生成され
たメールを受信するメールボックス情報に振り分け保存した。図５５は、この場合のメー
ルボックス情報を図示したものである。このプロセスの場合、メールサーバー１は、メー
ルボックス表示情報のリクエストを受信したときに、直接、メールボックス情報からメー
ルボックス表示情報を生成できる。
メール情報、メールボックス情報からメールボックス表示情報を生成するプロセスは、[
０１５６]で説明したものに限らず自由に設計してよい。
【０１５８】
次いで、メールを作成するプロセスについて実施した例を説明する。
メール作成のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素として、いままで説明した構
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成要素に加えて、メール作成画面を表示する情報を生成するメール作成画面情報生成部23
、メール情報を生成するメール情報生成部24がある。
 
図４６は、このプロセスに関するシーケンス図である。クライアント端末３で、ログイン
したユーザーが、図６、７、８に示されたテーマ指定メールボックスリストにある新規メ
ール作成ボタンG12をクリックすると、クライアント端末３の送受信部5からメールサーバ
ー１へ、メール作成画面情報のリクエストが送信された（図４６のプロセスP7-8）。
メールサーバー１は、メール作成画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール作成画面情報生成部23はメール作成画面情報を生成し、送受信部6からクライアン
ト端末３に送信した（図４６のプロセスP7-9）。
クライアント端末３はメール作成画面情報を送受信部5で受信し、処理部8はメール作成画
面情報に基づきメール作成画面を表示部9に表示した。
図１２は表示されたメール作成画面である。
新規メール作成ボタンG12
がある画面は、テーマ指定メールボックスリスト以外の他の画面でもよいし、また、メー
ル作成画面が表示されるプロセスは他の方法でもよい。
【０１５９】
テーマを指定したメールを作成する場合、クライアント端末３で、ログインしたユーザー
が、メール作成画面で、自らが作成しようとするメールの内容に最も適切なテーマを選択
するために、テーマ選択ボタンG3をクリックする。
テーマ選択ボタンG3をクリックすると、テーマ選択画面情報のリクエストが処理部8で生
成され、送受信部5からメールサーバー１へ送信された（図４６のプロセスP7-10）。これ
により、クライアント端末３の表示部9には図４のテーマ選択画面が表示され、テーマの
選択がはじまったが、このプロセスは、[０１４４]から[０１４８]で説明したので省略す
る。
クライアント端末３で、選択終了ボタンG4がクリックされると、選択されたテーマ識別情
報を含むテーマ選択情報が、クライアント端末３の送受信部6からメールサーバー１へ送
信された（図４６のプロセスP7-12）。
テーマを指定したメールを作成する場合、メール作成画面の、メール受信者入力エリアG1
8、ＣＣ（カーボンコピー）受信者入力エリアG19は不要である。
【０１６０】
メールサーバー１はテーマ選択情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザー認
証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証する
と共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー
認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール作成画面情報生成部は、取得したユーザー識別情報でユーザー情報からユーザー名
を取得し、また、テーマ選択情報から選択されたテーマのテーマ識別情報を取り出し、取
り出したテーマ識別情報でテーマ情報保存部17のテーマ情報を特定し、テーマ名を取得し
、図１３のように、選択したテーマが表示されるメール作成画面をクライアント端末３で
表示するためのメール作成画面情報を生成した。送受信部6は生成されたメール作成画面
情報をクライアント端末３へ送信した（図４６のプロセスP7-13）。
【０１６１】
クライアント端末３は、送受信部5でメール作成画面情報を受信し、処理部8が、メール作
成画面情報に基づき、選択したテーマが表示されたメール作成画面を表示部9に表示した
。図１３は、それを図示したものである。ユーザーは、メールタイトル入力エリアG20
でメールタイトルを入力し、メール本文入力エリアG21でメール本文を入力する。メール
タイトルの入力、メール本文の入力、テーマ選択の順序は自由である。
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ユーザーが送信ボタンG16をクリックすると、送受信部5は、選択されたテーマのテーマ識
別情報、メールタイトル、メール本文を含むメール作成情報をリクエストとしてメールサ
ーバー１に送信した。
【０１６２】
メールサーバー１は、メール作成情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール情報生成部24は、メール作成情報から選択されたテーマ識別情報とメールタイトル
、メール本文、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取り出し、取り出し
たクライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報をメール送信者情報とし、取り出し
たテーマ識別情報を指定テーマとし、メールタイトル、メール本文とリンクさせ、メール
情報を生成し、メール情報保存部21に保存した。
【０１６３】
次に、メール受信者を指定したメールを作成した実施例について説明する。この場合
メール作成画面では、メール受信者の指定が行われ、メールタイトル、メール本文が入力
された。
【０１６４】
メール受信者の指定方法としては、メール作成画面で、メール受信者入力エリアG18とＣ
Ｃ（カーボンコピー）受信者入力エリアG19に、メールアドレス、ユーザー名などのユー
ザー特定し得る情報を入力する。あるいは、メール受信者を指定するために、ユーザー情
報保存部のユーザー情報に基づき、登録されたユーザーのリストを表示させ、そこでユー
ザーを選択させて実施した場合もあった。メール受信者を指定する方法は、その他の方法
でもよい。また、メール受信者を指定するためにメール作成画面とは別の画面を使用して
実施した場合もあった。指定するメール受信者は単数でも複数でもよかった。
クライアント端末３で、ユーザーが送信ボタンG16をクリックすると、送受信部5は、メー
ル受信者のユーザー識別情報、メールタイトル、メール本文を含むメール作成情報をリク
エストとしてメールサーバー１に送信した（図４６のプロセスP7-14）。
メール受信者を指定したメールを作成する場合、メール作成画面のテーマ選択ボタンG3は
不要であった。
 
メールサーバー１は、クライアント端末３からのメール作成情報をリクエストとして送受
信部6で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント
端末３のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報
を取得した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール情報生成部24は、メール作成情報から、メール受信者のユーザー識別情報、メール
タイトル、メール本文を取り出し、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を
メール送信者情報とし、メールタイトル、メール本文とリンクさせ、メール情報を生成し
、メール情報保存部21に保存した。このとき、テーマを指定するためのテーマ識別情報と
して“０”を指定して実施した場合もあった。
【０１６５】
次に、テーマとメール受信者の両方を指定したメールを作成した実施礼について説明する
。
このプロセスは、テーマを指定したメールを作成したときとほぼ同じで、違うところは、
テーマ選択ボタンG3をクリックしてテーマを選択すると共に、クライアント端末３のユー
ザーが、メール作成画面の、メール受信者入力エリアG18、ＣＣ（カーボンコピー）受信
者入力エリアG19にメール受信者の情報を入力したことである。
ユーザーが送信ボタンG16をクリックすると、送受信部は、選択されたテーマのテーマ識
別情報、メール受信者のユーザー識別情報、メールタイトル、メール本文を含むメール作
成情報をリクエストとしてメールサーバー１に送信した（図４６のプロセスP7-14）。
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メールサーバー１は、クライアント端末３からのメール作成情報をリクエストとして送受
信部6で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント
端末３のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報
を取得した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール情報生成部24は、メール作成情報から取り出した、選択されたテーマ識別情報、メ
ール受信者のユーザー識別情報、メールタイトル、およびメール本文と、クライアント端
末３のユーザーのユーザー識別情報をメール送信者情報としてリンクさせ、メール情報を
生成し、メール情報保存部21に保存した。
【０１６６】
上述したメール作成画面では、メールのタイトル、メール本文などを入力した。このとき
、メールに添付するファイルを指定するなど、ほかの情報を入力してもよい。
メール作成画面は複数の画面のシーケンスで構成してもよい。
また、この例ではメールタイトルとメール本文がメール内容情報となるが、メール内容情
報をさらに区分して入力してもよい。
【０１６７】
次に、受信者指定メールボックスが表示されるプロセスの実施例について説明する。
ユーザーが、テーマ指定メールボックスリストの受信者指定メールボックスボタンG9をク
リックすると、受信者指定メールボックス表示情報のリクエストが、クライアント端末３
の送信部5から、メールサーバー１へ送信された。
【０１６８】
メールサーバー１は、受信者指定メールボックス表示情報のリクエストを送受信部6で受
信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユ
ーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した
。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス表示情報生成部22は、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報
を使用して、メール情報保存部21にあるメール情報から、クライアント端末３のユーザー
が受信者に指定されているメール情報を収集し、次いで、収集したメール情報から、メー
ル識別情報、メール送信者のユーザー識別情報、メールタイトル等を取り出し、それらを
基に、受信者指定メールボックス表示情報を生成した。生成された受信者指定メールボッ
クス表示情報は送受信部6から、クライアント端末３へ送信された。
あるいは、図５５で示したように、あらかじめ、メールボックス情報保存部19に、ユーザ
ーごとに受信者指定メールボックス情報を作成しておき、メールサーバー１は、クライア
ント端末３からメール作成情報を受信すると、メール情報生成部24がメール情報を生成メ
ール情報が生成する際に、メールに指定されたメール受信者のユーザー識別情報で、受信
者指定メールボックス情報を特定し、特定した受信者指定メールボックス情報に、メール
識別情報、メール作成者のユーザー識別情報、メールタイトルなど格納した。この場合、
メールサーバー１は、クライアント端末３から受信者指定メールボックス表示情報のリク
エストを受信したときに、直接、ユーザーの受信者指定メールボックス情報から受信者指
定メールボックス表示情報を生成した。
クライアント端末３は、送受信部5で受信者指定メールボックス表示情報を受信し、処理
部8が受信者指定メールボックス表示情報に基づき、表示部9に、受信者指定メールボック
スを表示した。
【０１６９】
次いで、メールを表示するプロセスについて実施した例を説明する。
メールの表示のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素として、いままで説明した
構成要素に加えて、メールを表示する情報を生成するメール表示情報生成部25がある。
 
クライアント端末３の表示部9で、図９のテーマ指定メールボックス、あるいは、図１７
の受信者指定メールボックスが表示され、ユーザーが入力部10を使って、メールを選択す
ると、処理部8はメール識別情報を含むメール表示情報のリクエストを生成し、送受信部5
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から、メールサーバー１へ送信された（図４６のプロセスP7-19）。
 
メールサーバー１は、クライアント端末３からのメール表示情報のリクエストを送受信部
6で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末
３のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取
得した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール表示情報生成部25は、メール表示情報のリクエストからメール識別情報を取り出し
、それに基づいてメール情報保存部21のメール情報を特定し、特定したメール情報に基づ
いてメール表示情報を生成した。生成されたメール表示情報は、送受信部6からクライア
ント端末３へ送信された（図４６のプロセスP7-20）。
この例では、メール表示情報はＨＴＭＬ形式で生成されたが、他の形式でもよい。
クライアント端末３は、送受信部5でメール表示情報を受信し、処理部8はメール表示情報
に基づき表示部9にメールを表示した。
【０１７０】
次に、メールが編集されるプロセスの実施例について説明する。
メールの編集のプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素として、いままで説明した
構成要素に加えて、メール編集画面を表示する情報を生成するメール編集画面情報生成部
29、メール情報を更新するメール情報更新部26がある。
 
このプロセスは、メールにある編集ボタンG23がクリックされることから始まり、メール
に追加書き込みが行われたわけだが、追加書き込みだけでではなく、メール本文の修正も
可能であった。追加書き込みでも、メール本文の修正でも、メールの編集、更新であるこ
とに変わりなく、プロセスは同じであった。
図４７は、メール編集のプロセスに関するシーケンス図である。
メール受信者のクライアント端末３で表示されたメールで編集ボタンG23がクリックされ
ると、メール識別情報を含むメール編集画面情報のリクエストが、クライアント端末３の
送信部5から、メールサーバー１へ送信された（プロセスP8-2）。
同じく、メール送信者のクライアント端末３で表示されたメールで編集ボタンG23がクリ
ックされると、メール識別情報を含むメール編集画面情報のリクエストが、クライアント
端末３の送信部5から、メールサーバー１へ送信された（プロセスP8-7）。
 
メールサーバー１は、メール編集画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール編集画面情報生成部29は、メール編集画面情報のリクエストからメール識別情報を
取り出し、それに基づき、メール情報保存部21のメール情報を特定した。次いで、特定し
たメール情報から、メール送信者情報、メール受信者情報、テーマ指定情報、メールタイ
トル、メール本文などを取り出し、メール編集画面情報を生成した。生成されたメール編
集画面情報は送受信部6から、メール受信者、あるいはメール送信者のクライアント端末
３へ送信された（プロセスP8-3、プロセスP8-8）。
メール受信者、あるいはメール送信者のクライアント端末３は、送受信部5でメール編集
画面情報を受信し、処理部8がメール編集画面情報に基づき、表示部9にメール編集画面を
表示した。図２０、図２２、図２４、図２８、図３０は、メール編集画面を図示したもの
である。
メール受信者、あるいはメール送信者が、メール編集画面で、追加書き込み入力エリアG2
5で追加書き込みを入力したり、メール本文編集エリアG30でメール本文の編集をおこなっ
たり、その両方をおこなったりした。追加書き込みボタンG24、あるいは送信ボタンG22が
クリックされると、メール識別情報を含むメール編集情報が、クライアント端末３の送信
部5から、メールサーバー１へ送信された（プロセスP8-4、プロセスP8-9）。
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メールサーバー１は、メール編集情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール情報更新部26は、メール編集情報のリクエストからメール識別情報を取り出し、そ
れに基づき、メール情報保存部21のメール情報を特定した。次いで、メール編集情報に基
づき特定したメール情報を更新した。ついで、メール表示情報生成部25は、更新後のメー
ル情報に基づき、メール表示情報を生成した。生成されたメール表示情報は送受信部6か
ら、メール受信者、あるいはメール送信者のクライアント端末３へ送信された（プロセス
P8-5、プロセスP8-10）。
【０１７１】
メール表示情報、メールボックス表示情報が生成されるプロセス、および、メールが編集
されるプロセスは上述したものに限らず自由に設計してよい。
【０１７２】
次に、本発明のメール送受信でのバナー配信について実施した例を説明する。
本発明で配信するバナーは、本発明のメールに指定したテーマを指定したものである。
【０１７３】
図４３で、本発明で配信するバナーついてのプロセスに関わるメールサーバー１の構成要
素として、いままで説明した構成要素に加えて、テーマ指定バナー情報保存部に相当する
データベース27があり、図５８、５９に示したようにテーマ指定バナー情報が保存されて
いる。テーマ指定バナー情報は、本発明でバナーを配信しようと希望するバナー提供者が
、メールサーバー１の運営者と契約し、本発明でメールに指定するテーマから、自らが提
供するバナーにふさわしいテーマをバナーに指定し、バナーを登録したことで形成された
ものである。
図５８では、テーマ指定バナー情報を構成する情報エレメントとして、テーマ指定バナー
識別情報、バナーを提供するマーケターのユーザー識別情報、バナーに指定されたテーマ
のテーマ識別情報、バナーが対象とする商品やお知らせの情報があるＵＲＬ、バナーを画
像表示する画像ファイル名がリンクされている。図５９では、バナーを画像表示する画像
ファイル名のかわりにバナータイトル名等がリンクされていた。
これらの図では、バナーが対象とする商品やお知らせの情報があるＵＲＬとして、http:/
/www.tomita/probox.html、http://www.folks/baron.html、http://www. folks/jetta.ht
mlが入力されている。バナーを画像表示する画像ファイル名として、Tomita_probox.jpg
、folks_b.jpg、folks_j.jpgが入力されている。また、バナータイトル名等として、トミ
タ　ＰＲＯＢＯＸ１．５、フォルクス　バロンＧＴ１、フォルクス　ＪＥＴＴＡ　・・が
入力されている。
また、これらの図のようではなく、バナーを画像表示する画像ファイル名と、バナータイ
トル名等の両方を保存しておいてもよい。
テーマ指定バナー識別情報とは、メールサーバー１に登録されているバナーを一意に特定
できる情報であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に登録され
ているバナーを一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用してもかまわな
い。
テーマ指定バナー情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレメントを
追加してもよし、減らしてもよい。
【０１７４】
図４３で、本発明で配信するバナーついてのプロセスに関わるメールサーバー１の構成要
素として、さらに、テーマ指定バナーを表示するための情報を生成するテーマ指定バナー
表示情報生成部28がある。
【０１７５】
ここでの実施例では、テーマ指定バナー表示情報生成部28を独立した構成要素として記述
するが、テーマ指定バナー表示情報を生成する部分は、メール表示情報生成部25など、ク



(53) JP 2010-87759 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

ライアント端末３に送信するレスポンス情報を生成する部分の１部として組み込まれてい
るものと考えてもよい。
以下の説明で、テーマ指定バナー表示情報生成部28がテーマ指定バナー表示情報を生成し
、たとえば、メール表示情報生成部25などに渡すという表現をしているが、すべてはコン
ピューターのメモリー内で行われることで、メール表示情報生成部25など、クライアント
端末３に送信するレスポンス情報を生成する部分の１部として組み込まれているものとし
て表現したほうが適切かもしれないが、テーマ指定バナー表示情報生成部28を独立した構
成要素として説明したほうがわかりやすいのでそのようにした。
また、図４３では、テーマ指定バナー表示情報生成部28がメール表示情報生成部25とメー
ルボックス表示情報生成部22にのみテーマ指定バナー表示情報を渡しているようになって
いるが、これは図面が複雑にならないように配慮したもので、テーマ指定バナー表示情報
生成部28は他の画面情報生成部にもテーマ指定バナー表示情報を渡す。
【０１７６】
まず、本発明のメール送受信システムを利用するユーザーのクライアント端末３にテーマ
指定バナーＧ１０を配信する。配信するテーマ指定バナーＧ１０に指定されたテーマは、
そのテーマ指定バナーＧ１０を受け取るクライアント端末３のユーザーが、テーマ指定メ
ールボックスを作成したときにメールボックスに指定したテーマである。
このプロセスについて実施した例を説明する。このバナーの関するプロセスの説明ではユ
ーザー認証のプロセスに関する記述は省略した。わかりやすく説明するためである。クラ
イアント端末３がメールサーバー１にアクセスするたびにユーザー認証はおこなわれる。
もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止される。
 
クライアント端末３から受信したリクエストを送受信部6で受信すると、テーマ指定バナ
ー表示情報生成部28は、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を使って、メ
ールボックス情報保存部19のメールボックス情報を検索し、このユーザーが作成したテー
マ指定メールボックス情報を特定した。次いで、特定したテーマ指定メールボックス情報
に指定されたテーマのテーマ識別情報を取り出した。
取り出したテーマ識別情報で、テーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を
検索し、同じテーマ識別情報をもつテーマ指定バナー情報を抽出した。
次いで、抽出したテーマ指定バナー情報から、テーマ指定バナー識別情報、マーケターの
ユーザー識別情報、バナーに指定されたテーマのテーマ識別情報、商品情報等のＵＲＬ、
バナー画像ファイル名、バナータイトルなどを取り出し、それを基に、テーマ指定バナー
表示情報を生成した。生成されたテーマ指定バナー表示情報はメール表示情報などの画面
情報に埋め込まれて、生成されたテーマ指定バナー表示情報はメール表示情報生成部25な
どの画面情報生成部に渡された。その結果、テーマ指定バナー表示情報はメール表示情報
などの画面情報に埋め込まれて、送受信部6から、リクエストを送信してきたクライアン
ト端末３に送信された。
【０１７７】
クライアント端末３からのリクエストが、テーマ指定メールボックス表示情報のリクエス
トである場合、送信するテーマ指定バナーＧ１０に指定されたテーマは、このテーマ指定
メールボックスに指定されたテーマにした。よって、テーマ指定メールボックスに掲載さ
れるテーマ指定バナーＧ１０に指定されたテーマと、このテーマ指定メールボックス指定
されたテーマは同じになった。
これについての実際のプロセスは、メールボックス表示情報生成部22がテーマ指定メール
ボックス表示情報を生成する際、テーマ指定バナー表示情報生成部28は、テーマ指定バナ
ー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を検索し、このメールボックスに指定されたテー
マのテーマ識別情報と同じテーマ識別情報をもつテーマ指定バナー情報を抽出した。抽出
したテーマ指定バナー情報から、バナー識別情報、マーケターのユーザー識別情報、バナ
ーに指定されたテーマのテーマ識別情報、商品情報のＵＲＬ、バナー画像ファイル名、バ
ナータイトルなどを取り出し、それを基に、テーマ指定バナー表示情報を生成した。次い
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で、テーマ指定バナー表示情報生成部28は、メールボックス表示情報生成部22に生成した
テーマ指定バナー表示情報を渡し、メールボックス表示情報生成部22は生成するテーマ指
定メールボックス表示情報にテーマ指定バナー表示情報を埋め込んだ。
【０１７８】
さらに、テーマ指定メールボックスで受信したメールには、結果的に、メールに指定され
たテーマと同じテーマが指定されたバナーが掲載されることとなった。
これについての実際のプロセスは、メール表示情報生成部25がメール表示情報を生成する
際、テーマ指定バナー表示情報生成部28は、テーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定
バナー情報を検索し、このメールに指定されたテーマのテーマ識別情報と同じテーマ識別
情報をもつテーマ指定バナー情報を抽出した。抽出したテーマ指定バナー情報から、バナ
ー識別情報、マーケターのユーザー識別情報、バナーに指定されたテーマのテーマ識別情
報、商品情報のＵＲＬ、バナー画像ファイル名、バナータイトルなどを取り出し、それを
基に、テーマ指定バナー表示情報を生成した。次いで、テーマ指定バナー表示情報生成部
28は、メール表示情報生成部25に生成したテーマ指定バナー表示情報を渡しメール表示情
報生成部25は生成するテーマ指定メール表示情報にテーマ指定バナー表示情報を埋め込ん
だ。
図４３では、テーマ指定バナー表示情報生成部28は、テーマ指定バナー表示情報を、メー
ル表示情報生成部25、メールボックス表示情報生成部22のみに渡しているようにみえるが
、これは、図面が煩雑になるのを避けたためで、実際には、メール作成画面情報生成部、
テーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部など、クライアント端末で表示される画
面の情報を生成する部分すべてへテーマ指定バナー表示情報を渡していた。メールサーバ
ー１から送信されるすべての画面、つまりＷｅｂページにはテーマ指定バナーＧ１０を掲
載できた。
【０１７９】
テーマ指定バナーG10には、次へボタンG28、前へボタンG29が一緒に表示されるものもあ
る。このプロセスの実施例について説明する。
クライアント端末３がメールサーバー１にアクセスし、それに応じてメールサーバー１が
クライアント端末３へ送信する画面情報を生成する際、テーマ指定バナー表示情報生成部
28は、テーマ識別情報で、テーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を検索
し、同じテーマ識別情報をもつテーマ指定バナー情報を抽出した。次いで、まず、抽出し
たテーマ指定バナー情報のテーマ指定バナー識別情報を取り出した。取り出したテーマ指
定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列を作成した。
ついで、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列の先頭のテーマ指定バ
ナー識別情報のテーマ指定バナー情報から、テーマ指定バナー識別情報、マーケターのユ
ーザー識別情報、バナーに指定されたテーマのテーマ識別情報、商品情報等のＵＲＬ、バ
ナー画像ファイル名、バナータイトルなどを取り出し、それを基に、テーマ指定バナー表
示情報を生成した。
次いで、生成したテーマ指定バナー表示情報とテーマ指定バナー識別情報を区切り文字で
連結した文字列を、メール表示情報生成部25やメールボックス表示情報生成部22などの画
面情報生成部に渡した。画面情報生成部は、テーマ指定バナー表示情報とテーマ指定バナ
ー識別情報を区切り文字で連結した文字列を画面情報に組み込んだ。それを送受信部6は
、リクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した。
クライアント端末３は、送受信部5で、画面情報を受信し、処理部８は、画面情報からテ
ーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列を取り出し、その文字列をクッキ
ーに保存した。次いで、受信した画面情報に基づき、次へボタンG28と前へボタンG29が付
属したテーマ指定バナーG10を掲載した画面を表示した。
クライアント端末３で、次へボタンG28がクリックされると、クッキーに保存したテーマ
指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列と、現在表示されているテーマ指定バ
ナーのテーマ指定バナー識別情報を含んだ画面情報のリクエストをメールサーバー１へ送
信した。
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メールサーバー１は、クライアント端末３から、クライアント端末３で現在表示されてい
るテーマ指定バナーのテーマ指定バナー識別情報とテーマ指定バナー識別情報を区切り文
字で連結した文字列を受信した。
テーマ指定バナー表示情報生成部28は、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結し
た文字列から、現在表示されているテーマ指定バナーのテーマ指定バナー識別情報の次の
テーマ指定バナー識別情報を取り出した。その取り出したテーマ指定バナー識別情報でテ
ーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を特定し、それから必要な情報を取
得し、テーマ指定バナー表示情報を生成し、クライアント端末３に送信した。
クライアント端末３では、メールサーバー１からのテーマ指定バナー表示情報を送受信部
6で受信し、それに基づきに処理部8は、表示部9に、次へボタンG28と前へボタンG29が付
属したテーマ指定バナーG10を掲載した画面を表示した。
このプロセスを繰り返すことで、次々に同じテーマが指定されたテーマ指定バナーG10が
表示される。
クライアント端末３で前へボタンG29がクリックされた場合は、テーマ指定バナー表示情
報生成部28は、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列から、現在表示
されているテーマ指定バナーのテーマ指定バナー識別情報の前のテーマ指定バナー識別情
報を取り出し、それにより特定したテーマ指定バナー情報から必要な情報を取得し、テー
マ指定バナー表示情報を生成し、クライアント端末３に送信した。これによりクライアン
ト端末３で表示されるテーマ指定バナーG10は一つ前のものになる。
表示されたテーマ指定バナーG10の次のテーマ指定バナーG10を表示するプロセス、及び、
一つ前のテーマ指定バナーG10を表示するプロセスは、ここで説明したものに限らず、自
由に設計してよい、
また、画面上のテーマ指定バナーG10部分だけを次々に切り替えていくことも可能である
。
【０１８０】
クライアント端末３の表示部9に、テーマ指定バナーが掲載されたＷｅｂページを表示す
る際、テーマ指定バナーを表示するのにメールサーバー１に保持されている画像などのフ
ァイルが必要な場合は、処理部8は画像等のエレメントのリクエストをメールサーバー１
に送信し、メールサーバー１はそれに応じ、バナー表示用ファイル保存部30から画像等の
エレメントをクライアント端末３に送信した。
【０１８１】
次に、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4を介してテーマ指定バナーG10をクライアント端末３に
配信するプロセスの実施例について説明する。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4-a、4-b、4-cを介することで、本発明のメール送受信システ
ムを利用するユーザー以外のインターネットユーザート末にもテーマ指定バナーG10を配
信した。
Ｗｅｂサイト運営者は、自分が配信するＷｅｂコンテンツにテーマ指定バナーG10を埋め
込んだ。埋め込んだテーマ指定バナーG10に指定されるテーマは事前に選択しておいた。
その際選択するテーマは、メールに指定するテーマであった。
【０１８２】
図４３では、ここで説明するプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素としては、さ
らに、バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報保存部に相当するデータベース35があり、図６０に
示したようにバナー掲載Ｗｅｂサーバー情報が保存されている。バナー掲載Ｗｅｂサーバ
ー情報は、テーマ指定バナーG10を、自らが配信するＷｅｂコンテンツに掲載しようと希
望するＷｅｂサーバー運営者が、メールサーバー１の運営者と契約し、メールに指定する
テーマから、自らが配信するＷｅｂコンテンツにふさわしいテーマ選択することで形成さ
れたものである。
図６０では、バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報を構成する情報エレメントとして、バナー掲
載Ｗｅｂサーバー識別情報、バナー掲載Ｗｅｂサーバーを運営するユーザーの識別情報、
バナー掲載Ｗｅｂサーバー運営者が選択したテーマの識別情報、バナー掲載Ｗｅｂサーバ
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ー運営者が選択したテーマの識別情報に基づき抽出した、バナー掲載Ｗｅｂサーバーが配
信するテーマ指定バナーの識別情報がリンクされている。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー識別情報とは、メールサーバー１に登録されているバナー掲載
Ｗｅｂサーバーを一意に特定できる情報であればどのようなものでもかまわない。また、
メールサーバー１に登録されているバナー掲載Ｗｅｂサーバーを一意に特定できる情報で
あれば、複数の形式を同時に使用してもかまわない。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレ
メントを追加してもよし、減らしてもよい。バナー掲載Ｗｅｂサーバー運営者が選択した
テーマのテーマ識別情報に基づき抽出した、バナー掲載Ｗｅｂサーバーが配信するテーマ
指定バナーの識別情報はなくてもよい。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4を運営するユーザーの識別情報は、バナー掲載Ｗｅｂサーバ
ー運営者が本発明のメール送受信システムのユーザーである場合、入力されるが、なくて
も問題ない。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー識別情報とは、メールサーバー１の運営者と契約したバナー掲
載Ｗｅｂサーバー4を一意に特定できる情報であればどのようなものでもかまわない。ま
た、契約したバナー掲載Ｗｅｂサーバー4を一意に特定できる情報であれば、複数の形式
を同時に使用してもかまわない。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレ
メントを追加してもよし、減らしてもよい。
図４３で、ここで説明するプロセスに関わるメールサーバー１の構成要素として、さらに
、バナー掲載Ｗｅｂサーバーを識別、認証するバナー掲載Ｗｅｂサーバー認証部36がある
。
また、図４３で、ここで説明するバナー掲載Ｗｅｂサーバー4の構成要素として、送受信
部31、Ｗｅｂコンテンツを表示するための情報であるＷｅｂコンテンツ表示情報を生成す
るＷｅｂコンテンツ表示情報生成部32と、テーマ指定バナーを表示するための情報である
テーマ指定バナー表示情報を生成するテーマ指定バナー表示情報生成部33と、Ｗｅｂコン
テンツ情報を保存するＷｅｂコンテンツ情報保存部34がある。
【０１８３】
Ｗｅｂコンテンツ表示情報を受信したクライアント端末３は、テーマ指定バナーが掲載さ
れたＷｅｂコンテンツを表示するが、図３５のようにＷｅｂコンテンツがバナー掲載Ｗｅ
ｂサーバー4からの画面のみにより構成されている場合と、図３６のようにＷｅｂコンテ
ンツがメールサーバー１からの画面を含む場合ではプロセスが異なる。
【０１８４】
図３６のように、Ｗｅｂコンテンツが、メールサーバー１からの、テーマ指定バナーを含
むＷｅｂページであるテーマ指定バナー画面G34を含む場合は、バナー部分は常にメール
サーバー１とクライアント端末３との交信によりサポートされるため、そのプロセスは、
[０１７２]から[０１７９]で説明したものと同じである。ただ、違うところは、ユーザー
がテーマ指定メールボックスを作成したときに指定したテーマをもとにテーマ指定バナー
情報を抽出するのではなく、Ｗｅｂサイト運営者が選択したテーマをもとにテーマ指定バ
ナー情報を抽出することである。図４９は、この場合のプロセスに関するシーケンス図で
ある。
 
クライアント端末３がＷｅｂコンテンツ表示情報のリクエストをバナー掲載Ｗｅｂサーバ
ー4に送信する（プロセスP12-1）と、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は送受信部31でクライ
アント端末３からのＷｅｂコンテンツ表示情報のリクエストを受信し、Ｗｅｂコンテンツ
表示情報生成部32は、Ｗｅｂコンテンツ情報保存部34からＷｅｂコンテンツ情報を取り出
し、それに基づきＷｅｂコンテンツ表示情報を生成した。その際、Ｗｅｂコンテンツ表示
情報には、メールサーバー１へテーマ指定バナー画面情報のリクエストするための情報が
組み込まれた。送受信部31は、Ｗｅｂコンテンツ表示情報をクライアント端末３に送信し
た（プロセスP12-2）。
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クライアント端末３は、送受信部5でバナー掲載Ｗｅｂサーバー4からのＷｅｂコンテンツ
表示情報を受信し、処理部8は、それに基づき表示部9にＷｅｂコンテンツを表示した。Ｗ
ｅｂコンテンツ表示情報には、テーマ指定バナー画面情報のリクエストをメールサーバー
１へ送信する情報が組み込まれていた。テーマ指定バナー画面情報とは、テーマ指定バナ
ーG10を含むＷｅｂページであるテーマ指定バナー画面G34を表示するための情報である。
そのため、クライアント端末３の送受信部5から、テーマ指定バナー画面情報のリクエス
トがメールサーバー１へ送信され（プロセスP12-3）、メールサーバー１からテーマ指定
バナー画面情報が送信されてくる（プロセスP12-4）。
クライアント端末３は、送受信部5でテーマ指定バナー画面情報を受信し、処理部8は、そ
れに基づき表示部に表示されたＷｅｂコンテンツのフレームにテーマ指定バナー画面G34
を表示した。このときテーマ指定バナーG10に指定されているテーマは、バナー掲載Ｗｅ
ｂサーバー運営者が選択したテーマであった。
【０１８５】
次に、図３５のようにＷｅｂコンテンツがバナー掲載Ｗｅｂサーバー4からの画面のみに
より構成されている場合について実施した例につき説明する。
この実施例では、テーマ指定バナー表示情報生成部33を独立した構成要素として記述する
が、テーマ指定バナー表示情報を生成する部分は、Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部32の
１部として組み込まれているものと考えてもよい。
以下の説明で、テーマ指定バナー表示情報生成部33がテーマ指定バナー表示情報を生成し
、Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部32に渡すという表現をしているが、すべてはコンピュ
ーターのメモリー内で行われることで、Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部32の１部として
組み込まれているものとして表現したほうが適切かもしれないが、テーマ指定バナー表示
情報生成部33を独立した構成要素として説明したほうがわかりやすいのでそのようにした
。
 
図４８は、このプロセスに関するシーケンス図である。
クライアント端末３がＷｅｂコンテンツ表示情報のリクエストをバナー掲載Ｗｅｂサーバ
ー4に送信した（プロセスP11-1）。バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、送受信部31でクライ
アント端末３からＷｅｂコンテンツ表示情報のリクエストを受信すると、テーマ指定バナ
ー表示情報生成部33は、メールサーバー１に、テーマ指定バナー表示情報を生成するのに
必要なテーマ指定バナー情報のリクエストを送信した（プロセスP11-2）。
メールサーバー１は、送受信部6でバナー掲載Ｗｅｂサーバー4からテーマ指定バナー情報
のリクエストを受信すると、バナー掲載Ｗｅｂサーバー認証部36は、バナー掲載Ｗｅｂサ
ーバー情報保存部35の情報に基づき、リクエストを送信してきたバナー掲載Ｗｅｂサーバ
ーを識別、認証し、バナー掲載Ｗｅｂサーバー識別情報を取得した。もし、バナー掲載Ｗ
ｅｂサーバーが認証できなければ、このプロセスは中止された。
次いで、バナー掲載Ｗｅｂサーバー識別情報で、バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報保存部35
のバナー掲載Ｗｅｂサーバー情報を特定し、特定したバナー掲載Ｗｅｂサーバー情報から
、バナー掲載Ｗｅｂサーバー運営者が選択したテーマの識別情報を取得し、そのテーマ識
別情報でテーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を特定した。次いで、送
受信部6は、特定したテーマ指定バナー情報をバナー掲載Ｗｅｂサーバー4に送信した（プ
ロセスP11-3）。
メールサーバー１が送受信部6でバナー掲載Ｗｅｂサーバー4からのテーマ指定バナー情報
のリクエストを受信してから、テーマ指定バナー情報をバナー掲載Ｗｅｂサーバー4に送
信するまでのプロセスについては別の方法でも実施した。この場合は、バナー掲載Ｗｅｂ
サーバー情報保存部35に、テーマ識別情報に基づきあらかじめ抽出しておいたテーマ指定
バナー識別情報を保存しておいた。図６０の配信バナーがそれである。そのテーマ指定バ
ナー識別情報によりテーマ指定バナー情報を特定し、特定したテーマ指定バナー情報をバ
ナー掲載Ｗｅｂサーバー4に送信した（プロセスP11-3）。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、送受信部31でメールサーバー１からのテーマ指定バナー
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情報を受信すると、テーマ指定バナー表示情報生成部33はテーマ指定バナー情報から、テ
ーマ指定バナー識別情報、マーケターのユーザー識別情報、バナーに指定されたテーマの
テーマ識別情報、商品等の情報のＵＲＬ、バナー画像ファイル名、バナータイトルなどを
取り出し、それを基に、テーマ指定バナー表示情報を生成した。次いで、生成したテーマ
指定バナー表示情報をＷｅｂコンテンツ表示情報生成部32に渡した。
Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部32は、Ｗｅｂコンテンツ情報保存部34からＷｅｂコンテ
ンツ情報を取り出し、それに基づきＷｅｂコンテンツ表示情報を生成する際、テーマ指定
バナー表示情報生成部33から受け取ったテーマ指定バナー表示情報をＷｅｂコンテンツ表
示情報に組み込んだ。送受信部31は、Ｗｅｂコンテンツ表示情報をクライアント端末３に
送信した（プロセスP11-4）。
クライアント端末３は、送受信部5でバナー掲載Ｗｅｂサーバー4からのＷｅｂコンテンツ
表示情報を受信し、処理部8は、それに基づき表示部9に、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4の
運営者が選択したテーマが指定されたテーマ指定バナーG10を掲載したＷｅｂコンテンツ
を表示した。
表示部9に、テーマ指定バナーが掲載されたＷｅｂコンテンツを表示する際、テーマ指定
バナーにメールサーバー１に保持されている画像などのファイルが必要な場合は、処理部
8は画像等のエレメントのリクエストをメールサーバー１に送信し（プロセスP11-5）、メ
ールサーバー１はそれに応じ、バナー表示用ファイル保存部30から画像等のエレメントを
クライアント端末３に送信した（プロセスP11-6）。
【０１８６】
図３５では、テーマ指定バナーに次へボタンG28、前へボタンG29が表示されない場合を図
示しているが、Ｗｅｂコンテンツが１個の画面より構成されている場合でも、テーマ指定
バナーに次へボタンG28、前へボタンG29を表示して次々とバナーを切り替えていくことも
できる。そのプロセスの実施例につき説明する。
 
そのプロセスは、[０１８５]で説明したものを一部変更しただけである。
メールサーバー１は、送受信部6で、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4からのテーマ指定バナー
情報のリクエストを受信すると、テーマ指定バナー情報生成部は、テーマ識別情報で、テ
ーマ指定バナー情報保存部27のテーマ指定バナー情報を検索し、同じテーマ識別情報をも
つテーマ指定バナー情報を抽出する際、まず、同じテーマ識別情報をもつテーマ指定バナ
ー情報の、テーマ指定バナー識別情報を抽出し、抽出したテーマ指定バナー識別情報を区
切り文字で連結した文字列を作成した。
ついで、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列の先頭のテーマ指定バ
ナー識別情報でテーマ指定バナー情報を特定した。
ついで、特定したテーマ指定バナー情報と、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連
結した文字列を送受信部6は、リクエストを送信してきたバナー掲載Ｗｅｂサーバー4に送
信した（プロセスP11-3）。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、送受信部31でメールサーバー１からのテーマ指定バナー
情報と、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列を受信すると、テーマ
指定バナー表示情報生成部33はテーマ指定バナー情報から、テーマ指定バナー識別情報、
マーケターのユーザー識別情報、バナーに指定されたテーマのテーマ識別情報、商品等の
情報のＵＲＬ、バナー画像ファイル名、バナータイトルなどを取り出し、それを基に、テ
ーマ指定バナー表示情報を生成した。次いで、生成したテーマ指定バナー表示情報をＷｅ
ｂコンテンツ表示情報生成部32に渡した。
Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部32は、Ｗｅｂコンテンツ情報保存部34からＷｅｂコンテ
ンツ情報を取り出し、それに基づきＷｅｂコンテンツ表示情報を生成する際、テーマ指定
バナー表示情報生成部33から受け取ったテーマ指定バナー表示情報をＷｅｂコンテンツ表
示情報に組み込むと共に、メールサーバー１から受信したテーマ指定バナー識別情報を区
切り文字で連結した文字列もＷｅｂコンテンツ表示情報に組み込んだ。送受信部31は、Ｗ
ｅｂコンテンツ表示情報をクライアント端末３に送信した（プロセスP11-4）。
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クライアント端末３は、Ｗｅｂコンテンツ表示情報を受信し、テーマ指定バナーG10が掲
載されたＷｅｂコンテンツを表示すると共に、Ｗｅｂコンテンツ表示情報から、テーマ指
定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列を取り出し、それをクッキーとして保存
したというものであった。
【０１８７】
クライアント端末３は、テーマ指定バナーG10で次へボタンG28がクリックされると、処理
部8は、表示されているテーマ指定バナーの識別情報と、クッキーに保存したテーマ指定
バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列を含むテーマ指定バナー表示情報のリクエ
ストを、送受信部5からバナー掲載Ｗｅｂサーバー4へ送信した。
 
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、送受信部31で、クライアント端末３からのテーマ指定バ
ナー表示情報のリクエストを受信すると、そのリクエストから、クライアント端末３で表
示されているテーマ指定バナーの識別情報と、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で
連結した文字列を取り出した。
テーマ指定バナー表示情報生成部33は、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結し
た文字列からを、クライアント端末３で表示されているテーマ指定バナーの識別情報の次
にあるテーマ指定バナー識別情報を取り出し、取り出したテーマ指定バナー識別情報を含
むテーマ指定バナー情報のリクエストを送受信部31からメールサーバー１へ送信した。
 
メールサーバー１は、送受信部6で、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4からのテーマ識別情報を
含むテーマ指定バナー情報のリクエストを受信すると、テーマ識別情報を取り出し、取り
出したテーマ識別情報でテーマ指定バナー情報を特定し、特定したテーマ指定バナー情報
を送受信部6からバナー掲載Ｗｅｂサーバー4へ送信した。
【０１８８】
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4は、送受信部31で、メールサーバー１からテーマ指定バナー
情報を受信した。テーマ指定バナー表示情報生成部33は、受信したテーマ指定バナー情報
から、テーマ指定バナー識別情報、マーケターのユーザー識別情報、バナーに指定された
テーマのテーマ識別情報、商品等の情報のＵＲＬ、バナー画像ファイル名、バナータイト
ルなどを取り出し、それを基に、テーマ指定バナー表示情報を生成した。次いで、生成し
たテーマ指定バナー表示情報を送受信部31から、クライアント端末３に送信した。
[０１８７]、[０１８８]の繰り返しで、クライアント端末３では、次々のテーマ指定バナ
ーが切り替わり表示された。
【０１８９】
前へボタンがクリックされた場合は、バナー掲載Ｗｅｂサーバー4のテーマ指定バナー表
示情報生成部33は、テーマ指定バナー識別情報を区切り文字で連結した文字列からを、ク
ライアント端末３で表示されたバナーのテーマ指定バナー識別情報の前あるテーマ指定バ
ナー識別情報を取り出し、取り出したテーマ指定バナー識別情報を含むテーマ指定バナー
情報のリクエストを送受信部31からメールサーバー１へ送信した。これにより、クライア
ント端末３では、一つ前に表示されたバナーが再び表示されることとなった。
バナー掲載Ｗｅｂサーバー4とメールサーバー１との連係でテーマ指定バナーG10をクライ
アント端末３に配信する方法はここで説明した実施例に限らず自由に設計してよい。
【０１９０】
クライアント端末３の表示部9に、テーマ指定バナーが掲載されたＷｅｂコンテンツが表
示される際、テーマ指定バナーG10を表示するのにメールサーバー１に保持されている画
像などのファイルが必要な場合は、処理部8は画像等のエレメントのリクエストをメール
サーバー１に送信し、メールサーバー１はそれに応じ、バナー表示用ファイル保存部30か
ら画像等のエレメントをクライアント端末３に送信した（図４８のプロセスP11-5）。
【０１９１】
次に、本発明のシステムで、レビューが作成され、それがメールに変換されるプロセスに
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ついて実施した例を説明する。図６５は、図４３と重複部分もあるが、このプロセスに関
系あるメールサーバー１の構成要素を加えた図である。であるから、図６５に記述されて
いない構成要素も当然メールサーバー１には存在する。
図６６は、レビューに関係するプロセスのシーケンス図である。
【０１９２】
レビューのプロセスに関係するメールサーバー１の構成要素として新たに加えたものに、
まず、テーマ指定商品情報保存部に相当するデータベース39があり、図６１に示したよう
にテーマ指定商品情報が保存されている。テーマ指定商品が、本発明でのレビューの対象
商品となる。
テーマ指定商品情報を構成する情報エレメントとして、テーマ指定商品識別情報、この商
品を提供するマーケターのユーザー識別情報、商品に指定されたテーマのテーマ識別情報
、テーマ指定商品名、商品についてのＷｅｂページのＵＲＬなどがリンクして構成されて
いる。図６１の１行が一つのテーマ指定商品情報に対応する。
図６１では、テーマ指定商品名として、“トミタ　ＰＲＯＢＯＸ１．５”、“フォルクス
　バロンＧＴ１”、“フォルクス　ＪＥＴＴＡ　ＣＯＭＦＯＲＴ”などが入力されている
。また、商品についてのＷｅｂページのＵＲＬとして、“http://www.tomita/probox.htm
l”、“http://www.folks/baron.html”、“http://www. folks/jetta.html”などが入力
されている。
商品に指定されたテーマのテーマ識別情報の“４４”は、テーマ　自動車　→  ファミリ
ーカー　であり、“５７”は、テーマ　自動車　→  スポーツカー　である。
テーマ指定商品情報の内容はここで説明したものに限らない。
テーマ指定商品識別情報とは、メールサーバー１に登録されているテーマ指定商品を一意
に特定できる情報であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に登
録されているテーマ指定商品を一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用
してもかまわない。
テーマ指定商品情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレメントを追
加してもよし、減らしてもよい。
【０１９３】
また、レビューに関するプロセスに関係するメールサーバー１の構成要素として新たに加
えたものに、レビュー情報保存部に相当するデータベース41があり、図６２に示したよう
にレビュー情報が保存されている。
図６２では、レビュー情報を構成する情報エレメントとして、レビュー識別情報、レビュ
ー作成者のユーザー識別情報、レビューが対象とするテーマ指定商品のテーマ指定商品識
別情報、メール化可能となっているか否かを判別する情報、レビューのタイトル、レビュ
ー本文などがリンクされている。
この図では、レビュー作成者のユーザー識別情報として、“６６”、“７２”、“８１３
”
が入力されている。ユーザー識別情報 “６６”はユーザー“清水”の ユーザー識別情報
である。レビューが対象とするテーマ指定商品のテーマ指定商品識別情報として、“１１
１”、“１６１”、“１１２”
が入力されている。テーマ指定商品識別情報“１１１”は“トミタ　ＰＲＯＢＯＸ１．５
”の識別情報である。レビュータイトルとして、“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５
”、“やっぱり　四菱パジャイロ”、“フォルクス　バロンＧＴＩ　”
が入力されている。
メール化可能となっているか否かを判別する情報として“０”か“１”の値が設定されて
いるが、“０”は、そのレビュー情報がメール化可能されていないことを示し、“１”は
、そのレビュー情報がメール化可能にされていることを示す。
もちろん、“０”と“１”の意味を逆にしてもよいし、メール化可能の情報エレメントに
設定する値は“０”や“１”に限らず自由に選んでよい。要は、そのレビュー情報が、マ
ーケターに選定され、メールに変換する許可を得たたものであるか否かが特定できればよ
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い。また、たとえば、マーケターに選定されたレビュー情報のみを取り出し、レビュー情
報とは別の情報を構成し、レビュー情報保存部と別の情報保存部に保存してもよい。図６
２では、レビュー“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”のメール化可能が“１”にな
っているが、これは、このレビューがメール化可能になったものを図示したためである。
レビュー作成直後は、すべてのメール化可能は“０”になっている。
レビュー識別情報とは、メールサーバー１に登録されているレビューを一意に特定できる
情報であればどのようなものでもかまわない。また、メールサーバー１に登録されている
レビューを一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用してもかまわない。
レビュー情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレメントを追加して
もよし、減らしてもよい。
【０１９４】
また、レビューのプロセスに関係するメールサーバー１の構成要素として新たに加えたも
のに、さらに、レビューを作成するためのレビュー作成画面を表示する情報を生成するレ
ビュー作成画面情報生成部45、作成するレビューの対象となる商品を選択するテーマ指定
商品選択画面を表示する情報を生成するテーマ指定商品選択画面情報生成部40、レビュー
情報を生成するレビュー情報生成部42、マーケターが自らが提供する商品についてのレビ
ューを選択するレビュー選択画面を表示する情報を生成するレビュー選択画面情報生成部
43、マーケターにより選択されたレビューをメール化可能としてメールへの変換が可能な
ことを指定するメール化可能指定部44がある。
【０１９５】
レビュー作成したプロセスについて実施した例を説明する。
クライアント端末３の送受信部5から、レビュー作成画面情報のリクエストがメールサー
バー１に送信される（プロセスP10-1）と、メールサーバー１は、レビュー作成画面情報
のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセ
スで、クライアント端末３のユーザーを認証すると共に、クライアント端末３のユーザー
のユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー認証ができなければプロセスは中止され
た。次いで、
レビュー作成画面情報生成部45がレビュー作成画面情報を生成し、送受信部6は生成され
たレビュー作成画面情報を、レビュー作成画面情報のリクエストを送信してきたクライア
ント端末３に送信した（プロセスP10-2）。
クライアント端末３は、メールサーバー１からレビュー作成画面情報を送受信部5で受信
し、処理部8がレビュー作成画面情報に基づきレビュー作成画面を表示部9に表示した。図
３７は、レビュー作成画面の１例を図示したものである。
作成するレビューが対象とするテーマ指定商品を選択するために、レビュー作成画面でテ
ーマ選択ボタンG3をクリックすると、テーマ選択画面情報のリクエストが処理部8で生成
され、送受信部5からメールサーバー１へ送信された（プロセスP10-3）。
メールサーバー１は、テーマ選択画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
テーマ選択画面情報生成部16は、取得したユーザー識別情報とテーマ情報保存部17のテー
マ情報に基づきテーマ選択画面情報を生成し、送受信部6は、テーマ選択画面情報を、リ
クエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（プロセスP10-4）。
 
クライアント端末３は、メールサーバー１からテーマ選択画面情報を送受信部5で受信し
、処理部8がテーマ選択画面情報に基づきテーマ選択画面を表示部9に表示した。
図４は、テーマ選択ボタンがクリックされた直後に表示された最上位のテーマ選択画面で
ある。テーマは階層構造をしていて、ここから下位のテーマ選択画面を順次表示させるこ
とができた。
【０１９６】
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テーマ選択画面のテーマ名をクリックすると、クリックされたテーマのサブテーマ、つま
り、子テーマのテーマ選択画面が表示された。図５は、図４のテーマ選択画面で、自動車
のボタンがクリックされ、サブテーマ“自動車“に属するテーマが表示されたテーマ選択
画面である。左上の“> 自動車“と表示されたボタンG8をクリックすると上位の階層であ
る図４にもどることになり、それ以外のテーマ名G5をクリックすると下位の階層に進む。
サブテーマ開かれるプロセスは、[０１４６]、[０１４７]で説明したとおりであった。
レビュー作成者は、図５のテーマ選択画面で、商品一覧ボタンG7をクリックした。すると
、テーマ指定商品選択画面情報のリクエストが、クライアント端末３の送受信部5からメ
ールサーバー１に送信される（プロセスP10-5）。
 
メールサーバー１は、テーマ指定商品選択画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、
ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザー
を認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし
、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
テーマ指定商品選択画面情報生成部40は、テーマ指定商品情報保存部39にあるテーマ指定
商品情報に基づき、レビュー作成者が商品一覧ボタンG7をクリックしたテーマ選択画面の
テーマを指定された商品の一覧リストを含むテーマ指定商品選択画面を表示するための、
テーマ指定商品選択画面情報を生成した。生成されたテーマ指定商品選択画面情報は、送
受信部6からレビュー作成者のクライアント端末３に送信された（プロセスP10-6）。
クライアント端末３は、メールサーバー１からテーマ指定商品選択画面情報を送受信部5
で受信し、処理部8がテーマ指定商品選択画面情報に基づき、このテーマを指定された商
品の一覧リストが掲載されたテーマ指定商品選択画面を表示部9に表示する。レビュー作
成者が、テーマ指定商品選択画面で、作成するレビューが対象とするテーマ指定商品を選
択するためにテーマ指定商品選択用ラジオボタンG39をチェックし、選択ボタンG40をクリ
ックすると、テーマ指定商品選択情報が処理部8で生成され、送受信部5からメールサーバ
ー１へ送信された（プロセスP10-7）。
 
メールサーバー１は、テーマ指定商品選択情報をリクエストとして送受信部6で受信し、
ユーザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザー
を認証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし
、ユーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー作成画面情報生成部45が、テーマ指定商品選択情報に基づき、テーマ指定商品情
報保存部39のテーマ指定商品情報から、選択されたテーマ指定商品名、そのテーマ指定商
品に指定されたテーマ識別情報などを取り出し、取り出したテーマ識別情報に基づき、テ
ーマ情報保存部17のテーマ情報からテーマ名を取り出した。次いで、選択されたテーマ指
定商品名、取り出したテーマ識別情報、取り出したテーマ名などを含むレビュー作成画面
情報を生成した。
送受信部6は、生成されたレビュー作成画面情報を、レビュー作成者のクライアント端末
３に送信した（プロセスP10-8）。
 
クライアント端末３は、メールサーバー１からレビュー作成画面情報を送受信部5で受信
し、処理部8がレビュー作成画面情報に基づきレビュー作成画面を表示部9に表示した。
図３８は、レビューが対象とするテーマ指定商品が選択された後のレビュー作成画面の１
例である。図３７の、レビューが対象とするテーマ指定商品が選択される前のレビュー作
成画面と違い、レビューが対象とするテーマ指定商品や、そのテーマ指定商品に指定され
たテーマが表示されていた。
レビュー作成画面で、レビュータイトル入力エリアG36にレビュータイトルが入力され、
レビュー本文入力エリアG37にレビュー本文が書き込まれ、送信ボタン35がクリックされ
ると、レビュー作成情報がクライアント端末３の送信部5からメールサーバー１に送信さ
れる（プロセスP10-9）。
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メールサーバー１は、レビュー作成情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー情報生成部42が、レビュー作成情報に基づきレビュー情報を生成し、レビュー情
報保存部41に保存した。
【０１９７】
次に、レビューを表示するプロセスについて説明する。
クライアント端末３は、送受信部5から、レビュー識別情報を含んだレビュー表示情報の
リクエストをメールサーバー1に送信した。
メールサーバー１は、レビュー表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認
証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証する
と共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー
認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー表示情報生成部46は、レビュー表示情報のリクエストからレビュー識別情報を取
り出し、レビュー情報保存部41でレビュー情報を特定し、特定したレビュー情報に基づき
、レビュー表示情報を生成し、送受信部6から、レビュー表示情報のリクエストを送信し
てきたクライアント端末３に送信した。
クライアント端末３は、送受信部5でレビュー表示情報を受信し、処理部8はレビュー表示
情報に基づき表示部９にレビューを表示した。図４１は、レビューを図示したものである
。
【０１９８】
次に、レビューをメールに変換するプロセスの実施例について説明する。
マーケターは、自らが提供するテーマ指定商品についてのレビューの一覧があるレビュー
選択画面情報のリクエストをクライアント端末３の送信部5からメールサーバー１に送信
する（プロセスP10-10）。マーケターが、自らのテーマ指定商品を指定して、それについ
てのレビューの一覧をみるためで、レビュー選択画面情報のリクエストには、テーマ指定
商品の識別情報が含まれていた。
メールサーバー１は、レビュー選択画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー選択画面情報生成部43は、レビュー選択画面情報のリクエストからテーマ指定商
品識別情報を取り出し、それを用いてレビュー情報保存部41のレビュー情報を検索し、こ
のテーマ指定商品についてのレビュー情報を抽出した。抽出したレビュー情報から、レビ
ュー識別情報、レビュー作成者のユーザー識別情報、レビュータイトルなどを取り出し、
それに基づきレビュー選択画面情報を生成した。生成されたレビュー選択画面情報は、送
受信部6からマーケターのクライアント端末３に送信された（プロセスP10-11）。
 
クライアント端末３は、メールサーバー１からレビュー選択画面情報を送受信部5で受信
し、処理部8がレビュー選択画面情報に基づきレビュー選択画面を表示部9に表示する。
図４０は、レビュー選択画面の１例を図示したものである。
マーケターが、レビュー選択画面で、自らのテーマ指定商品についてのレビューを選択す
るためにレビュー選択用チェックボックスG41をチェックし、選択ボタンG42がクリックさ
れると、レビュー選択情報がクライアント端末３の送受信部5からメールサーバー１に送
信された（プロセスP10-12）。
メールサーバー１は、レビュー選択情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
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メール化可能指定部44が  レビュー選択情報に含まれるレビュー識別情報で選択されたレ
ビューを特定し、そのレビュー情報をメール化可能とした。つまり、選択されたレビュー
がメールに変換されることをマーケターが許可したことを示す情報が入力された。この選
択されたレビューが“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”であったので、図６２の例
では、レビュー“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”のメール化可能が“１”なった
。これは、“０”であったものが、メール化可能指定部により“１”に変更されたのであ
る。
メール化可能となったレビューは、レビューが対象とするテーマ指定商品に指定されたテ
ーマと同じテーマが指定されたメールに変換することができる。
そのメールのタイトルは、レビュータイトルと同じか、それに準ずるものとなり、メール
本文も、レビュー本文と同じか、それに準ずるものとなる。
 
図５６のメール情報には、レビュー指定情報という情報エレメントがあるが、これは、メ
ールの元になったレビューの識別情報を格納する情報エレメントである。レビュー指定情
報の値が“０”の場合は、そのメールがレビューに基づくものではないことを示している
。この値は“０”である必要はない、他の値でもかまわない。
【０１９９】
次に、レビューをメールに変換するプロセスについて説明する。
レビューがメール化可能となると、このレビューの作成者、あるいは、このレビューの対
象となる商品を提供したマーケターが、メール作成画面で、メール化可能となったレビュ
ーをもとに、メールを作成するができるようになった。
この場合、メール情報に、元になるレビューのレビュー識別情報を格納する必要があった
。そのためにメール作成画面に、元になるレビューのレビュー識別情報を入力する部分が
必要であった。
また、メールサーバー１で、メール情報生成部24は、レビューから変換されてメールが作
成されるときに、メールの元になるレビュー情報からレビュー作成者のユーザー識別情報
を入手し、さらに、このレビュー情報の対象であるテーマ指定商品を提供するマーケター
のユーザー識別情報を入手しなければならなかった。なぜなら、メール化可能となったレ
ビューに基づきメールを作成する権利は、レビュー作成者か、レビュー情報の対象である
テーマ指定商品を提供するマーケターにあるからである。
メール作成情報を送信してきたクライアント端末３のユーザーの識別情報が、レビュー作
成者のユーザー識別情報か、マーケターのユーザー識別情報と一致しなければ、レビュー
から変換されてメールが作成されるプロセスは中止しなければならなかった。
いずれにせよ、このようなプロセスを付加してメールを作成すれば、レビュー作成者、あ
るいは、マーケターによるレビューのメール化はできた。
【０２００】
しかし、このような、レビュー作成者あるいはマーケターの手作業による、レビューから
メールへの変換ではなく、マーケターが、レビュー選択画面で、自らのテーマ指定商品に
ついてのレビューを選択すると、選択されたレビューが自動的にメールへ変換される実施
例について説明する。
 
マーケターが、レビュー選択画面で、自らのテーマ指定商品についてのレビューを選択す
るためにレビュー選択用チェックボックスG41にチェックを入れ、選択ボタンG42がクリッ
クされると、レビュー選択情報がクライアント端末３の送受信部5からメールサーバー１
に送信された（プロセスP10-12）。
 
メールサーバー１は、レビュー選択情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
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メール化可能指定部44が  レビュー選択情報に含まれるレビュー識別情報により、選択さ
れたレビューを特定し、このレビュー情報をメール化可能とした。
メール情報生成部24は、メール化可能となったレビュー情報から、レビュー識別情報、レ
ビュー作成者のユーザー識別情報、レビューが対象とするテーマ指定商品のテーマ指定商
品識別情報、レビュータイトル、レビュー本文を取り出した。次いで、取り出したテーマ
指定商品識別情報でテーマ指定商品情報保存部39 のテーマ指定商品情報を特定し、この
テーマ指定商品に指定されたテーマの識別情報を取り出した。次いで、取り出したテーマ
識別情報で、テーマ情報保存部17のテーマ情報からテーマ名を取り出した。
次いで、取り出したテーマ識別情報、テーマ名、レビュー識別情報、レビュー作成者のユ
ーザー識別情報、レビューが対象とするテーマ指定商品のテーマ指定商品識別情報、レビ
ュータイトル、レビュー本文に基づき、レビュー作成者をメール送信者とし、レビュー対
象のテーマ指定商品に指定されたテーマが指定され、レビュータイトルをメールタイトル
とし、レビュー本文をメール本文としたメール情報を生成した。その際、メールの元にな
ったレビューを特定する情報として、このレビュー識別情報がメール情報に入力された。
生成されたメール情報はメール情報保存部に保存した。
この場合、メール送信者を、このテーマ指定商品を提供したマーケターとしてもよい。
図４２は、レビュー“躍動美あふれる　ＰＲＯＢＯＸ１．５”から自動的に変換されて生
成されたメールを図示したものである。
【０２０１】
[０２００]で説明したプロセスと[０１９９]で説明したプロセスの中間的なプロセスを用
いて、レビューからメールを生成してもよい。
その場合、メールに指定するテーマや、メールタイトル、メール本文に若干の修正を加え
、レビューに準ずるものにするプロセスを付加してもよい。
[０１９９]で説明したものは、レビュー作成者、あるいは、マーケターが、元になるレビ
ューをもとに、手動でメールを作成する方式なので、メールに指定するテーマや、メール
タイトル、メール本文に若干の修正を加えることができる。
【実施例２】
【０２０２】
第２実施形態
つぎに、本発明の別の実施形態について説明する。第１実施形態では、メールサーバー1
一つであったが、これから説明する第２実施形態では、複数のメールサーバー1が、それ
ぞれユーザー登録を受けつけ、各メールサーバー1は、それぞれの登録ユーザー間のメー
ル送受信を可能にするだけではなく、各メールサーバーが互いに連係することで、他のメ
ールサーバーの登録ユーザーともメール送受信ができる。
【０２０３】
第２実施形態のメールサーバー1には、第１実施形態でのメールサーバー１の構成要素の
他に新たに、連係するメールサーバーに関する情報であるメールサーバー情報を保持して
いるメールサーバー情報保存部に相当するデータベース37がある。
図６４は、メールサーバー情報保存部37のメールサーバー情報の１例を図示したものであ
る。メールサーバー情報を構成する情報エレメントとして、メールサーバー識別情報、メ
ールサーバーアドレス、メールサーバー名がリンクされている。
図６４の１行がひとつのメールサーバー情報に対応する。
メールサーバー識別情報とは、連係する複数のメールサーバー１-a、１-ｂ、１-ｃ、・・
・・の中のメールサーバー１を一意に特定できる情報であればどのようなものでもかまわ
ない。メールサーバー１を一意に特定できる情報であれば、複数の形式を同時に使用して
もかまわない。
メールサーバー情報の内容はここで説明したものに限らない。また、情報エレメントを追
加してもよし、減らしてもよい。
また、さらに、第１実施形態でのメールサーバー１の構成要素の他に、メールサーバー１
を識別、認証するメールサーバー認証部38がある。
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【０２０４】
また、第２実施形態の場合、メールサーバー情報、テーマ情報、テーマ指定商品情報は、
連係する各メールサーバー１-a、１-ｂ、１-ｃに共通の情報である。共通の情報であるメ
ールサーバー情報、テーマ情報、テーマ指定商品情報に更新があった場合には、すべての
連係するメールサーバー１-a、１-ｂ、１-ｃで更新がなされるようなプロセスが必要であ
る。あるいは、共通の情報である、メールサーバー情報、テーマ情報、テーマ指定商品情
報は、別のサーバーに保持して、各メールサーバー１-a、１-ｂ、１-ｃはそこから情報を
取得するようにしてもよい。
あるいは、共通の情報である、メールサーバー情報、テーマ情報、テーマ指定商品情報は
、一つのメールサーバー１に保持して、各メールサーバー１-a、１-ｂ、１-ｃはそこから
情報を取得するようにしてもよい。
【０２０５】
一方、ユーザー情報、メール情報、メールボックス情報、レビュー情報、テーマ指定バナ
ー情報、バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報は、各メールサーバー1がそれぞれ別個に保存し
ている。ただし、テーマ指定バナー情報については、連係するメールサーバーに共通の情
報としてもよい。
図５３のユーザー情報は第２実施形態のものであり、そのユーザーが登録されているメー
ルサーバーの識別情報が追加されている。同じく、図５７のメール情報は第２実施形態の
ものであり、そのメール情報が保存されているメールサーバー識別情報が追加されている
。同じく、図６３のレビュー情報は第２実施形態のものであり、そのレビュー情報が保存
されているメールサーバー識別情報が追加されている。
また、図５７のメール情報のメール受信者を指定する情報には、第１実施形態の場合はユ
ーザー識別情報だけであったが、第２実施形態の場合はユーザー識別情報とこのユーザー
が登録されているメールサーバーの識別情報が連結されて入力されている。図５７に図示
した例では、“66|5”のように、ユーザー識別情報“66”がメールサーバー識別情報“5
”と区切り文字“|”で連結されている。
 
クライアント端末３から送信されてくるユーザーを特定する情報、メールを特定する情報
、レビューを特定する情報は、上述の“66|5”のように、必ずメールサーバー識別情報と
組み合わされてくる。
ユーザー識別情報と組み合わされているメールサーバー識別情報で、このユーザーが登録
されているメールサーバー1が特定でき、メール識別情報と組み合わされているメールサ
ーバー識別情報で、このメールが保存されているメールサーバー1が特定でき、レビュー
識別情報と組み合わされているメールサーバー識別情報で、このレビューが保存されてい
るメールサーバー1が特定できる。
【０２０６】
第２実施形態のメール送受信システムでの実施例について説明する。
ユーザー登録、ログイン、ログイン後のユーザー認証のプロセス、レビュー作成、テーマ
指定バナーの配信のプロセスに関しては、各々のメールサーバー1で行われるので、第１
実施形態の場合と同じであるので説明は省略する。
また、メール作成のプロセスに関しては、メール受信者を指定する場合、メール受信者を
特定する情報としてユーザー識別情報とメールサーバー識別情報を組み合わせて指定する
必要がある以外は第１実施形態と同じであるので説明は省略する。
【０２０７】
以下、第１実施形態と異なるプロセスについて、図６７のシーケンス図で説明する。
クライアント端末３は、送受信部5から、テーマ識別情報を含んだメールボックス表示情
報のリクエストをメールサーバー1に送信した（プロセスP13-9）。
メールサーバー１は、メールボックス表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユー
ザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認
証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユ
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ーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
テーマ指定メールボックス表示情報を生成するプロセスに関しては、メールボックス表示
情報生成部22は、第２実施形態では、さらに、連係するすべてのメールサーバー１が保持
するメール情報保存部21から、メールボックス情報のテーマ識別情報でメール情報を抽出
し、収集してメールボックス表示情報を生成した。
つまり、メールボックス表示情報生成部22は、テーマ識別情報を含むメール情報のリクエ
ストを連係するすべてのメールサーバー１に送信した（プロセスP13-10）。メール情報の
リクエストを受信したメールサーバー１は、リクエストからテーマ識別情報を取り出し、
それに基づき、メール情報保存部21から、そのテーマ識別情報を指定されたメール情報を
抽出し、リクエストを送信してきたメールサーバー１へ送信した（プロセスP13-11）。メ
ールボックス表示情報生成部22は、そのようにして、すべての連係したメールサーバー１
からメール情報を収集してメールボックス表示情報を生成した。ついで、送受信部6から
、メールボックス表示情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（
プロセスP13-12）。
【０２０８】
受信者指定メールボックス表示情報を生成するプロセスに関しては、
クライアント端末３は、送受信部5から、ユーザーを特定する情報を含んだメールボック
ス表示情報のリクエストをメールサーバー1に送信した（プロセスP13-9）。ユーザーを特
定する情報は、ユーザー識別情報とメールサーバー識別情報が組み合わされていた。図５
７にあるように、第２実施形態のメール情報では、メール受信者情報として“66|5”のよ
うにユーザー識別情報とメールサーバー識別情報を連結した情報がある。
 
メールサーバー１は、メールボックス表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユー
ザー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認
証すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユ
ーザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メールボックス表示情報生成部22は、第２実施形態では、連係するすべてのメールサーバ
ー１が保持するメール情報保存部21から、メール受信者情報を検索しメール情報を抽出し
、収集して、受信者指定メールボックス表示を生成する必要があった。
メールボックス表示情報生成部22は、ユーザー識別情報を含むメール情報のリクエストを
連係するすべてのメールサーバー１に送信した（プロセスP13-10）。メール情報のリクエ
ストを受信したメールサーバー１は、リクエストからユーザー識別情報を取り出し、それ
に基づき、メール情報保存部21から、そのユーザー識別情報が受信者として指定されたメ
ール情報を抽出し、リクエストを送信してきたメールサーバー１へ送信した（プロセスP1
3-11）。メールボックス表示情報生成部22は、そのようにして、すべての連係したメール
サーバー１からメール情報を収集してメールボックス表示情報を生成した。ついで、送受
信部6から、メールボックス表示情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に
送信した（プロセスP13-12）。
【０２０９】
メール表示したプロセスについて説明する。
クライアント端末３は、送受信部5から、メールを特定する情報を含んだメール表示情報
のリクエストをメールサーバー1に送信した（プロセスP13-1）。メールを特定する情報は
、メール識別情報とメールサーバー識別情報が組み合わされていた。上述のユーザー識別
情報“66|5”のようにである。
メールサーバー１は、メール表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認証
部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証すると
共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー認
証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール表示情報生成部25は、メール表示情報のリクエストからメールサーバー識別情報を
取り出し、このメール情報を保持するメールサーバー１を特定した。ついで、メール表示
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情報のリクエストからメール識別情報を取り出した。
取り出したメール識別情報を含むメール情報のリクエストを、メールサーバー識別情報で
特定したメールサーバー１に送受信部6から送信した（プロセスP13-2）。
リクエストを受けたメールサーバー１は、送受信部6でそのリクエストを受け取り、リク
エストから取り出したメール識別情報でメール情報保存部21のメール情報を特定し、それ
を送受信部6からリクエストしたメールサーバー１に送信した（プロセスP13-3）。
リクエストを出したメールサーバー１は、送受信部6でメール情報を受信し、メール表示
情報生成部25はそのメール情報に基づき、メール表示情報を生成し、送受信部6から、メ
ール表示情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（プロセスP13-
5）。このメール表示情報は、メールを特定する情報として、メール識別情報とこのメー
ル情報を保持するメールサーバーの識別情報が組み合わされた情報を含んでいた。
 
メール編集画面の表示のプロセスも同じであった。クライアント端末３は、送受信部5か
ら、メールを特定する情報を含んだメール編集画面情報のリクエストをメールサーバー1
に送信した（プロセスP13-5）。メールを特定する情報は、メール識別情報とメールサー
バー識別情報が組み合わされていた。
メール編集画面情報生成部29は、メール編集画面情報のリクエストからメールサーバー識
別情報を取り出し、このメール情報を保持するメールサーバー１を特定した。ついで、メ
ール編集画面情報のリクエストからメール識別情報を取り出した。
取り出したメール識別情報を含むメール情報のリクエストを、メールサーバー識別情報で
特定したメールサーバー１に送受信部6から送信した（プロセスP13-6）。
リクエストを受けたメールサーバー１は、送受信部6でそのリクエストを受け取り、リク
エストから取り出したメール識別情報でメール情報保存部21のメール情報を特定し、それ
を送受信部6からリクエストしたメールサーバー１に送信した（プロセスP13-7）。
リクエストを出したメールサーバー１は、送受信部6でメール情報を受信し、メール編集
画面情報生成部29はそのメール情報に基づき、メール編集画面情報を生成し、送受信部6
から、メール編集画面情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（
プロセスP13-8）。
このメール編集画面情報は、メールを特定する情報として、メール識別情報とこのメール
情報を保持するメールサーバーの識別情報が組み合わされた情報を含んでいた。
【０２１０】
次に、レビュー表示するプロセスについて説明する。
クライアント端末３は、送受信部5から、レビューを特定する情報を含んだレビュー表示
情報のリクエストをメールサーバー1に送信した（プロセスP13-13）。レビューを特定す
る情報は、レビュー識別情報とメールサーバー識別情報が組み合わされていた。
メールサーバー１は、レビュー表示情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザー認
証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証する
と共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザー
認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー表示情報生成部46は、レビュー表示情報のリクエストからメールサーバー識別情
報を取り出し、このレビュー情報を保持するメールサーバー１を特定した。ついで、レビ
ュー表示情報のリクエストからレビュー識別情報を取り出した。取り出したレビュー識別
情報を含むレビュー情報のリクエストを、メールサーバー識別情報で特定したメールサー
バー１に送受信部6から送信した（プロセスP13-14）。
リクエストを受けたメールサーバー１は、送受信部6でそのリクエストを受け取り、リク
エストから取り出したレビュー識別情報でレビュー情報保存部41のレビュー情報を特定し
、それを送受信部6からリクエストしたメールサーバー１に送信した（プロセスP13-15）
。
リクエストを出したメールサーバー１は、送受信部6でレビュー情報を受信し、レビュー
表示情報生成部46はそのレビュー情報に基づき、レビュー表示情報を生成し、送受信部6
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から、レビュー表示情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に送信した（プ
ロセスP13-16）。
【０２１１】
次に、第２実施形態でメールが編集され、メール情報が更新されるプロセスについての実
施例を説明する。
メール受信者、あるいはメール送信者が、メール編集画面で、追加書き込みやメール本文
の編集を行い、追加書き込みボタンG24、あるいは送信ボタンG22がクリックされると、メ
ールを特定する情報を含むメール編集情報が、クライアント端末３の送信部5から、メー
ルサーバー１へ送信された（プロセスP13-21）。メールを特定する情報は、メール識別情
報とメールサーバー識別情報が組み合わされていた。
 
メールサーバー１は、メール編集情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザー
認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証す
ると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユーザ
ー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール情報更新部26は、メール編集情報のリクエストからこのメール情報を保持するメー
ルサーバー１のメールサーバー識別情報を取り出した。ついで、メールサーバー識別情報
でこのメール情報を保持するメールサーバー１を特定し、特定したメールサーバー１にメ
ール編集情報を送信した（プロセスP13-22）。
メールサーバー１は、メールサーバー１からのメール編集情報を送受信部６で受信し、メ
ール情報更新部26は、メール編集情報からメール識別情報を取り出し、それによりメール
情報保存部21のメール情報を特定した。ついで、特定したメール情報をメール編集情報に
基づいて更新した。
【０２１２】
マーケターが、自らが提供する商品についてのレビューを選択するために、レビュー選択
画面をクライアント端末で表示するプロセスの実施例について説明する。
クライアント端末３から、テーマ指定商品識別情報を含むレビュー選択画面情報のリクエ
ストがメールサーバー１に送信された（プロセスP13-17）。
メールサーバー１は、レビュー選択画面情報のリクエストを送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
レビュー選択画面情報生成部43は、受信したリクエストからテーマ指定商品識別情報を取
り出した。取り出したテーマ指定商品識別情報が指定されているレビュー情報を、レビュ
ー情報保存部41から抽出した。その際、連係している全メールサーバー1のレビュー情報
保存部41からもレビュー情報を抽出した。
他のメールサーバー1のレビュー情報保存部41からレビュー情報を抽出したということを
より具体的に説明すると、レビュー選択画面情報生成部43は、他のメールサーバー1へ、
テーマ指定商品識別情報を含むレビュー情報のリクエストを送信し（プロセスP13-18）、
レビュー情報のリクエストを受信したメールサーバー1は、受信したリクエストからテー
マ指定商品識別情報を取り出し、取り出したテーマ指定商品識別情報が指定されているレ
ビュー情報をレビュー情報保存部41から抽出し、それをレビュー情報のリクエストを送信
してきたメールサーバー1へ送信した（プロセスP13-19）ということである。レビュー選
択画面情報生成部43は、収集したレビュー情報から、レビュー識別情報、レビュー作成者
のユーザー識別情報、レビュータイトルなどを取り出し、それに基づきレビュー選択画面
情報を生成し、レビュー選択画面情報のリクエストを送信してきたクライアント端末３に
送信した（プロセスP13-20）。
【０２１３】
次に、レビュー選択画面でマーケターにレビューが選択された後のプロセスについて説明
する。
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レビュー選択画面でレビューがマーケターにされると、レビューを特定する情報を含むレ
ビュー選択情報が、マーケターのクライアント端末3が所属するメールサーバー１に送信
された（プロセスP13-23）。レビューを特定する情報は、レビュー識別情報とこのレビュ
ー情報を保持するメールサーバーの識別情報が組み合わされていた。
メールサーバー１は、レビュー選択情報をリクエストとして送受信部6で受信し、ユーザ
ー認証部14は、[０１４１]で説明したプロセスで、クライアント端末３のユーザーを認証
すると共に、クライアント端末３のユーザーのユーザー識別情報を取得した。もし、ユー
ザー認証ができなければプロセスは中止された。次いで、
メール化可能指定部44は、レビュー選択情報からメールサーバー識別情報を取り出した。
ついで、メールサーバー識別情報でこのレビュー情報を保持するメールサーバー１を特定
し、特定したメールサーバー１にレビュー選択情報を送受信部６から送信した（プロセス
P13-24）。
メールサーバー１からのレビュー選択情報を送受信部６で受信したメールサーバー１は、
メール化可能指定部44で、レビュー選択情報に基づき、レビュー情報保存部41のレビュー
情報を特定し、メール化可能とした。
【０２１４】
レビューに基づいたメールを、メール作成画面で作成するプロセスに関しては、第１実施
形態と同じである。
レビュー作成者が、レビューに基づいたメールを作成すれば、そのメール情報は、レビュ
ー作成者がユーザー登録したメールサーバーに保存された。
マーケターが、レビューに基づいたメールを作成すれば、そのメール情報は、マーケター
がユーザー登録したメールサーバーに保存された。
【０２１５】
マーケターが、レビュー選択画面で、自らのテーマ指定商品についてのレビューを選択す
ると、自動的に、選択されたレビューに基づいたメール情報が生成されるプロセスに関し
て第２実施形態で実施した例を説明する。
 
メール情報生成部24は、メール化可能となったレビュー情報から、レビュー識別情報、メ
ールサーバー識別情報、レビュー作成者のユーザー識別情報、レビューが対象とするテー
マ指定商品の識別情報、レビュータイトル、レビュー本文を取り出した。次いで、取り出
したテーマ指定商品識別情報で、テーマ指定商品情報保存部39のテーマ指定商品情報を特
定し、その商品に指定されているテーマ識別情報を取り出した。
その上で、テーマ指定商品情報から取り出したテーマ識別情報、レビュー情報から取り出
した、レビュー識別情報、メールサーバー識別情報、レビュー作成者のユーザー識別情報
、レビュータイトル、レビュー本文に基づき、テーマ指定商品情報から取り出したテーマ
識別情報を指定し、メール送信者としてレビュー作成者のユーザー識別情報を指定したメ
ール情報を生成した。その際、メールタイトルはレビュータイトルと同じとし、メール本
文はレビュー本文と同じとした。次いで、生成したメール情報にメールの元になったレビ
ューの識別情報を入力した。また、生成したメール情報に入力されたメールサーバー識別
情報は元になったレビューのそれと同じにした。また、生成したメール情報を編集可とし
た場合も、編集不可とした場合も実施してみた。
 
メールタイトルをレビュータイトルに準ずるものに編集した場合、メール本文をレビュー
本文に準ずるものに編集した場合も実施もしてみた。レビューが元になったメールである
ことがわかりやすくするためであった。
 
また、メール送信者として、レビュー対象商品のマーケターのユーザー識別情報をした場
合も実施してみた。その場合、マーケターが、このレビュー情報を保持しているメールサ
ーバー１に登録されたユーザーの場合は、生成されたメール情報のメール送信者として、
マーケターのユーザー識別情報をいれた以外は上述したプロセスと同じであった。
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しかし、マーケターが、このレビュー情報を保持しているメールサーバー１とは別のメー
ルサーバー１に登録されたユーザーである場合があった。そのときは、マーケターが登録
されているメールサーバー１のメール情報生成部24が上述したメール情報生成のプロセス
を実行した。
その場合、マーケターがユーザー登録されたメールサーバー１は、このレビュー情報を保
持しているメールサーバー１からこのレビュー情報を受信し、その上で、メール情報生成
部24が上述したプロセスを実施した。そのときは、生成されたメール情報の元となったレ
ビューがわかるように、元となったレビューの識別情報とこのレビュー情報を保持するメ
ールサーバーの識別情報を区切り文字で連結した文字列をレビュー指定情報とした。
【０２１６】
上述したプロセスで、メールサーバー１が、メールサーバー１からアクセスされた際は、
メールサーバー認証部38がメールサーバー情報保存部37のメールサーバー情報に基づき、
メールサーバー１を識別、認証した。認証できない場合はプロセスを中止した。
【産業上の利用可能性】
【０２１７】
受信者を指定したメールをメールボックスに配信するだけでなく、テーマを指定したメー
ルを、同じテーマを指定したメールボックスに配信できる。配信されたメールは、送受信
者により後で編集できる。また、メールに指定するテーマをバナーに指定して、バナーの
ターゲッティング能力を高める。また、メールに指定するテーマを商品に指定して、その
商品についてのレビューをメールに変換することで、レビューがそれを必要とする人に届
くようにできる。
【図面の簡単な説明】
【０２１８】
【図１】本発明のメール送受信システムの概要図である。
【図２】テーマ指定メールボックス作成画面の図である。
【図３】テーマ指定メールボックス作成画面の図である。
【図４】テーマ選択画面の図である。
【図５】サブテーマ選択画面の図である。
【図６】メールボックスリストの図である。
【図７】メールボックスリストの図である。
【図８】メールボックスリストの図である。
【図９】テーマ指定メールボックスの図である。
【図１０】テーマ指定メールボックスの図である。
【図１１】メールの図である。
【図１２】メール作成画面の図である。
【図１３】メール作成画面の図である。
【図１４】メールの図である。
【図１５】メール作成画面の図である。
【図１６】メールボックスリストの図である。
【図１７】受信者指定メールボックスの図である。
【図１８】メールの図である。
【図１９】メールの図である。
【図２０】メール編集画面の図である。
【図２１】メールの図である。
【図２２】メール編集画面の図である。
【図２３】メールの図である。
【図２４】メール編集画面の図である。
【図２５】メールの図である。
【図２６】メールの図である。
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【図２７】メールの図である。
【図２８】メール編集画面の図である。
【図２９】メールの図である。
【図３０】メール編集画面の図である。
【図３１】メールの図である。
【図３２】掲載バナーテーマ選択画面の図である。
【図３３】掲載バナーテーマ選択画面の図である。
【図３４】掲載バナーテーマ選択画面の図である。
【図３５】Ｗｅｂコンテンツの図である。
【図３６】Ｗｅｂコンテンツの図である。
【図３７】レビュー作成画面の図である。
【図３８】レビュー作成画面の図である。
【図３９】テーマ指定商品選択画面の図である。
【図４０】レビュー選択画面の図である。
【図４１】レビューの図である。
【図４２】レビューから変換されたメールの図である。
【図４３】本発明のシステムのブロック図である。
【図４４】ユーザー登録に関するシーケンス図である。
【図４５】ログインに関するシーケンス図である。
【図４６】メール送受信に関するシーケンス図である。
【図４７】メール編集に関するシーケンス図である。
【図４８】バナー掲載Ｗｅｂサーバーによるバナー配信に関するシーケンス図である。
【図４９】バナー掲載Ｗｅｂサーバーによるバナー配信に関するシーケンス図である。
【図５０】テーマ情報保存部の図である。
【図５１】テーマ情報保存部の図である。
【図５２】ユーザー情報保存部の図である。
【図５３】ユーザー情報保存部の図である。
【図５４】テーマ指定メールボックス情報保存部の図である。
【図５５】テーマ指定メールボックス情報保存部の図である。
【図５６】メール情報保存部の図である。
【図５７】メール情報保存部の図である。
【図５８】テーマ指定バナー情報保存部の図である。
【図５９】テーマ指定バナー情報保存部の図である。
【図６０】バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報保存部の図である。
【図６１】テーマ指定商品情報保存部の図である。
【図６２】レビュー情報保存部の図である。
【図６３】レビュー情報保存部の図である。
【図６４】メールサーバー情報保存部の図である。
【図６５】本発明のシステムのブロック図である。
【図６６】レビュー作成、レビュー選択に関するシーケンス図である。
【図６７】メールサーバーの連係に関するシーケンス図である。
【符号の説明】
【０２１９】
１、1-a、1-b、1-c：メールサーバー、
２：ネットワーク、
３、3-a、3-b、3-c、3-d、3-e：クライアント端末、
４、4-a、4-b、4-c：バナー掲載Ｗｅｂサーバー、
５：クライアント端末の送受信部、
６：メールサーバーの送受信部、
７：ユーザー登録画面情報生成部、
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８：クライアント端末の処理部、
９：クライアント端末の表示部、
１０：クライアント端末の入力部、
１１：ユーザー情報生成部、
１２：ユーザー情報保存部、
１３：ログイン画面情報生成部、
１４：ユーザー認証部、
１５：テーマ指定メールボックス作成画面情報生成部、
１６：テーマ選択画面情報生成部、
１７：テーマ情報保存部、
１８：メールボックス情報生成部、
１９：メールボックス情報保存部、
２０：テーマ指定メールボックスリスト表示情報生成部、
２１：メール情報保存部、
２２：メールボックス表示情報生成部、
２３：メール作成画面情報生成部、
２４：メール情報生成部、
２５：メール表示情報生成部、
２６：メール情報更新部、
２７：テーマ指定バナー情報保存部、
２８：メールサーバーのテーマ指定バナー表示情報生成部、
２９：メール編集画面情報生成部、
３０：バナー表示用ファイル保存部、
３１：バナー掲載Ｗｅｂサーバーの送受信部、
３２：Ｗｅｂコンテンツ表示情報生成部
３３：バナー掲載Ｗｅｂサーバーのテーマ指定バナー表示情報生成部、
３４：Ｗｅｂコンテンツ情報保存部、
３５：バナー掲載Ｗｅｂサーバー情報保存部、
３６：バナー掲載Ｗｅｂサーバー認証部、
３７：メールサーバー情報保存部、
３８：メールサーバー認証部、
３９：テーマ指定商品情報保存部、
４０：テーマ指定商品選択画面情報生成部、
４１：レビュー情報保存部、
４２：レビュー情報生成部、
４３：レビュー選択画面情報生成部、
４４：メール化可能指定部、
４５：レビュー作成画面情報生成部、
G1：テーマ指定メールボックス作成画面の送信ボタン
G2：テーマ指定メールボックス名入力エリア
G3：テーマ選択ボタン
G4：テーマ選択終了ボタン
G5：テーマ名ボタン
G6：テーマ選択用チェックボックス
G7：商品一覧ボタン
G8：サブテーマ名が表記されたボタン
G9：受信者指定メールボックスボタン
G10：テーマ指定バナー
G11：新規テーマ指定メールボックス作成ボタン
G12：新規メール作成ボタン
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G13：もっと読むボタン
G14：メールボックスリストの更新ボタン
G15：メールの返信ボタン
G16：メール作成画面の送信ボタン
G17：編集可ボタン
G18：メール受信者入力エリア
G19：メールコピー受信者入力エリア
G20：メールタイトル入力エリア
G21：メール作成画面のメール本文入力エリア
G22：メール編集画面の送信ボタン
G23：編集ボタン
G24：追加書き込みボタン
G25：追加書き込み入力エリア
G26：メール編集画面のメール本文入力エリア
G27：メールボックスの更新ボタン
G28：テーマ指定バナーの次へボタン
G29：テーマ指定バナーの前へボタン
G30：メール編集画面のメール本文編集エリア
G31：掲載バナーテーマ選択画面の送信ボタン
G32：Ｗｅｂサイト識別情報入力エリア
G33：パスワード入力エリア
G34：テーマ指定バナー画面
G35：レビュー作成画面の送信ボタン
G36：レビュータイトル入力エリア
G37：レビュー本文入力エリア
G38：テーマ指定商品選択画面のテーマ名ボタン
G39：テーマ指定商品選択用ラジオボタン
G40：テーマ指定商品選択画面の選択ボタン
G41：レビュー選択用チェックボックス
G42：レビュー選択画面の選択ボタン
G43：レビューの選択ボタン
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