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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　業務を処理するワークフローにおいて使用される帳票の定義含む帳票定義情報を管理す
る第１管理サーバを備える情報管理システムにおいて、
　前記第１管理サーバは、
　紙によって受け付けられた帳票に追加されるチェック領域を決定し、
　前記決定されたチェック領域を前記帳票上に印刷する位置を決定し、
　前記決定された位置に前記決定されたチェック領域を印刷する指示をし、
　前記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票定義情報に登録することを特徴とする情
報管理システム。
【請求項２】
　前記情報管理システムは、さらに、前記帳票の画像を取得する画像取得装置を備え、
　前記第１管理サーバは、
　前記受け付けた帳票の原本を保管するか否かの選択を受け付け、
　前記帳票の原本を保管する場合、前記帳票の画像を前記画像取得装置によって取得し、
前記チェック領域と前記取得した帳票の画像とを重畳することによって生成された新しい
帳票の印刷を指示し、前記印刷によって新たに生成された帳票の定義を前記帳票定義情報
に登録し、
　前記帳票の原本を保管しない場合、前記帳票の原本上の前記決定された位置に前記決定
されたチェック領域の印刷を指示し、前記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票の原
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本の帳票定義情報に登録することを特徴とする請求項１に記載の情報管理システム。
【請求項３】
　前記情報管理システムは、さらに、紙媒体を特定する座標取得装置と、電子文書を管理
する第２管理サーバとを備え、
　前記受け付けた帳票が前記座標取得装置によって紙媒体を特定できるものである場合、
前記第１管理サーバは、前記帳票の画像を前記第２管理サーバから取得し、前記チェック
領域と前記取得した画像とを重畳することによって生成された新しい帳票の印刷を指示す
ることを特徴とする請求項１に記載の情報管理システム。
【請求項４】
　前記第１管理サーバは、前記チェック領域と前記受け付けた帳票の画像とを重畳するこ
とによって生成された新しい帳票の画像を前記第２管理サーバへ送信することを特徴とす
る請求項３に記載の情報管理システム。
【請求項５】
　前記第１管理サーバは、
　前記チェック領域の印刷位置を決定する際に、前記チェック領域を前記受け付けた帳票
の余白領域に配置することができるか否かを判定し、
　前記チェック領域を前記受け付けた帳票の余白領域に配置することができる場合、前記
チェック領域を当該余白領域に配置し、
　前記チェック領域を前記受け付けた帳票の余白領域に配置することができない場合、前
記チェック領域の定義の優先度を、既に帳票に含まれる定義の優先度より高く設定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の情報管理システム。
【請求項６】
　情報管理システムに備わり、業務を処理するワークフローにおいて使用される帳票の定
義含む帳票定義情報を管理する帳票定義管理サーバであって、
　紙によって受け付けられた帳票に追加されるチェック領域を決定し、
　前記決定されたチェック領域を前記帳票上に印刷する位置を決定し、
　前記決定された位置に前記決定されたチェック領域を印刷する指示をし、
　前記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票定義情報に登録することを特徴とする帳
票定義管理サーバ。
【請求項７】
　前記情報管理システムは、さらに、前記帳票の画像を取得する画像取得装置を備え、
　前記帳票定義管理管理サーバは、
　前記受け付けた帳票の原本を保管するか否かの選択を受け付け、
　前記帳票の原本を保管する場合、前記帳票の画像を前記画像取得装置によって取得し、
前記チェック領域と前記取得した帳票の画像とを重畳することによって生成された新しい
帳票の印刷を指示し、前記印刷によって新たに生成された帳票の定義を前記帳票定義情報
に登録し、
　前記帳票の原本を保管しない場合、前記帳票の原本上の前記決定された位置に前記決定
されたチェック領域の印刷を指示し、前記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票の原
本の帳票定義情報に登録することを特徴とする請求項６に記載の帳票定義管理サーバ。
【請求項８】
　前記情報管理システムは、さらに、紙媒体を特定する座標取得装置と、電子文書を管理
する情報管理サーバとを備え、
　前記受け付けた帳票が前記座標取得装置によって紙媒体を特定できるものである場合、
前記第１管理サーバは、前記帳票の画像を前記情報管理サーバから取得し、前記チェック
領域と前記取得した画像とを重畳することによって生成された新しい帳票の印刷を指示す
ることを特徴とする請求項６に記載の帳票定義管理サーバ。
【請求項９】
　前記帳票定義管理サーバは、前記チェック領域と前記受け付けた帳票の画像とを重畳す
ることによって生成された新しい帳票の画像を前記第２管理サーバへ送信することを特徴



(3) JP 5154292 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

とする請求項８に記載の帳票定義管理サーバ。
【請求項１０】
　前記チェック領域の印刷位置を決定する際に、前記チェック領域を前記受け付けた帳票
の余白領域に配置することができるか否かを判定し、
　前記チェック領域を前記受け付けた帳票の余白領域に配置することができる場合、前記
チェック領域を当該余白領域に配置し、
　前記チェック領域を前記受け付けた帳票の余白領域に配置することができない場合、前
記チェック領域の定義の優先度を、既に帳票に含まれる定義の優先度より高く設定するこ
とを特徴とする請求項６に記載の帳票定義管理サーバ。
【請求項１１】
　業務を処理するワークフローにおいて使用される帳票の定義含む帳票定義情報を管理す
る情報管理システムにおける情報管理方法であって、
　紙によって受け付けられた帳票に追加されるチェック領域を決定し、
　前記決定されたチェック領域を前記帳票上に印刷する位置を決定し、
　前記決定された位置に前記決定されたチェック領域を印刷する指示をし、
　前記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票定義情報に登録することを特徴とする情
報管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報管理システムに関し、特に、紙の帳票を業務ワークフローにて取り扱う
ための前処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ペン先の軌跡を電子的に取得するペン型入力デバイス（デジタルペン）が実用化されて
いる。このようなデジタルペン等を用いると紙へ手書きした文字の電子化が可能となり、
紙にだれが、いつ、何を書いたかの記録を残すことができる。
【０００３】
　現在のデジタルペンシステムでは、電子文書を印刷する際に、印刷対象の配置や内容に
関する情報が定義され、その定義の範囲で記載内容が電子化され、電子化されたデータが
記録される。すなわち、印刷された枠の構造に従って記載された内容を、ＯＣＲ技術によ
って認識したり、ある領域の筆跡をサインとして保存することができる。また、詳細な領
域の定義がない場合でも、枠の構造及び見出し名に基づいて、その領域には何が書かれて
いるかを判定することができる。
【０００４】
　また、デジタルペンは、取得したペン先の軌跡を電子計算機に入力する。例えば、デジ
タルペンは、スウェーデンのＡｎｏｔｏ社が開発した「アノトペン」等がある。このデジ
タルペンの詳細は、特許文献１に開示されている。デジタルペンは、キーボードやマウス
の利用に慣れていない利用者であっても手軽に使える利点があり、特許文献２に開示され
る文書管理システムへの応用の他、電子政府での申請業務やその他の分野への応用が期待
されている。
【０００５】
　また、内部統制等の観点から業務をワークフロー管理システムによってトレースするニ
ーズがある。このようなワークフローシステムとしては、例えば、特許文献３に開示され
る文書管理システムが提案されている。
【０００６】
　このような業務の流れ（ワークフロー）を管理する文書管理システムデジタルペンの技
術を適用することによって、ワークフローに流すために作成された帳票（電子ファイル）
に、業務の途中で、誰がいつ承認しているかというワークフロー情報をトレースすること
ができる。
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【特許文献１】国際公開第０１／７１４７３号パンフレット
【特許文献２】特開２００８－４１００６号公報
【特許文献３】特開２００６－３５０６２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来の技術によると、実際の業務では、ワークフローに流す帳票がワークフロ
ーに適するように作成れているとは限らない。例えば、図１に示すように、チェック欄の
ない紙の帳票を業務ワークフローに従って処理する場合、作成された紙帳票上に、スタン
プ等によってチェック欄を設け、設けられたチェック欄に承認者がサインをしていた。こ
のように帳票に後にチェック欄を設けることは、業務ワークフローを考慮していない帳票
が、業務ワークフロー外から入ってくることに起因する場合が多い。
【０００８】
　例えば、購買部門では、社外（取引先）から送られてくる見積書上に回覧者のチェック
欄を押印し、チェック欄に承認をすることによって、ワークフローにおける業務を進行さ
せている。このような方法によると、ワークフロー管理システムが、ワークフロー上の書
類の場所（すなわち、処理の進捗状況）の情報を管理することができない問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、業務を処理するワークフ
ローにおいて使用される帳票の定義含む帳票定義情報を管理する第１管理サーバを備える
情報管理システムにおいて、前記第１管理サーバは、紙によって受け付けられた帳票に追
加されるチェック領域を決定し、前記決定されたチェック領域を前記帳票上に印刷する位
置を決定し、前記決定された位置に前記決定されたチェック領域を印刷する指示をし、前
記印刷されるチェック領域の定義を前記帳票定義情報に登録することを特徴とする情報管
理システムである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一実施形態によれば、ワークフローを考慮しないで作成されている帳票に基づ
いて、ワークフローシステムによって取り扱うことができる帳票を作成することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に説明する本発明の実施の形態では、ワークフローを考慮しないで作成されている
帳票にワークフロー用の領域（チェック領域）を追加し、追加されたチェック領域の定義
を帳票の定義情報に追加することによって、帳票をワークフロー管理システムで取り扱う
（すなわち、電子的にトレースする）ことを可能にする方法を開示する。
【００１２】
　具体的には、文書及び記入位置を特定するために使用されるドットパターンが付された
文書について、その文書の原本とその文書に記載された情報とを対応付けて管理する紙・
電子文書統合管理システムにおいて、外部から流入する帳票に基づいて、ワークフローに
対応したチェック領域を含む新たな帳票を生成する。そして、生成されたワークフロー用
のチェック領域の定義情報を生成する。
【００１３】
　なお、本発明の実施の形態では、ワークフローに流入する帳票は、従来の紙（ドットパ
ターン無し）で届けられる帳票、ドットパターン付きの紙で届けられる帳票、ＰＤＦ等の
電子データで届けられる帳票を取り扱うことができる。
【００１４】
　これによって、外部から入ってくるワークフローを意識して作成されていない紙文書で
あっても、ワークフローの過程を計算機に入力することなく、紙文書上への承認のサイン
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を記入するという本来の作業を行うだけで、ワークフローの過程を電子化することができ
る。よって、外部から流入する紙の帳票が多いワークフロー業務の効率を向上することが
できる。
【００１５】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１６】
　図２は、本発明の実施の形態の情報管理システムの構成図である。
【００１７】
　本実施の形態の情報管理システムは、ハイブリッド文書管理サーバ１０、ハイブリッド
文書データベース１１、クライアント端末１２、デジタルペンインターフェース１３、デ
ジタルペン１４、ドットパターン管理サーバ（ＥＰＬＳ）１５、アプリケーションハンド
ラ（ＡＳＨ）１６、帳票定義管理サーバ１７、筆跡処理サーバ１８、ワークフロー管理サ
ーバ２０、印刷装置（プリンタ）２１及び画像取得装置（スキャナ）２２を備える。
【００１８】
　ハイブリッド文書管理サーバ１０、ハイブリッド文書データベース１１、クライアント
端末１２、ドットパターン管理サーバ１５、アプリケーションハンドラ１６、帳票定義管
理サーバ１７、筆跡処理サーバ１８、ワークフロー管理サーバ２０、プリンタ２１及びス
キャナ２２は、ネットワーク２３を介して互いに接続されている。
【００１９】
　ハイブリッド文書管理サーバ１０は、ＣＰＵ、メモリ、記憶装置等を備えたコンピュー
タであり、本実施の形態の情報管理システムで扱われる文書を管理する。ハイブリッド文
書データベース１１は、本実施の形態の情報管理システムで扱われる文書の情報が登録さ
れるデータベースである。
【００２０】
　クライアント端末１２は、各ユーザが使用するコンピュータで、ＣＰＵ、メモリ、記憶
装置等を備える。クライアント端末１２は、デジタルペン１４が無線又は有線によって接
続されるデジタルペンインターフェース１３を備え、デジタルペン１４に対するアクセス
ポイントとして機能する。クライアント端末１２は、クライアント端末１２は、デジタル
ペン１４が取得した座標情報をストローク情報に変換して、変換されたストローク情報を
ハイブリッド文書管理サーバ１０に転送する。
【００２１】
　デジタルペンインターフェース１３には、デジタルペン１４が接続される。デジタルペ
ン１４は、通常のペンと同様に、紙媒体に文字、図形等を記入することができる。また、
デジタルペン１４は、先端に小型カメラを備え、紙に接した位置のドットパターンを取得
する。デジタルペン１４は、撮影したドットパターンから、当該ドットパターンが存在す
る座標を提供する。また、デジタルペン１４は、予め設定されたペンＩＤを保持する。デ
ジタルペン１４は、デジタルペンインターフェース１３と無線又は有線によって接続する
通信インターフェースを備え、紙面の情報及び紙面上の座標をクライアント端末１２に送
信する。
【００２２】
　ドットパターン管理サーバ１５は、ＣＰＵ、メモリ、記憶装置等を備えたコンピュータ
であり、デジタルペン１４が使用する紙とアプリケーションとを対応づけたデータベース
を管理している。アプリケーションハンドラ１６は、ＣＰＵ、メモリ、記憶装置等を備え
たコンピュータであり、ストローク情報を使用すべきアプリケーションを特定し、該特定
されたアプリケーションにストローク情報を転送する。
【００２３】
　帳票定義管理サーバ１７は、ワークフロー管理サーバ２０によって管理されるワークフ
ローで使用される帳票の情報を管理する。筆跡処理サーバ１８は、ＣＰＵ、メモリ、記憶
装置等を備えたコンピュータであり、ストローク情報をワークフロー処理に必要な情報に
変換する。
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【００２４】
　ワークフロー管理サーバ２０は、ＣＰＵ、メモリ、記憶装置等を備えたコンピュータで
あり、ワークフロー情報データベースを用いて、予め定められたワークフローに従って業
務の進行を管理する。
【００２５】
　プリンタ２１は、ワークフローに流入する帳票を印刷する印刷装置である。スキャナ２
２は、ワークフローに流入する帳票の画像データを取得するための画像取得装置である。
【００２６】
　図３は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバ１０の構成を示すブロック
図である。
【００２７】
　ハイブリッド文書管理サーバ１０は、ＣＰＵ１０１、メモリ１０２、記憶装置１０３及
びデータ通信部１０８を備える。
【００２８】
　ＣＰＵ１０１は、記憶装置１０３に記憶された各種プログラムを呼び出して実行するこ
とによって、各種処理を実行する。メモリ１０２は、ＣＰＵ１０１が各種処理に使用する
データを一時的に記憶するワークエリアを含む。
【００２９】
　記憶装置１０３は、不揮発性の記憶媒体（例えば、磁気ディスクドライブ）で構成され
ており、書類管理プログラム１００１、印刷プログラム１００２、ペンデータ管理プログ
ラム１００３及びユーザ管理プログラム１００４を格納する。これらのプログラムは、メ
モリ１０２にロードされた後、ＣＰＵ１０１によって実行され、各種処理が実行される。
【００３０】
　また、記憶装置１０３は、ハイブリッド文書情報１０１１、ユーザ情報１０１２、グル
ープ情報１０１３及び権限情報１０１４を格納する。
【００３１】
　ハイブリッド文書情報１０１１は、図２０で後述するように、電子ファイル情報５１、
書類情報５２（図２１参照）、ページ情報６２（図２２参照）及びストロークセット情報
２４（図９Ａ参照）を含む。
【００３２】
　ユーザ情報１０１２は、ユーザの属性（ユーザＩＤ、氏名、所属、役職等）及びユーザ
が保有するペンの識別子を示す情報である。グループ情報１０１３は、課、チーム等のユ
ーザの集合を示す情報である。権限情報１０１４は、ハイブリッド文書に対するアクセス
権限を示す情報である。
【００３３】
　書類管理プログラム１００１は、ハイブリッド文書情報１０１１を管理する。ペンデー
タ管理プログラム１００３は、ハイブリッド文書情報１０１１に含まれるストロークセッ
ト情報２４を管理する。ユーザ管理プログラム１００４は、ユーザ情報１０１２を管理し
、ユーザ情報１０１２を参照して、ユーザ（例えば、システムへのログインの許可等）を
管理する。
【００３４】
　データ通信部１０８は、ネットワーク２３を介して他の装置との通信を実現するインタ
ーフェースであり、例えば、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを用いて通信可能なネットワークカ
ードである。ハイブリッド文書管理サーバ１０は、データ通信部１０８を介して、クライ
アント端末１２等のネットワーク２３接続された機器と通信することができる。
【００３５】
　図４は、本発明の実施の形態のクライアント端末１２の構成を示すブロック図である。
【００３６】
　クライアント端末１２は、ＣＰＵ１２１、メモリ１２２、ペンデータ入力部１２３、操
作入力部１２４、データ表示部１２５及びデータ通信部１２６を備える。
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【００３７】
　ＣＰＵ１２１は、記憶装置（図示省略）に記憶された各種プログラムを呼び出して実行
することによって、各種処理を行う。メモリ１２２は、ＣＰＵ１２１が各種処理に使用す
るデータを一時的に記憶するワークエリアを含む。また、メモリ１２２は、ハイブリッド
文書管理サーバ１０及びデジタルペン１４から送られたデータを一時的に記憶する。
【００３８】
　ペン入力部１２３は、有線（例えば、ＵＳＢ）又は無線（例えば、ブルートゥース、無
線ＬＡＮ）によってデジタルペンインターフェース１３と接続され、デジタルペン１４が
取得した座標等の情報を収集する。
【００３９】
　操作入力部１２４は、例えば、キーボードであり、ユーザによって入力される情報を受
け付ける。データ表示部１２５は、例えば、液晶ディスプレイで構成されており、ハイブ
リッド文書管理サーバ１０から取得した書類等のコンテンツを表示する。
【００４０】
　データ通信部１２６は、ネットワークインターフェースであり、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ
プロトコルを用いて通信可能なＬＡＮカードである。これによって、クライアント端末１
２はネットワーク２３を介してハイブリッド文書管理サーバ１０と通信することができる
。
【００４１】
　なお、ペンデータ入力部１２３及びデータ通信部１２６は、一つのインターフェースで
あってもよい。
【００４２】
　図５は、本発明の実施の形態の帳票定義管理サーバ１７の構成を示すブロック図である
。
【００４３】
　帳票定義管理サーバ１７は、ＣＰＵ１７１、メモリ１７２、記憶装置１７３及びデータ
通信部１７８を備える。
【００４４】
　ＣＰＵ１７１は、記憶装置１７３に記憶された各種プログラムを呼び出して実行するこ
とによって、各種処理を実行する。メモリ１７２は、ＣＰＵ１７１が各種処理に使用する
データを一時的に記憶するワークエリアを含む。
【００４５】
　記憶装置１７３は、不揮発性の記憶媒体（例えば、磁気ディスクドライブ）で構成され
ており、紙文書スキャン制御プログラム１７０１、印刷制御プログラム１７０２、ペンデ
ータ取得プログラム１７０３、チェック領域選択プログラム１７０４、領域位置決定プロ
グラム１７０５、帳票定義要素生成プログラム１７０６、帳票定義情報作成プログラム１
７０７及びユーザ管理プログラム１７０８を格納する。これらのプログラムは、メモリ１
７２にロードされた後、ＣＰＵ１７１によって実行され、各種処理が行われる。
【００４６】
　また、記憶装置１７３は、帳票定義情報１７１１、チェック領域テンプレート情報１７
１２、チェック領域情報１７１３及び筆跡情報１７１４を格納する。
【００４７】
　紙文書スキャン制御プログラム１７０１は、スキャナ２２による紙（帳票）の画像取得
を制御する。印刷制御プログラム１７０２は、プリンタによる帳票の印刷を制御する。
【００４８】
　ペンデータ取得プログラム１７０３は、デジタルペン１４が撮影した紙上のドットパタ
ーンを取得し、取得したドットパターンを解析することによって帳票の絶対座標を計算し
、ドットパターン管理サーバ１５に問い合わせることによって、スキャンした紙面の情報
（ドキュメントＩＤ及びページ番号）を取得する。
【００４９】
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　チェック領域選択プログラム１７０４は、チェック領域テンプレート情報１７１２から
取得したチェック領域のテンプレートをユーザに提示して、ユーザによるチェック領域の
選択を促す。領域位置決定プログラム１７０５は、帳票に追加されるチェック領域の帳票
上の位置を決定する（図１８参照）。
【００５０】
　帳票定義要素生成プログラム１７０６は、帳票に追加されるチェック領域の定義情報を
生成する。帳票定義情報生成プログラム１７０７は、新たに登録される帳票の定義情報を
生成し、生成された定義情報を帳票定義情報１７１１に登録する。
【００５１】
　ユーザ管理プログラム１７０８は、ハイブリッド文書管理サーバ１０に格納されたユー
ザ情報１０１２を参照して、ユーザ（例えば、システムへのログインの許可等）を管理す
る。
【００５２】
　帳票定義情報１７１１は、帳票の定義（記入欄、表示欄）を格納する。
【００５３】
　チェック領域テンプレート情報１７１２は、ワークフローの途中で追加，押印されるチ
ェック領域に対して、その大きさや枠の構造などに関してあらかじめ用意される情報であ
る。これらのチェック領域がワークフローの途中で実際に押印されると、紙上の位置が決
定され座標情報が確定し，チェック領域情報１７１３のインスタンスとして生成される。
【００５４】
　筆跡情報１７１４は、帳票定義に関係するストローク情報である（例えば、チェック欄
に記入された承認者の筆跡）。
【００５５】
　データ通信部１７８は、ネットワーク２３を介して他の装置との通信を実現するインタ
ーフェースであり、例えば、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを用いて通信可能なネットワークカ
ードである。ハイブリッド文書管理サーバ１０は、データ通信部１７８によって、クライ
アント端末１２等のネットワーク２３に接続された機器と通信することができる。
【００５６】
　図２０は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバ１０に格納されるハイブ
リッド文書情報１０１１のデータ構造の説明図である。
【００５７】
　ハイブリッド文書情報１０１１は、電子ファイル情報５１、書類情報５２、ページ情報
６２及びストロークセット情報２４を含む。電子ファイル情報５１と書類情報５２とは、
電子ファイル名５２７及び書類ＩＤ５２０によって関連付けられており、書類情報５２と
ページ情報６２とは、書類ＩＤ５２０、６２７及びページＩＤ５２９１、６２０によって
関連付けられており、ページ情報６２とストロークセット情報２４とは、ページＩＤ２４
３、６２０及びストロークセットＩＤ６２９、２４１によって関連付けられている。
【００５８】
　電子ファイル情報５１は、ハイブリッド文書管理サーバ１０に格納されている電子ファ
イルを管理するための情報である。
【００５９】
　図２１は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書情報１０１１に含まれる書類情報５
２のデータ構造の説明図である。
【００６０】
　電子ファイル情報５１は、書類ＩＤ５２０、書類所有ユーザＩＤ５２１、印刷日時５２
２、印刷装置ＩＤ５２３、印刷形態５２４、権限情報数５２５、権限情報ＩＤ５２６、電
子ファイル名５２７、電子ファイル所有ユーザＩＤ５２８、印刷ページ数５２９及びペー
ジＩＤ５２９１を含む。
【００６１】
　書類ＩＤ５２０は、当該書類を一意に識別する識別子である。書類所有ユーザＩＤ５２
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１、当該書類の所有者を一意に識別する識別子である。
【００６２】
　印刷日時５２２は、当該書類が印刷された日時である。印刷装置ＩＤ５２３は、当該書
類を印刷したプリンタの識別子である。印刷形態５２４は、当該書類を印刷する場合の形
態を示す。例えば、図２１では、”２－ｉｎ－１”が登録されており、これは電子ファイ
ルの２ページを１ページに印刷することを示す。
【００６３】
　権限情報数５２５は、当該文書に設定された権限の数を示し、権限情報数５２５と同数
の権限情報ＩＤ５２６が記録される。権限情報ＩＤ５２６は、当該文書に対して設定され
た権限の識別子である。権限は、文書への書込、閲覧である（図２５参照）。
【００６４】
　電子ファイル名５２７は、当該書類の電子データを一意に識別するファイル名である。
電子ファイル所有ユーザＩＤ５２８は、当該書類の電子データの所有者を一意に識別する
識別子である。
【００６５】
　印刷ページ数５２９は、当該書類に含まれるページ数を示し、印刷ページ数５２９と同
数のページＩＤ５２９１が記録される。ページＩＤ５２９１は、当該書類に含まれるペー
ジを一意に識別する識別子である。
【００６６】
　図２２は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書情報１０１１に含まれるページ情報
６２のデータ構造の説明図である。
【００６７】
　ページ情報６２は、ページＩＤ６２０、ドットパターンＩＤ６２１、所有ユーザＩＤ６
２２、電子文書印刷ページ６２３、権限情報数６２４、権限情報ＩＤ６２５、書類情報Ｉ
Ｄ６２６、ページサイズ６２７、ストロークセット数６２８及びストロークセットＩＤ６
２９を含む。
【００６８】
　ページＩＤ６２０は、当該ページを一意に識別する識別子である。ドットパターンＩＤ
６２１は、当該ページに付されたドットパターンを一意に識別する識別子である。
【００６９】
　所有ユーザＩＤ６２２は、当該ページの所有者を一意に識別する識別子である。電子文
書印刷ページ６２３は、当該ページに印刷された電子文書のページ数である。
うち、書類の電子データの所有者を一意に識別する識別子である。例えば、図２２では、
”１，２”が登録されており、これは電子ファイルの１ページ及び２ページが印刷されて
いることを示す。
権限情報数６２４は、当該ページに設定された権限の数を示し、権限情報数６２４と同数
の権限情報ＩＤ６２５が記録される。権限情報ＩＤ６２５は、当該ページに対して設定さ
れた権限の識別子である。権限は、ページへの書込、閲覧である（図２５参照）。
【００７０】
　書類情報ＩＤ６２６は、当該ページが含まれる書類の識別子であり、書類情報５２の書
類ＩＤ５２０と同じ値が登録される。ページサイズ６２７は、当該ページの大きさである
。
【００７１】
　ストロークセット数６２８は、当該ページに含まれるストロークセットの数を示し、ス
トロークセット数６２８と同数のストロークセットＩＤ６２９が記録される。ストローク
セットＩＤ６２９は、ストロークセットを一意に識別する識別子である。
【００７２】
　図７は、本発明の実施の形態のデジタルペン１４による紙面上の座標取得の説明図であ
る。
【００７３】
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　デジタルペン１４は、ＣＰＵ、メモリ、通信インターフェース、カメラ１４１、電池及
び筆圧センサを備える。また、デジタルペン１４は、インク又は黒鉛によって紙面上に文
字、記号等を筆記可能なペン先を備える。
【００７４】
　デジタルペン１４は、位置検出用のドット２０３が印刷された用紙２００と共に用いら
れる。ここで、用紙２００の一部２０１を拡大して、ドット２０３を説明する。用紙２０
０には、複数の小さなドット２０３が印刷されている。このドット２０３は、仮想的な格
子線の交点（基準点）２０２から上下左右にずれた位置に印刷されている。
【００７５】
　紙に文字、図形がデジタルペン１４で記入されると、記入された文字等は紙に視認可能
に残る。デジタルペン１４は、筆圧センサによってペン先が紙に接したことを検出すると
、カメラ１４１によって紙上に印刷されたドット２０３を撮影する。デジタルペン１４は
、例えば、６×６個のドット２０３を含む領域を撮影する。
【００７６】
　デジタルペン１４は、撮影したドットパターンのズレ量から、当該ドットパターンが存
在する絶対座標を演算する。この絶対座標は、広大な平面領域における当該ドットパター
ンが存在する座標である。この広大な平面領域は、ドットパターンが重複しないように配
置できる全領域である。
【００７７】
　デジタルペン１４は、演算された絶対座標を、クライアント端末１２に送信する。クラ
イアント端末１２は、デジタルペン１４によって演算された絶対座標をドットパターン管
理サーバ１５に送信する。ドットパターン管理サーバ１５は、クライアント端末１２から
送信された絶対座標に基づいて、前記広大な平面領域中の該紙面の位置（ドットパターン
ＩＤ）と、ある一枚の紙面における座標（相対座標）とを特定し、特定したドットパター
ンＩＤ及び相対座標をクライアント端末１２に送信する。
【００７８】
　このようにして、クライアント端末１２は、デジタルペン１４が撮影したドットパター
ンから、ドットパターンＩＤ及び相対座標を取得する。
【００７９】
　デジタルペン１４が、ペン先が接した位置の情報を周期的（例えば、一定時間毎）に取
得することによって、ペン先の動きが分かる。そして、デジタルペン１４は、撮影したド
ットパターンに対応する絶対座標、当該ドットパターンの撮影時刻及びペンＩＤをクライ
アント端末１２に送信する。
【００８０】
　クライアント端末１２は、デジタルペン１４によって演算された絶対座標に基づいて、
デジタルペン１４が接している紙面の情報及び紙面上の相対座標、ドットパターン管理サ
ーバ１５から取得する。クライアント端末１２は、取得した相対座標及びドットパターン
が撮影された時刻から、ペン先の軌跡（ストローク情報）を生成する。
【００８１】
　また、デジタルペン１４は、ドットパターンＩＤ及び相対座標を特定するために、ドッ
トパターン管理サーバ１５を用いなくてもよい。例えば、紙に印刷された識別番号、紙に
印刷されたバーコード、又は、紙に埋め込まれたＩＣタグによって用紙を特定してもよい
。さらに、タブレットを用いて用紙上の位置（相対座標）を特定することができる。なお
、ＩＣタグ等を用いる用紙の特定又はタブレットを用いる用紙上の位置の特定のいずれか
と、ドットパターン管理サーバ１５による絶対座標の特定を組み合わせてもよい。このよ
うにすると、情報管理システムがドットパターンＩＤ及び相対座標を特定する処理を軽減
できる。
【００８２】
　図８は、本発明の実施の形態のストロークセット２６の一例を示す説明図である。
【００８３】



(11) JP 5154292 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

　ストロークセット２６は、デジタルペン１４によって記入された文字「東京」を示す。
本実施の形態では、図に示すように、左上を原点とし、横方向をＸ軸とし、縦方向をＹ軸
として、ストロークの位置が定められる。
【００８４】
　前述したように、ストロークセットは、一纏まりの線（ストローク）の集合であり、線
が記入された時間及び／又は線同士の位置関係に基づいて特定される。
【００８５】
　図９Ａは、本発明の実施の形態のハイブリッド文書情報１０１１に含まれるストローク
セット情報２４のデータ構造の説明図であり、図８に示すストロークセット２６のストロ
ークセット情報を示す。
【００８６】
　ストロークセット情報２４は、ストロークセットＩＤ２４１、ペンＩＤ２４２、ページ
ＩＤ２４３、記入開始日時２４４、該当矩形座標２４５、権限情報数２４６、権限情報Ｉ
Ｄ２４７、ストローク数２４８及びストローク情報２４９を含む。
【００８７】
　ストロークセットＩＤ２４１は、当該ストロークセットを一意に識別する識別子である
。ペンＩＤ２４２は、当該ストロークセットを記入したデジタルペン１４を一意に識別す
る識別子である。ページＩＤ２４３は、当該ストロークセットが記入されている紙（ペー
ジ）を一意に識別する識別子である。
【００８８】
　記入開始日時２４４は、当該ストロークセットを記入し始めた日時である。該当矩形領
域２４５は、当該ストロークセットを含む矩形の領域である。該当矩形領域２４４は、当
該ストロークセットが含まれる四角形の紙面上の相対座標であり、矩形領域の左上端の座
標及び右下端の座標で表される。
【００８９】
　権限情報数２４６は、当該ストロークセットに設定された権限の数を示し、権限情報数
２４６と同数の権限情報ＩＤ２４７が記録される。権限情報ＩＤ２４７は、当該ストロー
クセットに設定された権限を一意に識別する識別子である。権限は、ストロークセットの
閲覧である（図２５参照）。
【００９０】
　ストローク数２４８は、当該ストロークセットに含まれる線（ストローク）の数である
。ストローク数２４８と同数のストローク情報２４９が記録される。ストローク情報２４
９は、標本点数及びシリアル番号を含む。標本点数は、デジタルペン１４によって取得さ
れた、当該ストロークを構成する相対座標の数である。シリアル番号は、デジタルペン１
４によって取得された、当該ストロークを構成する相対座標を一意に識別する識別子であ
り、ストローク座標情報２５（図９Ｂ）へのリンクである。
【００９１】
　図９Ｂは、本発明の実施の形態のハイブリッド文書情報１０１１に含まれるストローク
セット情報２４からリンクされるストローク座標情報２５のデータ構造の説明図である。
すべてのストローク情報は，ストローク座標情報２５として一括保存されている。これに
対して，各文字を構成する個々のストロークは，ストロークセット情報２４中のストロー
ク２４９に，それぞれストローク座標情報中の位置を指示することにより特定される。
【００９２】
　ストローク座標情報２５は、シリアル番号２５１、Ｘ座標２５２、Ｙ座標２５３及び取
得時刻２５４を含む。
【００９３】
　シリアル番号２５１は、デジタルペン１４によって取得された相対座標を一意に識別す
る識別子である。Ｘ座標２５２は、図８に示すＸ軸方向の相対座標であり、例えば、ミリ
メートルを単位として表す。Ｙ座標２５３は、図８に示すＹ軸方向の相対座標であり、例
えば、ミリメートルを単位として表す。取得時刻２５４は、デジタルペン１４によって当
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該相対座標が取得された時刻を表す。なお、図９Ｂに示す例では、取得時刻２５４には、
記入開始時刻２４２からの経過時間が記録されている。
【００９４】
　図２３は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバ１０に格納されるユーザ
情報１０１２のデータ構造の説明図である。
【００９５】
　ユーザ情報１０１２は、ユーザＩＤ２７１、氏名２７２、所属２７３、役職２７４及び
保有ペンＩＤ２７５を含む。
【００９６】
　ユーザＩＤ２７１は、当該ユーザを一意に識別する識別子である。氏名２７２は、当該
ユーザの氏名である。所属２７３は、当該ユーザの所属する部署である。役職２７４は、
当該ユーザの役職である。
【００９７】
　保有ペンＩＤ２７５は、当該ユーザが保有するデジタルペン１４を一意に識別する識別
子である。
【００９８】
　図２４は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバ１０に格納されるグルー
プ情報１０１３のデータ構造の説明図である。
【００９９】
　グループ情報１０１３は、グループＩＤ２８１、ユーザ数２８２及びユーザＩＤ２８３
を含む。
【０１００】
　グループＩＤ２８１は、一人以上のユーザによって構成されるグループを一意に識別す
る識別子である。ユーザ数２８２は、当該グループＩＤによって識別されるグループを構
成するユーザの数を示し、ユーザ数２８２と同数のユーザＩＤ２８３が記録される。ユー
ザＩＤ２８３は、当該グループに所属するユーザを一意に識別する識別子である。
【０１０１】
　図２５は、本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバ１０に格納される権限情
報１０１４のデータ構造の説明図である。
【０１０２】
　権限情報１０１４は、権限ＩＤ５５１、グループ／ユーザＩＤ５５２、書込権限フラグ
５５３、閲覧権限フラグ５５４及び期限５５５を含む。
【０１０３】
　権限ＩＤ５５１は、書類、ページ又はストロークセットのいずれかに設定される権限を
一意に識別する識別子である。グループ／ユーザＩＤ５５２は、当該権限の対象となるグ
ループ又はユーザを一意に識別する識別子である。
【０１０４】
　書込権限フラグ５５３は、当該レコードのグループ／ユーザＩＤによって識別されるグ
ループを構成するユーザ又は当該レコードのグループ／ユーザＩＤによって識別されるユ
ーザに書込権限が与えられているか否かを示す。つまり、書込権限フラグ５５３は、当該
ユーザによる書類又はページへの書き込みが認められるか否かを示す。
【０１０５】
　閲覧権限フラグ５５４は、当該レコードのグループ／ユーザＩＤによって識別されるグ
ループを構成するユーザ又は当該レコードのグループ／ユーザＩＤによって識別されるユ
ーザに閲覧権限が与えられているか否かを示す。つまり、閲覧権限フラグ５５４は、当該
ユーザが、書類、ページ又はストロークセットを閲覧できるか否かを示す。
【０１０６】
　期限５５５は、当該権限が有効な期限を示す。
【０１０７】
　各権限情報（権限情報１０１４の各エントリ）は、ハイブリッド文書のレイヤの情報に
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対するアクセス権限を表している。権限情報が重複する場合、上位の権限情報が優先され
る。権限情報の上位・下位は、上のレイヤに存在する権限情報が上位となる。例えば、書
類よりページのレイヤが上位で、ページよりページに埋め込まれた帳票定義のレイヤが上
位であり、帳票定義より帳票定義に書き込まれたストロークセットのレイヤが上位である
。また、帳票定義は、後から設定された帳票定義のレイヤが上位である。すなわち、ペー
ジに対する権限情報で許可されていても、ストロークに対する権限情報が許可されていな
ければ、そのストローク情報にアクセスすることはできない。レイヤ情報の設定は，上記
の順番以外にも任意の順に設定が可能であり，この場合あとから書き込まれた(押印され
た)チェック領域に対する優先度を，以前から存在する領域の定義情報のそれよりも低く
することも可能となる。
【０１０８】
　図６は、本発明の実施の形態の帳票定義情報１７１１のデータ構造の説明図である。
【０１０９】
　帳票定義情報１７１１は、ドキュメントＩＤ１７２１、ページ番号１７２２、ページサ
イズ１７２３及び帳票定義要素１７２４を含む。
【０１１０】
　ドキュメントＩＤ１７２１は、当該帳票が含まれる文書を一意に識別する識別子である
。ページ番号１７２２は、文書中の当該帳票のページである。ページサイズ１７２３は、
当該ページ（当該帳票）の大きさである。帳票定義要素１７２４は、当該帳票に含まれる
記入欄、表示欄等の帳票中の構成を示す。
【０１１１】
　帳票定義要素１７２４は、シリアル番号１７２４１、領域左上Ｘ座標１７２４２、領域
左上Ｙ座標１７２４３、領域右下Ｘ座標１７２４４、領域右下Ｙ座標１７２４５、フィー
ルド名１７２４６、処理プログラムＩＤ１７２４７、レイヤ１７２４８及び優先度１７２
４９を含む。
【０１１２】
　シリアル番号１７２４１は、当該帳票定義要素を一意に識別する識別子である。領域左
上Ｘ座標１７２４２、領域左上Ｙ座標１７２４３、領域右下Ｘ座標１７２４４及び領域右
下Ｙ座標１７２４５は、当該帳票定義要素が帳票上に表示される領域の４点を示す座標で
ある。
【０１１３】
　フィールド名１７２４６は、当該帳票定義要素の名称である。処理プログラムＩＤ１７
２４７は、当該帳票定義要素に記入された内容を処理するためのプログラムである。
【０１１４】
　レイヤ１７２４８は、帳票上に表示された当該帳票定義要素の、他の帳票定義要素との
重なりの関係を示す。レイヤ１７２４８は、例えば、レイヤ０は元の紙文書や電子文書に
存在した帳票定義要素であり、レイヤ１は１回目の印刷をした時に付加された帳票定義要
素である。同様に、レイヤｎはｎ回目の印刷をした時に付加された帳票定義要素である。
す。
【０１１５】
　優先度１７２４９は、複数の定義要素の領域が重複した場合に、優先される定義要素を
示す情報である。本実施の形態では、優先度の値が大きい定義要素が優先される。
【０１１６】
　図１０は、本発明の実施の形態の情報管理システムによる処理の概要を示すフローチャ
ートである。
【０１１７】
　まず、デジタルペン１４は、紙面上のドットパターン撮影し、撮影されたドットパター
ンによって、デジタルペン１４が接している紙面の絶対座標を特定する。デジタルペン１
４は、クライアント端末１２と接続されることによって、特定した絶対座標をクライアン
ト端末１２に送信する。



(14) JP 5154292 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

【０１１８】
　クライアント端末１２は、デジタルペン１４によって特定された絶対座標をドットパタ
ーン管理サーバ１５に送信する。
【０１１９】
　ドットパターン管理サーバ１５は、デジタルペン１４が特定した絶対座標をクライアン
ト端末１２から受信すると、受信した絶対座標から、デジタルペン１４が接している紙面
の情報及び紙面上の座標を取得する。そして、取得した紙面の情報から、その紙が使用さ
れているアプリケーション（すなわち、デジタルペン１４が取得したストローク情報を送
信すべきアプリケーション）を特定し、特定されたアプリケーションの情報をクライアン
ト端末１２に送信する（Ｓ１０２）。
【０１２０】
　クライアント端末１２は、ドットパターン管理サーバ１５から、座標情報を送信すべき
アプリケーションの情報を受信すると、デジタルペン１４が取得した座標情報及び座標情
報の宛先となるアプリケーションの情報をアプリケーションハンドラ１６に送信する。
【０１２１】
　アプリケーションハンドラ１６は、クライアント端末１２から、デジタルペン１４が取
得したストローク情報を受信すると、受信したストローク情報を宛先となるアプリケーシ
ョンに転送する。なお、本実施の形態の情報管理システムによって提供されるワークフロ
ーでは、まず筆跡処理サーバ１４がストローク情報を受け取る。
【０１２２】
　筆跡処理サーバ１４は、アプリケーションハンドラ１６からストローク情報を受信する
と、このストローク情報が記入された紙（帳票）の定義情報を帳票定義情報１７１１から
取得する。そして、帳票のチェック欄（例えば、承認欄、回覧欄等）の位置とストローク
の位置とを照合し、受信したストローク情報が記入された欄を特定する。そして、特定さ
れた欄内に記入された承認情報を抽出し、抽出された承認情報をワークフロー管理サーバ
２０に送信する（Ｓ１０３）。
【０１２３】
　ワークフロー管理サーバ２０は、筆跡処理サーバ１４から承認情報を受信すると、ワー
クフロー情報データベース１７を参照して、ワークフローの進行状況を特定する。そして
、特定されたワークフローの進行状況をワークフロー情報データベース１７に格納する（
Ｓ１０４）。
【０１２４】
　ここで、従来の情報管理システムによって取り扱われる帳票について説明する。
【０１２５】
　図１１Ａから図１１Ｃは、従来の情報管理システムによって取り扱われる帳票の種類の
説明図である。
【０１２６】
　図１１Ａには、紙でワークフローに流入する帳票の取り扱いの一例を示す。チェック欄
のない紙の帳票をワークフローに従って処理する場合、ワークフローに流入する帳票上に
スタンプ等によってチェック欄を設けた後、ワークフローによる処理が行われる。しかし
、本実施の形態では、図１３で説明するようにチェック欄と共にドットパターンを印刷し
、チェック欄の定義情報を登録する。又は、図１５で説明するように、チェック欄を印刷
し、チェック欄の定義情報を登録する。
【０１２７】
　図１１Ｂには、紙でワークフローに流入する帳票の別な取り扱いの例を示す。チェック
欄のない紙の帳票を業務ワークフローに従って処理する場合、ワークフローに流入する帳
票を複写機によって複写する。そして、ワークフローに流入する帳票の原本は保管され、
ワークフローに流入する帳票の複製物上にスタンプ等によってチェック欄を設けた後、ワ
ークフローによる処理が行われる。しかし、本実施の形態では、図１４で説明するように
チェック欄と共にドットパターンを印刷し、チェック欄の定義情報を登録する。又は、図
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１６で説明するように、チェック欄を印刷し、チェック欄の定義情報を登録する。
【０１２８】
　図１１Ｃには、電子データで流入する帳票の取り扱いの一例を示す。チェック欄のない
帳票をワークフローに従って処理する場合、チェック欄と共に帳票を印刷した後、本実施
の形態の情報管理システムによって提供されるワークフローによる処理が行われる。
【０１２９】
　図１２は、帳票定義情報１７１１に格納された帳票定義情報の変化を示す説明図である
。
【０１３０】
　図１１Ａから図１１Ｃによって説明した帳票にチェック領域が追加された場合、帳票定
義情報１７１１に格納された帳票定義情報にはチェック領域の位置を示す情報の変化を示
す説明図である。
【０１３１】
　ワークフローに流入する帳票にチェック欄が追加されると、追加されたチェック欄の座
標が帳票定義情報に追加される。具体的には、チェック欄に含まれる各記入欄の対角線上
の２点の座標が帳票定義情報に追加される。その後、ワークフロー管理システムは、デジ
タルペン１４が取得したストローク情報がこのチェック欄の座標範囲に含まれるか否かに
よって、どのチェック欄にサインが記入されたかを判定して、ワークフローの進捗状況を
把握する。
【０１３２】
　図１３は、本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の一例であ
り、図１１Ａに示す紙でワークフローに流入する帳票（ドットパターン無し）を取り扱う
ための前処理を示す。図１３に示す処理では、帳票の原本にチェック欄及びドットパター
ンが印刷される。
【０１３３】
　まず、ユーザは、帳票定義管理サーバ１７に紙文書スキャン制御プログラム１７０１の
起動を指示し、ワークフローに流入すべき帳票をスキャナ２２にセットする（Ｓ１１１）
。このとき、帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域選択プログラム１７０４を起動し
て、帳票に追加されるチェック領域のテンプレートをチェック領域テンプレート情報１７
１２から取得し、取得したテンプレートのリストをユーザに提示する。そして、ユーザは
、提示されたリストから帳票に印刷すべきチェック欄を選択する（Ｓ１１２）。
【０１３４】
　次に、帳票定義情報作成プログラム１７０７を起動し、スキャンすべき帳票の定義情報
を生成する（Ｓ１２１）。その後、ユーザが紙文書スキャン制御プログラム１７０１にス
キャン開始を指示すると、スキャナ２２は帳票の画像をスキャンする。紙文書スキャン制
御プログラム１７０１は、スキャンされた帳票の画像をハイブリッド文書管理ＤＢ１１に
登録する（Ｓ１１３）。
【０１３５】
　その後、ユーザは、ワークフローに流入する帳票をプリンタ２１にセットする（Ｓ１１
４）。帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１１２で選択されたチェック欄のテンプレ
ートのデータをチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する（Ｓ１１５）。さら
に、帳票定義管理サーバ１７は、帳票位置決定プログラム１７０５を起動し、チェック領
域を帳票上に印刷する位置を決定する（Ｓ１１６）。このチェック領域の位置決定処理は
、図１８を用いて後述する。
【０１３６】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義要素生成プログラム１７０６を起動し、位置が決
定されたチェック領域の定義情報を生成する（Ｓ１１７）。このとき、後から生成された
定義情報の優先度１７２４９を高く設定する。図１８で後述するように、チェック欄は文
字が記載されていない領域に重畳され、複数の帳票定義が重なった箇所に記入された文字
は優先度が高い帳票定義と関連付けられる。よって、上から書かれた文字は、高い優先度
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が設定された新たなチェック領域に関連付けられる。
【０１３７】
　この定義情報は新たに印刷されるチェック領域の情報の他に、ワークフローに流入する
前から印刷されている帳票の記入欄の情報を含んでもよい。なお、ワークフローに流入す
る前から印刷されている帳票に含まれる記入欄の情報は、チェック領域の位置決定処理（
Ｓ１１６）によって分析することができる。
【０１３８】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票と共に印刷されるドットパターンの割り当てをハイブ
リッド文書管理サーバ１０に要求して、ハイブリッド文書管理サーバ１０からドットパタ
ーンの割り当てを受ける（Ｓ１１８）。
【０１３９】
　帳票定義管理サーバ１７は、位置が決定されたチェック領域と、割り当てを受けたドッ
トパターンとを重畳して、帳票に印刷される画像を生成する。そして、印刷制御プログラ
ム１７０２を起動して、生成された画像（チェック領域、ドットパターン）の印刷をハイ
ブリッド文書管理サーバ１０に要求する（Ｓ１１９）。ハイブリッド文書管理サーバ１０
はプリンタ２１に印刷指示を送信する。
【０１４０】
　その後、帳票定義管理サーバ１７は、Ｓ１１７で生成されたチェック領域の定義情報と
、Ｓ１２１で生成された帳票の定義情報をハイブリッド文書管理ＤＢ１１に登録する（Ｓ
１２０）。
【０１４１】
　図１４は、本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例で
あり、図１１Ｂに示す紙でワークフローに流入する帳票（ドットパターン無し）を取り扱
うための前処理を示す。図１４に示す処理では、帳票の原本とは別に、チェック欄及びド
ットパターンが追加された帳票が作成される。
【０１４２】
　まず、ユーザは、帳票定義管理サーバ１７に紙文書スキャン制御プログラム１７０１の
起動を指示し、ワークフローに流入すべき帳票をスキャナ２２にセットする（Ｓ１３１）
。このとき、帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域選択プログラム１７０４を起動し
て、帳票に追加されるチェック領域のテンプレートをチェック領域テンプレート情報１７
１２から取得し、取得したテンプレートのリストをユーザに提示する。そして、ユーザは
、提示されたリストから帳票に印刷すべきチェック欄を選択する（Ｓ１３２）。
【０１４３】
　次に、ユーザがスキャン開始の指示をすると、スキャナ２２は帳票の画像をスキャンす
る。紙文書スキャン制御プログラム１７０１は、スキャンされた帳票の画像をハイブリッ
ド文書管理ＤＢ１１に登録する（Ｓ１３３）。
【０１４４】
　帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１３２で選択されたチェック欄のテンプレート
のデータをチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する（Ｓ１３４）。さらに、
帳票定義管理サーバ１７は、帳票位置決定プログラム１７０５を起動し、チェック領域を
帳票上に印刷する位置を決定する（Ｓ１３５）。このチェック領域の位置決定処理は、図
１８を用いて後述する。
【０１４５】
　帳票定義管理サーバ１７は、スキャンされた帳票の画像と、位置が決定されたチェック
領域とを重畳した帳票の画像を生成する（Ｓ１３６）。
【０１４６】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義要素生成プログラム１７０６を起動し、位置が決
定されたチェック領域の定義情報を生成する（Ｓ１３７）。このとき、後から生成された
定義情報の優先度１７２４９を高く設定する。図１８で後述するように、チェック欄は文
字が記載されていない領域に重畳され、複数の帳票定義が重なった箇所に記入された文字
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は優先度が高い帳票定義と関連付けられる。よって、上から書かれた文字は、高い優先度
が設定された新たなチェック領域に関連付けられる。
【０１４７】
　ステップＳ１３７で生成される定義情報は、新たに印刷されるチェック領域の情報の他
に、ワークフローに流入する前から印刷されている帳票の記入欄の情報を含んでもよい。
なお、ワークフローに流入する前から印刷されている帳票に含まれる記入欄の情報は、チ
ェック領域の位置決定処理（Ｓ１３５）によって分析することができる。
【０１４８】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票と共に印刷されるドットパターンの割り当てをハイブ
リッド文書管理サーバ１０に要求して、ハイブリッド文書管理サーバ１０からドットパタ
ーンの割り当てを受ける（Ｓ１３８）。
【０１４９】
　帳票定義管理サーバ１７は、スキャンされた帳票の画像と、位置が決定されたチェック
領域と、割り当てを受けたドットパターンとを重畳して、印刷する帳票の画像を生成する
。そして、印刷制御プログラム１７０２を起動して、生成された帳票の画像の印刷をハイ
ブリッド文書管理サーバ１０に要求する（Ｓ１３９）。ハイブリッド文書管理サーバ１０
はプリンタ２１に印刷指示を送信する。
【０１５０】
　その後、帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義情報生成プログラム１７０７を起動し、
新たに印刷された帳票の定義情報を生成する（Ｓ１４０）。
【０１５１】
　帳票定義管理サーバ１７は、Ｓ１３７で生成されたチェック領域の定義情報及びＳ１４
０で生成された帳票の定義情報をハイブリッド文書管理ＤＢ１１に登録する（Ｓ１４１）
。
【０１５２】
　図１５は、本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例で
あり、図１１Ａに示す紙でワークフローに流入する帳票（ドットパターン付き）を取り扱
うための前処理を示す。図１５に示す処理では、帳票の原本上にチェック欄が印刷される
。
【０１５３】
　まず、ユーザは、帳票定義管理サーバ１７に紙文書スキャン制御プログラム１７０１の
起動を指示し、ワークフローに流入すべき帳票をスキャナ２２によってスキャンする（Ｓ
１５１）。紙文書スキャン制御プログラム１７０１は、スキャンされた画像から帳票上に
付されたドットパターンを解析し、帳票の絶対座標を計算する。そして、紙文書スキャン
制御プログラム１７０１は、ドットパターン管理サーバ１５に問い合わせることによって
、スキャンした紙面の情報（ドキュメントＩＤ及びページ番号）を取得する。
【０１５４】
　ドットパターンが付された状態でワークフローに流入する帳票は、既にハイブリッド文
書管理ＤＢ１１に登録されていることから、ドットパターンに基づいて取得した紙面の情
報によって、文書の電子データをハイブリッド文書管理ＤＢ１１から取得することができ
る。
【０１５５】
　なお、帳票をスキャナ２２によって読み取ることなく、ペンデータ取得プログラム１７
０３を起動することによって、デジタルペン１４によって紙面上に印刷されたドットパタ
ーンを取得し、帳票の絶対座標から紙面の情報を取得することができる。
【０１５６】
　帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域選択プログラム１７０４を起動して、帳票に
追加されるチェック領域のテンプレートをチェック領域テンプレート情報１７１２から取
得し、取得したテンプレートのリストをユーザに提示する。そして、ユーザは、提示され
たリストから帳票に印刷すべきチェック欄を選択する（Ｓ１５２）。
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【０１５７】
　帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１５１で取得した書面の情報（ドキュメントＩ
Ｄ及びページ番号）を用いて、ハイブリッド文書管理ＤＢ１１を検索し、文書の電子デー
タを取得する（Ｓ１５３）。
【０１５８】
　その後、ユーザは、ワークフローに流入する帳票をプリンタ２１にセットする（Ｓ１５
４）。帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１５２で選択されたチェック欄のテンプレ
ートのデータをチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する（Ｓ１５５）。さら
に、帳票定義管理サーバ１７は、帳票位置決定プログラム１７０５を起動し、チェック領
域を帳票上に印刷する位置を決定する（Ｓ１５６）。このチェック領域の位置決定処理は
、図１８を用いて後述する。
【０１５９】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義要素生成プログラム１７０６を起動し、位置が決
定されたチェック領域の定義情報を生成する（Ｓ１５７）。このとき、後から生成された
定義情報の優先度１７２４９を高く設定する。図１８で後述するように、チェック欄は文
字が記載されていない領域に重畳され、複数の帳票定義が重なった箇所に記入された文字
は優先度が高い帳票定義と関連付けられる。よって、上から書かれた文字は、高い優先度
が設定された新たなチェック領域に関連付けられる。
【０１６０】
　帳票定義管理サーバ１７は、ハイブリッド文書管理ＤＢ１１から取得した文書の電子デ
ータと、位置が決定されたチェック領域とを重畳した画像を生成する（Ｓ１５８）。
【０１６１】
　帳票定義管理サーバ１７は、印刷制御プログラム１７０２を起動して、位置が決定され
たチェック領域の印刷をハイブリッド文書管理サーバ１０に要求する（Ｓ１５９）。ハイ
ブリッド文書管理サーバ１０はプリンタ２１に印刷指示を送信する。その後、帳票定義管
理サーバ１７は、追加されたチェック領域の情報をハイブリッド文書管理ＤＢ１１に登録
する（Ｓ１６０）。
【０１６２】
　図１６は、本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例で
あり、図１１Ｂに示す紙でワークフローに流入する帳票（ドットパターン付き）を取り扱
うための前処理を示す。図１５に示す処理では、帳票の原本とは別に、チェック欄及びド
ットパターンが追加された帳票が作成される。
【０１６３】
　まず、ユーザが、ワークフローに流入すべき帳票をスキャナ２２によってスキャンする
（Ｓ１７１）。紙文書スキャン制御プログラム１７０１は、スキャンされた画像から帳票
上に付されたドットパターンを解析し、帳票の絶対座標を計算する。そして、紙文書スキ
ャン制御プログラム１７０１は、ドットパターン管理サーバ１５に問い合わせることによ
って、スキャンした紙面の情報（ドキュメントＩＤ及びページ番号）を取得する。
【０１６４】
　なお、帳票をスキャナ２２によって読み取ることなく、ペンデータ取得プログラム１７
０３を起動することによって、デジタルペン１４によって紙面上に印刷されたドットパタ
ーンを取得し、帳票の絶対座標から紙面の情報を取得することができる。
【０１６５】
　ドットパターンが付された状態でワークフローに流入する帳票は、既にハイブリッド文
書管理ＤＢ１１に登録されていることから、取得した紙面の情報によって、文書の電子デ
ータをハイブリッド文書管理ＤＢ１１から取得することができる。
【０１６６】
　なお、帳票をスキャナ２２によって読み取ることなく、ペンデータ取得プログラム１７
０３を起動することによって、デジタルペン１４によって紙面上に印刷されたドットパタ
ーンを取得し、帳票の絶対座標から紙面の情報を取得することができる。
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【０１６７】
　帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域選択プログラム１７０４を起動して、帳票に
追加されるチェック領域のテンプレートをチェック領域テンプレート情報１７１２から取
得し、取得したテンプレートのリストをユーザに提示する。そして、ユーザは、提示され
たリストから帳票に印刷すべきチェック欄を選択する（Ｓ１７２）。
【０１６８】
　帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１５１で取得した書面の情報（ドキュメントＩ
Ｄ及びページ番号）を用いて、ハイブリッド文書管理ＤＢ１１を検索し、文書の電子デー
タを取得する（Ｓ１７３）。
【０１６９】
　帳票定義管理サーバ１７は、ステップＳ１５２で選択されたチェック欄のテンプレート
のデータをチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する（Ｓ１７４）。さらに、
帳票定義管理サーバ１７は、帳票位置決定プログラム１７０５を起動し、チェック領域を
帳票上に印刷する位置を決定する（Ｓ１７５）。このチェック領域の位置決定処理は、図
１８を用いて後述する。
【０１７０】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義要素生成プログラム１７０６を起動し、位置が決
定されたチェック領域の定義情報を生成する（Ｓ１７６）。このとき、後から生成された
定義情報の優先度１７２４９を高く設定する。図１８で後述するように、チェック欄は文
字が記載されていない領域に重畳され、複数の帳票定義が重なった箇所に記入された文字
は優先度が高い帳票定義と関連付けられる。よって、上から書かれた文字は、高い優先度
が設定された新たなチェック領域に関連付けられる。
【０１７１】
　帳票定義管理サーバ１７は、ハイブリッド文書管理ＤＢ１１から取得した文書の電子デ
ータと、位置が決定されたチェック領域とを重畳した画像を生成する（Ｓ１７７）。
【０１７２】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票と共に印刷されるドットパターンの割り当てをハイブ
リッド文書管理サーバ１０に要求して、ハイブリッド文書管理サーバ１０からドットパタ
ーンの割り当てを受ける（Ｓ１７８）。
【０１７３】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義情報生成プログラム１７０７を起動し、新たに印
刷された帳票の定義情報を生成する（Ｓ１７９）。
【０１７４】
　帳票定義管理サーバ１７は、印刷制御プログラム１７０２を起動して、ハイブリッド文
書管理ＤＢ１１から取得した文書の電子データと、位置が決定されたチェック領域と、割
り当てを受けたドットパターンとを重畳して、印刷する帳票の画像を生成する。そして、
印刷制御プログラム１７０２を起動して、生成された帳票の画像の印刷をハイブリッド文
書管理サーバ１０に要求する（Ｓ１８０）。
【０１７５】
　その後、帳票定義管理サーバ１７は、追加されたチェック領域の情報をハイブリッド文
書管理ＤＢ１１に登録する（Ｓ１８１）。
【０１７６】
　図１７は、本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例で
あり、図１１Ｃに示す電子データで流入する帳票を取り扱うための前処理を示す。図１７
に示す処理では、電子データで流入する帳票（ドットパターンなし）にチェック欄及びド
ットパターンが追加された帳票が作成される。
【０１７７】
　まず、ユーザは、帳票定義管理サーバ１７にワークフローに流入する帳票の電子データ
の印刷を指示を入力し、印刷制御プログラム１７０２を起動する（Ｓ２０１）。
【０１７８】
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　帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域選択プログラム１７０４を起動して、帳票に
追加されるチェック領域のテンプレートをチェック領域テンプレート情報１７１２から取
得し、取得したテンプレートのリストをユーザに提示する。（Ｓ２０２）。
【０１７９】
　帳票定義管理サーバ１７は、領域位置決定プログラム１７０５を起動して、流入する帳
票の構造を解析し、流入した帳票にチェック領域が含まれるか否かを判定する（Ｓ２０３
）。
【０１８０】
　判定の結果、帳票にチェック領域が含まれないと判定された場合には、チェック領域選
択プログラム１７０４は、ステップＳ２０２で選択されたチェック欄のテンプレートのデ
ータをチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する。そして、帳票位置決定プロ
グラム１７０５を起動し、チェック領域を帳票上に印刷する位置を決定する。その後、帳
票の電子データと、位置が決定されたチェック領域とを重畳した画像を生成する（Ｓ２０
６）。
【０１８１】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義要素生成プログラム１７０６を起動し、位置が決
定されたチェック領域の定義情報を生成する（Ｓ２０７）。このとき、後から生成された
定義情報の優先度１７２４９を高く設定する。図１８で後述するように、チェック欄は文
字が記載されていない領域に重畳され、複数の帳票定義が重なった箇所に記入された文字
は優先度が高い帳票定義と関連付けられる。よって、上から書かれた文字は、高い優先度
が設定された新たなチェック領域に関連付けられる。
【０１８２】
　また、帳票定義管理サーバ１７は、帳票定義情報生成プログラム１７０７を起動し、ワ
ークフローに流入する帳票の定義情報を作成し、帳票定義情報１７１１に登録する（Ｓ２
０８）。
【０１８３】
　一方、ステップＳ２０３の判定の結果、帳票にチェック領域が含まれると判定された場
合には、帳票定義情報１７１１を参照して、チェック領域の定義情報を取得する（Ｓ２０
４）。そして、帳票の定義情報が取得できたか否かを判定する（Ｓ２０５）。その結果、
帳票の定義情報が取得できなければ、ワークフローに流入する帳票の定義情報は帳票定義
情報１７１１に登録されていないので、ステップＳ２０７に進み、帳票定義情報生成プロ
グラム１７０７を起動し、チェック領域の定義情報を生成し（Ｓ２０７）、帳票の定義情
報を帳票定義情報１７１１に登録する（Ｓ２０８）。
【０１８４】
　一方、ステップＳ２０５の判定の結果、帳票の定義情報が取得できれば、ワークフロー
に流入する帳票の定義情報は帳票定義情報１７１１に登録されているので、ステップＳ２
０９に進む。なお、帳票の定義情報が取得できても、チェック領域の定義情報が取得した
帳票の定義情報に含まれていなければ、ステップＳ２０７と同様に、チェック領域の定義
情報を生成して、生成されたチェック領域の定義情報を帳票定義情報１７１１に登録する
。
【０１８５】
　その後、帳票定義管理サーバ１７は、帳票と共に印刷されるドットパターンの割り当て
をハイブリッド文書管理サーバ１０に要求して、ハイブリッド文書管理サーバ１０からド
ットパターンの割り当てを受ける（Ｓ２０９）。
【０１８６】
　帳票定義管理サーバ１７は、帳票の電子データと、位置が決定されたチェック領域と、
割り当てを受けたドットパターンとを重畳して、印刷する帳票の画像を生成する。そして
、印刷制御プログラム１７０２を起動して、生成された帳票の画像の印刷をハイブリッド
文書管理サーバ１０に要求する（Ｓ２１０）。
【０１８７】
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　帳票定義管理サーバ１７は、チェック領域とドットパターンとを重畳して生成された帳
票の画像をハイブリッド文書管理ＤＢ１１に登録する（Ｓ２１１）。
【０１８８】
　図１８は、本発明の実施の形態のチェック領域の位置を決定するための処理のフローチ
ャートであり、図１３のステップＳ１１６、図１４のステップＳ１３５、図１５のステッ
プＳ１５６、図１６のＳ１７５、図１７のステップＳ２０６で実行される。
【０１８９】
　まず、チェック領域選択プログラム１７０４は、選択されたチェック領域の情報（特に
、チェック領域の大きさ）をチェック領域テンプレート情報１７１２から取得する（Ｓ２
２１）。
【０１９０】
　帳票上の空白領域に選択されたチェック領域の全体を含めることができるか否かを判定
する（Ｓ２２２）。
【０１９１】
　その結果、空白領域にチェック領域を含めることができれば、検索された空白領域の重
心及びチェック領域の重心を計算する。そして、チェック領域の重心が空白領域の重心と
一致するような、チェック領域の位置を計算して（Ｓ２２５）、チェック領域位置決定処
理を終了する。
【０１９２】
　一方、空白領域にチェック領域を含めることができなければ、帳票の構造を解析し、帳
票上の情報を文字情報と文字以外の情報（例えば、罫線）とに分けて、文字情報が記入さ
れていない領域を特定する（Ｓ２２３）。そして、特定された領域（文字情報が記入され
ていない非文字領域）に選択されたチェック領域の全体を含めることができるか否かを判
定する（Ｓ２２４）。
【０１９３】
　その結果、非文字領域にチェック領域を含めることができれば、非文字領域の重心及び
チェック領域の重心を計算する。そして、チェック領域の重心が非文字領域の重心と一致
するような、チェック領域の位置を計算して（Ｓ２２６）、チェック領域位置決定処理を
終了する。
【０１９４】
　一方、非文字領域にチェック領域を含めることができなければ、文字領域とチェック領
域との重複が最も少なくなるような、チェック領域の位置を計算して（Ｓ２２７）、チェ
ック領域位置決定処理を終了する。
【０１９５】
　また、チェック領域を文字領域又は非文字領域と重なる位置に配置する場合、チェック
領域と重なる領域の優先度を帳票定義情報１７１１から取得し優先度が低い帳票定義要素
１７２４と重なるようにチェック領域を配置してもよい。
【０１９６】
　図１９は、本発明の実施の形態の帳票定義を解釈するための処理のフローチャートであ
り、図１０のステップＳ１０３で実行される。
【０１９７】
　まず、ストロークセット情報が登録されている紙のドキュメントＩＤ及びページ番号を
キーとして帳票定義情報１７１１を検索し、帳票定義情報を取得する（Ｓ２４１）。
【０１９８】
　そして、筆跡領域と重なる帳票定義要素を抽出する。具体的には、帳票定義要素１７２
４の領域左上Ｘ座標１７２４２、領域左上Ｙ座標１７２４３、領域右下Ｘ座標１７２４４
及び領域右下Ｙ座標１７２４５によって構成される矩形中に、ストロークセット情報２４
の該当矩形座標２４５が含まれるか否かを判定する。そして、帳票定義要素１７２４に定
義される矩形中に、ストロークセット情報２４によって定義される矩形が含まれれば、こ
の筆跡（ストロークデータ）は帳票定義要素と関係すると判定する（Ｓ２４２）。
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【０１９９】
　また、ストロークセット情報２４の該当矩形座標２４５によって定義される矩形が、帳
票定義要素１７２４の領域座標１７２４２～１７２４５によって構成される矩形中と重な
る割合が所定の閾値（例えば、８０％）より大きいか否かを判定し、重なる割合が所定の
閾値を超えれば、この筆跡（ストロークデータ）は帳票定義要素と関係すると判定しても
よい。
【０２００】
　判定の結果、一つの帳票定義要素がストロークデータと関係すると判定された場合には
、この一つの帳票定義要素がストロークデータが記入されたチェック欄であると判定する
。しかし、複数の帳票定義要素がストロークデータと関係すると判定された場合には、こ
の複数の帳票定義要素の優先度１７２４９を参照して、ストロークデータが記入されたチ
ェック欄は最も優先される帳票定義であると判定する（Ｓ２４３）。なお、本実施の形態
では、優先度の値が大きい方が優先される。
【図面の簡単な説明】
【０２０１】
【図１】現在のワークフローで使用されている紙帳票の説明図である。
【図２】本発明の実施の形態の情報管理システムの構成図である。
【図３】本発明の実施の形態のハイブリッド文書管理サーバの構成を示すブロック図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態のクライアント端末の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態の帳票定義管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態の帳票定義情報のデータ構造の説明図である。
【図７】本発明の実施の形態のデジタルペンによる紙面上の座標取得の説明図である。
【図８】本発明の実施の形態のストロークセットの一例を示す説明図である。
【図９Ａ】本発明の実施の形態のストロークセット情報のデータ構造の説明図である。
【図９Ｂ】本発明の実施の形態のストローク座標情報のデータ構造の説明図である。
【図１０】本発明の実施の形態の情報管理システムによる処理の概要を示すフローチャー
トである。
【図１１Ａ】従来の情報管理システムによって取り扱われる帳票の種類の説明図である。
【図１１Ｂ】従来の情報管理システムによって取り扱われる帳票の種類の説明図である。
【図１１Ｃ】従来の情報管理システムによって取り扱われる帳票の種類の説明図である。
【図１２】帳票定義情報データベースに格納された帳票定義情報の変化を示す説明図であ
る。
【図１３】本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の一例である
。
【図１４】本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例であ
る。
【図１５】本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例であ
る。
【図１６】本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例であ
る。
【図１７】本発明の実施の形態の紙帳票をワークフローに流すための前処理の別な例であ
る。
【図１８】本発明の実施の形態のチェック領域の位置を決定するための処理のフローチャ
ートである。
【図１９】本発明の実施の形態の帳票定義を解釈するための処理のフローチャートである
。
【図２０】本発明の実施の形態のハイブリッド文書情報のデータ構造の説明図である。
【図２１】本発明の実施の形態の書類情報のデータ構造の説明図である。
【図２２】本発明の実施の形態のページ情報のデータ構造の説明図である。
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【図２３】本発明の実施の形態のユーザ情報のデータ構造の説明図である。
【図２４】本発明の実施の形態のグループ情報のデータ構造の説明図である。
【図２５】本発明の実施の形態の権限情報のデータ構造の説明図である。
【符号の説明】
【０２０２】
１０　ハイブリッド文書管理サーバ
１１　ハイブリッド文書データベース
１２　クライアント端末
１３　デジタルペンインターフェース
１４　デジタルペン
１５　ドットパターン管理サーバ（ＥＰＬＳ）
１６　アプリケーションハンドラ（ＡＳＨ）
１７　帳票定義管理サーバ
１８　筆跡処理サーバ
１９　帳票定義情報データベース
２０　ワークフロー管理サーバ
２１　印刷装置（プリンタ）
２２　画像取得装置（スキャナ）

【図３】 【図４】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】
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