
(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ー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、

多数の注目用語を集めた注目用語集を記憶管理する手段

と、

電子掲示板に掲載するメッセージにリンクさせようとす

る情報を集積したものであって、情報源ＵＲＬが対応づ

けされているテキストデータを含んだ多数のレコードの

集合からなるデータベースを記憶管理する手段と、

利用者コンピュータから送付されてきた電子掲示板に掲

載するメッセージ本文に前記注目用語集中の注目用語が

含まれているか否かを検査する手段と、

前記メッセージ本文（ａ）に注目用語（ｂ）が含まれて

いた場合、その注目用語（ｂ）をキーワードとして前記

データベースを検索し、注目用語（ｂ）を含むレコード

が存在するならば、注目用語（ｂ）をキーワードとして

前記データベースを検索して結果を報告する検索報告プ

ログラムの起動命令となるように記述されたプログラム

起動ＵＲＬ（ｃ）を生成する手段と、

前記メッセージ本文（ａ）中の前記注目用語（ｂ）を前

記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）をリンク先とするハイパ

ーテキスト形式に変換して電子掲示板に掲載する手段

と、

電子掲示板に掲載されている前記メッセージ本文（ａ）
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を閲覧している利用者コンピュータ（ｄ）にて前記注目

用語（ｂ）がクリックされて前記プログラム起動ＵＲＬ

（ｃ）が利用者コンピュータ（ｄ）から送付されてきた

場合、前記注目用語（ｂ）をキーワードとして前記デー

タベースを検索して結果を報告する前記検索報告プログ

ラムを実行し、前記注目用語（ｂ）を含む前記レコード

に対応づけされている前記情報源ＵＲＬをリンク先とす

るハイパーテキストを含んだ画面データを作成して利用

者コンピュータ（ｄ）に送付する手段と、

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】  ネットワークを通じて利用者コンピュー

タから送付された電子メールを受け付け、その電子メー

ルを受取人の電子メールアドレスに宛ててネットワーク

に送出するメールサーバーにおいて、

多数の注目用語を集めた注目用語集を記憶管理する手段

と、

電子メールの本文にリンクさせようとする情報を集積し

たものであって、情報源ＵＲＬが対応づけされているテ

キストデータを含んだ多数のレコードの集合からなるデ

ータベースを記憶管理する手段と、

利用者コンピュータから送付されてきた電子メール本文

に前記注目用語集中の注目用語が含まれているか否かを

検査する手段と、

前記電子メール本文（ａ）に注目用語（ｂ）が含まれて

いた場合、その注目用語（ｂ）をキーワードとして前記

データベースを検索し、注目用語（ｂ）を含むレコード

が存在するならば、注目用語（ｂ）をキーワードとして

前記データベースを検索して結果を報告する検索報告プ

ログラムの起動命令となるように記述されたプログラム

起動ＵＲＬ（ｃ）を生成する手段と、

前記電子メール本文（ａ）中の前記注目用語（ｂ）を前

記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）をリンク先とするハイパ

ーテキスト形式に変換して当該電子メールを受取人の電

子メールアドレスに宛てて送出する手段と、

前記電子メール本文（ａ）を受け取った利用者コンピュ

ータ（ｄ）にて前記注目用語（ｂ）がクリックされて前

記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）が利用者コンピュータ

（ｄ）から送付されてきた場合、前記注目用語（ｂ）を

キーワードとして前記データベースを検索して結果を報

告する前記検索報告プログラムを実行し、前記注目用語

（ｂ）を含む前記レコードに対応づけされている前記情

報源ＵＲＬをリンク先とするハイパーテキストを含んだ

画面データを作成して利用者コンピュータ（ｄ）に送付

する手段と、

を備えたことを特徴とする電子メールサーバー。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明はインターネットに接

続されるサーバーコンピュータに関し、とくに、電子掲

示板やメールサーバーとして機能するサーバーコンピュ

ータに関する。

【０００２】

【従来の技術】インターネットに接続されるコンピュー

タには不特定多数の一般ユーザが使用する利用者コンピ

ュータと、それら利用者コンピュータに対して様々なサ

ービスを提供するサーバーコンピュータとがある。

【０００３】サーバーコンピュータには利用者コンピュ

ータ間の情報を仲介するための電子掲示板システムやメ

ールサーバーがある。電子掲示板システムはメッセージ

の掲載希望者からインターネットを介して投稿されたメ

ッセージを定型の画面データ（通常はＨＴＭＬ形式）に

作成し、その画面データをインターネット上に公開す

る。また、メールサーバーは、周知のＳＭＴＰ手順に従

ってある差出人がインターネット上に送出した電子メー

ルを受け取り、そのメール受取人のメールアドレスに宛

てインターネットにこの電子メールを送出する。そし

て、ＰＯＰ手順に従ってアクセスしてきたある受取人の

利用者コンピュータに対してこの受取人のメールアドレ

スに相当する電子メールの保管場所（メールボックス）

にある電子メールを送付する。

【０００４】一方、インターネットにおける主要な仕組

みとして、ハイパーリンクがある。ハイパーリンク（以

下、リンク）は、テキストファイルや画像データ、音声

データ同士を文章中で結び付けるものである。そして、

このリンクを利用して作られた文書がハイパーテキスト

である。

【０００５】例えば、利用者コンピュータにてハイパー

テキスト形式で記述された文書が閲覧状態にあるとき、

利用者がこの文書中でリンクが設定されている文字や図

などに対して適宜な指示操作（普通はマウスのクリック

操作）を行う。指示された文字や図にはＵＲＬ（Unifor

m Resource Locator）が対応付けされており、利用者コ

ンピュータはこのＵＲＬに従ってインターネット上の所

定の場所にある所定の文書を取り寄せたり、所定の場所

にあるプログラムを起動させたりする。もちろん、この

リンクは、電子掲示板に掲載されているメッセージ本文

や電子メール本文が含むテキストにも設定することが可

能である。

【０００６】

【発明が解決しようとする課題】メッセージや電子メー

ルの文書をハイパーテキストに変換する場合、文書作成

者がリンクを設定したいテキスト部分を選択し、そこに

リンク先としてＵＲＬを対応付けする作業を行う。しか

し、このハイパーリンクは文書作成者が意図しない限り

は設定されることはない。そのため、文書を閲覧する側

が文書に含まれるテキストをより深く理解したり関連す

る情報を入手したいと思う場合、閲覧者側でインターネ

ット上に公開されている検索エンジンなどを利用して探

す他ない。

【０００７】また、リンクが設定されていたとしてもそ
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のリンク先のＷｅｂページがすでに閉鎖されていたり、

ＵＲＬが変更されてるることもある。このような場合に

対応するためには、文書作成者側が随時リンク先の設定

が正しいかどうかを調査して、変更があった場合はリン

クの設定をし直さなくてはならない。

【０００８】そこで本発明は、電子掲示板に掲載される

メッセージや電子メールの本文が含む用語について、そ

の関連情報を入手するためのＵＬＲを自動的に設定して

ハイパーテキストに変換し、そのハイパーテキスト形式

のメッセージを含んだ掲示板を公開したり、リンクが設

定された電子メールを受取人の電子メールアドレスに宛

てて送付できる全く新規なサーバーコンピュータを提案

することを目的としている。

【０００９】

【課題を解決するための手段】この発明に係る電子掲示

板システムは、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ー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、多数の注目用語を

集めた注目用語集を記憶管理する手段と、電子掲示板に

掲載するメッセージにリンクさせようとする情報を集積

したものであって、情報源ＵＲＬが対応づけされている

テキストデータを含んだ多数のレコードの集合からなる

データベースを記憶管理する手段と、利用者コンピュー

タから送付されてきた電子掲示板に掲載するメッセージ

本文に前記注目用語集中の注目用語が含まれているか否

かを検査する手段と、前記メッセージ本文（ａ）に注目

用語（ｂ）が含まれていた場合、その注目用語（ｂ）を

キーワードとして前記データベースを検索し、注目用語

（ｂ）を含むレコードが存在するならば、注目用語

（ｂ）をキーワードとして前記データベースを検索して

結果を報告する検索報告プログラムの起動命令となるよ

うに記述されたプログラム起動ＵＲＬ（ｃ）を生成する

手段と、前記メッセージ本文（ａ）中の前記注目用語

（ｂ）を前記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）をリンク先と

するハイパーテキスト形式に変換して電子掲示板に掲載

する手段と、電子掲示板に掲載されている前記メッセー

ジ本文（ａ）を閲覧している利用者コンピュータ（ｄ）

にて前記注目用語（ｂ）がクリックされて前記プログラ

ム起動ＵＲＬ（ｃ）が利用者コンピュータ（ｄ）から送

付されてきた場合、前記注目用語（ｂ）をキーワードと

して前記データベースを検索して結果を報告する前記検

索報告プログラムを実行し、前記注目用語（ｂ）を含む

前記レコードに対応づけされている前記情報源ＵＲＬを

リンク先とするハイパーテキストを含んだ画面データを

作成して利用者コンピュータ（ｄ）に送付する手段とを

備えたことを特徴とするものである。

【００１０】また、この発明に係るメールサーバーは、

ネットワークを通じて利用者コンピュータから送付され

た電子メールを受け付け、その電子メールを受取人の電

子メールアドレスに宛ててネットワークに送出するメー

ルサーバーにおいて、多数の注目用語を集めた注目用語

集を記憶管理する手段と、電子メールの本文にリンクさ

せようとする情報を集積したものであって、情報源ＵＲ

Ｌが対応づけされているテキストデータを含んだ多数の

レコードの集合からなるデータベースを記憶管理する手

段と、利用者コンピュータから送付されてきた電子メー

ル本文に前記注目用語集中の注目用語が含まれているか

否かを検査する手段と、前記電子メール本文（ａ）に注

目用語（ｂ）が含まれていた場合、その注目用語（ｂ）

をキーワードとして前記データベースを検索し、注目用

語（ｂ）を含むレコードが存在するならば、注目用語

（ｂ）をキーワードとして前記データベースを検索して

結果を報告する検索報告プログラムの起動命令となるよ

うに記述されたプログラム起動ＵＲＬ（ｃ）を生成する

手段と、前記電子メール本文（ａ）中の前記注目用語

（ｂ）を前記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）をリンク先と

するハイパーテキスト形式に変換して当該電子メールを

受取人の電子メールアドレスに宛てて送出する手段と、

前記電子メール本文（ａ）を受け取った利用者コンピュ

ータ（ｄ）にて前記注目用語（ｂ）がクリックされて前

記プログラム起動ＵＲＬ（ｃ）が利用者コンピュータ

（ｄ）から送付されてきた場合、前記注目用語（ｂ）を

キーワードとして前記データベースを検索して結果を報

告する前記検索報告プログラムを実行し、前記注目用語

（ｂ）を含む前記レコードに対応づけされている前記情

報源ＵＲＬをリンク先とするハイパーテキストを含んだ

画面データを作成して利用者コンピュータ（ｄ）に送付

する手段とを備えたことを特徴とするものである。

【００１１】

【００１２】

【００１３】

【００１４】

【００１５】

【発明の実施の形態】＝＝＝ネットワーク構成＝＝＝

本発明の電子掲示板システムにおける実施例を含んだネ

ットワークとしてインターネットを例に挙げる。図１は

このインターネットにおけるネットワーク構成を概略図

として示している。インターネットを介して、ＷＷＷサ

ーバーやメールサーバーをはじめとする多数のサーバー

コンピュータ１０や不特定多数のユーザが使用するパー

ソナルコンピュータなどの利用者コンピュータ２０とが

有機的に結合されている。

【００１６】本発明の電子掲示板システムもサーバーコ

ンピュータ１０の一つであり、各種データベースを付帯

し、ＵＲＬを指定してアクセスした利用者コンピュータ
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に対してＷｅｂページの画面データなど適宜なデータを

送付する一般的なＷＷＷサーバーとして機能する。そし

て、掲示板は利用者コンピュータから投稿されたメッセ

ージを所定の体裁に整えて記載したものであり、Ｗｅｂ

ページの一つとして提供される。また、電子掲示板シス

テムは指定のＵＲＬに従って所定のプログラムを起動さ

せる動作も行う。そして、利用者コンピュータとのデー

タ通信を通じて得られた各種データを取得・加工しなが

らデータベースを随時更新していく。

【００１７】＝＝＝電子掲示板システムの基本機能＝＝

＝

電子掲示板システムは、概ね以下の①～③の手順に従っ

て、利用者ピュータから投稿されたメッセージを掲示板

に掲載する。

①ＵＲＬを指定してアクセスしてきた利用者コンピュー

タに対し、メッセージの投稿者名、件名、メッセージ本

文などの各記入欄を含んだ定型の画面データ（フォー

ム）を送付する。

②各欄に所要事項が記入されたフォームを利用者コンピ

ュータから受け取る。

③記入済みのフォームの各欄ごとに記入情報を取得し、

このメッセージを掲示板に相当するＷｅｂページに適宜

な体裁で掲載する。

【００１８】なお、本発明の電子掲示板システムによれ

ば、上記③の手順を実行する際に、メッセージ本文中に

ある用語が所定の条件を満たしている場合、その用語に

適宜なＵＲＬをリンク先として設定してメッセージ本文

をハイパーテキスト形式の文書に変換する機能を有して

いる。以下、この自動リンク設定機能について説明す

る。

【００１９】＝＝＝用語の定義＝＝＝

ここで、本実施例における自動リンク設定機能の説明を

容易にするために、以下の用語を定義することとする。

＜注目用語集＞電子掲示板システムの運営者側にて適宜

に選択された多数の用語を格納したデータベースであ

る。

＜注目用語＞電子掲示板システムが注目用語集にある用

語、あるいは注目用語集に照会されるメッセージ本文中

の単語や文字列。

＜キーワード＞電子掲示板システムにて実行されるプロ

グラムに与えられるテキスト形式のパラメータ。

＜レコード＞意味のある文章を記述したテキストデータ

とＵＲＬとの対応付けを規定したデータである。このレ

コードを多数格納したデータベースがある。

＜検索報告プログラム＞指定の用語をキーワードとして

データベース内のレコードを検索し、検索されたレコー

ドが含むテキストデータとＵＲＬとを一覧表にした画面

データを作成する処理を行う。この実施例では、電子掲

示板システムがＣＧＩ（Common GatewayInterface）と

して用意したプログラムであり、所定のＵＲＬを指定す

ることで起動される。

【００２０】＝＝＝自動リンク設定＝＝＝

電子掲示板システムでは、上述の各種データベースを操

作してリンク自動設定機能を実現している。図２は、電

子掲示板システムにおける自動リンク設定動作の流れを

示している。電子掲示板システムでは、メッセージが投

稿されてくると、取得したメッセージ本文を注目用語集

に照会する（ｓ１０）。すなわち、注目用語集にある用

語と一致する文字列が本文にあるか否かを検査する。注

目用語集にある注目用語がメッセージ本文中になかった

場合は、この本文をそのまま掲示板に掲載する（ｓ３

０）。

【００２１】一方、メッセージ本文に注目用語集にある

注目用語があったとする。この場合、この注目用語をキ

ーワードとしてデータベースを検索する処理を行う（ｓ

４０）。データベース内にこの用語を含むレコードが無

かった場合は、メッセージ文をそのまま掲載する（ｓ５

０→ｓ３０）。注目用語を含むレコードがデータベース

にあった場合、メッセージ本文における該当の注目用語

をキーワードとして検索報告プログラムを起動する旨の

命令を含んだＵＲＬを作成する（ｓ５０→ｓ６０）。そ

して、このＵＲＬをメッセージ本文中の該当用語にリン

ク先として設定することでこのメッセージ本文をハイパ

ーテキスト形式の文書に作成する（ｓ７０）。なお、本

実施例において、このＵＲＬには検索報告プログラムに

よって多数のレコードが検索された場合に対応して、１

つの画面が含むレコードの数の上限がパラメータとして

設定されている。

【００２２】＝＝＝検索報告プログラムの起動＝＝＝

あるユーザが利用者コンピュータ（Ａとする）にて電子

掲示板システムが提供する掲示板を閲覧したとする。図

３はこの掲示板の表示画面の一例を概略図として示して

いる。画面１００ａの左方にはメッセージのタイトルや

投稿者などの一覧表１０１が表示されており、利用者コ

ンピュータＡにていずれかの件名を指示すると、画面右

方にそのメッセージ本文１０２がそのタイトルや件名、

投稿日時とともにに表示されるようになっている。この

メッセージ本文１０２の中で、先述の条件を満たしてい

る（注目用語集とデータベースに存在する）用語につい

ては、この用語をキーワードとして検索報告プログラム

を実行する旨の記述を含んだＵＲＬがリンク先として設

定されている。また、リンクが設定された注目用語につ

いては文字の色が変わっていたり、下線が引いてあった

りして、この部分にリンクが設定されていることがわか

るようになっている。図中ではメッセージ本文の「スキ

ー」という用語１０３が注目用語でありリンクが設定さ

れている。

【００２３】そして、利用者コンピュータＡにて、この

「スキー」という文字列に対し、マウスクリックなどに

よる指示操作を行ったとする。電子掲示板システムは、
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この指示操作によって指定されるＵＲＬに従って、検索

報告プログラムに「スキー」という注目用語がキーワー

ドとして与えられる。そして、検索報告プログラムは、

「スキー」を含むレコードをデータベースより取り出

し、各レコードが含むＵＲＬとテキストとを一覧的に表

示するための画面データに作成し、その画面データを利

用者コンピュータに返送する。図４にその一覧画面の一

例を概略として示した。この画面１００ｂでは、レコー

ド１０４ごとにＵＬＲ１０５とテキスト１０６とが枠に

よって仕切られて一覧表示されている。

【００２４】＝＝＝応用例・その他の実施例＝＝＝

＜応用例＞本発明の掲示板システムの応用例として、掲

示板を広告媒体として利用する例を挙げる。例えば、電

子掲示板システムの管理運営者が広告主から広告掲載料

を徴収し、広告主から掲載依頼された広告文のテキスト

データとその広告文や広告主に関連する情報が掲載され

ているホームページを取り寄せるためのＵＲＬとをレコ

ードとしてデータベースに格納しておけば、掲示板の閲

覧者がメッセージ本文中で興味を持った用語に関連する

広告文やさらにはその広告の関連情報をも知ることがで

きる。それによって、この電子掲示板システムが提供す

る掲示板を広告媒体として機能させることができる。

【００２５】＜変更例＞上記実施例のように各レコード

にＵＲＬを含ませなくてもよい。そして、検索一覧作成

プログラムが作成する画面データには検索されたレコー

ドが含むテキストを一覧にして掲載することとしてもよ

い。もちろん、ＵＲＬを含んだレコードと含まないレコ

ードとが混在していてもよい。

【００２６】さらに、注目用語集が含む各用語に直接Ｕ

ＲＬが対応付けされていてもよい。それによって、ユー

ザがメッセージ文に含まれている注目用語に直接関連す

るホームページを閲覧できるようにしておくこともでき

る。また、注目用語集中の各用語に複数のＵＲＬが対応

付けされている場合は、そのＵＲＬを一覧にして提示し

てもよい。

【００２７】＜その他の実施例：メールサーバー＞利用

者コンピュータにインストールされている電子メール送

受信ソフトウエアにはＨＴＭＬ形式の電子メールを送受

信できるものもある。したがって、電子メール本文が含

む用語にリンクを設定したり、リンクが設定された用語

を含む電子メールを受信するとともにそのテキスト部分

を指示してブラウザを起動させてリンク先のＵＲＬを指

定したりすることができる。そこで本発明は、上述の自

動リンク設定機能を備えたメールサーバーも提供するこ

ととしている。

【００２８】自動リンク設定機能を備えたメールサーバ

ーにおいて、その基本的な動作は従来のメールサーバー

と同様である。しかし、利用者コンピュータから受取人

のメールアドレスに宛てた電子メールが送付されてくる

と、その電子メールの本文を注目用語集に照会する。照

会した電子メール本文中に上述の電子掲示板システムと

同様の条件を満たす注目用語があった場合、その注目用

語に適宜なＵＲＬをリンク先として設定する。そして、

そのリンク先が設定された電子メールを受取人のメール

アドレスに宛ててインターネットに送出する。

【００２９】

【発明の効果】本発明によれば、電子掲示板に掲載する

メッセージや電子メールの本文が含む各用語に対し、関

連する情報を入手するためのリンク先が自動的に設定さ

れる。そのため、投稿者や差出人が用語ごとにリンクを

設定する作業をする必要が無くなる。また、メッセージ

や閲覧者にとっては、投稿者や差出人が意図してリンク

先を設定する場合に較べ、関連情報を入手できる機会が

多くなる。

【００３０】また、メッセージ本文や電子メール本文の

用語にリンク先として設定されるＵＲＬに検索報告プロ

グラムの起動命令を含ませることで、メッセージや電子

メールの閲覧者が用語に設定されているＵＲＬを指定し

たときにデータベースを検索する処理が実行される。そ

のため、データベースの内容が更新されていたとしても

閲覧者は最新の情報を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の電子掲示板システムにおける実施例を

含むネットワーク構成図である。

【図２】上記実施例が実行する自動リンク設定処理の流

れ図を示してる。

【図３】上記実施例にて提供される掲示板に相当するＷ

ｅｂページ画面の概略図である。

【図４】上記実施例にて作成される検索一覧画面の概略

図である。

【符号の説明】

１０  サーバーコンピュータ

２０  利用者コンピュータ
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【図１】

【図３】
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【図２】
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【図４】
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