
(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】  ネットワークを通じて利用者コンピュー

タと通信するサーバコンピュータにより構成され、利用

者コンピュータからのリクエストに応答してメッセージ

登録画面を送信する手段と、利用者コンピュータにおい

て前記メッセージ登録画面に記入された情報を取得して

電子掲示板に適宜に掲載する手段と、この電子掲示板に

掲載された情報を利用者コンピュータに閲覧させる手段

とを備えた電子掲示板システムにおいて、

電子掲示板に掲載することは不適当であるとして事前に

選出された用語をデータベース化した掲載禁止用語集

と、

電子掲示板に掲載したことに対する社会の反応に注意す

る必要があるものとして事前に選出された用語をデータ

ベース化した要注意用語集と、

前記メッセージ登録画面の記入情報のうち電子掲示板に

掲載希望のメッセージについて前記掲載禁止用語集およ

び前記要注意用語集に照して検査を行う手段と、

前記掲載希望メッセージに前記掲載禁止用語集中の用語

が含まれていない場合に当該メッセージを電子掲示板に

掲載する手段と、

前記掲載希望メッセージに前記要注意用語集中の用語が

含まれている場合、要注意用語が含まれたメッセージを

電子掲示板に掲載した事象を当該電子掲示板システムの

運営管理人コンピュータに対して通知する手段と、

前記掲載希望メッセージに前記掲載禁止用語集中の用語

が含まれている場合、当該メッセージを発した利用者コ

ンピュータに対してメッセージを掲載できない旨を通知

する書状の画面データを送信するとともに、メッセージ

の掲載を拒否した事象を当該電子掲示板システムの運営
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管理人コンピュータに対して通知する手段と、

を備えたことを特徴とする電子掲示板システム。

【請求項２】  前記運営管理人コンピュータに対する前

記通知がそれぞれの事象を伝える内容の電子メールを前

記運営管理人コンピュータの電子メールアドレスに向け

て発信することにより行われることを特徴とする請求項

１に記載の電子掲示板システム。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】この発明はネットワーク上で

運営される電子掲示板システムに関し、特に、電子掲示

板に書き込まれるメッセージの内容を自動的に検査する

情報処理技術に関する。

【０００２】

【従来の技術】パソコン通信やインターネットの世界で

は、電子掲示板システムが盛んに利用されている。電子

掲示板システムは、事業者によって管理されるサーバコ

ンピュータによって運営され、サーバコンピュータは、

ネットワークを通じて送られてくるメッセージをデータ

ベースに蓄積管理し、また、接続してくる利用者コンピ

ュータにデータベースの内容を提供する。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】ところで、現行の多く

の電子掲示板システムでは、その内容を特に検査するこ

となく、送られてくるメッセージをそのまま掲載してし

まっている。そのため、他人を誹謗・中傷するようなメ

ッセージや、電子掲示板システムの品位を低下せしめる

ような、電子掲示板に掲載されるのにふさわしくないメ

ッセージが掲載されてしまうことも少なくない。最近で

は、社会問題にまで発展してしまうケースも増加してお

り、早急な対策が必要とされている。

【０００４】本発明はこのような事情に鑑みてなされた

ものであって、利用者コンピュータから送られてくる電

子掲示板への掲載希望メッセージの内容を自動的に検査

する機能を有する電子掲示板システムを提供することを

目的とする。

【０００５】この目的を達成するためになされた本発明

は、ネットワークを通じて利用者コンピュータと通信す

るサーバコンピュータにより構成され、利用者コンピュ

ータからのリクエストに応答してメッセージ登録画面を

送信する手段と、利用者コンピュータにおいて前記メッ

セージ登録画面に記入された情報を取得して電子掲示板

に適宜に掲載する手段と、この電子掲示板に掲載された

情報を利用者コンピュータに閲覧させる手段とを備えた

電子掲示板システムにおいて、電子掲示板に掲載するこ

とは不適当であるとして事前に選出された用語をデータ

ベース化した掲載禁止用語集と、電子掲示板に掲載した

ことに対する社会の反応に注意する必要があるものとし

て事前に選出された用語をデータベース化した要注意用

語集と、前記メッセージ登録画面の記入情報のうち電子

掲示板に掲載希望のメッセージについて前記掲載禁止用

語集および前記要注意用語集に照して検査を行う手段

と、前記掲載希望メッセージに前記掲載禁止用語集中の

用語が含まれていない場合に当該メッセージを電子掲示

板に掲載する手段と、前記掲載希望メッセージに前記要

注意用語集中の用語が含まれている場合、要注意用語が

含まれたメッセージを電子掲示板に掲載した事象を当該

電子掲示板システムの運営管理人コンピュータに対して

通知する手段と、前記掲載希望メッセージに前記掲載禁

止用語集中の用語が含まれている場合、当該メッセージ

を発した利用者コンピュータに対してメッセージを掲載

できない旨を通知する書状の画面データを送信するとと

もに、メッセージの掲載を拒否した事象を当該電子掲示

板システムの運営管理人コンピュータに対して通知する

手段とを備えたことを特徴とするものである。つまり、

この発明の電子掲示板システムは、つぎの技術事項

（１）～（９）を備えたものである。

（１）ネットワークを通じて利用者コンピュータと通信

するサーバコンピュータであって、電子掲示板機能によ

り利用者コンピュータ間の情報交換を仲介する。

（２）利用者コンピュータからのリクエストに応答して

メッセージ登録画面を送信する。

（３）掲載希望者がメッセージ登録画面に記入した情報

を利用者コンピュータから取得する。

（４）メッセージ登録画面の記入情報のうち電子掲示板

に掲載希望のメッセージについて、掲載禁止用語集およ

び要注意用語集に照らして検査を行う。

（５）掲載禁止用語集には、電子掲示板に掲載すること

は不適当であるとして事前に選出された用語が登録され

ている。

（６）要注意用語集には、電子掲示板に掲載するもの

の、電子掲示板に掲載したことに対する社会の反応に注

意する必要があるものとして事前に選出された用語が登

録されている。

（７）掲載希望メッセージに掲載禁止用語集中の用語が

含まれていない場合、当該メッセージを電子掲示板に登

録する。

（８）掲載希望メッセージに要注意用語集中の用語が含

まれている場合、要注意用語が含まれたメッセージを電

子掲示板に掲載した事象を当該電子掲示板システムの運

営管理人コンピュータに対して通知する。

（９）掲載希望メッセージに掲載禁止用語集中の用語が

含まれている場合、当該メッセージを発した利用者コン

ピュータに対してメッセージを掲載できない旨を通知す

る書状の画面データを送信するとともに、メッセージの

掲載を拒否した事象を当該電子掲示板システムの運営管

理人コンピュータに対して通知する。

【０００６】また本発明の実用的で典型的な実施形態で

は、前記発明特定事項（８）（９）における運営管理人

コンピュータに対する通知が、それぞれの事象を伝える
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内容の電子メールを当該運営管理人の電子メールアドレ

スに向けて発信することにより行われる構成とする。

【０００７】

【０００８】

【発明の実施の形態】＝＝＝電子掲示板システムの構成

と用語の説明＝＝＝

この発明の一実施例による電子掲示板システムの構成を

図１に示している。

【０００９】＜用語の説明＞

［サーバコンピュータＳ］…電子掲示板システム全体を

統括管理するコンピュータである。インターネットに接

続し、ＷＷＷサーバ１０、電子メールサーバ２０として

機能する。

［利用者コンピュータＣ］…利用者によって操作される

広域各地に散在するコンピュータであり、インターネッ

トに接続する。利用者はメッセージの登録や閲覧を当該

利用者コンピュータにより行う。

［運営管理人コンピュータＭ］…サーバコンピュータＳ

上で稼動するソフトウエアのメンテナンスを行うコンピ

ュータである。インターネットに接続し、運営管理人は

自分の電子メールアドレス宛てに送られてきた電子メー

ルをこの運営管理人コンピュータＭで受け取る。

［電子掲示板３０］…サーバコンピュータＳ上のデータ

ベース管理システムＤＢＭＳによって管理されるデータ

ベースであり、利用者から送られてくるメッセージが格

納される。

【００１０】［掲載禁止用語集４０］…サーバコンピュ

ータＳ上のデータベース管理システムＤＢＭＳによって

管理されるデータベースであり、電子掲示板に掲載する

のは不適当であるとして事前に運営管理人によって選出

された用語が登録されている。

【００１１】［要注意用語集５０］…サーバコンピュー

タＳ上のデータベース管理システムＤＢＭＳによって管

理されるデータベースであり、電子掲示板３０に掲載す

るものの、電子掲示板３０に掲載したことに対する社会

の反応に注意する必要があるものとして事前に運営管理

人によって選出された用語が登録されている。

【００１２】［類義語辞典６０］…ＤＢＭＳによって管

理されるデータベースであり、掲載禁止用語集４０およ

び要注意用語集５０のメンテナンス時に利用される。

【００１３】［掲載希望メッセージ］…利用者が電子掲

示板への掲載を希望するメッセージである。ここでいう

掲載希望メッセージには、メッセージ本文、タイトル、

ハンドルネーム（ペンネーム）等、電子掲示板上に公開

される全ての情報が含まれる。

【００１４】＝＝＝掲載希望メッセージの登録処理＝＝

＝

図２は、電子掲示板への掲載希望メッセージ登録処理の

流れを示すフローチャートである。以下、このフローチ

ャートに従って説明する。

【００１５】＜メッセージの送信＞電子掲示板にメッセ

ージを掲載したいと思う利用者は、まず利用者コンピュ

ータをインターネットに接続し、掲載希望メッセージ登

録画面のＵＲＬ（UniformResorce Locator ）を送出す

る。両者が接続されるとサーバコンピュータＳから利用

者コンピュータＣに掲載希望メッセージ登録画面が送達

されてくる。この画面には、掲載希望メッセージ記入欄

として「ハンドルネーム」、「タイトル」、「本文」の

３つの記入欄が用意されている。また、記入欄の下には

「書き込む」、「リセット」の２つのボタンがある。こ

れらの記入欄に所定事項を記入して、「書き込む」のボ

タンをクリックすると、掲載希望メッセージ記入後の画

面情報がサーバコンピュータＳ側に返送される（１０

０）。

【００１６】＜掲載禁止用語集の照合による用語チェッ

ク＞サーバコンピュータＳは、返送されてきた画面情報

から利用者によって記入された掲載希望メッセージを抽

出し（１１０）、掲載希望メッセージに掲載禁止用語集

４０に登録されている用語が含まれているかどうかを調

査する（１２０）。調査の結果、掲載禁止用語集４０中

の用語が含まれていた場合には、当該掲載希望メッセー

ジを発した利用者コンピュータＣに対し、メッセージを

掲載できない旨が記載された画面（図３）を送信する

（１３０）。また、同時に当該電子掲示板システムの運

営管理人の電子メールアドレス宛てに、掲載希望メッセ

ージの電子掲示板への掲載を拒否した旨が記載された電

子メール（図４）を送信する（１４０）。

【００１７】＜要注意用語集の照合による用語チェック

＞一方、調査の結果、掲載希望メッセージに掲載禁止用

語集４０中の用語が含まれていなかった場合には、当該

掲載希望メッセージを電子掲示板３０に登録する（１５

０）。そしてさらに、サーバコンピュータＳは当該掲載

希望メッセージに要注意用語集５０に登録されている用

語が含まれていないかどうかを調査する（１６０）。調

査の結果、要注意用語集５０中の用語が含まれていたこ

とが判明した場合には、サーバコンピュータＳは、当該

電子掲示板システムの運営管理人の電子メールアドレス

宛てに、要注意用語が含まれていた掲載希望メッセージ

を電子掲示板に掲載したことを通知する電子メール（図

５）を送信する（１７０）。

【００１８】＝＝＝用語集のメンテナンス＝＝＝

掲載禁止用語集４０および要注意用語集５０のメンテナ

ンスは運営管理人コンピュータＭにより行われる。以下

は掲載禁止用語集４０のメンテナンスについて説明す

る。本実施例においては、要注意用語集５０および掲載

禁止用語集４０はそれぞれ全く同じ手順でメンテナンス

されるので、要注意用語集５０のメンテナンスについて

の説明は省略する。

【００１９】＜用語の登録＞運営管理人コンピュータＭ

では、用語集のメンテナンスソフトウエアが稼動してい
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る。メンテナンスソフトウエアは運営管理人コンピュー

タＭのディスプレイにメニュー画面を表示して、運営管

理人の操作指示を待つ。

【００２０】運営管理人がメニュー画面にある「用語登

録」ボタンをクリックすると、登録したい用語の記入欄

が設けられた用語登録画面が表示される。運営管理者

が、登録したい掲載禁止用語をこの用語記入欄に記入し

た後、この画面に設けられた「登録」ボタンをクリック

すると、メンテナンスソフトウエアはこの用語が掲載禁

止用語集４０に既に登録済みであるかどうかを調べる。

掲載禁止用語集４０に登録が無ければ、メンテナンスソ

フトウエアはこの用語を掲載禁止用語集４０に登録す

る。一方、この用語が掲載禁止用語集４０に既に登録さ

れていた場合には、「既に登録済みです」というメッセ

ージをディスプレイに表示する。

【００２１】つぎに、メンテナンスソフトウエアは、こ

の用語に類似する言葉を類義語辞典６０からピックアッ

プして一覧形式にまとめた類義語一覧画面をディスプレ

イに表示する。画面上に並べられている各類義語の横に

は、各類義語ごとに「登録」ボタンが用意されている。

運営管理者が、類義語一覧画面から登録したい類義語を

選び、その類義語に対応する「登録」ボタンをクリック

すると、その類義語が掲載禁止用語集４０に登録され

る。この時、前述した用語の登録の場合と同様に当該類

義語と同じ用語が掲載禁止用語集４０に既に登録済みで

あるかどうかが調査され、掲載禁止用語集４０に登録さ

れていなければこの言葉を新たに掲載禁止用語集４０に

登録する。この類義語と同じ用語が既に掲載禁止用語集

４０に登録されていた場合には、「既に登録済みです」

というメッセージをディスプレイに表示する。

【００２２】＜用語の削除＞メニュー画面の「用語削

除」ボタンをクリックすると、用語削除画面が表示され

る。この画面には、現在掲載禁止用語集４０に登録され

ている用語の一覧が５０音順に並べられて表示される。

この時、画面の端に用意されているスクロールバーを操

作すると画面がスクロールするので画面に表示しきれな

かった部分も参照することができる。この画面の検索用

語記入欄に適当な検索キーワードを記入すると、このキ

ーワードに該当する用語を先頭に５０音順に並べ直した

用語一覧が表示される。ここで、各用語の横には各用語

に対応する「削除」ボタンが設けられている。運営管理

者が、削除したい用語に対応する「削除」ボタンをクリ

ックすると、当該用語は掲載禁止用語集４０から削除さ

れる。

【００２３】＝＝＝電子掲示板に掲載されたメッセージ

の閲覧＝＝＝

電子掲示板を閲覧したいと思う利用者は、利用者コンピ

ュータＣをインターネットに接続して電子掲示板閲覧画

面のＵＲＬを送出する。両者が接続されると、サーバコ

ンピュータＳから電子掲示板閲覧画面が送られてくる。

利用者が、この画面に設けられている「タイトル一覧」

ボタンをクリックすると、利用者コンピュータＣからサ

ーバコンピュータＳに対してタイトル一覧画面を要求す

る命令が送出される。サーバコンピュータＳは、この命

令を受けて電子掲示板３０を参照し、新しいものから順

番に並べたメッセージタイトルの一覧が掲載されたタイ

トル一覧画面を、利用者コンピュータＣに返信する。利

用者が、送られてきたタイトル一覧画面におけるあるタ

イトルをクリックすると、利用者コンピュータＣからサ

ーバコンピュータＳに対してメッセージ本文画面を要求

する命令が送出される。この命令を受けてサーバコンピ

ュータＳは、利用者コンピュータＣに対して、そのタイ

トルに対応するメッセージが記載されたメッセージ本文

画面を返信する。

【００２４】メッセージ本文画面の上部には、「前の記

事」、「次の記事」の２つのボタンが設けられている。

利用者はこれらのボタンをクリックすることにより、電

子掲示板３０に登録されているメッセージを登録された

時系列順に巡回閲覧することができる。メッセージ本文

画面の下部には「リプライ」ボタンおよび「削除」ボタ

ンが設けられている。利用者が「リプライ」ボタンをク

リックすると、サーバコンピュータＳからこのメッセー

ジに対する返信メッセージを登録する画面が送られてく

る。利用者はこの画面に前述した掲載希望メッセージを

登録する場合と同じ要領により返信メッセージを登録す

ることができる。

【００２５】一方、利用者が「削除」ボタンをクリック

すると当該メッセージを登録した本人であることを確認

するためのパスワード認証画面がサーバコンピュータＳ

から送られてくる。利用者は、あらかじめ通知されてい

る正規なパスワードを記入し、この画面をサーバコンピ

ュータＳに送出する。サーバコンピュータＳは、パスワ

ード認証画面が利用者コンピュータＣから送られてくる

と、パスワードが正規なものであるかどうかを検証す

る。正規なパスワードであることを確認した場合には、

電子掲示板３０から当該メッセージを削除する。

【００２６】＝＝＝その他の応用＝＝＝

＜データベースの構成＞電子掲示板３０、掲載禁止用語

集４０、要注意用語集５０、類義語辞典６０などのデー

タベースは、それぞれ独立して稼動するデータベース管

理システムにより管理される構成であってもよいし、前

述した実施例のように、これら全てのデータベースが一

つのデータベース管理システムによって管理される構成

であってもよい。

【００２７】＜サーバコンピュータＳ、運営管理人コン

ピュータＭの構成＞サーバコンピュータＳおよび運営管

理人コンピュータＭはそれぞれ独立した単体のコンピュ

ータである必要はなく、ＬＡＮなどで接続された複数台

のコンピュータによって構成されるものであってもよ

い。この場合にはシステム全体のパフォーマンスやコス
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トなどを考慮した最適な状態にデータベースやデータベ

ース管理システム等を配置するとよい。

【００２８】＜電子メール以外による通知＞

前述した実施例においては、掲載希望メッセージに掲載

禁止用語が含まれていて電子掲示板への掲載を拒否した

ことや、要注意用語が用いられているメッセージを電子

掲示板に掲載したことなどの事象を運営管理人に対して

通知するのに電子メールを用いたが、運営管理人コンピ

ュータ上で所定の管理ソフトウエアを稼動させてＬＡＮ

経由でサーバコンピュータと通信し、掲載を拒否した旨

などの情報が運営管理人コンピュータのディスプレイに

次々に表示されるというものであってもよい。

【００２９】＜インターネット以外のネットワーク形態

＞前述した電子掲示板システムは、インターネット上で

稼動するものであるが、本発明は、パソコン通信のよう

な他のネットワーク形態において稼動する電子掲示板シ

ステムにも適用することができる。本発明の適用可否

は、ネットワーク形態の種類によって左右されない。

【００３０】＜類義語辞典の活用方法＞前述した実施例

のように、用語の登録時に類義語を調べて掲載禁止用語

集４０や要注意用語集５０に類義語を登録してしまうの

ではなく、掲載希望メッセージの内容を検査する際に掲

載禁止用語集４０や要注意用語集５０に登録されている

用語の類義語を調べるようにしてもよい。このようにす

れば、用語集に類義語を登録する作業が必要ない上、掲

載禁止用語集４０や要注意用語集５０のためのデータベ

ースの記憶領域も節約される。

【００３１】

【発明の効果】本発明による電子掲示板システムによれ

ば、掲載するのは不適当であると思われる用語が掲載希

望メッセージに含まれているかどうかが自動的に検査さ

れ、他人を誹謗・中傷するようなメッセージや電子掲示

板システムの品位を低下せしめるようなメッセージが電

子掲示板に掲載されてしまうのを未然に防ぐことができ

る。

【００３２】また、掲載希望メッセージを電子掲示板に

掲載しなかった場合には、運営管理人に対してメッセー

ジの掲載を拒否した事象が電子メールにより通知され

る。これにより、運営管理人は電子メールを確認するだ

けで電子掲示板システムが行った処理を逐一把握するこ

とができる。

【００３３】また、要注意用語が含まれていた掲載希望

メッセージを電子掲示板に掲載した旨が運営管理人に電

子メールで通知される。運営管理人は、この通知を電子

掲示板システムにおける要注意用語についての今後の取

り扱いを決定するための有効な判断材料として活用する

ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施例における電子掲示板システム

の概略構成を示す図である。

【図２】本発明の一実施例における掲載希望メッセージ

の登録処理の流れを示すフローチャートである。

【図３】本発明の一実施例において、掲載希望メッセー

ジの掲載を拒否した場合に利用者コンピュータに送信さ

れる画面の一例を示す図である。

【図４】本発明の一実施例において、運営管理人宛てに

送信される、掲載希望メッセージの掲載を拒否した旨を

通知する電子メールの一例を示す図である。

【図５】本発明の一実施例において、運営管理人宛てに

送信される、掲載希望メッセージに要注意用語が含まれ

ていたことを通知する電子メールの一例を示す図であ

る。

【符号の説明】

Ｓ  サーバコンピュータ

Ｃ  利用者コンピュータ

Ｍ  運営管理人コンピュータ

ＤＢＭＳ  データベース管理システム

１０  ＷＷＷサーバ

２０  電子メールサーバ

３０  電子掲示板

４０  掲載禁止用語集

５０  要注意用語集

６０  類義語辞典

【要約】

【課題】  利用者コンピュータから送られてくる電子掲

示板への掲載希望メッセージの内容を自動的に検査する

機能を有する電子掲示板システムを提供する。

【解決手段】  利用者コンピュータＣから送られてくる

電子掲示板３０に掲載希望のメッセージについて、電子

掲示板３０に掲載することは不適当であるとして事前に

選出された用語が登録されている掲載禁止用語集４０に

照らして検査を行う。掲載希望メッセージに掲載禁止用

語集４０中の用語が含まれていない場合、当該メッセー

ジを電子掲示板３０に登録する。一方、掲載禁止用語集

４０中の用語が含まれている場合には、利用者コンピュ

ータＣに対してメッセージを掲載できない旨を通知す

る。またこの時、運営管理人コンピュータＭにメッセー

ジの掲載を拒否した事象を通知する。
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【図１】
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【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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