
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  通信ネットワークを介して、ウェブ情報
をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、
ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端
末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、
およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域
とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用い
て、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所
有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の
判別ステップと、
前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェ
ブ情報を選択する第１の選択ステップと、
前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り
当てられたユーザ端末に送信する送信ステップと、
を有したことを特徴とするウェブ情報提供方法。

【請求項２】  通信ネットワークを介して、ウェブ情報
をユーザ端末に提供するウェブ情報提供方法において、
ユーザ端末がアクセスしたアクセスポイントの電話番
号、および電話番号とアクセスポイントに対応する地域
とが対応した電話番号対地域データベースを用いて、前
記電話番号のアクセスポイントが属する地域を判別する
第２の判別ステップと、
前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェ
ブ情報を選択する第２の選択ステップと、
前記選択されたウェブ情報を、前記ユーザ端末に送信す
る送信ステップと、を有したことを特徴とするウェブ情
報提供方法。
【請求項３】  ユーザの電話番号および／または郵便番
号と、電話番号および／または郵便番号とアクセスポイ
ントに対応する地域とが対応した電話番号および／また
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は郵便番号対地域データベースと、を用いて、前記ユー
ザの地域を判別する第３の判別ステップと、
前記第３の判別ステップによって判別された地域に基づ
いて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第３の選
択ステップと、
を有することを特徴とする請求項１または２記載のウェ
ブ情報提供方法。
【請求項４】  前記ユーザ端末にユーザの電話番号およ
び／または郵便番号を送信要求する送信要求ステップを
有することを特徴とする請求項３記載のウェブ情報提供
方法。
【請求項５】  ユーザがユーザ端末を用いてアクセスポ
イントにダイヤルし（４０１）、
前記ユーザ端末がアクセスポイントに接続され（４０
３）、
前記アクセスポイントが前記ユーザ端末にユーザ情報の
送信要求を行い（４０５）、
前記ユーザ端末がユーザ情報を前記アクセスポイントに
送信し（４０７）、
前記アクセスポイントは前記送信されたユーザ情報が正
しいかを判断し（４０９）、
前記ユーザ情報が正しければ前記ユーザ端末が前記アク
セスポイントのサーバに接続され（４１１）、
前記サーバが前記ユーザ端末にＩＰアドレスを割り当て
（４１３）、
前記ユーザ端末がウェブ情報取得命令および前記割り当
てられたＩＰアドレスを前記サーバに送信し（４１
５）、
前記サーバが通信ネットワークに前記ウェブ情報取得命
令および前記ＩＰアドレスを送信し（４１７）、
前記通信ネットワークを介して、ウェブサーバが前記ウ
ェブ情報取得命令および前記ＩＰアドレスを受け取った
（４１９）後、前記ウェブサーバは前記ウェブ情報命令
が特定するウェブ情報のプログラム中に地域によって選
別される地域プログラムがあるかを判別し（４２１）、
前記地域プログラムがあれば、前記ウェブサーバは、前
記ＩＰアドレスと、ＩＰアドレスと地域とが対応したＩ
Ｐアドレス対地域データベースと、を用いて、前記ＩＰ
アドレスが属する地域を判別し（４２５）、
前記ウェブサーバは、前記判別された地域に基づいて該
地域に対応したウェブ情報を選択し（４２７）、
前記選択されたウェブ情報を、前記ユーザ端末に送信し
（４２３、４２９）、前記ユーザ端末のブラウザに前記
選択されたウェブ情報が表示される（４３１）ことを特
徴とするウェブ情報提供方法。
【請求項６】  通信ネットワークを介して、ウェブ情報
をユーザ端末に提供するウェブ情報提供装置において、
ユーザ端末に接続されたアクセスポイントが該ユーザ端
末に割り当てた前記アクセスポイントのＩＰアドレス、
およびＩＰアドレスとアクセスポイントに対応する地域

とが対応したＩＰアドレス対地域データベースを用い
て、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰアドレスを所
有するアクセスポイントが属する地域を判別する第１の
判別手段と、
前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェ
ブ情報を選択する第１の選択手段と、
前記選択されたウェブ情報を、前記ＩＰアドレスが割り
当てられたユーザ端末に送信する送信手段と、
を有したことを特徴とするウェブ情報提供装置。
【請求項７】  通信ネットワークを介して、ウェブ情報
をユーザ端末に提供するウェブ情報提供装置において、
ユーザ端末がアクセスしたアクセスポイントの電話番
号、および電話番号とアクセスポイントに対応する地域
とが対応した電話番号対地域データベースを用いて、前
記電話番号のアクセスポイントが属する地域を判別する
第２の判別手段と、
前記判別された地域に基づいて、該地域に対応したウェ
ブ情報を選択する第２の選択手段と、
前記選択されたウェブ情報を、前記ユーザ端末に送信す
る送信手段と、
を有したことを特徴とするウェブ情報提供装置。
【請求項８】  前記第１または第２の判断手段が、ユー
ザの電話番号および／または郵便番号と、電話番号およ
び／または郵便番号とアクセスポイントに対応する地域
とが対応した電話番号および／または郵便番号対地域デ
ータベースと、を用いて、前記ユーザの地域を判別し、
前記第１または第２の選択手段は、前記判断手段によっ
て判別された前記ユーザの地域に基づいて、該地域に対
応したウェブ情報を選択することを特徴とする請求項６
または７記載のウェブ情報提供装置。
【請求項９】  前記ユーザ端末にユーザの電話番号およ
び／または郵便番号を送信要求する送信要求手段を有す
ることを特徴とする請求項８記載のウェブ情報提供装
置。
【請求項１０】  請求項６、７、８または９記載のウェ
ブ情報提供装置に接続されたユーザ端末において、
前記ウェブ情報提供装置が有する第１または第２の選択
手段により選択された地域に対応したウェブ情報を表示
することを特徴とするユーザ端末。
【請求項１１】  請求項１、２、３または４に記載のウ
ェブ情報提供方法をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムとして記憶したコンピュータにより読み取り可
能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、蜘蛛の巣のように
張り巡らされた世界中のネットワークを介して利用され
る情報公開メカニズムであるワールドワイドウェブ（WW
W: World Wide Web）に係り、とりわけ、ユーザがウェ
ブ（Ｗｅｂ）データの送信要求を発信した場合、ユーザ
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が該送信要求を発信した地域（以下、ユーザの発信地域
という）に関する情報を用いて、該発信地域に対応した
情報をユーザに送信するＷｅｂページ閲覧方法および装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】ＷＷＷのＷｅｂページを閲覧しようとす
るユーザは、コンピュータ端末およびブラウザと呼ばれ
るソフトウェアを用いて、所望のＷｅｂページを閲覧で
きる。但し、Ｗｅｂページを閲覧するためには、多くの
場合インターネットの利用が不可欠であり、一般のユー
ザは、３２ビットの整数、例えば「２０２．２２４．３
６．３５」のようなＩＰ（Internet Protocol）アドレ
スを一時的に該ユーザのコンピュータ端末に割り当てる
プロバイダを介して、インターネットに接続している。
さらに、ユーザは、インターネット上のＷｅｂサーバに
格納されているＷｅｂページデータの送信要求を該Ｗｅ
ｂサーバに行い、該Ｗｅｂサーバがこの送信要求に応じ
て該Ｗｅｂページデータを送信することで、該ユーザは
ブラウザ上でＷｅｂページを閲覧できる。
【０００３】図７は、従来のＷｅｂページ閲覧システム
を示す図である。従来のＷｅｂページ閲覧システム１０
０は、ユーザ端末１０１ａ～１０１ｃと、第１のモデム
／ＴＡ（Terminal Adapter）１０３ａ～１０３ｃと、ア
ナログ／デジタル回線１０５ａ～１０５ｃと、第２のモ
デム／ＴＡ１０７ａ～１０７ｃと、アクセスポイント１
０９ａ～１０９ｃと、アクセスポイント１０９ａ～１０
９ｃ内のサーバ１１１ａ～１１１ｃと、第１のゲートウ
ェイ１１３ａ～１１３ｃと、インターネット１１５と、
第２のゲートウェイ１１７ａ、１１７ｂと、Ｗｅｂサー
バ１１９ａ～１１９ｂと、を備えて構成される。
【０００４】以下に、従来のＷｅｂページ閲覧システム
１００の動作を説明する。Ｗｅｂページ閲覧システム１
００を利用しようとする一般のユーザ、例えば東京のユ
ーザは、ユーザ端末１０１ａから通信ソフトと呼ばれる
通信用プログラムを用いてプロバイダの東京にあるアク
セスポイント１０９ａにダイヤルする。ユーザ端末１０
１ａが第１のモデム／ＴＡ１０３ａ、アナログ／デジタ
ル回線１０５ａおよび第２のモデム／ＴＡ１０７ａを通
してアクセスポイント１０９ａに接続されると、アクセ
スポイント１０９ａはユーザのログイン名、パスワード
等の送信要求をユーザ端末１０１ａに対して行い、ユー
ザ端末１０１ａはこれに応じてログイン名、パスワード
等の情報をアクセスポイント１０９ａに送信する。
【０００５】ユーザ端末１０１ａからアクセスポイント
１０９ａに送信されたログイン名、パスワードが正し
く、かつユーザ端末１０１ａの通信環境設定がこのアク
セスポイント１０９ａにおいて利用可能なものであれ
ば、ユーザ端末は１０１ａはアクセスポイント１０９ａ
のサーバ１１１ａに接続され、アクセスポイント１０９
ａのサーバ１１１ａは所持する複数のＩＰアドレスの中

から一つのＩＰアドレスを選択してユーザ端末１０１ａ
に割り当てる。この割り当ては、ユーザ端末１０１ａが
一つのＩＰアドレスを獲得したことを意味する。
【０００６】次に、ユーザがＷＷＷを利用するとき、前
記ユーザは、ハイパーテキスト形式のファイルを記述す
るための言語であるＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Lang
uage）によって記述されたプログラム等のＷｅｂデータ
を解析してテキストや静止画、動画等をユーザ端末に表
示・再生するブラウザを、予めユーザ端末で利用できる
ように設定しておかなけらばならない。ブラウザとは、
ユーザ端末の画面上でポインティング・デバイスを用い
てクリック操作を行うことにより、インターネット上で
関連情報のあるサイトや目的とするファイルへ簡単にジ
ャンプできる機能を持つソフトウェアである。
【０００７】サーバ１１１ａからユーザ端末１０１ａに
ＩＰアドレスが割り当てられた後、前記ユーザはブラウ
ザを用いてデータの種類と格納場所とを一度に表現する
URL(Uniform Resource Locator)を入力または選択す
る。このＵＲＬは、キーボードによってブラウザの入力
部分に文字入力しても、マウスのポインタによってＷｅ
ｂページ上の所望のＵＲＬにリンクされている部分を選
択しても良い。
【０００８】仮に、ユーザが閲覧を希望するＷｅｂペー
ジのＵＲＬを「 HYPERLINK http://www.xxx.co.jp/inde
x.html http://www.xxx.co.jp/index0.html」とする。
このＵＲＬにおいて、先頭の「http://」はＷｅｂデー
タ通信用のプロトコルであるHTTP(Hyper-Text Transfer
 Protocol)を指し、次にＷｅｂサーバ名「www」、ドメ
イン名「xxx.co.jp」、ファイル名「index0.html」と続
く。ユーザがこのＵＲＬをブラウザに入力または選択す
ると、ユーザ端末１０１ａは、ドメイン「xxx.co.jp」
の「www」というＷｅｂサーバ１１９ａに格納されてい
る、Ｗｅｂデータの一種である「index0.html」という
テキストファイルのＨＴＭＬデータの送信要求と、ユー
ザのＩＰアドレスと、ユーザが使用しているブラウザの
種類を判別するためのブラウザ情報と、をアクセスポイ
ント１０９ａのサーバ１１１ａに送信する。
【０００９】次に、これらの情報を受け取ったサーバ１
１１ａは、前記送信要求、前記ＩＰアドレスおよび前記
ブラウザ情報を、「xxx.co.jp」サイトの「www」Ｗｅｂ
サーバ１１９ａに向けてインターネット１１５に送信す
る。Ｗｅｂサーバ１１９ａがこれらの情報を受け取る
と、Ｗｅｂサーバ１１９ａは指定されたファイル、本実
施形態の例では「index0.html」を、インターネット１
１５およびアクセスポイント１０９ａを介してユーザ端
末１０１ａに送信する。また、Ｗｅｂサーバ１１９ａは
「index0.html」ファイルのプログラムを解析して、参
照されている他のデータをもユーザ端末１０１ａに送信
する。
【００１０】このようにしてユーザ端末１０１ａが得た
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Ｗｅｂデータ、すなわち「index0.html」ファイルのデ
ータおよび「index0.html」が参照するデータは、ユー
ザ端末１０１ａのブラウザによって解析され、文字や静
止画、動画等で表示される。また、本システムによれ
ば、Ｗｅｂページをどの地域から閲覧してもユーザ端末
に同一の情報が表示される。よって、上記した従来のＷ
ｅｂページ閲覧システムは、情報を利用する点における
地域格差を小さくするものである。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ユーザ
の発信地域と全く関係のない広告や天気予報等の地域情
報は、該発信地域外の人々には広告効果が小さく、利用
価値が低いという問題点がある。
【００１２】また、ユーザが多数のＷｅｂ情報の内、そ
の地域に関する情報を表示させたいときは、ユーザが手
動でキーボードからＵＲＬをブラウザの入力部分に入力
するか、マウスのポインタでこのＵＲＬにリンクしてい
る部分を選択しているように、ユーザは一度その地域に
関する選択操作を行うことが必須であった。このため、
この操作は煩わしいのみならず、ユーザ端末およびブラ
ウザの操作に不得手な人達にとっては困難で使い勝手の
悪いものであった。
【００１３】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、同一ＵＲＬにおいても、ユーザの発信地域ごとに異
なるＷｅｂデータの送信が可能なＷｅｂページ閲覧シス
テムを提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため
に、請求項１記載の発明は、通信ネットワークを介し
て、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウェブ情報提供
方法において、ユーザ端末に接続されたアクセスポイン
トが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセスポイントの
ＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアクセスポイント
に対応する地域とが対応したＩＰアドレス対地域データ
ベースを用いて、前記ユーザ端末に割り当てられたＩＰ
アドレスを所有するアクセスポイントが属する地域を判
別する第１の判別ステップと、前記判別された地域に基
づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択する第１の
選択ステップと、前記選択されたウェブ情報を、前記Ｉ
Ｐアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信する送信
ステップと、を有したことを特徴とするウェブ情報提供
方法である。また、請求項２記載の発明は、通信ネット
ワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウ
ェブ情報提供方法において、ユーザ端末がアクセスした
アクセスポイントの電話番号、および電話番号と地域と
が対応した電話番号対地域データベースを用いて、前記
電話番号のアクセスポイントが属する地域を判別する第
２の判別ステップと、前記判別された地域に基づいて、
該地域に対応したウェブ情報を選択する第２の選択ステ
ップと、前記選択されたウェブ情報を、前記ユーザ端末

に送信する送信ステップと、を有したことを特徴とする
ウェブ情報提供方法である。
【００１５】上記構成では、自動的に地域のＷｅｂ情報
を閲覧することが可能となる。
【００１６】また、請求項３記載の発明は、請求項１ま
たは２記載のウェブ情報提供方法において、ユーザの電
話番号および／または郵便番号と、電話番号および／ま
たは郵便番号とアクセスポイントに対応する地域とが対
応した電話番号および／または郵便番号対地域データベ
ースと、を用いて、前記ユーザの地域を判別する第３の
判別ステップと、前記第３の判別ステップによって判別
された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を
選択する第３の選択ステップと、を有することを特徴と
するウェブ情報提供方法である。また、請求項４記載の
発明は、請求項３記載のウェブ情報提供方法において、
前記ユーザ端末にユーザの電話番号および／または郵便
番号を送信要求する送信要求ステップを有することを特
徴とするウェブ情報提供方法である。
【００１７】上記構成では、請求項１または２の場合よ
りもさらに細かい地域に限定されたＷｅｂ情報を閲覧す
ることが可能となる。
【００１８】また、請求項５記載の発明は、ユーザがユ
ーザ端末を用いてアクセスポイントにダイヤルし（４０
１）、前記ユーザ端末がアクセスポイントに接続され
（４０３）、前記アクセスポイントが前記ユーザ端末に
ユーザ情報の送信要求を行い（４０５）、前記ユーザ端
末がユーザ情報を前記アクセスポイントに送信し（４０
７）、前記アクセスポイントは前記送信されたユーザ情
報が正しいかを判断し（４０９）、前記ユーザ情報が正
しければ前記ユーザ端末が前記アクセスポイントのサー
バに接続され（４１１）、前記サーバが前記ユーザ端末
にＩＰアドレスを割り当て（４１３）、前記ユーザ端末
がウェブ情報取得命令および前記割り当てられたＩＰア
ドレスを前記サーバに送信し（４１５）、前記サーバが
通信ネットワークに前記ウェブ情報取得命令および前記
ＩＰアドレスを送信し（４１７）、前記通信ネットワー
クを介して、ウェブサーバが前記ウェブ情報取得命令お
よび前記ＩＰアドレスを受け取った（４１９）後、前記
ウェブサーバは前記ウェブ情報命令が特定するウェブ情
報のプログラム中に地域によって選別される地域プログ
ラムがあるかを判別し（４２１）、前記地域プログラム
があれば、前記ウェブサーバは、前記ＩＰアドレスと、
ＩＰアドレスと地域とが対応したＩＰアドレス対地域デ
ータベースと、を用いて、前記ＩＰアドレスが属する地
域を判別し（４２５）、前記ウェブサーバは、前記判別
された地域に基づいて該地域に対応したウェブ情報を選
択し（４２７）、前記選択されたウェブ情報を、前記ユ
ーザ端末に送信し（４２３、４２９）、前記ユーザ端末
のブラウザに前記選択されたウェブ情報が表示される
（４３１）ことを特徴とするウェブ情報提供方法であ
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る。
【００１９】また、請求項６記載の発明は、通信ネット
ワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供するウ
ェブ情報提供装置において、ユーザ端末に接続されたア
クセスポイントが該ユーザ端末に割り当てた前記アクセ
スポイントのＩＰアドレス、およびＩＰアドレスとアク
セスポイントに対応する地域とが対応したＩＰアドレス
対地域データベース、を用いて、前記ユーザ端末に割り
当てられたＩＰアドレスを所有するアクセスポイントが
属する地域を判別する第１の判別手段と、前記判別され
た地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択
する第１の選択手段と、前記選択されたウェブ情報を、
前記ＩＰアドレスが割り当てられたユーザ端末に送信す
る送信手段と、を有したことを特徴とするウェブ情報提
供装置である。また、請求項７記載の発明は、通信ネッ
トワークを介して、ウェブ情報をユーザ端末に提供する
ウェブ情報提供装置において、ユーザ端末がアクセスし
たアクセスポイントの電話番号、および電話番号とアク
セスポイントに対応する地域とが対応した電話番号対地
域データベースを用いて、前記電話番号のアクセスポイ
ントが属する地域を判別する第２の判別手段と、前記判
別された地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報
を選択する第２の選択手段と、前記選択されたウェブ情
報を、前記ユーザ端末に送信する送信手段と、を有した
ことを特徴とするウェブ情報提供装置である。
【００２０】上記構成では、自動的に地域を限定し、該
地域のＷｅｂ情報選択することが可能となる。
【００２１】また、請求項８記載の発明は、請求項６ま
たは７記載のウェブ情報提供装置において、前記第１ま
たは第２の判断手段が、ユーザの電話番号および／また
は郵便番号と、電話番号および／または郵便番号とアク
セスポイントに対応する地域とが対応した電話番号およ
び／または郵便番号対地域データベースと、を用いて、
前記ユーザの地域を判別し、前記第１または第２の選択
手段は、前記判断手段によって判別された前記ユーザの
地域に基づいて、該地域に対応したウェブ情報を選択す
ることを特徴とするウェブ情報提供装置である。また、
請求項９記載の発明は、請求項８記載のウェブ情報提供
装置において、前記ユーザ端末にユーザの電話番号およ
び／または郵便番号を送信要求する送信要求手段を有す
ることを特徴とするウェブ情報提供装置である。
【００２２】上記構成では、請求項６または７の場合よ
りもさらに細かい地域に限定することが可能となる。
【００２３】また、請求項１０記載の発明は、請求項
６、７、８または９記載のウェブ情報提供装置に接続さ
れたユーザ端末において、前記ウェブ情報提供装置が有
する第１または第２の選択手段により選択された地域に
対応したウェブ情報を表示することを特徴とするユーザ
端末である。
【００２４】さらに、請求項１１記載の発明は、請求項

１、２、３または４に記載のウェブ情報提供方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムとして記憶した
コンピュータにより読み取り可能な記録媒体である。
【００２５】上記構成では、地域ごとに異なる情報をユ
ーザ端末に送信することが可能となる。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図１は、本発明の第１の実施形態
に係るＷｅｂページ閲覧システムを示す図である。（但
し、従来の技術と同じ部材には同じ番号を付してい
る。）また、図２および図３は、第１の実施形態に係る
Ｗｅｂページ閲覧方法を示すフローチャートである。以
下、本実施形態のＷｅｂページ閲覧システムおよびこれ
を用いたＷｅｂページ閲覧方法を、図１～図３を用いて
詳細に説明する。本実施形態のＷｅｂページ閲覧システ
ム２００は、ユーザ端末１０１ａ～１０１ｃと、第１の
モデム／ＴＡ１０３ａ～１０３ｃと、通信ネットワーク
としてのアナログ／デジタル回線１０５ａ～１０５ｃ
と、第２のモデム／ＴＡ１０７ａ～１０７ｃと、アクセ
スポイント１０９ａ～１０９ｃと、アクセスポイント１
０９ａ～１０９ｃ内のサーバ１１１ａ～１１１ｃと、第
１のゲートウェイ１１３ａ～１１３ｃと、通信ネットワ
ークとしてのインターネット１１５と、第２のゲートウ
ェイ１１７ａ、１１７ｂと、自動選択手段としてのＷｅ
ｂサーバ１１９ａ～１１９ｂと、を備えて成るもので、
このＷｅｂページ閲覧システム２００にＩＰアドレス対
地域データベースとしてのＩＰアドレスプールデータベ
ース２０１を備えて構成される。
【００２７】以下に、本実施形態のＷｅｂページ閲覧シ
ステム２００の動作を説明する。Ｗｅｂページ閲覧シス
テム２００を利用しようとする一般のユーザ、例えば東
京のユーザは、ユーザ端末１０１ａから通信ソフトと呼
ばれる通信用プログラムを用いてプロバイダのアクセス
ポイント１０９ａにダイヤルする（ステップ４０１）。
ユーザ端末１０１ａが第１のモデム／ＴＡ１０３ａ、ア
ナログ／デジタル回線１０５ａおよび第２のモデム／Ｔ
Ａ１０７ａを通してアクセスポイント１０９ａに接続さ
れる（ステップ４０３）と、アクセスポイント１０９ａ
はユーザのログイン名、パスワード等の送信要求をユー
ザ端末１０１ａに対して行い（ステップ４０５）、ユー
ザ端末１０１ａはこれに応じてログイン名、パスワード
等の情報をアクセスポイント１０９ａに送信する（ステ
ップ４０７）。
【００２８】ユーザ端末１０１ａからアクセスポイント
１０９ａに送信されたログイン名、パスワードが正し
く、かつユーザ端末１０１ａの通信環境設定がこのアク
セスポイント１０９ａにおいて利用可能なものであれば
（ステップ４０９）、ユーザ端末１０１ａはアクセスポ
イント１０９ａのサーバ１１１ａに接続され（ステップ
４１１）、アクセスポイント１０９ａのサーバ１１１ａ
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は所持する複数のＩＰアドレスの中から一つのＩＰアド
レスを選択してユーザ端末１０１ａに割り当てる（ステ
ップ４１３）。この割り当ては、ユーザ端末１０１ａが
地域情報としての一つのＩＰアドレスを獲得したことを
意味する。
【００２９】次に、ユーザがＷＷＷを利用するとき、前
記ユーザは、ＨＴＭＬデータ等のＷｅｂ情報としてのＷ
ｅｂデータを解析してテキストや静止画、動画等をユー
ザ端末に表示・再生するブラウザを、予めユーザ端末１
０１ａで利用できるように設定しておかなけらばならな
い。
【００３０】サーバ１１１ａからユーザ端末１０１ａに
ＩＰアドレスが割り当てられた後、前記ユーザはブラウ
ザを用いてデータの種類と格納場所とを一度に表現す
る、例えば図４のようなURLを入力または選択する。こ
のＵＲＬはキーボードによってブラウザの入力部分に文
字入力しても、マウスによってＷｅｂページ上の所望の
ＵＲＬにリンクされている部分を選択しても良い。
【００３１】仮に、ユーザが閲覧を希望するＷｅｂペー
ジのＵＲＬを「 HYPERLINK http://www.xxx.co.jp/inde
x.html http://www.xxx.co.jp/index1.html」とする。
ユーザがこのＵＲＬをブラウザに入力または選択する
と、ユーザ端末１０１ａは、ドメイン「xxx.co.jp」の
「www」というＷｅｂサーバ１１９ａに格納されてい
る、Ｗｅｂデータの一種である「index1.html」という
ファイルのＨＴＭＬデータの送信要求と、ユーザのＩＰ
アドレスと、ユーザが使用しているブラウザの種類を判
別するためのブラウザ情報と、をアクセスポイント１０
９ａのサーバ１１１ａに送信する（ステップ４１５）。
【００３２】次に、これらの情報を受け取ったサーバ１
１１ａは、前記送信要求、前記ＩＰアドレスおよび前記
ブラウザ情報を、「xxx.co.jp」サイトの「www」Ｗｅｂ
サーバ１１９ａに向けてインターネット１１５に送信す
る（ステップ４１７）。
【００３３】これらの情報をＷｅｂサーバ１１９ａが受
け取る（ステップ４１９）と、Ｗｅｂサーバ１１９ａは
送信要求された「index1.html」ファイルのプログラム
を解析し（ステップ４２１）、「index.html」中のＷｅ
ｂデータおよび参照されている他のデータをユーザ端末
１０１ａに送信する（ステップ４２３）。
【００３４】このとき本実施形態において、ユーザが送
信要求した「index1.html」ファイルのプログラム中
に、地域によって異なるデータを自動的に選択するため
の地域プログラムとしての記述があると仮定する。Ｗｅ
ｂサーバ１１９ａは「index1.html」ファイルのプログ
ラムを解析して（ステップ４２１）、該地域によって異
なるデータを自動的に選択するための記述を発見する
と、同一サイト内または外部のサイトにある、ＩＰアド
レスと地域とが一対一に対応した例としてのデータベー
スから成る図５に示すようなＩＰアドレスプールデータ

ベース２０１およびユーザ端末１０１ａが送信したＩＰ
アドレスを用いてユーザの発信地域を判別する（ステッ
プ４２５）。
【００３５】Ｗｅｂサーバ１１９ａがユーザの発信地域
を判別した後、Ｗｅｂサーバ１１９ａはＩＰアドレスプ
ールデータベース２０１によって判別された発信地域に
対応したＷｅｂデータを選別し（ステップ４２７）、前
記ステップ４２３に加えてユーザ端末１０１ａに送信す
る（ステップ４２９）。
【００３６】このようにしてユーザ端末１０１ａが得た
「index1.html」ファイルのデータ、「index1.html」が
参照するその他のデータおよび地域に対応したデータ等
のＷｅｂデータは、ユーザ端末１０１ａのブラウザによ
って解析され、文字や静止画、動画等で表示される（ス
テップ４３１）。
【００３７】例えば、「http://www.xxx.co.jp/」が天
気予報の情報を提供するサイトであると仮定する。この
サイトのメインページである「index1.html」には、都
道府県それぞれの天気予報の情報を選択するプログラム
が記述されており、ＷｅｂサーバがＩＰアドレスプール
データベースを用いて判別したユーザの発信地域から該
発信地域が属する都道府県に対応した天気予報のＷｅｂ
データをユーザ端末に送信する。このため、ユーザはこ
のサイトを開くと自動的に該ユーザの発信地域に属する
都道府県の天気予報をブラウザ上で閲覧することができ
る。
【００３８】以上から、本実施形態によればＷｅｂペー
ジの閲覧中に地域の情報をユーザが手動で選択すること
なく、自動的に該地域の情報を閲覧することができるた
め、選択の手間を省くことができる。もちろん、ユーザ
の発信地域以外の地域の情報を閲覧したい場合には、ユ
ーザが発信地域以外の地域のアクセスポイントに接続す
るか、従来と同じ方法を用いて従来と同じ方法を用いて
選択すればよいことはいうまでもない。
【００３９】本実施形態では、ＩＰアドレスの代わりに
アクセスポイントの電話番号を、ＩＰアドレスプールデ
ータベースの代わりにアクセスポイントの電話番号と地
域とが一対一に対応したデータベースを有した電話番号
対地域データベースとしてのアクセスポイントプールを
用いても良い。該アクセスポイントは、同一サイト内、
外部のサイトのどちらにあっても良い。
【００４０】次に本発明の第２の実施形態を説明する。
図６は、本実施形態に係るＷｅｂページ閲覧システムを
示す図である。本実施形態のＷｅｂページ閲覧システム
３００は、第１の実施形態が有するＩＰアドレスプール
データベース２０１に代えて、電話番号および／または
郵便番号対地域データベースとしての電話／郵便番号デ
ータベース３０１を備えて構成される。（但し、従来の
技術および第１の実施形態と同じ部材には同じ番号を付
している。）
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【００４１】以下に、本実施形態のＷｅｂページ閲覧シ
ステム３００の動作を説明する。第１の実施形態と同様
に、Ｗｅｂサーバ１１９ａに格納されている「index2.h
tml」ファイルのプログラム中に、地域ごとに異なるデ
ータを自動的に選択するための記述があると仮定する。
第１の実施形態で説明したように、Ｗｅｂサーバ１１９
ｂがサーバ１１１ｂから送信されたＩＰアドレスおよび
ＩＰアドレスプールデータベース２０１を用いてユーザ
の発信地域を判別するが、「index2.html」ファイルの
前記記述が前記ユーザの発信地域よりもさらに細かい区
域の限定を要求している場合、Ｗｅｂサーバ１１９ｂは
ユーザ端末１０１ｂにユーザの電話番号（またはその一
部）または区域の郵便番号等のさらに区域を限定できる
ような情報の開示を求める。
【００４２】例えば、ＩＰアドレスプールデータベース
２０１を用いて判別したユーザの発信地域が、例えば
「埼玉県大宮市」であると判別されたが、「index2.htm
l」は「埼玉県大宮市」よりもさらに細かい区域で情報
をファイル分けしている場合、Ｗｅｂサーバ１１９ｂは
ユーザの電話番号または郵便番号等の情報をＷｅｂサー
バ１１９ｂに送信するようユーザ端末１０１ｂに求め
る。該情報がＷｅｂサーバ１１９ｂに送信されると、Ｗ
ｅｂサーバ１１９ｂは、同一サイト内または外部のサイ
トにある電話番号、郵便番号または住所と区域とが一対
一に対応したデータベースから成る電話／郵便番号デー
タベースを用いて区域を限定し、該区域に対応したデー
タをインターネット１１５およびアクセスポイント１０
９ｂを介してユーザ端末１０１ｂに送信する。
【００４３】よって、本実施形態では、ユーザが電話番
号や郵便番号等の情報を開示することにより、さらに細
かい区域の限定を行うことができ、第１の実施形態より
もさらに細分化された区域に即した情報をユーザに提供
することができる。
【００４４】但し、本実施形態では、ユーザ端末１０１
ｂが送信要求をアクセスポイント１０９ｂに送信すると
き、ユーザの電話番号や郵便番号等の情報を同時に送信
するよう通信用プログラムに予め設定しておいても良
い。また、通信用プログラムを用いなくとも、予めプロ
バイダに登録したこれらの情報をアクセスポイント１０
９ｂから自動的にＷｅｂサーバ１１９ｂに送信するよう
にしても良い。また、ユーザが接続先に接続する際にユ
ーザの電話番号が自動的に接続先に通知される機能を用
い、かつ該電話番号のインタネット１１５上への送信を
ユーザが予めプロバイダに許可しておくことによって、

ユーザ端末１０１ｂからアクセスポイント１０９ｂに通
知されたユーザの電話番号が、アクセスポイント１０９
ｂからＷｅｂサーバ１１９ｂへ自動的に送信されるよう
にしても良い。また、ユーザが手動により電話番号や郵
便番号等の情報を送信するときは、他の区域の情報を送
信することによりその区域の情報を得ることもできる。
【００４５】
【発明の効果】上述のように、本発明のウェブ情報提供
方法およびウェブ情報提供装置によれば、アクセスポイ
ントがユーザ端末に割り当てたＩＰアドレスおよびＩＰ
アドレス対地域データベース、またはユーザ端末がアク
セスしたアクセスポイントの電話番号および電話番号対
地域データベースを用いて地域を判別して、判別された
地域に基づいて該地域に対応したウェブ情報を選択し
て、地域によって異なるウェブ情報をユーザ端末に送信
するため、同一ＵＲＬにおいてもユーザの発振地域ごと
に異なるウェブ情報を送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＷｅｂページ閲
覧システムを示す図である。
【図２】第１の実施形態に係るＷｅｂページ閲覧方法を
示すフローチャートである。
【図３】第１の実施形態に係るＷｅｂページ閲覧方法を
示すフローチャートである。
【図４】ＵＲＬの例を示す図である。
【図５】本発明のＷｅｂページ閲覧システム内にあるＩ
Ｐアドレスプールデータベースの例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るＷｅｂページ閲
覧システムを示す図である。
【図７】従来のＷｅｂページ閲覧システムを示す図であ
る。
【符号の説明】
１０１ａ～１０１ｃ  ユーザ端末
１０３ａ～１０３ｃ  第１のモデム
１０５ａ～１０５ｃ  アナログ／デジタル回線
１０７ａ～１０７ｃ  第２のモデム
１０９ａ～１０９ｃ  アクセスポイント
１１１ａ～１１１ｃ  サーバ
１１３ａ～１１３ｃ  第１のゲートウェイ
１１５  インターネット
１１７ａ、１１７ｂ  第２のゲートウェイ
１１９ａ、１１９ｂ  Ｗｅｂサーバ
２０１  ＩＰアドレスプールデータベース
３０１  電話／郵便番号データベース
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【図２】
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