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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して他の情報提供サイトから情報を取得することが可能なデータ処理
装置の情報提供方法において、
　ディスクトップ上に表示されるメニュー領域にメニューアイコンとして表示される状態
では、その動作を停止状態とし、
　前記メニューアイコンを前記メニュー領域からディスクトップ上にドラッグされた状態
では前記ネットワークを介して取得した情報を表示するウィジェットとして動作し、
　前記ウィジェットは、前記メニューアイコンごとに設定される個別動作プログラムと、
当該個別動作プログラムを統括的に制御する統括管理プログラムとから構成され、
　前記ウィジェットは、該ウィジェットがディスクトップ上に表示される他のウィジェッ
トからの情報をドラッグ操作で受け付け、前記個別動作プログラムに格納されている判定
条件にしたがって受け入れ可能な情報か否かを判定し、受け入れ可能な情報であれば、他
のウィジェットと自分のウィジェットの情報の表示内容を変更することを特徴とするデー
タ処理装置の情報提供方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ処理装置の情報提供方法において、
　前記ウィジェットは、前記受け入れ可能な情報と判定された前記他のウィジェットとの
連携を前記統括管理プログラムに要求し、
　前記統括管理プログラムは、前記他のウィジェットに表示内容の変更を支持すると共に
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、前記自分のウィジェットに連携表示の許可通知を出すことにより、他のウィジェットと
自分のウィジェットの情報の表示内容を変更することを特徴とするデータ処理装置の情報
提供方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のデータ処理装置に情報提供方法において、
　前記統括管理プログラムは、
　メニュー画像データと、前記メニュー領域の画像データと、動作プログラムデータと、
利用者の個人情報を含む認証データと、情報を取得する相手アドレス情報を含み、前記他
のウィジェットへの表示内容の変更指示および前記自分のウィジェットへの連携表示の許
可通知をすると共に、前記他のウィジェットの近傍に認証要求ウィンドウを表示して所定
時間内に認証手続が行われたかを監視し、
　前記所定時間内に前記認証手続きが行われ、認証された場合、通信回線を通じて接続さ
れたホストサーバにデータの更新要求を行い、更新内容に基づいて前記他のウィジェット
および前記自分のウィジェットの表示内容を書き換えることを特徴とするデータ処理装置
の情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して他の情報提供サイトから情報を取得することが可能な
データ処理装置の情報提供方法であって、特に、利用者端末のディスクトップ上で特定の
機能を実行するための簡易的なアプリケーションであるウィジェットの表示方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスクトップ上で特定の機能を実行するための簡易的なアプリケーションの総
称として定義されるウィジェット（Widget）が脚光を浴びている。ウィジェットは、簡易
なプログラムという意味でアプレットに近いといえるが、アプレットに比べるとよりグラ
フィカルユーザーインターフェース（GUI）の要素が強いという共通の特徴を持っている
と言われる。ウィジェットとして提供される機能は多様であり、計算機のようなものから
ニュースリーダー、スケジュール管理や天気予報、ウェブカメラ映像の表示、簡単なゲー
ム、株価チェックなど様々なものが提供されている。オンラインで提供されているWebサ
ービスをディスクトップ環境で利用できるようにしたウィジェットも多数開発されている
。ウィジェットは、2005年末頃に注目を集めるようになり、アプリケーションの一形態と
して急速に普及している。
【０００３】
　一方、ネットワークを介して提供される金融機関などのサービスは、利用者がサービス
サイトにアクセスし、定型的なサービスメニューの中から特定のサービスを選択して利用
しなければならない。したがって、利用者が複数のサービスの提供を受けようとすると、
サービスサイトを記録するなどはできるものの、常時、当該サイトからの情報を受けるこ
とができなかった。
【０００４】
【非特許文献１】日経産業新聞、２００７年９月２３日、３頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　金融機関などの各種のサービスの利用を前記ウィジェットを利用できれば有効である。
しかし、これらのウィジェットはディスクトップ上で常時起動するものであって、必要で
ないときは削除し、また必要なときはダウンロードする必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、利用者の好みに即してカスタマイズする即応性のあるサービ
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スを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るデータ処理装置の情報提供方法は、ネットワークを介して他の情報提供サ
イトから情報を取得することが可能なデータ処理装置に適用され、ディスクトップ上に表
示されるメニュー領域にメニューアイコンとして表示される状態では、その動作を停止状
態とし、前記メニューアイコンを前記メニュー領域からディスクトップ上にドラッグされ
た状態では前記ネットワークを介して取得した情報を表示するウィジェットとして動作す
るようにする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、必要なウィジェットを任意のメニューとしてディスクトップ上に表示
し、このメニューからドラッグの操作でディスクトップ上に表示したり削除したりするこ
とができるので、利用者の好みに即してカスタマイズする即応性のあるサービスを提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１から図１３を参照して、本発明に係るウィジェットシステムを具体的に説明する。
以下の説明では、金融情報提供システムを事例にして説明するが、本発明は、このシステ
ムに限定されるものではなく、ネットワークを介して特定のサービス会社が単独または主
体となって各種の情報提供や取引のサービスを利用者端末（データ処理装置）に提供する
情報提供・取引システムに適用することができる。
【００１０】
　先ず、図１を参照して、このウィジェットシステムを利用した金融情報提供システムの
概要を説明する。ここで、図１は、金融情報提供システムのシステム構成図である。
【００１１】
　図１において、この金融情報提供システムは、この金融情報提供システムにネットワー
ク１０を介して参加する利用者端末（データ処理装置）１００と、この利用者端末１００
に各種の情報を提供する金融機関ホストサーバ２０と、この金融機関ホストサーバ２０と
連携して前記利用者端末１００に各種の情報を提供する情報提供会社７０とを含んで構成
される。ここで、図１では、利用者端末１００と情報提供会社７０を説明を簡略するため
に1個で図示しているが多数参加することができる。また、金融機関ホストサーバ２０も
説明を簡略するために1個で図示しているが、複数の支店システムと、これを管理する複
数のホストサーバからなるシステムで構成することができる。
【００１２】
　利用者端末１００は、端末本体１０１と、表示装置１０２と、キーボード１０３と、マ
ウス１０４と、スピーカ１０５とを含んで構成される極一般的なパーソナルコンピュータ
で利用することができる。ここで、端末本体１０１は、ネットワーク１０に接続可能な通
信装置１０６と、各種の情報やプログラムを格納することができる記憶装置１０７と、こ
の利用者端末１００を統括的に制御する制御装置１０８を含んで構成される。もちろん、
図１では、ディスクトップ型のパーソナルコンピュータで図示しているが、後で説明する
ディスクトップ１５０を表示画面上に表示可能な表示装置を備えたノート型のパーソナル
コンピュータやモバイル端末でもこの金融情報提供システムに参加することができる。
【００１３】
　前記金融機関ホストサーバ２０の各機器（コンピュータ）は、ＨＵＢサーバ２１を介し
て他の図示しない営業店舗の機器（コンピュータ）や専門センタの機器（コンピュータ）
と通信装置２９を介して接続することで、金融機関内の全ての情報を統括管理している。
このＨＵＢサーバ２１は、ゲートウエイサーバを兼用するものであり、チャネル系ＡＰサ
ーバ群を統括する統合チャネルサーバ２２と、勘定系ホストサーバ２３と、このウィジェ
ットシステムを管理するウィジェット管理サーバ２４と、全ての顧客情報を統括的に管理
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する顧客情報管理サーバ２５などが接続される。
【００１４】
　また、統合チャネルサーバ２２は、前記ネットワーク１０を介して図示しない営業店舗
の機器（コンピュータ）と接続されて、営業店舗の機器（コンピュータ）に各種の情報を
提供する支援システムである。この統合チャネルサーバ２２の統括下には、顧客の利用状
況を管理する顧客管理サーバ３０と、口座の残高状況を管理する残高管理サーバ２６と、
顧客の利用履歴を管理する履歴管理サーバ２７と、顧客の取引状況を管理する取引管理サ
ーバ２８とを含んで構成される。この他、この統合チャネルサーバ２２は、図示しない、
ＩＢコンテンツ情報を備えたＩＢサーバと、営業店のコンテンツ情報を備えた営業店ＡＰ
サーバと、来店顧客情報を備えた来店管理サーバと、商品のコンテンツ情報を備えた商品
情報サーバと、行員情報を備えた行員管理サーバとを備えている。
【００１５】
　この金融機関ホストサーバ２０が主体となって運営するウィジェットシステムは、ウィ
ジェット管理サーバ２４が主体となって提供するものであり、このウィジェットシステム
で提供する各種サービスは、ウィジェット管理サーバ２４が金融機関ホストサーバ２０を
構成する各種サーバから情報を収集して、これをウィジェットシステムを介して各利用者
端末１００に提供する。この他、この金融機関システムには前記ネットワーク１０を介し
て他の金融システムや各種のサービスサイトの機器（コンピュータ）に接続することがで
きる。
【００１６】
　また、情報提供会社７０は、ネットワーク１０上に開設されるサービスサイトを介して
各種の情報を提供するものであり、ネットワーク１０と接続するための通信装置７１と、
各種の情報を格納する記憶装置７２と、この情報提供会社７０を構成するハード資源を統
括的に管理する情報提供サーバ７３とを含んで構成される。この情報提供会社７０は、ウ
ィジェットシステムで提供される情報の提供先として定義される。
【００１７】
　そして、このウィジェットシステムの大きな特徴の１つは、このシステムで提供する各
種サービスを、特定のサービス毎にサービスメニューとして準備し、これをウィジェット
形式で利用者端末１００に提供する点にある。ここで定義するウィジェットとは、利用者
端末１００のディスクトップ１５０上で特定の機能を実行するための簡易的なアプリケー
ションである。このウィジェットは、ネットワーク１０を介して情報提供会社７０などが
提供する情報を閲覧する閲覧ウィジェット１１０ａと、ネットワーク１０を介してウィジ
ェット管理サーバ２４などと接続して各種の取引を可能とする取引ウィジェット１１０ｂ
とに大別することができる。
【００１８】
　これらウィジェットは、ディスクトップ１５０上で、情報表示部１１１を備えたウィジ
ェットアイコン１１０として表示することができる。そして、閲覧ウィジェット１１０ａ
は、定期的にあるいは必要に応じて情報提供会社７０などから入手した情報を情報表示部
１１１に表示することができる。また、取引ウィジェット１１０ｂは、ディスクトップ１
５０上に存在する他の取引ウィジェット１１０ｂとの間で情報や証券あるいは金銭などの
取引をドラッグなどの手続きで行うことができる。
【００１９】
　このように、このウィジェットシステムによれば、表示画面を切り替える操作を行うこ
となく、ウィジェットアイコン１１０を介して、ディスクトップ１５０上に必要な情報を
随時表示することができるとともに、簡単なドラッグ操作で他のウィジェットアイコン１
１０との間で取引を実行することができる。
【００２０】
　また、このウィジェットシステムの大きな特徴の他の１つは、ウィジェット管理サーバ
２４から任意に選択したウィジェットを、利用者端末１００のディスクトップ１５０上に
設けたウィジェットメニュー領域１２０にメニューアイコン１３０として表示する点にあ
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る。このウィジェットメニュー領域１２０に表示されるメニューアイコン１３０は、この
メニューアイコン１３０をディスクトップ１５０上にドラッグすることでウィジェットア
イコン１１０が生成され、この生成に基づいて、ウィジェットアイコン１１０が動作状態
となる。また、このウィジェットアイコン１１０をディスクトップ１５０上から削除する
ことで、ウィジェットアイコン１１０の動作を停止状態とすることができる。
【００２１】
　このように、このウィジェットシステムによれば、利用者が、その好みに応じたサービ
スをウィジェットメニュー領域１２０に作成することができる。したがって、サービスを
受けるたびごとにウィジェット管理サーバ２４にアクセスする必要なく、一括してウィジ
ェットをダウンロードすることができる。しかも、このウィジェットメニュー領域１２０
に表示されるウィジェットはその事自体では起動しない。即ち、休眠状態とすることがで
きる。そして、休眠状態のウィジェットは、このウィジェットメニュー領域１２０のメニ
ューアイコン１３０をディスクトップ１５０上にドラッグするという簡単な操作で、動作
状態とすることができる。また、ディスクトップ１５０上からウィジェットアイコン１１
０を削除することで、また休眠状態として、ディスクトップ１５０を広く利用することが
できる。
【００２２】
　また、このウィジェットシステムの大きな特徴の１つは、ディスクトップ１５０上に生
成したウィジェットアイコン１１０は、利用者端末１００の電源ＯＦＦ時に記憶されるた
め、再度の電源ＯＮ時に同じディスクトップ１５０の環境で作業をすることができる。
【００２３】
　以下、図２から図１３を参照して、このウィジェットシステムを更に詳細に説明する。
ここで、図２は金融機関ホストサーバの顧客のチャネル管理構成図である。図３は、ウィ
ジェットのデータ構成図である。図４はウィジェットのダウンロードフロー図である。図
５と図６はウィジェットのダウンロード時の画面遷移図である。図７はウィジェットアイ
コン１１０の生成時の動作フロー図である。図８は利用者端末の起動時の動作フロー図で
ある。図９はディスクトップの画面図である。図１０は閲覧ウィジェットの動作フロー図
である。図１１は取引ウィジェットの動作フロー図である。図１２は取引ウィジェットの
画面図である。図１３は他の実施の形態に係るウィジェットアイコン１１０の生成時の動
作フロー図である。
【００２４】
　先ず、図２を参照して、金融機関ホストサーバ２０のサービス提供について説明する。
図２において、この実施の形態に係る金融機関ホストサーバ２０は、ウィジェット管理サ
ーバ２４を介して、さまざまなチャネル（ハード資源）に対して、利用者の好みに即して
カスタマイズする即応性のあるサービスを提供している。図２には、そのサービスを体系
的に示している。ウィジェット管理サーバ２４は、ＰＣ端末として位置づけられる以下の
利用者端末１００に対する各種のサービスをモバイル端末や金融機関などに設置されるＡ
ＴＭ（現金自動預入支払機）などに提供することができる。即ち、利用者は同じサービス
をチャネルが変わっても受けることができる。
【００２５】
　利用者が受けるサービスは、ウィジェット管理サーバ２４に図２に示すように登録管理
されるので、同じサービスを他のチャネルでも受けることができる。もちろん、利用者と
ウィジェット管理サーバ２４との接点となるチャネルの表示画面は、そのチャネルによっ
て大きさも操作方法も異なるので、同一にすることはできない。したがって、ウィジェッ
ト管理サーバ２４は、１つのサービスに対してチャネルごとに異なるウィジェットを用意
している。以下の説明では、ディスクトップ１５０を表示可能なＰＣ端末（利用者端末１
００）を事例で説明するが、他のチャネルでも利用者の好みに即してカスタマイズする即
応性のある同種のサービスの提供を受けることができる。ここでは詳細な説明を省略する
。
【００２６】
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　次に、図３を参照して、ウィジェットのデータ構成を説明する。図３において、この実
施の形態では、ウィジェット管理サーバ２４は、さまざまなサービスごとに設定されるウ
ィジェットデータ１７１と、このウィジェットデータ１７１を統括的に管理する統括管理
プログラム１７０とを用意している。このウィジェットデータ１７１は、このウィジェッ
トデータ１７１ごとに設定されるウィジェットアイコン１１０の画像データ１７２と動作
プログラム１７３とを含んで構成される。
【００２７】
　一方、統括管理プログラム１７０は、ディスクトップ１５０のウィジェットメニュー領
域１２０を生成するメニュー画像データ１７４と、ウィジェットごとに設定されてメニュ
ー画像データ１７４内に表示されるメニューアイコン１３０の画像データ１７５と、利用
者端末１００におけるウィジェットを統括的に制御する動作プログラム１７６と、利用者
の個人認証データ１７７と、ウィジェットごとに設定される通信先データ１７８とを含ん
で構成される。ここで、通信先データ１７８は１箇所に限定されるものではなく複数の通
信相手が設定することができる。
【００２８】
　さて、このウィジェットシステムでは、利用者がウィジェット管理サーバ２４にアクセ
スして任意のウィジェットを選択すると、その選択したウィジェットに対応するウィジェ
ットデータ１７１と、この１または複数のウィジェットデータ１７１を管理する統括管理
プログラム１７０を利用者端末１００にダウンロードすることができる。
【００２９】
　次に、前記ダウンロードの操作フローを図４の動作フロー図を基に図５と図６の画面図
を参照して説明する。なお、この説明では、ウィジェット管理サーバ２４の動作を金融機
関ホストサーバ２０の動作として説明する。
【００３０】
　図４において、利用者端末１００からネットワーク１０を介して金融機関ホストサーバ
２０にアクセス要求を行うと（ステップ２０１）、金融機関ホストサーバ２０は暗証番号
や会員番号などの入力要求を求める画面データを送信して個人認証要求を個人端末１００
に行う（ステップ２２１）。これに対して、利用者端末１００から暗証番号などの入力が
成されると（ステップ２０３）、金融機関ホストサーバ２０は認証がOKか否か顧客管理サ
ーバ３０に照会して認証を行う（ステップ２２３）。
【００３１】
　この実施の形態に係る金融情報提供システムでは、この金融機関に口座を有する顧客が
利用者として参加することができる。即ち、ステップ２２３における認証は、この口座開
設に伴う認証行為と同様な手続きで行われる。認証がOKの場合、金融機関ホストサーバ２
０はサービスメニューの画面データを利用者端末１００に送信し（ステップ３２５）、利
用者端末１００からウィジェットサービスの要求があれば（ステップ２０５）、図５に示
すウィジェットメニューの画面データを利用者端末に送信する（ステップ３２７）。
【００３２】
　図５において、利用者端末１００では、表示装置１０２に表示されるウィジェットメニ
ュー５００を介して、希望するウィジェットを選択することができる。ウィジェットメニ
ュー５００は、ウィジェットを識別するためのメニューアイコン１３０とサービスの概要
５０１と詳細要求ボタン５０２と希望の有無選択欄５０３が一覧表示になっている。利用
者は、サービスの概要５０１により、あるいは詳細要求ボタンの操作に基づいて表示され
る図示しないサブウインドウの説明を参考に回答欄５０３に希望するウィジェットをマー
クする。ウィジェットメニュー５００には、次へボタン５０４で次のステップに進んだり
、戻りボタン５０５で１ステップ戻ったり、確定ボタン５０６で要求するウィジェットを
確定することができる。
【００３３】
　図６は、確定ボタン５０６が操作された状態を示している。この実施の形態では、ウィ
ジェットメニュー５００での操作に対応して金融機関ホストサーバ２０から対応する画面
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データを利用者端末１００に送信する。確定ボタン５０６が操作されると金融機関ホスト
サーバ２０は図６の確認画面５１０を送信する。この確認画面５１０には、上段に利用者
が選択したウィジェットのメニューアイコン１３０が提示され、かつ、暗証番号の入力欄
５１１が設けてあり、この入力欄５１１の入力を行って送信ボタン５１２を操作すること
で、ウィジェットの選択操作を完了することができる（ステップ２０７）。なお、このウ
ィジェットの選択操作については、詳細説明は省略する。
【００３４】
　金融機関ホストサーバ２０は、ウィジェットの選択を受け付けると、図２に示すウィジ
ェット管理データをウィジェット管理サーバ２４内またはこのウィジェット管理サーバ２
４の管理下にある図示しない記憶装置に生成する（ステップ３２９）。このウィジェット
管理データでは、各チャネルのサービス領域内に提供すべきデータを構築する。例えば、
取引ウィジェット１１０ｂの１つである「お財布サービス」であれば、利用者の口座とリ
ンクして残高などを生成する。あるいは、閲覧ウィジェット１１０ａであれば、閲覧でき
るデータを他のサーバから収集して構築したり、あるいは、提供する情報提供会社のアド
レスを相手先として設定する。これらのウィジェット管理データは、利用者端末１００に
提供される図３に示す統括管理プログラム１７０に反映される。
【００３５】
　金融機関ホストサーバ２０はステップ３２９で生成したウィジェットのデータを利用者
端末に１００に送信する（ステップ３３１）。そして、その履歴を履歴管理サーバ２６に
格納する（ステップ３３３）。
【００３６】
　前記ウィジェットのデータを送信された利用者端末の制御装置１０８は、この送られて
きたウィジェットのデータをインストールする。即ち、制御装置１０８ははウィジェット
のデータをプログラム領域に書き込むとともに、統括管理プログラム１７０の動作プログ
ラムデータ１７６を起動させる起動アイコンをスタートアップメニューに生成し、メニュ
ーアイコン画像データ１７５に基づいてディスクトップ１５０上にウィジェットメニュー
領域１２０を生成する（ステップ２０９）。
【００３７】
　次に、図７を参照して、ウィジェットの起動を説明する。図７において、ウィジェット
システムがインストールされた利用者端末１００の制御装置１０８は、ウィジェットメニ
ュー領域１２０のメニューアイコン１３０がディスクトップ１５０上にドラッグされたか
否かを監視している（ステップ２４１）。メニューアイコン１３０がディスクトップ１５
０上にドラッグされると、ドラッグされたメニューアイコン１３０のウィジェットにフラ
グを立てて記憶し（ステップ２４３）、このドラッグされたメニューアイコン１３０に対
応するウィジェットアイコン１１０の画像データ１７２を呼び出してディスクトップ１５
０上のドラッグされた位置にウィジェットアイコン１１０を生成して起動させる（ステッ
プ２４５）。ここで、起動したウィジェットアイコン１１０は、その動作プログラムデー
タ１７３に基づいて動作を実行する。
【００３８】
　一方、制御装置１０８は、ウィジェットアイコン１１０が削除されるか否かを監視して
いる（ステップ３４７）。この実施の形態では、ウィジェットアイコン１１０の右上に削
除ボタン１１２を設けてあり、この削除ボタン１１２を介して削除操作されると、制御装
置１０８は、ウィジェットアイコン１１０をディスクトップ１５０上から削除して起動を
停止し（ステップ３５３）、更に、この削除されたウィジェットアイコン１１０のフラグ
を削除する（ステップ３５５）。また、削除ボタン１１２が操作されずに利用者端末１０
０が終了処理されると（ステップ３４９）、制御装置１０８は、ディスクトップ１５０の
画像を格納して（ステップ３５１）処理を終了する。
【００３９】
　次に、図８を参照して、利用者端末１００の起動処理に基づくウィジェットシステムの
起動を説明する。図８において、利用者端末１００が電源ONされると、制御装置１０８は
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ウインドウシステムのOSを立ち上げ（ステップ３６１）、ユーザ認証を行う（ステップ３
６３）。ここで、ユーザ認証はパーソナルコンピュータとして利用者が設定するものであ
るので、利用者が設定しなければ、このユーザ認証はなくてもよい。このユーザ認証が完
了すると、図示しない利用者番号や暗証番号を入力する画面を出力してウィジェットシス
テムの認証を行う（ステップ３６５）。この認証が終了すると制御装置１０８は、図９に
示すような、ウィジェットメニュー領域１２０が表示されるディスクトップ１５０を生成
して表示する（ステップ３６７）。次に、制御装置１０８はスタートアップに格納される
起動アイコンに基づいてウィジェットの動作プログラムデータ１７６を呼び込んでウィジ
ェットシステムを立ち上げる（ステップ３６９）。そして、制御装置１０８はフラグが付
いたメニューアイコン１３０を判定し、フラグがあるメニューアイコン１３０があれば、
当該メニューアイコン１３０に関するウィジェットアイコン１１０を動作状態とする（ス
テップ３７１）。
【００４０】
　次に、図９を参照して、ウィジェットシステムが導入された利用者端末１００のディス
クトップ１５０を説明する。図９において、この実施の形態では、ウィジェットメニュー
領域１２０を縦長帯状に設定してディスクトップ１５０の片側に配置したレイアウトとし
ている。ウィジェットメニュー領域１２０は、その辺や角部をドラッグすることで、その
大きさを変形することができる。ウィジェットメニュー領域１２０には名称とアイコンが
対と成ったメニューアイコン１３０が配置される。このウィジェットメニュー領域１２０
によれば、利用者は、自分がダウンロードしているウィジェットを視覚的に認識すること
ができる。
【００４１】
　メニューアイコン１３０は、ウィジェットメニュー領域１２０からディスクトップ１５
０上にドラッグすることで、ウィジェットアイコン１１０を表示させて起動させることが
できるし、また削除ボタン１１２を介してウィジェットアイコン１１０を消去して、ディ
スクトップ１５０を広く使うことができる。このように、この実施の形態では、ディスク
トップ１５０を情報の掲示板として活用することができるとともに、それら情報が必要で
ないときは、消去してディスクトップを広く使うことができる。
【００４２】
　さて、ここで、この実施の形態で採用しているウィジェットのいくつかを説明する。先
ず、前記したように、この実施の形態ではウィジェットアイコン１１０を、閲覧ウィジェ
ット１１０ａと、取引ウィジェット１１０ｂに大別することができる。
【００４３】
　閲覧ウィジェット１１０ａとして、通帳ウィジェット１１０ａａと投資信託ウィジェッ
ト１１０ａｂとマーケット情報１１０ａｃと残高メーター１１０ａｄとコミュニティウィ
ジェット１１０ａｅとバンクチャンネル１１０ａｆなどがある。通帳ウィジェット１１０
ａａは、残高や取引明細を表示するものであり、登録すれば家族の通帳や貯金箱ウィジェ
ットの残高も見ることができる。投資信託ウィジェット１１０ａｂは、購入している投資
信託の基準価格等の情報を表示するものであり、また、関係するニュースをＷｅｂから収
集して表示することができる。マーケット情報１１０ａｃは国内・国外のマーケット情報
をリアルタイムで表示するものである。残高メーター１１０ａｄは、貯蓄の目標値を設定
し、それに対して口座残高のプラスマイナスを針で示すことができる。コミュニティウィ
ジェット１１０ａｅは、銀行ＨＰのコミュニティポータルページから、興味のあるコミュ
ニティに参加することができるものであり、コミュニティのチャット（またはＴｗｉｔｔ
ｅｒのようなもの）での発言を表示したり、ウィジェットにひとこと入力して発言もでき
る。バンクチャンネル１１０ａｆは、登録したキーワード、金融機関やその他の金融情報
提供会社から配信された動画を表示するものであり、購入している株、投資信託の種類等
のキーワードから、関係する動画を自動的に絞り込むことができる。
【００４４】
　一方、取引ウィジェット１１０ｂは、お財布１１０ｂａと貯金箱ト１１０ｂｂと公共料
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金支払い１１０ｂｃなどがる。また、閲覧と取引が両方できるものとしてはカブブロック
取引１１０ｂｄがる。お財布１１０ｂａは、お札アイコンのドラッグアンドドロップで実
際にお金を取引することができ、残高は通帳ウィジェットと連動させることができる。貯
金箱１１０ｂｂは、貯金額の目標・貯金の目的を設定し、へそくり的にお金をコツコツ貯
めることができるものであり、お財布ウィジェットからお金をドラッグアンドドロップし
てお金の入金を行うことができるし、目標達成前に貯金を崩すのは困難な仕掛けをし、強
制的に貯めさせることができる。公共料金支払い１１０ｂｃは、月々の公共料金支払日が
近づくとアイコンが光って教えてくれるものであり、お財布ウィジェットからお金をドラ
ッグアンドドロップして入金することができる。カブブロック取引１１０ｂｄは、保持し
ている株を登録し、リアルタイムに値動きを閲覧できるものであり、マイナスの値動きが
赤、プラスの値動きが青、大きく変動のあったものが大きく表示され、お財布ウィジェッ
トからお金をドラッグアンドドロップして投資額を増やすこともできる。
【００４５】
　次に図１０を参照して、閲覧ウィジェット１１０ａの基本的な動作フローを説明する。
制御装置１０８はウィジェットアイコン１１０の動作プログラム１７３にしたがってウィ
ジェットアイコン１１０の所定の動画動作を実行させる（ステップ３８１）。そして、所
定の時間が経過したかを判定し、所定の時間が経過したら（ステップ３８３）、情報収集
の要求を統括管理プログラムに要求する（ステップ３８５）。動作プログラム１７６のプ
ログラムにしたがって、制御装置１０８は認証が必要な情報収集要求か否かを判定し（ス
テップ３８９）、認証が必要でなければ情報要求を情報提供会社７０に送信する（ステッ
プ３９５）。この実施の形態では、ウィジェットデータ１７１ごとに判定条件を備えてお
り、この判定条件にしたがって前記ステップ３８９が判定される。
【００４６】
　一方、認証が必要であると判定された場合には、図示しない認証要求ウインドウをウィ
ジェットデータ１７１に近接して表示し（ステップ３９１）、認証がＯＫの場合（ステッ
プ３９３）、情報要求を情報提供会社７０に行う（ステップ３９３）。情報提供会社７０
が提供する情報を取得すると（ステップ３９８）、制御装置１０８は、履歴情報を生成し
て格納し（ステップ３９７）、その入手した情報をウィジェットデータ１７１に提供する
。このウィジェットデータ１７１は提供された情報に基づいて情報表示部１１１に表示さ
れる内容を更新する（ステップ３８７）。
【００４７】
　次に、図１１と図１２を参照して取引ウィジェット１１０ｂの動作フローを説明する。
ここで、具体的な事例として、図１２に示すように、貯金箱ウィジェット１１０ｂｂにお
財布ウィジェット１１０ｂａからドラッグ操作で入金する場合について説明する。
【００４８】
　図１１において、この実施の形態では、ドラッグされた取引ウィジェット１１０ｂが主
体となって取引動作を実行する。即ち、貯金箱ウィジェット１１０ｂｂの動作プログラム
で動作する制御装置１０８は、取引ウィジェット１１０ｂ（貯金箱ウィジェット１１０ｂ
ｂ）の動作プログラムにしたがってドラッグに基づいて情報がもたらされたか否かを判定
している（ステップ４01）。ドラッグ情報がある場合、予め動作プログラム１７３に格納
されている判定条件にしたがって受け入れ可能な情報か否かを判定する。
【００４９】
　例えば、貯金箱ウィジェット１１０ｂｂの場合は、金額の情報は受け入れるが、金額以
外の情報がドラッグされると情報の受け入れを拒否する（ステップ４１６）。一方、受け
入れ可能な情報であれば、相手方の取引ウィジェット１１０ｂ（お財布１１０ｂａ）との
連携要求を統括管理プログラム１７０に要求する（ステップ４０５）。統括管理プログラ
ム１７０は、相手ウィジェットであるお財布ウィジェット１１０ｂａに仮表示変更を指示
し（ステップ４２１）、連携表示の仮許可通知を貯金箱ウィジェット１１０ｂｂに出すと
ともに（ステップ４２３）、貯金箱ウィジェット１１０ｂｂの近傍のディスクトップ上１
５０上に認証要求ウインドウ１１３を表示させる（ステップ４３５）。
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【００５０】
　一方、連携表示仮許可通知を受けた取引ウィジェット１１０ｂは、ドラッグに基づいた
表示を仮に変更する（ステップ４０７）。そして、所定時間経過したかを監視し（ステッ
プ４０９）、所定時間経過した場合は警告表示を行い（ステップ４１１）、更に所定時間
経過したかを監視し（ステップ４１３）、所定時間経過したら、ドラッグによる仮表示の
停止信号を統括管理プログラム１７０に送信する（ステップ４１５）。即ち、この実施の
形態では、所定時間以内にドラッグ操作を行えば、その操作は仮表示として受手と相手の
取引ウィジェット１１０ｂの表示内容を変更することができる。しかし、その表示内容も
所定時間以内に認証手続きをしないとキャンセルされることとなる。即ち、統括管理プロ
グラム１７０は仮表示の停止信号を受け付けると相手の取引ウィジェット１１０ｂに仮表
示停止指示を出すとともに（ステップ４３３）、連携表示の仮表示停止指示を受手の取引
ウィジェット１１０ｂに出して（ステップ４３５）、履歴情報を生成するステップ４３７
）。一方、受手の取引ウィジェット１１０ｂもドラッグによる仮表示を停止して、元のド
ラッグ前の状態に復活させる（ステップ４１７）。
【００５１】
　さて、統括管理プログラム１７０は、ステップ４３５において、認証要求ウインドウ１
１３に暗証番号が入力されたか否かを監視し（ステップ４２７）、暗証番号が入力された
場合は認証の判定を行う（ステップ４２９）。そして、認証がＯＫと判定された場合、ド
ラッグされたデータの更新要求を金融機関ホストサーバ２０に送信する（ステップ４３１
）。金融機関ホストサーバ２０は前記送信に基づいてデータを更新し（ステップ４３９）
、当該更新した内容を各ウィジェットに通知するので（ステップ４４０）、この新たな更
新内容に基づいて、受手と相手の取引ウィジェット１１０ｂの表示内容が書き換えられる
ことと成る。
【００５２】
　次に、図１３を参照して他の実施の形態に係るウィジェットアイコン１１０の生成時の
動作フロー図を説明する。この実施の形態では、制御装置１０８は、ウィジェットメニュ
ー領域１２０からメニューアイコン１３０がドラッグされたか否かを監視し（ステップ４
５１）、メニューアイコン１３０がドラッグされた場合は、このメニューアイコン１３０
に対応するウィジェットアイコン１１０の起動アイコンを利用者端末１００のスタートア
ップに生成する（ステップ４５３）。そして、ウィジェットアイコン１１０をディスクト
ップ１５０上に生成し、起動させる（ステップ４５５）。
【００５３】
　一方、ウィジェットアイコン１１０が削除指示が成されると（ステップ４５７）、ウィ
ジェットアイコン１１０をディスクトップ１５０上から消去して起動を停止し（ステップ
４６３）、スタートアップから起動アイコン４６５を削除する（ステップ４６５）。
【００５４】
　ウィジェットアイコン１１０の削除指示がない場合は、利用者端末の処理が成されると
（ステップ４５９）、ディスクトップを記憶装置に格納して（ステップ４６１）、利用者
端末１００を起動停止する。
【００５５】
　この実施の形態によれば、ウィジェットアイコン１１０は、その起動アイコンがスター
トアップに格納された状態で利用者端末１００が処理を停止するので、再び、利用者端末
１００を起動させると、通常のスタットアップに格納された動作プログラムと同様に起動
時のディスクトップ１５０上に起動した状態で表示することができる。
【００５６】
　以上述べたように、この実施の形態に係るウィジェットシステムによれば、ネットワー
クを介して他の情報提供サイトから情報を取得することが可能であって、ディスクトップ
上に表示されるメニュー領域にメニューアイコンとして表示される状態では、その動作を
停止状態とし、前記メニューアイコンを前記メニュー領域からディスクトップ上にドラッ
グされた状態では前記ネットワークを介して取得した情報を表示するウィジェットとして
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動作するようにする。この場合、前記ウィジェットは、前記メニューアイコンごとに設定
される個別動作プログラムと、この個別動作プログラムを統括的に制御する統括管理プロ
グラムとから構成される。そして、前記個別動作プログラムは、メニュー画像データと、
前記メニュー領域の画像データと、動作プログラムデータと、利用者の個人情報を含む認
証データと、情報を取得する相手アドレス情報を含んで構成され、前記個別動作プログラ
ムは、ディスクトップ上で表示されるウィジェットアイコンの画像データと、前記ウィジ
ェットアイコンの動作プログラムとを含んで構成される。更に、前記ウィジェットは、該
ウィジェットがディスクトップ上に表示される他のウィジェットからの情報をドラッグ操
作で受け付け、予め設定される条件に合致する情報であれば、他のウィジェットと自分の
ウィジェットの情報の表示内容を変更することができる。
【００５７】
　したがって、この実施の形態によれば、必要なウィジェットを任意のメニューとしてデ
ィスクトップ上に表示し、このメニューからドラッグの操作でディスクトップ上に表示し
たり削除したりすることができるので、利用者の好みに即してカスタマイズする即応性の
あるサービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】金融情報提供システムのシステム構成図である。
【図２】金融機関ホストサーバの顧客のチャネル管理構成図である。
【図３】ウィジェットのデータ構成図である。
【図４】ウィジェットのダウンロードフロー図である。
【図５】ウィジェットのダウンロード時の画面遷移図である。
【図６】ウィジェットのダウンロード時の画面遷移図である。
【図７】ウィジェットアイコン１１０の生成時の動作フロー図である。
【図８】利用者端末の起動時の動作フロー図である。
【図９】ディスクトップの画面図である。
【図１０】閲覧ウィジェットの動作フロー図である。
【図１１】取引ウィジェットの動作フロー図である。
【図１２】取引ウィジェットの画面図である。
【図１３】他の実施の形態に係るウィジェットアイコン１１０の生成時の動作フロー図で
ある。
【符号の説明】
【００５９】
　１０…ネットワーク、２０…金融機関ホストサーバ、２１…ＨＵＢサーバ、２２…統合
チャネルサーバ、２３…勘定系ホストサーバ、２４…ウィジェット管理サーバ、２５…顧
客情報管理サーバ、２６…残高管理サーバ、２７…履歴管理サーバ、２８…取引管理サー
バ、２９…通信装置、３０…顧客管理サーバ、７０…情報提供会社、７１…通信装置、７
２…記憶装置、７３…情報提供サーバ、１００…利用者端末、１０１…端末本体、１０２
…表示装置、１０３…キーボード、１０４…マウス、１０５…スピーカ、１０６…通信装
置、１０７…記憶装置、１０８…制御装置、１１０…ウィジェットアイコン、１１０ａ…
閲覧ウィジェット、１１０ａａ…通帳ウィジェット、１１０ａｂ…投資信託ウィジェット
、１１０ａｃ…マーケット情報、１１０ａｄ…残高メーター、１１０ａｅ…コミュニティ
ウィジェット、１１０ａｆ…バンクチャンネル、１１０ｂ…取引ウィジェット、１１０ｂ
ａ…お財布、１１０ｂｂ…貯金箱、１１０ｂｃ…公共料金支払い、１１０ｂｄ…カブブロ
ック取引、１１１…情報表示部、１１２…削除ボタン、１１３…認証要求ウインドウ、１
２０…ウィジェットメニュー領域、１３０…メニューアイコン、１５０…ディスクトップ
、１７０…統括管理プログラム、１７１…ウィジェットデータ、１７２…ウィジェットア
イコンの画像データ、１７３…動作プログラム、１７４…メニュー画像データ、１７５…
メニューアイコンの画像データ、１７６…動作プログラム、１７７…個人認証データ、１
７８…通信先データ、５００…ウィジェットメニュー、５０１…サービス概要、５０２…
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詳細要求ボタン、５０３…回答欄５０３、５０４…次へボタン、５０５…戻りボタン、５
０６…確定ボタン、５１０…確認画面、５１１…入力欄、５１２…送信ボタン。
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