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(57)【要約】
　本発明は、あらゆるデジタルデータ（Ｄｉｇｉｔａｌ
Ｄａｔａ）に自然界の生／老／病／死の概念を適用し、
これまでは永久不滅、無限複製、原本同一の属性として
のみ認識されていたデジタルデータに時限の命名（生）
、変化（病）そして、消滅（死）の機能を付与すること
で、データが生命を持つ有機体のような存在として認識
され得るようにするデータ処理技術分野に関し、データ
流通の履歴を管理し、更に、まるで自然界の生命体のよ
うな、エージング（古く、色褪せ、病気にかかり、回復
するなど）効果を通じてデータの現在の効用状態を表現
することで、ユーザが該当データの維持及び削除の判断
を容易に決定できるようにするシステムを提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書やイメージ、動画、音楽などのファイルに搭載されてファイルの実行時に、以前実
行との経過した時間を計算して設定された時間以上が経過した場合、実行されるファイル
に老化が発生したものと見られるようにスクラッチや透明効果、ノイズ効果を提供したり
、ファイルの内容が削除されるようにするエージングサービスを運用するにおいて、
　サービス提供会社（Ｓ６０５）のデータベースサーバは、ダスクライアント（Ｓ４００
）又はダスプロセッサ（Ｓ６００）からダスオプションが適用されたファイルのメタ情報
の転送を受けた場合、前記メタ情報内に識別コード情報が含まれているかを確認する段階
（Ｓ７０１）と、
　メタ情報内に識別コードがない場合、新規に識別コード（ＫＥＹ）を発給し、テーブル
に一定のレベル値を付与する段階（Ｓ７０２）と、
　レベル値が付与されれば、データベーステーブルに新規にレコードが生成（Ｓ７０７）
され、該当レコードにユーザＩＰアドレスを含むメタ情報が記録（Ｓ７０８）され、メタ
情報が転送されてきたユーザのダスプロセッサ（Ｓ６００）内に識別コード、レベル値を
転送し、メタ情報内に識別コードがある場合、既存に登録された識別コードが位置するレ
コード上のＩＰアドレスとメタ情報として転送されたユーザのＩＰアドレスとを比較して
ユーザのＩＰアドレスとレコード上に記録されたＩＰアドレスが異なる場合、既存に付与
されたレベル値を増加させる段階と、
　既存にレコード上のレベル値と転送されたメタ情報に含まれているレベル値とを比較し
てレコード上のレベル値が転送されたレベル値よりも高い場合、高いレベル値を有する下
位レベルレコードにコピー版のマークを表示する段階（Ｓ７０６）と、
　メタ情報を転送したユーザのダスプロセッサ（Ｓ６００）が搭載されたファイルにレベ
ルとコピー版マークの表示情報を転送する段階（Ｓ７１０）と
で構成されることを特徴とするデジタルエージングシステムの運用方法。
【請求項２】
　前記メタ情報は、ファイルの変更如何、実行日時、ダスオプション選択情報、コピー版
情報を含んでなることを特徴とする請求項１に記載のデジタルエージングシステムの運用
方法。
【請求項３】
　文書やイメージ、動画、音楽などのファイルに搭載されてファイルの実行時に、以前実
行との経過した時間を計算して設定された時間以上が経過した場合、実行されるファイル
に老化が発生したものと見られるようにスクラッチや透明効果、ノイズ効果を提供したり
、ファイルの内容が削除されるようにするエージングサービスをサーバ端で運用するにお
いて、
　ブログ、掲示板、カフェに掲示した書き込みがダスクライアントを通じてダスオプショ
ンが適用された書き込みかをチェックする段階（Ｓ８０２）と、
　ダスオプションが適用された書き込みである場合、ウェブサーバはデータベースサーバ
から書き込みの内容とダスオプション情報を読み込み（Ｓ８０４）、データベースに記録
された最近呼び出された記録を確認して書き込みを入力したユーザが設定したダスオプシ
ョンの条件によってユーザ画面に表現されるエージングの程度を決定した後、ハイパーテ
キスト言語（ＨＴＭＬ）で色褪せ、スクラッチ、ノイズ、透明度を調節したエージングを
生成（Ｓ８０５）してウェブページの先端にエージングを表現する段階と、
　ウェブサイトに設けられたデータベース及びダスクライアントを提供したサービス提供
会社のサーバにユーザにより書き込みが閲覧された日付、回数、位置などの更新情報を転
送する段階と、
　ユーザにエージングが適用された書き込みが画面に表現（Ｓ８１２）される段階と
からなることを特徴とするデジタルエージングシステムの運用方法。
【請求項４】
　サービス提供会社に更新情報の転送如何をチェックする段階（Ｓ８０７）が行われ、一
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定回数を繰り返したにも拘らず、ネットワークの問題などで更新情報がサービス提供会社
に転送されない場合、ウェブサイトのデータベースに転送失敗事項を記録（Ｓ８１１）す
ることを特徴とする請求項３に記載のデジタルエージングシステムの運用方法。
【請求項５】
　ダスクライアントは、ダスオプションで一定期間ファイルが実行されない場合、以後の
実行時に該当ファイルのデータ値が何れも削除されるように設定したり、一定回数以上、
繰り返し実行される場合、エージングが治癒（除去）されるように設定できることを特徴
とする請求項１、請求項３の何れか１項に記載のデジタルエージングシステムの運用方法
。
【請求項６】
　ダスオプションは書き込みに適用され、ウェブサイトに掲示したユーザの書き込みやフ
ァイルが本人又は他のユーザにより閲覧されたり、コピーされて実行される場合、該当書
き込みやファイルの実行回数と頻度によって書き込みやファイルにエージング効果が表現
される機能を提供することを特徴とする請求項５に記載のデジタルエージングシステムの
運用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、あらゆるデジタルデータ（ＤｉｇｉｔａｌＤａｔａ）に自然界の生／老／病
／死の概念を適用し、これまでは永久不滅、無限複製、原本同一の属性としてのみ認識さ
れていたデジタルデータに時限の命名（生）、変化（病）そして、消滅（死）の機能を付
与することで、データが生命を持つ有機体のような存在として認識され得るようにするデ
ータ処理技術分野と、データに対する履歴を管理及び追跡するための統合データ遠隔管理
技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、２１世紀の情報化社会に突入することに伴い、デジタルが急速に発達し、拡
散することによってその反作用として洪水のように溢れ出ているデジタルデータが、その
効用期限が切れたにも拘らず、何らの存在価値もなく、まるで宇宙迷子のようにサーバ上
で飛び交ってゴミとして存在する現象による個人情報の漏洩とセキュリティ及びデータ管
理の不在などの問題を解決するために導き出された。
【０００３】
　事例を記述すると、従来のインターネットなどを介してユーザは自身の名前を検索して
みたとき、数年前に作成した宅配便の配達遅延に対する抗議文があるショッピングモール
サイトに未だに掲載されていることを見つけたとき、個人情報の漏洩という問題を排除で
きず、そのため、効用期限が迫ったデータは消滅させなければならないという要求と効用
価値の高いデータは別に分類して保存する必要性を感じるようになる。
【０００４】
　しかしながら、従来の基盤技術は、このようなデータの管理に対する部分がインターネ
ットサービス事業者の運営政策に任されているのが現状であり、ユーザは、自身が書き込
みを作成する時点乃至は自身がデータをアップロードする起点に、予め該当データの消滅
時期まで設定できる基盤技術は皆無なのが現状である。
【０００５】
　本発明は、まるで缶詰めの保持期限のように、出庫（生産）原点からデータに生命の時
限を定めて消滅させようとする趣旨であり、データ生成者或いはデータ需用者の必要に応
じて保存価値が高いと分別されるデータの場合には、データの生成当時のサービス使用環
境をそのままデータと共に格納させることによって、後世の人々が便利にデータを活用で
きるようにするという、より積極的なレベルの分類、整理（消滅）及び格納のためのデー
タ処理技術を提供することに目的がある。
【０００６】
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　また、このような過程の中で、大部分のユーザは、自身が生成したデータに対して直接
的な管理はもちろん、データを生成したという事実さえも忘れてしまったりするが、本発
明はこれを補完するために、データ流通の履歴を管理し、更に、まるで自然界の生命体の
ような、エージング（古く、色褪せ、病気にかかり、回復するなど）効果を通じてデータ
の現在の効用状態を表現することで、ユーザが該当データの維持及び削除の判断を容易に
決定できるようにすることに目的がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、データの最初の生成時点からデータが最終的に消滅する時点までデータの流
通履歴全般の内訳（Ｈｉｓｔｏｒｙ）を追跡及び記録するサービスと、データの生成され
る時点或いは流通が始まる起点（アップロード、掲示など）で該当データの消滅時期とエ
ージング（老化、変形、回復など）が行われる方式を事前に設定しておくサービスと、実
際にこのような設定論理に従って同調し、具体的なエージングが行われるようにするため
の実行システムと、このような一連の過程の結果として導き出された有効な価値が設定（
立証）されたデータに対して永久保存するためのサービスとで構成される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によるデジタルエージングシステム（ＤｉｇｉｔａｌＡｇｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ-
別名、「ダス」という）は、ユーザがブログや不特定の掲示板にテキスト（ｔｅｘｔ）や
ファイルをアップロードし、一定時間が経過すれば、自身がアップロードしたテキストと
ファイルが他人によりコピーされるネットワーク上で、自身のテキストとファイルに対す
る削除及び修正権限を設定及び制御できるようにすることで、ネットワーク上でプライバ
シーを保護することはもちろん、不要なデータの暴走によりサービス提供会社のデータベ
ースの負荷と管理コストの増加という問題を総合的に解決しようとする目的を含んで開陳
されたサービスである。
【０００９】
　このために、本発明は、ユーザが自身の端末を介してダスクライアント（ＤＡＳＣｌｉ
ｅｎｔ）という別途のプログラムをダスサービス提供会社からダウンロードしてインスト
ールし、インストールされたプログラムを起動した後、ファイルを呼び出してオプション
を設定し格納すれば、該当ファイルにはダスプロセッサが搭載され、ユーザが設定した時
間を計数するオプション情報によってエージング乃至ファイルの削除が自動で行われるサ
ービスを提供するようになる。
【００１０】
　また、ダスサービス提供会社のデータベースサーバは、サービス利用者のファイルに対
する状態と変化を一定のアルゴリズムによってダスプロセッサからフィードバックを受け
て管理することで、ファイルに対する統合制御と管理が可能になる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、データ生成者、或いはデータ需用者の必要に応じて保存価値が高いと
分別されるデータの場合には、データの生成当時のサービス使用環境をそのままデータと
共に格納させることができ、データの生成時にタイマを設定するか、追跡器を連係してネ
ットワーク上で散在している本人のデータに対して統合的な管理が可能になるという効果
を奏する。
【００１２】
　また、データ生成者のデータ流通の履歴を管理し、更に、まるで自然界の生命体のよう
なエージング効果を通じてデータの現在の効用状態を表現することで、ユーザが該当デー
タの維持及び削除の判断を容易に決定できるようにする知能型データ管理システムを提供
できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】ダスクライアントを通じてユーザ端でファイル単位で本発明によるエージングサ
ービスを実現するためのプロセスを示す順序図である。
【図２】ダスプロセッサが適用されたサーバ端でエージングサービスを適用するためのプ
ロセスを示す順序図である。
【図３】本発明によるダスクライアントの構造を示すブロック図である。
【図４】本発明によるダスプロセッサの構造を示すブロック図である。
【図５】本発明によるシステムを制御及び統合管理するためのデータベースの構造を示す
ブロック図である。
【図６】ダスプロセッサが適用されたサーバ端でエージングサービスが提供されるプロセ
スを示す順序図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明によるデジタルエージングサービスの提供を受けるためには、ダスクライアント
というアプリケーションが必要であり、別途のウェブサイト（例えば、ｗｗｗ.ｌｏｇｍ
ｅｍｏｒｙ.ｃｏｍなどと称され得る）でユーザはダウンロードできる。
【００１５】
　デジタルエージング（以下、「エージング」という略語は「デジタルエージング」を意
味する）とは、ある特定のファイル（ダスクライアントにより製作され、ダスプロセッサ
が搭載されたファイル）が一定の条件（設定された実行周期や期間による回数に到達して
いない状態）の下で実行されれば、該当ファイルに実行されても、本来の様子に見られず
、既に設定された条件で画面に表現される状態を意味する。
【００１６】
　また、ダスクライアントは、既存のファイルを呼び出して編集し、再び格納する場合、
該当ファイルの内部にダスプロセッサというプログラムを挿入する機能をする。
【００１７】
　また、ダスプロセッサは既存のファイルに常駐し、ファイルの実行時にダスクライアン
トにより格納されたファイルヘッダにメタデータを読み出して実行周期及び類型を把握し
、該当ファイルにエージング効果が現れるように実現する機能をする。
【００１８】
　エージング効果とは、前記エージングと同じ意味であり、該当ファイルが実行される回
数と期間によって見られるファイルの形態を変化させる過程であり、例えば、１ヶ月以上
開けていないファイルを実行するようになれば、ダスプロセッサは最近開けてみた日付を
記録しているメタデータの情報をファイルヘッダから読み出して該当ファイルが実行され
る前にファイルが１ヶ月以上実行されていないことを認識し、プログラムの動作を決定す
る２進値であるバイナリ（ｂｉｎａｒｙ）を変化させて原本ファイルが古くなっているか
のように見えるようにする。
【００１９】
　古くなっているかのように見える方法として、色褪せ（文書ファイル）、スクラッチ（
イメージ）、ノイズ（音源ファイル）などが挙げられ、前記エージング効果の技術的な動
作原理としては、ユーザがダスプロセッサが搭載された特定のファイルを使用しようとす
るとき、ファイルの内部に搭載されたダスプロセッサがその瞬間をキャッチ（ｃａｔｃｈ
）してファイルのメタ情報内に格納されたファイルの使用頻度と頻度によるファイルに対
する表現方法を確認し、それに合うように、ファイルが見られるようにするものであって
、例えばユーザは、ダスプロセッサが搭載されたワード（ＭＳ-Ｗｏｒｄ）ファイルを閲
覧しようとするとき、ダスプロセッサがメタ情報に記録されたファイルの使用回数及び日
付などを計算してワードファイル内のテキストが微かに見える効果を出すことが挙げられ
る。
【００２０】
　これを実現するために、ダスプロセッサに含まれているエージング管理モジュールは、
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ファイルの構造を分析して多様な効果を表現でき、イメージ、映像、ワード文書などに対
してファイルの構造を分析し、表現する方法を設計してプロセッサに搭載するようになる
。
【００２１】
　最も代表的な方法としては、該当ファイルが有するバイナリ構造を変化させることが挙
げられる。
【００２２】
　また、ダスプロセッサは、一定時間以上実行されていないファイルに対して自らファイ
ルを削除するセルフクリア機能を含むようになる。
【００２３】
　概念的に、ダスプロセッサが搭載されたファイルのあらゆるビット（ｂｉｔ）を削除し
、ファイルサイズをゼロ（ｎｕｌｌ）にする。
【００２４】
　動作原理としては、まるでウイルスが作動しているかのようにエージングに対する判断
によりダスプロセッサに記録されたファイル削除の時期が迫ったファイルが実行されれば
、ファイル内に搭載されたトリガ（ｔｒｉｇｇｅｒ）が動作してファイル内のバイナリを
何れも削除してサイズが０である空きファイルを生成するようになる。
【００２５】
　また、ダスプロセッサは、前記一連の過程をファイルのメタ情報を更新及び格納するよ
うになり、同時にファイルが格納されたコンピュータのネットワーク環境を通じて該当情
報をダスクライアントアプリケーションを提供するウェブサーバに転送する機能をする。
【００２６】
　ダスアプリケーションを提供するウェブサーバ（例えば、ｗｗｗ.ｌｏｇｍｅｍｏｒｙ.
ｃｏｍ）は、該当情報を記録管理するようになり、ダスアプリケーションをダウンロード
したユーザ毎に付与される固有の識別コードを通じて自身が生成したファイルがどの位置
でいつ実行され、どのように管理されているかを追跡できるようになる。
【００２７】
　これは、ダスアプリケーションを提供するウェブサーバと共有するデータベース内に固
有の識別コード（ｐｒｉｍａｒｙｋｅｙ）で管理されるデータベーステーブルを通じて整
列乃至検索され、ダスクライアントにより生成され、ダスプロセッサが搭載されたファイ
ルがネットワークと連結されているコンピュータに存在する場合、該当ファイルを削除乃
至修正するなどのファイル管理を遠隔で制御できるようになる。
【００２８】
　以上のように、本発明による基本的な概念と動作原理を通じて本発明の目的と効果を達
成するための具体的な記述を添付の図面を通じて更に詳細に行う。
【００２９】
　図１は、ダスクライアントを通じてユーザ端でファイル単位で本発明によるエージング
サービスを実現するためのプロセスを示す順序図であって、ユーザは文書（イメージ、動
画）を作成又は製作するために、特定のファイルを生成（Ｓ１０１）するようになる
【００３０】
　前記段階はファイルが既に生成されている場合、省略され得る。
【００３１】
　ユーザは次の段階として、自身のコンピュータ内にダスクライアント（Ｓ４００）アプ
リケーションを実行（Ｓ１０２）しなければならない。
【００３２】
　この場合、ダスクライアント（Ｓ４００）がインストールされているか否か（Ｓ１０４
）によって、インストールされていない場合、ダスクライアント（Ｓ４００）を提供する
サイトに接続して該当アプリケーションをダウンロードしてインストール（Ｓ１０３）す
るようになり、既存にインストールされている場合、該当ダスクライアントを実行（Ｓ１
０５）するようになる。
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【００３３】
　ダスクライアント（Ｓ４００）は、外部ファイルを呼び出せるアプリケーションで特定
のファイルを呼び出した後（Ｓ１０６）、ダスオプションを設定した後、格納を実行（Ｓ
１０７）する。
【００３４】
　ダスオプションとは、該当ファイルに対する実行頻度による条件を設定するものであっ
て、設定される条件には、最初に生成されたファイルが、ある期間以上実行されていない
場合、エージングが追加されるように繰り返し実行される期間を設定するか、一定期間に
繰り返し実行頻度が何回以下である場合、エージングが実行されるように回数を設定する
ことを意味する。
【００３５】
　また、オプションで一定期間ファイルが実行されていない場合、以後の実行時に該当フ
ァイルのデータ値が何れも削除されるようにセルフクリアを設定できる。
【００３６】
　一定回数以上、繰り返し実行される場合、エージングが治癒（除去）されるように設定
できる。
【００３７】
　このために、ダスオプションには、期間及び回数に対する条件と選択を行えるラジオボ
タン及びスクロールバーが設けられることが好ましい。
【００３８】
　ダスオプションの設定後に格納を実行（Ｓ１０７）すれば、該当ファイルに設定された
ダスオプション情報とファイルが生成された日付情報が含まれているメタ情報が格納（Ｓ
１０８）され、ダスクライアントアプリケーションを提供するサービス提供会社のサーバ
に該当メタ情報を転送（Ｓ１０９）するようになる。
【００３９】
　ネットワークの状態によってサーバに転送されたメタ情報は、情報転送の成否によって
数回再送の過程を経ながら、サーバへの転送が失敗した場合、該当ファイルにサーバ転送
失敗を記録（Ｓ１１３）するようになる。
【００４０】
　また、サーバへの情報転送が成功裏に完了した場合、ダスオプションが適用されたファ
イルにダスプロセッサが存在しているか否かをチェック（Ｓ１１４）するようになる。
【００４１】
　参考までに、既存にダスクライアント（Ｓ４００）を実行して生成されたファイルを再
びダスクライアントを実行して呼び出して修正した場合、ダスプロセッサ（Ｓ６００）が
存在するようになり、ダスクライアントを実行して最初にファイルを生成した場合、ダス
プロセッサ（Ｓ６００）が存在しないので、ファイル内にダスプロセッサ（Ｓ６００）を
搭載（Ｓ１１５）する。
【００４２】
　図２は、ダスプロセッサが適用されたサーバ端でエージングサービスを適用するための
プロセスを示す順序図であって、前記図１がクライアント端でユーザがダスクライアント
アプリケーションをダウンロードして既存のファイルにエージングのためのダスオプショ
ンを適用し、ダスプロセッサを搭載するサービスに関する順序図であれば、本発明による
図２は、ウェブサイトにユーザが書き込みをするか、ファイルをアップロードする場合に
対するサーバ端でのダスプロセッサの搭載とエージングの実現に関する順序図であり得る
。
【００４３】
　ウェブサイト（ブログ、掲示板、カフェなどを含み、以下「ウェブサイト」と略す）は
、先行過程として事前にダスクライアントアプリケーションを提供するサービス提供会社
からユーザに提供されるウェブサイトにダスクライアントを搭載していなければならない
。
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【００４４】
　前記ダスクライアントの構造と機能は、図１と同一の構造を有し、以下図３のブロック
図で更に詳細に後述する。
【００４５】
　ユーザは、ウェブサイトに接続して掲示板の書き込みを実行するにおいて、従来の通常
の書き込みをすることができるが、ダスオプションが適用される掲示板の書き込みを選択
できる。
【００４６】
　ダスオプションが適用される掲示板の書き込みとは、ウェブサイトに掲示したユーザの
書き込みやファイルが本人又は他のユーザにより閲覧されたり、コピーされて実行される
場合、該当書き込みやファイルの実行回数と頻度（実行期間）によって書き込みやファイ
ルにエージング効果が表現される機能を提供することを意味する。
【００４７】
　ユーザは、ウェブサイトの書き込みにタイトルと内容などのテキストを入力（Ｓ３０３
）したり、アップロードするファイルを選択（Ｓ３０４）した後、ウェブサイト運用サー
バが事前にサービス提供会社から提供を受けてウェブサイトに実現したダスクライアント
（Ｓ４００）アプリケーションを通じて書き込みに適用されるダスオプションを設定（Ｓ
３０５）するようになる。
【００４８】
　書き込みに別途のファイルをアップロードした場合、該当ファイルにメタ情報を格納（
Ｓ３０７）し、ダスクライアント（Ｓ４００）を提供するサービス提供会社のサーバにも
同一のメタファイル情報を転送（Ｓ３０８）して同期化がなされるようにする。
【００４９】
　ネットワークの状態によってサービス提供会社のサーバに転送されたメタ情報は、情報
転送の成否によって数回再送の過程を経ながら、サービス提供会社のサーバへの転送が失
敗した場合、該当ファイルやウェブサイトの書き込みを格納しているデータベースにサー
バ転送失敗を記録（Ｓ３１３）するようになる。
【００５０】
　また、サーバへの情報転送が成功裏に完了した場合、ダスオプションが適用されたファ
イルにダスプロセッサが存在しているか否かをチェック（Ｓ３１４）するようになる。
【００５１】
　参考までに、ダスクライアント（Ｓ４００）が適用されたウェブサイトに接続して既存
に作成された書き込みを修正する場合、ダスプロセッサ（Ｓ６００）が存在するようにな
り、最初に書き込みを作成したり、ファイルをアップロードする場合、ダスプロセッサ（
Ｓ６００）が存在しないので、後者の場合には、ファイル内にダスプロセッサ（Ｓ６００
）を搭載（Ｓ３１５）するようになる。
【００５２】
　また、アップロードしたファイル内にダスプロセッサ（Ｓ６００）の搭載（Ｓ３１５）
が完了すれば、該当書き込み（テキスト）及びファイルはウェブサイトのデータベースサ
ーバに転送（Ｓ３１６）されて格納される。
【００５３】
　また、ウェブサイト内のダスクライアント（Ｓ４００）は、設定されたダスオプション
情報が入力された書き込みがウェブサイトのデータベースサーバに転送されるとき、ダス
オプション情報を含んでいるメタ情報が共に格納される。
【００５４】
　図３は、ダスクライアントの構造を示すブロック図であって、ダスクライアント（Ｓ４
００）は、プログラムモジュール（Ｓ４０１）と搭載用ダスプロセッサ（Ｓ４０２）、デ
ータ格納所（Ｓ４０３）、データパーサ（Ｓ４０４）、ユーザインターフェース（Ｓ４０
５）など５つのモジュールで構成される。
【００５５】
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　プログラムモジュール（Ｓ４０１）は、ファイル管理とネットワーク管理とに細分化さ
れ、ファイル管理はダスクライアント（Ｓ４００）を通じて外部ファイルを呼び出したり
、格納するなどのファイルハンドリングに対する機能をし、ネットワーク管理は、ダスク
ライアント（Ｓ４００）で新たに生成されるファイルに記録されたメタ情報をダスクライ
アント（Ｓ４００）提供会社（例えば、ｗｗｗ.ｌｏｇｍｅｍｏｒｙ.ｃｏｍと称し得る）
のサーバに提供する機能をする。
【００５６】
　搭載用ダスプロセッサ（Ｓ４０２）は、ダスクライアント（Ｓ４００）で新たに生成さ
れるファイルにダスプロセッサ（Ｓ６００）を常駐させるためのモジュールである。
【００５７】
　＊搭載用ダスプロセッサ（Ｓ４０２）は、ダスプロセッサ（Ｓ６００）を保有している
状態で音源ファイルに存在する一種のＤＲＭのような方式で新たに生成されたファイルに
ダスプロセッサ（Ｓ６００）を搭載させるようになる。
【００５８】
　データ格納所（Ｓ４０３）は、プログラムモジュール（Ｓ４０１）のファイル管理を通
じて呼び出されたファイルにダスオプションを提供し、選択されたオプション情報を格納
し、プログラムモジュール（Ｓ４０１）のネットワーク管理を通じてサービス提供会社の
サーバに転送されるメタ情報を変更、記録する。
【００５９】
　メタ情報には、ファイルの変更如何、実行日時、ダスオプション選択情報、コピーや移
動如何などの内容が記録され得る。
【００６０】
　データパーサ（Ｓ６０５）は、ダスオプションに対する様式を保有し、ユーザインター
フェース（Ｓ４０５）を通じてダスクライアント（Ｓ４００）を通じて呼び出されたファ
イルにメタ情報を含める機能を行う。
【００６１】
　ユーザインターフェース（Ｓ４０５）は、ユーザがダスクライアント（Ｓ４００）を通
じたデータの入力や動作を制御するために用いる命令語又は技法を提供するものであって
、ユーザがダスクライアント（Ｓ４００）と意志疎通を行い、簡単、且つ、便利に使用で
きるようにファイルの種類（イメージ、テキスト、映像、音楽ファイルなど）による環境
を提供する。
【００６２】
　図４は、ダスプロセッサの構造を示すブロック図であって、ダスプロセッサ（Ｓ６００
）は、ダスクライアント（Ｓ４００）内の搭載用ダスプロセッサ（Ｓ０４２）を通じて新
たに作成されたファイルに常駐し、ダスクライアント（Ｓ４００）で設定されたダスオプ
ションによってある不特定時点でファイルが実行される場合、実行前にファイルヘッダに
メタ情報によりダスプロセッサ（Ｓ６００）が実行されながら、ファイルへの接近（実行
）履歴情報を更新してダスクライアント（Ｓ４００）を提供したサービス提供会社に情報
を提供し、最近の実行履歴と比較して実行周期及び実行回数によってユーザに見られるフ
ァイルにエージングが現れるようにすることを特徴とする。
【００６３】
　このために、ダスプロセッサ（Ｓ６００）は、プログラムモジュール（Ｓ６０１）とフ
ァイルインターフェース（Ｓ６０２）、ネットワークインターフェース（Ｓ６０３）で構
成される。
【００６４】
　また、プログラムモジュール（Ｓ６０１）は、ファイル管理とエージング管理、ネット
ワーク管理、セルフクリアに細分され得る。
【００６５】
　＊プログラムモジュール（Ｓ６０１）のファイル管理は、ファイル（Ｓ６０４）に対す
る履歴を管理しているファイルヘッダに該当する部分であって、ファイルに関するメタ情
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報を含んでいる。
【００６６】
　前記メタ情報には、ファイルの変更如何、実行日時、ダスオプション選択情報、識別コ
ード、ＩＰアドレス（ＩＰＡＤＲＥＳＳ）、コピーや移動如何などの内容が記録され得る
。
【００６７】
　参考までに、ダスオプション情報は、ダスクライアント（Ｓ４００）を通じて最初に入
力される事項であり、ダスクライアント（Ｓ４００）を通じて前記ダスオプション情報を
修正する場合、ダスクライアント（Ｓ４００）に設けられたデータ格納所（Ｓ４０３）に
格納されたメタ情報はファイル情報との無欠性のために、編集されるファイルのダスプロ
セッサ（Ｓ６００）に設けられたプログラムモジュール（Ｓ６０１）のファイル管理履歴
と同期化されることが好ましい。
【００６８】
　プログラムモジュール（Ｓ６０１）のネットワーク管理は、ネットワークインターフェ
ース（Ｓ６０３）を通じてファイルのメタ情報をダスクライアント（Ｓ４００）サービス
提供会社のサーバに転送し、該当サーバから固有の識別コードの転送を受けてファイル管
理内の格納所に記録する。
【００６９】
　固有の識別コードとは、ファイルに付与される固有の識別コードであって、ダスクライ
アント（Ｓ４００）サービス提供会社に設けられたデータベースサーバにテーブルを効率
的に管理するためにダスクライアント（Ｓ４００）又はダスプロセッサ（Ｓ６００）から
転送されるファイル毎に付与するようになる識別コードである。
【００７０】
　ダスクライアント（Ｓ４００）サービス提供会社に設けられたデータベースサーバに既
に付与された識別コードを有するファイルから更新されたメタ情報が転送される場合にも
、データベースサーバは、テーブル内で識別コードを確認した後、該当識別コードのテー
ブル内に情報を記録してデータベースのパフォーマンスを効率的に運用するようになる。
【００７１】
　また、データベーステーブル内には、該当識別コードに相応するＩＰアドレスを記録し
ている。
【００７２】
　これは、データベースサーバに既に付与された識別コードを有するファイルから更新さ
れたメタ情報が転送される場合に、識別コードに連係されたＩＰアドレスを確認してアド
レスが異なる場合、同一の識別コードによるメタ情報であっても、該当ファイルがコピー
や移動したことを認識するようになる。
【００７３】
　ファイルのコピー如何に対するデータベースサーバの運用及び管理方法は、図５で具体
的に記述する。
【００７４】
　ユーザによってファイル（Ｓ６０４）が実行されれば、ファイルインターフェース（Ｓ
６０２）を通じてプログラムモジュール（Ｓ６０１）内のファイル管理に格納されたダス
オプションなどの情報を含むメタ情報が呼び出され、呼び出された情報を通じてエージン
グ管理は、ダスオプション事項によってファイルの最近の実行日時と設定期間の実行回数
をチェックして一定回数に到達していなかったり、実行周期が一定時点以上経過した場合
、ファイルのバイナリを修正してファイルが古くなっているかのように見えるようにする
ことができる。
【００７５】
　即ち、該当ファイルが実行される回数と期間によって見られるファイルの形態を変化さ
せる過程で、例えば、ダスオプションでファイルが１週間以上実行されなかったり、１ヶ
月に１０回以上実行されなければ、エージングが実行されるように設定できる。
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【００７６】
　前記エージングは加重値が適用されるようにして、２週間以上、３週間以上などによっ
てエージング効果の程度が更に増加するように設定することを特徴とする。
【００７７】
　このようにダスクライアント（Ｓ４００）に設けられたダスオプションで設定された期
間が経過した後、ファイルが実行されれば、ダスプロセッサ（Ｓ６００）のエージング管
理は、最近開けてみた日付を記録しているメタ情報をファイルヘッダから読み出して該当
ファイルが実行される前にファイルが１ヶ月以上実行されていないことを認識し、プログ
ラムの動作を決定する２進値であるバイナリ（ｂｉｎａｒｙ）を変化させて原本ファイル
が古くなっているかのように見えるようにする。
【００７８】
　また、ダスプロセッサ（Ｓ６００）のプログラムモジュール（Ｓ６０１）には、一定時
間以上実行されないファイルに対して自らファイルを削除するセルフクリア機能を含む。
【００７９】
　概念的に、ダスプロセッサが搭載されたファイルのあらゆるビット（ｂｉｔ）を削除し
、ファイルサイズをゼロ（ｎｕｌｌ）にするものであって、まるでウイルスが作動するか
のようにエージングに対する判断により、ダスクライアント（Ｓ４００）に設けられたダ
スオプションで該当ファイルの削除周期を設定でき、設定された情報を含んでいるダスプ
ロセッサ（Ｓ６００）は、記録されたファイルの削除時期が迫ったファイルが実行されれ
ば、一種のトリガ（ｔｒｉｇｇｅｒ）で動作するセルフクリアがファイル内のバイナリを
何れも削除してサイズが０である空きファイルを生成するようになる。
【００８０】
　図５は、本発明によるシステムを制御及び統合管理するためのデータベースの構造を示
すブロック図であって、サービス提供会社（Ｓ６０５）のデータベースサーバは、ダスク
ライアント（Ｓ４００）又はダスプロセッサ（Ｓ６００）からダスオプションが適用され
たファイルのメタ情報の転送を受けた場合、前記メタ情報内に識別コード情報が含まれて
いるかを確認する段階（Ｓ７０１）が行われ、メタ情報内に識別コードがない場合、新規
に識別コード（ＫＥＹ）を発給し、テーブルレベル番号として０を付与（Ｓ７０２）する
。
【００８１】
　レベルが付与されれば、データベーステーブルに新規にレコードが生成（Ｓ７０７）さ
れ、該当レコードにユーザＩＰアドレスを含むメタ情報が記録（Ｓ７０８）され、メタ情
報が転送されてきたユーザのダスプロセッサ（Ｓ６００）内に識別コード、レベル値を転
送（Ｓ７１０）する。
【００８２】
　メタ情報内に識別コード情報が含まれているかを確認する段階（Ｓ７０１）でメタ情報
内に識別コードがある場合、既存に登録された識別コードが位置するレコード上のＩＰア
ドレスとメタ情報として転送されたユーザのＩＰアドレスとを比較する段階（Ｓ７０３）
が行われる。
【００８３】
　ユーザのＩＰアドレスとレコード上に記録されたＩＰアドレスが異なる場合、既存に付
与されたレベル値に１を増加させる。
【００８４】
　ＩＰアドレスを比較する段階（Ｓ７０３）が完了すれば、レベル値をチェックする段階
（Ｓ７０５）が行われる。
【００８５】
　既存にレコード上のレベル値と転送されたメタ情報に含まれているレベル値とを比較し
てレコード上のレベル値が転送されたレベル値よりも高い場合、高いレベル値を有する下
位レベルレコードにコピー版のマークを付与（Ｓ７０６）する。
【００８６】
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　コピー版のマークとは、下位レベル値が存在するレコードに記録されたＩＰアドレス上
のファイルは原本からコピーされたコピーファイルに該当するという意味である。
【００８７】
　ＩＰアドレスの異なるメタ情報が入ってきた場合、メタ情報を転送したファイルはコピ
ーされたか、移動したものである。
【００８８】
　しかしながら、ＩＰアドレスが異なる場合、レベル値を１ずつ増加させるので、後でユ
ーザが特定のＩＰアドレスでメタ情報を転送する場合、該当メタ情報のレベル値が既存の
レコードに記録されたレベル値と比較して、増加したレベル値を有するレコードがある場
合、該当レコードに記録されたＩＰアドレスのファイルはコピーされたものであることが
分かる。
【００８９】
　即ち、移動したファイルは、ファイルのメタ情報に記録されたレベル値がレコード上に
記録されたレベル値と同一であり、コピーされた場合は、ＩＰアドレスの変更有無によっ
て、付与されたレベル値が既存のファイルに記録されたレベル値よりも高い下位レベル値
を有するので、ある１つのファイルがコピーされたか、移動したことが把握できる。
【００９０】
　高いレベル値を有する下位レベルレコードが存在するかをチェックする段階（Ｓ７０５
）が完了すれば、転送されたメタ情報と同一の識別コード（ＫＥＹ値）を有するレコード
に新たに更新された情報を追加する段階（Ｓ７０８）が行われ、メタ情報のＩＰアドレス
を記録（Ｓ７０９）した後、メタ情報を転送したユーザのダスプロセッサ（Ｓ６００）が
搭載されたファイルにレベルとコピー版（マーク）の情報を転送（Ｓ７１０）する。
【００９１】
　図６は、ダスプロセッサが適用されたサーバ端でエージングサービスが提供されるプロ
セスを示す順序図であって、図６は、図２で記述したように、事前にダスクライアントア
プリケーションを提供するサービス提供会社と提携などによりダスクライアントを搭載し
、ユーザに提供されるウェブサイト（ブログ、掲示板、カフェなどを含む）でユーザが自
由に掲示した書き込みが誰かにより閲覧されるとき、閲覧される周期と期間によって表現
されるエージング効果の技術的構成を表現したものである。
【００９２】
　ブログ、掲示板、カフェなどに掲示した書き込みに対して不特定のユーザにより閲覧要
請（一種のマウスクリックによるイベントの発生と言える）がサーバに呼び出される（Ｓ
８０１）場合、該当書き込みが、ダスオプションが適用された書き込みかをチェックする
段階（Ｓ８０２）が行われ、ダスオプションが適用されない書き込みである場合、通常の
画面がサーバから転送（Ｓ８０３）され、ユーザに書き込みが閲覧されるようになる（Ｓ
８１２）。
【００９３】
　しかしながら、ダスオプションが適用された書き込みである場合、ウェブサイト提供会
社のウェブサーバは、データベースサーバから書き込みの内容とダスオプション情報を読
み込み（Ｓ８０４）、データベースに記録された最近呼び出された記録を確認して書き込
みを入力したユーザが設定したダスオプションの条件によって見られる画面に表現される
エージングの程度を決定した後、ハイパーテキスト言語（ＨＴＭＬ）でエージングを生成
（Ｓ８０５）する。
【００９４】
　エージングは色褪せ、スクラッチ、ノイズ、透明度などがあり得、適用されるエージン
グの程度によってサーバに搭載されたダスプロセッサ（Ｓ６００）は、ハイパーテキスト
言語を用いて見られるウェブページの先端にエージングを表現するようになる。
【００９５】
　その後、ウェブサイトに設けられたデータベース及びダスクライアントを提供したサー
ビス提供会社のサーバにユーザにより書き込みが閲覧された日付、回数、位置などの更新
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【００９６】
　サービス提供会社に更新された購読情報の転送如何をチェックする段階（Ｓ８０７）が
行われ、一定回数を繰り返したにも拘らず、ネットワークの問題などで購読情報がサービ
ス提供会社に転送されない場合、ウェブサイトデータベースに転送が失敗したことを記録
（Ｓ８１１）する。
【００９７】
　また、購読情報の転送が完了した場合、エージングが適用されたウェブページを呼び出
したユーザに転送（Ｓ８１０）し、ユーザにエージングが適用された書き込みが画面に表
現（Ｓ８１２）され、ユーザは書き込みに表現されたエージング効果を画面を通じて認識
することで、審美感と書き込みの老化していく現象を通じて書き込みをより頻繁に閲覧す
るようになることができ、場合によっては、一定期間が経過すれば、書き込みが自動で削
除されてしまう。
【００９８】
　削除と関連する技術的構成は、図４のダスプロセッサ（Ｓ６００）を通じてセルフクリ
ア技法で記述したので、省略する。
【符号の説明】
【００９９】
Ｓ４００　　ダスクライアント（ＤＡＳ Ｃｌｉｅｎｔ）
Ｓ４０１　　プログラムモジュール
Ｓ４０２　　搭載用ダスプロセッサ
Ｓ４０３　　データ格納所
Ｓ４０４　　データパーサ
Ｓ４０５　　ユーザインターフェース
Ｓ６００　　ダスプロセッサ（ＤＡＳ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）
Ｓ６０１　　プログラムモジュール
Ｓ６０２　　ファイルインターフェース
Ｓ６０３　　ネットワークインターフェース
Ｓ６０４　　ファイル
Ｓ６０５　　サービス提供会社
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月26日(2014.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エージングサービス用アプリケーションを実行する方法であって、
　前記アプリケーションを起動する段階と、
　前記エージングサービスを適用するファイルを前記アプリケーションから呼び出す段階
と、
　前記ファイルに適用するエージングオプションの入力を受ける段階と、
　前記ファイルに前記入力を受けたエージングオプションを適用する段階と、
　を含むエージングサービス用アプリケーションの実行方法。
【請求項２】
　前記エージングオプションを適用する段階の後、
　前記ファイルに適用された前記エージングオプションをエージングサービス用サーバに
転送する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のエージングサービス用アプリ
ケーションの実行方法。
【請求項３】
　前記エージングオプションを適用する段階は、
　前記ファイル内に前記エージングオプション値を格納したメタ情報を格納するようにす
ることを特徴とする請求項１に記載のエージングサービス用アプリケーションの実行方法
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。
【請求項４】
　前記エージングサービスは、前記ファイルの以前実行時点から経過した時間を計算して
既に設定された時間が経過した場合、前記ファイルにエージング効果を付与することを特
徴とする請求項１に記載のエージングサービス用アプリケーションの実行方法。
【請求項５】
　前記エージング効果は、前記ファイルにスクラッチ又は透明効果又はノイズ効果を付与
することを特徴とする請求項４に記載のエージングサービス用アプリケーションの実行方
法。
【請求項６】
　前記エージング効果は、前記ファイルを削除されるようにすることを特徴とする請求項
４に記載のエージングサービス用アプリケーションの実行方法。
【請求項７】
　前記エージングオプションは、前記既に設定された時間又は前記エージング効果を選択
可能なようにするオプションであることを特徴とする請求項５に記載のエージングサービ
ス用アプリケーションの実行方法。
【請求項８】
　前記ファイルは、文書ファイル、イメージファイル、音楽ファイル、動画ファイルの何
れか１つであることを特徴とする請求項１に記載のエージングサービス用アプリケーショ
ンの実行方法。
【請求項９】
　エージングサービス用アプリケーションと連動して実行されるエージングサービス用サ
ーバを運用する方法であって、
　前記エージングサービス用アプリケーションからファイルのエージングオプション値が
格納されたメタ情報を受信する段階と、
　前記メタ情報を格納する段階と、
　前記メタ情報に含まれている前記エージングオプション値によって前記ファイルのエー
ジング条件が満たされれば、前記エージングを実行するように前記エージングサービス用
アプリケーションにエージング実行命令を転送する段階と、
　を含むエージングサービス用サーバの運用方法。
【請求項１０】
　前記エージングサービスは、前記ファイルの以前実行時点から経過した時間を計算して
既に設定された時間が経過した場合、前記ファイルにエージング効果を付与することであ
り、
　前記エージング条件は、前記既に設定された時間であることを特徴とする請求項９に記
載のエージングサービス用サーバの運用方法。
【請求項１１】
　前記エージングオプション値は、前記既に設定された時間又は前記エージング効果が選
択された値であることを特徴とする請求項１０に記載のエージングサービス用サーバの運
用方法。
【請求項１２】
　サーバ運用方法であって、
　通信網を介して前記サーバでテキスト又はコンテンツの入力を受ける段階と、
　前記テキスト又はコンテンツファイルに対するエージング条件の入力を受ける段階と、
　前記テキスト又はコンテンツファイルに前記エージング条件を適用して格納する段階と
、
　前記格納されたテキスト又はコンテンツを掲示する段階と、
　を含むサーバ運用方法。
【請求項１３】
　前記エージング条件は、前記テキスト又は前記コンテンツファイルが掲示された時点か
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ら一定期間以内に前記テキスト又は前記コンテンツファイルが照合されるか、実行されな
い場合、前記テキスト又は前記コンテンツファイルにエージング効果を付与することであ
ることを特徴とする請求項１２に記載のサーバ運用方法。
【請求項１４】
　前記エージング効果は、前記テキスト又は前記コンテンツファイルにスクラッチ又は透
明効果又はノイズ効果を付与することを特徴とする請求項１３に記載のサーバ運用方法。
【請求項１５】
　前記エージング効果は、前記テキスト又は前記コンテンツファイルを削除するか、前記
テキスト又は前記コンテンツファイルを含む掲示物自体が削除されるようにすることを特
徴とする請求項１３に記載のサーバ運用方法。
【請求項１６】
　前記エージング効果を付与した後、前記テキスト又は前記コンテンツファイルが照合さ
れるか、実行される場合、前記テキスト又は前記コンテンツファイルにディエージング効
果を付与することを特徴とする請求項１３に記載のサーバ運用方法。
【請求項１７】
　前記ディエージング効果は、前記エージング効果を治癒して前記テキスト又は前記コン
テンツファイルを元の状態に戻すことであることを特徴とする請求項１６に記載のサーバ
運用方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図２】
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