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(57)【要約】
【課題】情報閲覧者間において、特定の情報をより正確
に伝えるための技術を提供する。
【解決手段】情報処理装置は、サーバから提供される提
供情報を表示手段に表示する閲覧手段と、表示手段に表
示された提供情報に強調表示を付加する強調表示手段と
、提供情報の強調表示が付加された領域内を解析し、提
供情報の強調表示が付加された領域の座標情報を算出す
る座標情報算出手段と、サーバにおける提供情報の格納
場所を示す識別情報に座標情報を付加することにより、
識別情報を加工する識別情報加工手段と、サーバから識
別情報で特定される提供情報を受け取る他の装置に、座
標情報を含む識別情報を送信する送信手段と、を備える
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバから提供される提供情報を表示手段に表示する閲覧手段と、
　前記表示手段に表示された前記提供情報に強調表示を付加する強調表示手段と、
　前記提供情報の前記強調表示が付加された領域内を解析し、前記提供情報の前記強調表
示が付加された領域の座標情報を算出する座標情報算出手段と、
　前記サーバにおける前記提供情報の格納場所を示す識別情報に前記座標情報を付加する
ことにより、前記識別情報を加工する識別情報加工手段と、
　前記サーバから前記識別情報で特定される提供情報を受け取る他の装置に、前記座標情
報を含む識別情報を送信する送信手段と、を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記識別情報加工手段は、前記強調表示の設定方法を示す情報を前記識別情報に更に付
加する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記座標情報は、前記提供情報が所定形式のデータで記述されている場合、前記データ
における前記強調表示が付加された領域に対応する箇所を示す情報である請求項１又は２
に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　情報処理装置が、
　サーバから提供される提供情報を表示手段に表示する閲覧ステップと、
　前記表示手段に表示された前記提供情報に強調表示を付加する強調表示ステップと、
　前記提供情報の前記強調表示が付加された領域内を解析し、前記提供情報の前記強調表
示が付加された領域の座標情報を算出する座標情報算出ステップと、
　前記サーバにおける前記提供情報の格納場所を示す識別情報に前記座標情報を付加する
ことにより、前記識別情報を加工する識別情報加工ステップと、
　前記サーバから前記識別情報で特定される提供情報を受け取る他の装置に、前記座標情
報を含む識別情報を送信する送信ステップと、を実行する情報処理装置の制御方法。
【請求項５】
　前記識別情報加工ステップでは、前記強調表示の設定方法を示す情報を前記識別情報に
更に付加する請求項４に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項６】
　前記座標情報は、前記提供情報が所定形式のデータで記述されている場合、前記データ
における前記強調表示が付加された領域に対応する箇所を示す情報である請求項４又は５
に記載の情報処理装置の制御方法。
【請求項７】
　情報処理装置に、
　サーバから提供される提供情報を表示手段に表示する閲覧ステップと、
　前記表示手段に表示された前記提供情報に強調表示を付加する強調表示ステップと、
　前記提供情報の前記強調表示が付加された領域内を解析し、前記提供情報の前記強調表
示が付加された領域の座標情報を算出する座標情報算出ステップと、
　前記サーバにおける前記提供情報の格納場所を示す識別情報に前記座標情報を付加する
ことにより、前記識別情報を加工する識別情報加工ステップと、
　前記サーバから前記識別情報で特定される提供情報を受け取る他の装置に、前記座標情
報を含む識別情報を送信する送信ステップと、を実行させる情報処理装置の制御プログラ
ム。
【請求項８】
　前記識別情報加工ステップでは、前記強調表示の設定方法を示す情報を前記識別情報に
更に付加する請求項７に記載の情報処理装置の制御プログラム。
【請求項９】
　前記座標情報は、前記提供情報が所定形式のデータで記述されている場合、前記データ
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における前記強調表示が付加された領域に対応する箇所を示す情報である請求項７又は８
に記載の情報処理装置の制御プログラム。
【請求項１０】
　サーバとネットワークを介して接続される第１ユーザ装置及び第２ユーザ装置を含む情
報授受システムであって、
　前記第１ユーザ装置は、
　前記サーバから提供される提供情報を表示手段に表示する第１閲覧手段と、
　前記表示手段に表示された前記提供情報に強調表示を付加する第１強調表示手段と、
　前記提供情報の前記強調表示が付加された領域内を解析し、前記提供情報の前記強調表
示が付加された領域の座標情報を算出する座標情報算出手段と、
　前記サーバにおける前記提供情報の格納場所を示す識別情報に前記座標情報を付加する
ことにより、前記識別情報を加工する識別情報加工手段と、
　前記座標情報を含む前記識別情報を前記第２ユーザ装置に送信する送信手段と、を備え
、
　前記第２ユーザ装置は、
　前記座標情報を含む前記識別情報を受信する受信手段と、
　前記識別情報の入力を受け付けることで、前記識別情報で特定される提供情報を前記サ
ーバから受け取る第２閲覧手段と、
　前記座標情報に応じて、前記提供情報に強調表示を付加した状態で表示手段に表示する
第２強調表示手段と、を備える情報授受システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェブページの閲覧時における特定情報の強調表示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、World Wide Web（ＷＷＷ、ワールドワイドウェブ）と呼ばれるインターネット通
信技術が標準的な技術として利用されている。ＷＷＷでは、ＷＷＷサーバと呼ばれるホス
トコンピュータを情報提供者が用意する。ＷＷＷブラウザと呼ばれるプログラムを用いる
ことにより、情報閲覧者のクライアントコンピュータはホストコンピュータにアクセスす
る。そして、情報閲覧者のクライアントコンピュータは、アクセスしたホストコンピュー
タから所望の情報を取得する。ホストコンピュータから取得する情報は、Hyper Text Mar
kup Language（ＨＴＭＬ）と呼ばれる記述言語で記述されている。ＷＷＷブラウザは、Ｈ
ＴＭＬを解釈する。ＷＷＷブラウザによりＨＴＭＬが解釈され、ウェブページとして表示
装置に表示される。
【特許文献１】特開２００３－１０７９９０号公報
【特許文献２】特開２００１－５２０３３号公報
【特許文献３】特開２００５－２２２２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　情報閲覧者が他の情報閲覧者にウェブページ内の特定の情報を伝えたい場合がある。従
来、情報閲覧者は、ウェブページ内の伝えたい情報がどの部分にあるかの説明文とともに
、ウェブページのＵＲＬをメール等に添付して、他の情報閲覧者に送っていた。しかし、
ウェブページ内には複数の情報が存在するため、情報閲覧者がウェブページ内の特定の情
報を他の情報閲覧者に正確に伝えるのは困難であるという課題がある。本開示は、情報閲
覧者間において、特定の情報をより正確に伝えるための技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために、以下の手段を採用する。すなわち、本開示の情報処理装置
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は、サーバから提供される提供情報を表示手段に表示する閲覧手段と、表示手段に表示さ
れた提供情報に強調表示を付加する強調表示手段と、提供情報の強調表示が付加された領
域内を解析し、強調表示が付加された領域の座標情報を算出する座標情報算出手段と、サ
ーバにおける提供情報の格納場所を示す識別情報に座標情報を付加することにより、識別
情報を加工する識別情報加工手段と、サーバから識別情報で特定される提供情報を受け取
るユーザ装置に、座標情報を付加した識別情報を送信する送信手段と、を備える。
【０００５】
　本開示の情報処理装置によれば、提供情報の強調表示が付加された領域の座標情報を含
む識別情報をユーザ装置に送信することができる。ユーザ装置は、座標情報を含む識別情
報を使用してサーバから提供情報を受け取ることにより、強調表示が付加された状態の提
供情報を閲覧することが可能となる。
【発明の効果】
【０００６】
　本開示によれば、情報閲覧者間において、特定の情報をより正確に伝えることが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面に基づいて、本発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という）
に係るシステムについて説明する。以下の実施形態の構成は例示であり、本開示は実施形
態の構成には限定されない。
【０００８】
　図１は、本実施形態のシステム構成を示すブロック図である。本システムは、ユーザ装
置１、ユーザ装置２及びホストサーバ３を有している。ユーザ装置１とホストサーバ３と
は、ネットワーク４を通じて相互に情報交換が行われる。また、ユーザ装置２とホストサ
ーバ３とは、ネットワーク４を通じて相互に情報交換が行われる。ホストサーバ３には、
ユーザ装置１及びユーザ装置２に対して所定の情報を提供するＷｅｂサイトが開設されて
いる。
【０００９】
　ユーザ装置１及びユーザ装置２は、例えば、パーソナルコンピュータ、Personal Digit
al Assistant（ＰＤＡ）、携帯電話、Consumer Electronics（ＣＥ）機器など、ネットワ
ーク４に接続可能な情報処理装置である。
【００１０】
　ホストサーバ３は、例えば、パーソナルコンピュータやワークステーション、メインフ
レームなど、ネットワーク４に接続可能な情報管理装置である。
【００１１】
　ネットワーク４は、例えば、インターネットやローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
である。また、電話線、専用線、光通信網、通信衛生などの通信回線によりネットワーク
４を構成することもできる。
【００１２】
　図２は、ユーザ装置１をパーソナルコンピュータとして実現した場合のユーザ装置１の
ハードウェア構成を示した図である。
【００１３】
　ユーザ装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３、外部記憶装置１４、入力装置１５、表
示装置１６及びインターフェース装置１７を有している。これらは、相互にバスを介して
接続されている。
【００１４】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行する
。ＣＰＵ１１は、インターフェース装置１７を介してユーザ装置２やホストサーバ３と通
信回線を確立する。インターフェース装置１７は、例えば、モデム、ターミナルアダプタ
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等の通信装置を備えており、ユーザ装置２やホストサーバ３との通信の制御を行う。
【００１５】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１が各種の処理を実行するためのプログラムやパラメータ等が
格納されている。ＲＯＭ１２は、例えば、ユーザ装置２やホストサーバ３との通信を確立
・維持するための通信プログラムが格納されている。
【００１６】
　ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１の動作上必要なデータや、ＣＰＵ１１が実行するアプリケー
ションのプログラムなどを一時的に記憶する。
【００１７】
　外部記憶装置１４は、ＲＡＭ１３にロードされるプログラムを格納する。また、外部記
憶装置１４は、ＣＰＵ１１で処理されるデータを記憶する。
【００１８】
　入力装置１５は、所定のコマンドや必要なデータを入力するときなどに操作される。入
力装置１５は、例えば、キーボード、マウス、ポインティングデバイス、ワイヤレスリモ
コン等である。
【００１９】
　表示装置１６は、ＣＰＵ１１で処理されるデータやＲＡＭ１３に記憶されるデータを表
示する。表示装置１６は、例えば、液晶表示装置、プラズマディスプレイパネル、Cathod
e Ray Tube（ＣＲＴ）、エレクトロルミネッセンスパネル等である。
【００２０】
　図３は、ユーザ装置２をパーソナルコンピュータとして実現した場合のユーザ装置２の
ハードウェア構成を示した図である。ユーザ装置２は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ
２３、外部記憶装置２４、入力装置２５、表示装置２６及びインターフェース装置２７を
有している。ユーザ装置２のハードウェア構成は、ユーザ装置１のハードウェア構成と同
様であるので、ここではその説明を省略する。
【００２１】
　図４は、ユーザ装置１の機能ブロック図である。ユーザ装置１は、送受信部１０１、情
報閲覧部１０２、強調表示部１０３、座標情報算出部１０４及び識別情報加工部１０５を
備えている。これらの各機能部は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３等を含むコン
ピュータ、各装置及びコンピュータ上で実行されるプログラム等によって実現することが
できる。
【００２２】
　ＲＯＭ１２に格納された専用ブラウザがＣＰＵ１１及びＲＡＭ１３等で実行されること
により、情報閲覧部１０２、強調表示部１０３及び識別情報加工部１０５としての機能が
実現されてもよい。
【００２３】
　また、ＲＯＭ１２に格納された専用ブラウザがＣＰＵ１１及びＲＡＭ１３等で実行され
ることにより、情報閲覧部１０２及び強調表示部１０３としての機能が実現されてもよい
。ＲＯＭ１２に格納された専用アプリケーションがＣＰＵ１１及びＲＡＭ１３等で実行さ
れることにより、識別情報加工部１０５としての機能が実現されてもよい。
【００２４】
　送受信部１０１は、ネットワーク４を介してユーザ装置２及びホストサーバ３に対して
各種情報の送信を行う。送受信部１０１は、ネットワーク４を介してユーザ装置２及びホ
ストサーバ３から送信される各種情報の受信を行う。
【００２５】
　情報閲覧部１０２は、入力装置１５を介したユーザからの指示に従い、ユーザ装置１を
ネットワーク４に接続する。情報閲覧部１０２は、入力装置１５を介してユーザから指定
又は入力されたＵＲＬ（Uniform Resource Locator）に記述されたプロトコルを使用して
、当該ＵＲＬで特定されるウェブサイトを開設するホストサーバ３とユーザ装置１とを接
続する。ＵＲＬは、ウェブサイトにアクセスするためのプロトコル、ウェブサイトを開設
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するサーバの名称、ウェブページを格納しているディレクトリとファイル名を含む。ＵＲ
Ｌが、識別情報に相当する。ウェブページが、提供情報に相当する。
【００２６】
　情報閲覧部１０２は、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬで特
定されるウェブページをホストサーバ３から受信する。情報閲覧部１０２は、ホストサー
バ３から受信したウェブページに基づき画像を表示装置１６に表示する。ウェブページは
、例えば、ＨＴＭＬ（Hypertext Markup Language）やＸＭＬ（Extensible Markup Langu
age）などのマークアップ言語の形式で記述されている。
【００２７】
　強調表示部１０３は、入力装置１５を介したユーザからの指示に応じて、ウェブページ
に基づく表示装置１６による表示画像に強調表示を付加する。強調表示部１０３は、ユー
ザの指示に応じて強調表示が付加されたウェブページの表示画像を表示装置１６に表示す
る。
【００２８】
　座標情報算出部１０４は、ウェブページの表示画像における強調表示が付加された領域
内の画像を解析する。座標情報算出部１０４は、ウェブページの表示画像における強調表
示が付加された領域に対応する座標情報を算出する。例えば、ウェブページがＨＴＭＬで
記述されている場合、ＨＴＭＬソースコードの行番号を示す情報が座標情報に相当する。
【００２９】
　識別情報加工部１０５は、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬ
に座標情報を付加することにより、当該ＵＲＬを加工する。識別情報加工部１０５は、座
標情報が付加されたＵＲＬに強調表示の設定方法を示す情報を付加する。
【００３０】
　送受信部１０１は、ネットワーク４を介して、座標情報が付加されたＵＲＬをユーザ装
置２に送信する。送受信部１０１は、ネットワーク４を介して、座標情報及び強調表示の
設定方法を示す情報が付加されたＵＲＬをユーザ装置２に送信する。送受信部１０１は、
座標情報が付加されたＵＲＬを添付した電子メールをユーザ装置２に送信してもよい。送
受信部１０１は、座標情報及び強調表示の設定方法を示す情報が付加されたＵＲＬを添付
した電子メールをユーザ装置２に送信してもよい。
【００３１】
　入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬに座標情報が付加されてい
る場合、情報閲覧部１０２及び強調表示部１０３は、次の（１）－（５）に示す処理を行
う。
【００３２】
　（１）情報閲覧部１０２は、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲ
Ｌで特定されるウェブページをホストサーバ３から受信する。（２）情報閲覧部１０２は
、ホストサーバ３から受信したウェブページを強調表示部１０３に送る。（３）強調表示
部１０３は、情報閲覧部１０２からウェブページを受け取る。（４）強調表示部１０３は
、ＵＲＬに付加されている座標情報を参照して、ウェブページの表示画像に強調表示を付
加する。（５）強調表示部１０３は、強調表示が付加されたウェブページの表示画像を表
示装置１６に表示する。
【００３３】
　入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬに強調表示の設定方法を示
す情報が更に付加されている場合、強調表示部１０３は、上記（４）及び（５）に示す処
理に替えて、次の（６）－（８）に示す処理を行う。
【００３４】
　（６）強調表示部１０３は、ＵＲＬに付加されている座標情報と強調表示の設定方法を
示す情報とを参照して、ウェブページの表示画像に、強調表示の設定方法を示す情報に応
じた強調表示を付加する。（７）強調表示部１０３は、強調表示の設定方法を示す情報に
応じた強調表示が付加されたウェブページの表示画像を表示装置１６に表示する。（８）
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強調表示部１０３は、強調表示の表示方法に関する情報を表示装置１６に表示する。
【００３５】
　図５は、ユーザ装置２の機能ブロック図である。ユーザ装置２は、送受信部２０１、情
報閲覧部２０２、強調表示部２０３、座標情報算出部２０４及び識別情報加工部２０５を
備えている。これらの各機能部は、ＣＰＵ４０１、ＲＯＭ４０２及びＲＡＭ４０３等を含
むコンピュータ、各装置及びコンピュータ上で実行されるプログラム等によって実現する
ことができる。情報閲覧部２０２、強調表示部２０３、座標情報算出部２０４及び識別情
報加工部２０５の機能は、ＲＯＭ４０２に格納された専用ブラウザがＣＰＵ４０１及びＲ
ＡＭ４０３等で実行されることにより実現してもよい。
【００３６】
　ＲＯＭ４０２に格納された専用ブラウザがＣＰＵ４０１及びＲＡＭ４０３等で実行され
ることにより、情報閲覧部２０２、強調表示部２０３及び識別情報加工部２０５としての
機能が実現されてもよい。
【００３７】
　また、ＲＯＭ４０２に格納された専用ブラウザがＣＰＵ４０１及びＲＡＭ４０３等で実
行されることにより、情報閲覧部２０２及び強調表示部２０３としての機能が実現されて
もよい。ＲＯＭ４０２に格納された専用アプリケーションがＣＰＵ４０１及びＲＡＭ４０
３等で実行されることにより、識別情報加工部２０５としての機能が実現されてもよい。
【００３８】
　ユーザ装置２の機能構成は、ユーザ装置１の機能構成と同様であるので、ここではその
説明を省略する。
【００３９】
　次に、図６を参照して、ユーザ装置１が、ウェブページの表示画像に強調表示を付加す
るとともに、専用ＵＲＬを作成し、作成された専用ＵＲＬをユーザ装置２に送付する処理
を説明する。図６は、ユーザ装置１による強調表示の付加処理、専用ＵＲＬの作成処理、
専用ＵＲＬの送付処理の流れを示すフロー図である。
【００４０】
　ここで、専用ＵＲＬは座標情報を含むものであってもよいし、専用ＵＲＬは座標情報及
び強調表示の設定方法を示す情報を含むものであってもよい。すなわち、専用ＵＲＬは、
ＵＲＬに座標情報を付加することによって加工されたＵＲＬ、及び、ＵＲＬに座標情報と
強調表示の設定方法を示す情報とを付加することによって加工されたＵＲＬを含む。
【００４１】
　ユーザ装置１は、入力装置１５を介してユーザからＵＲＬの指定又は入力を受け付ける
ことにより、図６に示す処理を開始する。例えば、表示装置１６に表示されたＵＲＬ入力
欄にＵＲＬが入力された場合、図６に示す処理を開始するようにしてもよい。
【００４２】
　情報閲覧部１０２は、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬで特
定されるウェブページをホストサーバ３から受信する。情報閲覧部１０２は、ホストサー
バ３から受信したウェブページの表示画像を表示装置１６に表示する（Ｓ６０１）。
【００４３】
　次に、強調表示部１０３は、入力装置１５を介したユーザからの指示に応じて、ウェブ
ページの表示画像に強調表示を付加する（Ｓ６０２）。
【００４４】
　図７は、強調表示部１０３によってウェブページに強調表示が付加され、強調表示が付
加されたウェブページの表示画像が表示装置１６に表示された場合の一例を示した図であ
る。
【００４５】
　図７のＵＲＬ入力欄は、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬが
入力される。
【００４６】
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　図７に示す強調表示の表示方法には、強調表示の種類を示す情報及び相手方ユーザに要
求する行動を示す情報を含むアイコンが設定されている。強調表示の種類は、強調表示の
形、図柄、色等である。
【００４７】
　相手方ユーザは、専用ＵＲＬを受け取るユーザ装置２のユーザである。相手方ユーザに
要求する行動は、例えば、ウェブページの表示画像で強調表示された文章を相手方ユーザ
に読んでもらうことである。また、相手方ユーザに要求する行動は、例えば、ウェブペー
ジの表示画像で強調表示された図形やイメージを相手方ユーザに見てもらうことである。
さらに、相手方ユーザに要求する行動は、例えば、相手方ユーザにウェブページの表示画
像で強調表示された部分をクリック（押下）してもらうことである。
【００４８】
　図７に示す表示設定変更ボタン７０１を押下し、表示設定変更画面（図示せず）にて強
調表示の種類及び相手方ユーザに要求する行動を変更することも可能である。
【００４９】
　ユーザは、入力装置１５を介して、図７に示す強調表示の表示方法に設定されているア
イコンの種類を選択するとともに、ウェブページの表示画像における相手方ユーザに伝達
したい情報が示されている領域を指定する。例えば、ユーザは、入力装置１５を介して、
表示装置１６に表示されているウェブページの表示画像で強調表示したい部分をドラッグ
する。
【００５０】
　強調表示部１０３は、ウェブページの表示画像上でドラッグされた部分を強調表示が指
定された領域と認識する。強調表示部１０３は、選択されたアイコンの種類及び強調表示
が指定された領域に応じて、ウェブページの表示画像に強調表示を付加する。図７は、ユ
ーザにより、アイコンの種類の設定１が選択され、ウェブページの表示画像に強調表示が
付加された場合を示している。
【００５１】
　図６の説明に戻る。座標情報算出部１０４は、ウェブページの表示画像における強調表
示が付加された領域内の画像を解析し、強調表示が付加された領域に対応する座標情報を
算出する（Ｓ６０３）。
【００５２】
　ここで、座標情報算出部１０４が、ウェブページの表示画像における強調表示が付加さ
れた領域内を解析し、強調表示が付加された領域に対応する座標情報を算出する処理につ
いて詳細に説明する。図８は、座標情報算出部１０４が、ウェブページの表示画像におけ
る強調表示が付加された領域内を解析し、強調表示が付加された領域に対応する座標情報
を算出する処理の流れを示すフロー図である。
【００５３】
　座標情報算出部１０４は、ウェブページの表示画像において強調表示が付加されている
領域内の画像を読み取る（Ｓ８０１）。座標情報算出部１０４は、読み取った画像を画像
解析して、読み取った画像に記述されている情報（例えば、文字や文章）を解読する（Ｓ
８０２）。
【００５４】
　座標情報算出部１０４は、解読した情報とウェブページのＨＴＭＬソースコードとを比
較する（Ｓ８０３）。座標情報算出部１０４は、ウェブページのＨＴＭＬソースコードの
どの部分がウェブページの表示画像で強調表示されているかを判別し、ＨＴＭＬソースコ
ードの行番号を示す情報を座標情報として算出する（Ｓ８０４）。
【００５５】
　図６の説明に戻る。識別情報加工部１０５は、入力装置１５を介してユーザから指定又
は入力されたＵＲＬに座標情報と強調表示の設定方法を示す情報とを付加することにより
、専用ＵＲＬを作成する（Ｓ６０４）。識別情報加工部１０５は、入力装置１５を介して
ユーザから指定又は入力されたＵＲＬに座標情報のみを付加することにより、専用ＵＲＬ
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を作成してもよい。
【００５６】
　例えば、入力装置１５を介してユーザから指定又は入力されたＵＲＬがhttp://www.XXX
X.co.jp/index.htmlである場合、識別情報加工部１０５は、専用ＵＲＬとして、http://X
XXX.co.jp/index.html&line125?line135&set1?redを作成する。
【００５７】
　専用ＵＲＬのline125?line135が座標情報である。座標情報がline125?line135である場
合、ウェブページの表示画像における強調表示が付された領域内の画像に対応するＨＴＭ
Ｌソースコードの行番号が１２５行～１３５行であることを示している。
【００５８】
　専用ＵＲＬのset1?redが強調表示の設定方法を示す情報である。専用ＵＲＬのset1は、
図７に示す強調表示の表示方法の設定１が選択されたことを示しており、専用ＵＲＬのre
dは、強調表示の色の種類を示している。
【００５９】
　送受信部１０１は、ネットワーク４を介して、専用ＵＲＬをユーザ装置２に送る（Ｓ６
０５）。ユーザ装置２の送受信部２０１は、ネットワーク４を介して、専用ＵＲＬを受け
取る。
【００６０】
　次に、図９を参照して、ユーザ装置２が、強調表示が付加されたウェブページの表示画
像を表示装置４０６に表示する処理について説明する。図９は、ユーザ装置２による強調
表示の付加処理及び強調表示が付加されたウェブページの表示画像の表示処理の流れを示
すフロー図である。図９に示す処理では、ユーザ装置２は、ユーザ装置１から専用ＵＲＬ
を受け取っていることを前提とする。
【００６１】
　ユーザ装置２は、入力装置４０５を介してユーザから専用ＵＲＬの入力を受け付けるこ
とにより、図９に示す処理を開始する。例えば、表示装置４０６に表示されたＵＲＬ入力
欄に専用ＵＲＬが入力された場合、図９に示す処理を開始するようにしてもよい。
【００６２】
　情報閲覧部２０２は、入力装置４０５を介してユーザから入力された専用ＵＲＬで特定
されるウェブページをホストサーバ３から受信する（Ｓ９０１）。
【００６３】
　情報閲覧部２０２は、ホストサーバ３から受信したウェブページを強調表示部２０３に
送る（Ｓ９０２）。強調表示部２０３は、情報閲覧部２０２からウェブページを受け取る
（Ｓ９０３）。
【００６４】
　強調表示部２０３は、専用ＵＲＬに付加されている座標情報及び強調表示の設定方法を
示す情報を参照する。強調表示部２０３は、専用ＵＲＬに付加されている座標情報及び強
調表示の設定方法を示す情報に応じてウェブページの表示画像に強調表示を付加する（Ｓ
９０４）。
【００６５】
　強調表示部２０３は、強調表示が付加されたウェブページの表示画像を表示装置４０６
に表示する（Ｓ９０５）。強調表示部２０３は、強調表示の種類を示す情報及び相手方ユ
ーザに要求する行動を示す情報を含むアイコンを表示装置４０６に表示する。図１０は、
強調表示が付加されたウェブページの表示画像と、強調表示の種類を示す情報及び相手方
ユーザに要求する行動を示す情報を含むアイコンとが表示装置４０６に表示された場合の
一例を示した図である。
【００６６】
　図１０では、http://XXXX.co.jp/index.html&line125?line135&set1?redが専用ＵＲＬ
として、ユーザから入力装置４０５を介して入力されている。強調表示部２０３は、専用
ＵＲＬのline125?line135を参照することにより、ＨＴＭＬソースコードの１２５行～１
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３５行に対応するウェブページの表示画像に強調表示を付加する。強調表示部２０３は、
専用ＵＲＬのset1を参照することにより、図１０に示す強調表示の表示方法の設定１に設
定されている方法で、ウェブページの表示画像に強調表示を付加する。強調表示部２０３
は、専用ＵＲＬのredを参照することにより、赤色の強調表示をウェブページの表示画像
に付加する。
【００６７】
　強調表示部２０３は、ウェブページの表示画像の強調表示が付加された領域がウェブペ
ージの表示画像の最上部又は上部付近となるように、強調表示が付加されたウェブページ
の表示画像を表示装置４０６に表示してもよい。これにより、表示装置４０６の画面が小
さい場合であっても、ウェブページの表示画像の強調表示が付加された領域を、表示装置
４０６に確実に表示することが可能となる。
【００６８】
　なお、図９に示す処理では、専用ＵＲＬに座標情報及び強調表示の設定方法を示す情報
が付加されている例を示した。専用ＵＲＬに強調表示の設定方法を示す情報が付加されて
いない場合は、図９のＳ９０４及びＳ９０５の処理に替えて、以下の処理を行う。
【００６９】
　強調表示部２０３は、専用ＵＲＬに付加されている座標情報を参照する。強調表示部２
０３は、専用ＵＲＬに付加されている座標情報に応じてウェブページの表示画像に強調表
示を付加する。強調表示部２０３は、強調表示が付加されたウェブページの表示画像を表
示装置４０６に表示する。この場合、強調表示部２０３は、強調表示の種類を示す情報及
び相手方ユーザに要求する行動を示す情報を含むアイコンを表示装置４０６に表示しない
ようにする。
【００７０】
　本実施形態によれば、ユーザは、相手方ユーザが使用する情報機器の環境に依存するこ
となしに、ウェブページ内の特定の情報をより正確に伝えることが可能となる。また、ユ
ーザは、ウェブページの表示画像に強調表示を付加した際の説明文を相手方ユーザに送る
ことなしに、ウェブページ内の特定の情報をより正確に伝えることが可能となる。
【００７１】
　また、本開示は、上記のいずれかの処理を実行するコンピュータその他の装置、機械等
を採用してもよい。また、本開示は、コンピュータその他の装置、機械等に、上記のいず
れかの機能を実現させるプログラムを採用してもよい。また、本開示は、そのようなプロ
グラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録したものを採用してもよい。
【００７２】
　〈コンピュータ読み取り可能な記録媒体〉
　コンピュータに上記いずれかの機能を実現させるプログラムをコンピュータが読み取り
可能な記録媒体に記録することができる。そして、コンピュータに、この記録媒体のプロ
グラムを読み込ませて実行させることにより、その機能を提供させることができる。ここ
で、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気的、
磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータから読み取る
ことができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちコンピュータから取り外し可能
なものとしては、例えばフレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－
Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ、ＤＡＴ、８ｍｍテープ、メモリカード等がある。また、コンピュータに
固定された記録媒体としてハードディスクやＲＯＭ等がある。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】システム構成を示すブロック図である。
【図２】ユーザ装置１のハードウェア構成を示した図である。
【図３】ユーザ装置２のハードウェア構成を示した図である。
【図４】ユーザ装置１の機能ブロック図である。
【図５】ユーザ装置２の機能ブロック図である。
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【図６】ユーザ装置１による強調表示の付加処理、専用ＵＲＬの作成処理、専用ＵＲＬの
送付処理の流れを示すフロー図である。
【図７】強調表示が付加されたウェブページの表示画像の一例を示した図である。
【図８】強調表示が付加された領域に対応する座標情報を算出する処理の流れを示すフロ
ー図である。
【図９】ユーザ装置２による強調表示の付加処理及び強調表示が付加されたウェブページ
の表示画像の表示処理の流れを示すフロー図である。
【図１０】強調表示が付加されたウェブページの表示画像の一例を示した図である。
【符号の説明】
【００７４】
１、２　ユーザ装置
３　ホストサーバ
４　ネットワーク
１１、２１　ＣＰＵ（Central Processing Unit）
１２、２２　ＲＯＭ（Read Only Memory）
１３、２３　ＲＡＭ（Random Access Memory）
１４、２４　外部記憶装置
１５、２５　入力装置
１６、２６　表示装置
１７、２７　インターフェース装置
１０１、２０１　送受信部
１０２、２０２　情報閲覧部
１０３、２０３　強調表示部
１０４、２０４　座標情報算出部
１０５、２０５　識別情報加工部
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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