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(57)【要約】
【課題】　オリジナル文書から削除されるオブジェクト
に代えて、意味が通じる他のオブジェクトを検索して配
置した文書情報をユーザに提示することである。
【解決手段】　文書管理装置は、データベースに登録さ
れている文書情報の中から、他のユーザに表示しないオ
ブジェクトを削除する処理（１）を行う次に、Ｓ３０３
で、Ｓ３０２で生じる空きブロックに別のオブジェクト
を入れられるかどうかを文書管理装置が判断する処理（
２）を行う。そして、Ｓ３０４で、Ｓ３０２の判断処理
によって別オブジェクトが入らないと文書管理装置１０
２のＣＰＵ１０００が判断した場合、空きブロックのレ
イアウトを調整する処理（３）を行う。そして、Ｓ３０
５で、レイアウト調整処理後の文書のプレビューを確認
する処理（４）を文書管理装置が行うことを特徴とする
。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書情報に含まれる部分領域から属性を取得し、当該部分領域とともにオブジェクトと
して管理する管理手段と、
　前記文書情報を参照するユーザのユーザ属性を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得されたユーザ属性と前記管理手段が管理するオブジェクトの属
性とを比較し、当該ユーザ属性のユーザに参照されるべきではないオブジェクトを前記文
書情報から削除する削除手段と、
　前記管理手段が管理する前記文書情報において前記削除手段により削除されたオブジェ
クトの周辺に存在するオブジェクトの属性に基づき、当該削除されたオブジェクトの代わ
りに挿入されるべきオブジェクトを検索する検索手段と、
　前記検索手段により前記削除手段により削除されたオブジェクトの代わりに挿入される
べきオブジェクトが検索されたことに応じて、当該検索されたオブジェクトを用いて前記
文書情報のレイアウトを調整する調整手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記調整手段は、前記文書情報において前記削除手段がオブジェクトを削除したことに
より生じた余白領域に対応して、前記検索されたオブジェクトのサイズを変更し、前記文
書情報のレイアウトを調整することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記オブジェクトの属性には、オブジェクトの特徴情報、タイプ、サイズ、位置が含ま
れることを特徴とする請求項１または２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記オブジェクトの属性には、当該オブジェクトの周辺に存在する情報の認識結果が含
まれることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記調整手段は、前記検索手段により前記削除手段により削除されたオブジェクトの代
わりに挿入されるべきオブジェクトが検索されなかった際に、前記文書情報において前記
削除手段がオブジェクトを削除したことにより生じた余白領域を埋めるために、前記削除
手段により削除されたオブジェクトの周辺に存在するオブジェクトを用いて前記文書情報
のレイアウトを調整することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記調整手段により調整されたレイアウトの文書情報を出力する出力手段を有すること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記出力手段は、前記調整手段による調整の前後のレイアウトの文書情報をともに出力
することを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　文書情報に含まれる部分領域から属性を取得し、当該部分領域とともにオブジェクトと
して管理する管理ステップと、
　前記文書情報を参照するユーザのユーザ属性を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにより取得されたユーザ属性と前記管理ステップが管理するオブジェ
クトの属性とを比較し、当該ユーザ属性のユーザに参照されるべきではないオブジェクト
を前記文書情報から削除する削除ステップと、
　前記管理ステップが管理する前記文書情報において前記削除ステップにより削除された
オブジェクトの周辺に存在するオブジェクトの属性に基づき、当該削除されたオブジェク
トの代わりに挿入されるべきオブジェクトを検索する検索ステップと、
　前記検索ステップにより前記削除ステップにより削除されたオブジェクトの代わりに挿
入されるべきオブジェクトが検索されたことに応じて、当該検索されたオブジェクトを用
いて前記文書情報のレイアウトを調整する調整ステップと、
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を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項９】
　前記調整ステップは、前記文書情報において前記削除ステップがオブジェクトを削除し
たことにより生じた余白領域に対応して、前記検索されたオブジェクトのサイズを変更し
、前記文書情報のレイアウトを調整することを特徴とする請求項８記載の情報処理方法。
【請求項１０】
　前記オブジェクトの属性には、オブジェクトの特徴情報、タイプ、サイズ、位置が含ま
れることを特徴とする請求項８または９記載の情報処理方法。
【請求項１１】
　前記オブジェクトの属性には、当該オブジェクトの周辺に存在する情報の認識結果が含
まれることを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項１２】
　前記調整ステップは、前記検索ステップにより前記削除ステップにより削除されたオブ
ジェクトの代わりに挿入されるべきオブジェクトが検索されなかった際に、前記文書情報
において前記削除ステップがオブジェクトを削除したことにより生じた余白領域を埋める
ために、前記削除ステップにより削除されたオブジェクトの周辺に存在するオブジェクト
を用いて前記文書情報のレイアウトを調整することを特徴とする請求項８に記載の情報処
理方法。
【請求項１３】
　前記調整ステップにより調整されたレイアウトの文書情報を出力する出力ステップを有
することを特徴とする請求項８乃至１２のいずれか１項に記載の情報処理方法。
【請求項１４】
　前記出力ステップは、前記調整ステップによる調整の前後のレイアウトの文書情報をと
もに出力することを特徴とする請求項１３に記載の情報処理方法。
【請求項１５】
　請求項８～１４のいずれか１項に記載の情報処理方法をコンピュータに実行させること
を特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書情報を管理する情報処理装置におけるオブジェクトの検索処理に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　多数の文書情報を記憶装置に蓄積して、多数のユーザが端末装置を操作して、記憶装置
に蓄積された文書情報を参照したり編集したりする文書管理が行えるシステムが提案され
ている。
【０００３】
　また、上記システムにおいて、記憶装置に蓄積した文書情報に対してユーザ毎に、文書
情報に対するアクセスや編集などの権限を制御していた。
【０００４】
　このように構成されたシステムにおいて、記憶装置に蓄積した文書情報の内容を、ユー
ザごとに異ならせる仕様にしたいという要求がある。
【０００５】
　例えば、営業部門の人員（ユーザ）には売り上げデータや利益構成表などの情報は見せ
るが、その他の部門の人員（他のユーザ）には見せないようにしたい場合である。
【０００６】
　また、管理職以上には会社の経営情報につながる数値データは見せるが、一般職には見
せないようにしたい場合もある。
【０００７】
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　特許文献１では、複数のページから構成される文書情報の中で空白領域を含むページを
表示する場合、後続するページに存在する文章や図などを自動的に繰り上げて配置し直し
て、表示するページの体裁を整えている。
【０００８】
　ここで、特許文献１は、文章や図が流し込まれているコンテナ同士のリンクによりこの
ようなレイアウトの制御を行うものである。
【特許文献１】特開２００６－１７１９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、上述したようなユーザが望む仕様を提供する際には、ユーザの属性に基づき、
記憶装置に蓄積した文書情報の一部（以下、文書情報の一部をオブジェクトと呼ぶ）の表
示の制御を行うことが必要になる。これにより、本来表示すべき文書情報中のオブジェク
トが非表示になると、非表示領域（空白領域）が目立つ状態となり、全体として体裁が相
応しくない文書情報となってしまう場合がある。
【００１０】
　上述の特許文献１では、例えばあるコンテナの情報が空だと、そのコンテナが縮小され
、その非表示コンテナの前後のコンテナがつながるように自動的にレイアウトの変更を行
う。
【００１１】
　非表示になったオブジェクトの部分の体裁を整える場合には、さらにオブジェクト同士
の意味のつながりは考慮されていれば、よりユーザに有用な文書情報の提供が可能となる
。
【００１２】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、オリジナル
文書から削除されるオブジェクトに代えて、意味が通じる他のオブジェクトを検索して配
置した文書情報をユーザに提示できる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成する本発明の情報処理装置は以下に示す構成を備える。
【００１４】
　文書情報に含まれる部分領域から属性を取得し、当該部分領域とともにオブジェクトと
して管理する管理手段と、前記文書情報を参照するユーザのユーザ属性を取得する取得手
段と、前記取得手段により取得されたユーザ属性と前記管理手段が管理するオブジェクト
の属性とを比較し、当該ユーザ属性のユーザに参照されるべきではないオブジェクトを前
記文書情報から削除する削除手段と、前記管理手段が管理する前記文書情報において前記
削除手段により削除されたオブジェクトの周辺に存在するオブジェクトの属性に基づき、
当該削除されたオブジェクトの代わり挿入されるべきオブジェクトを検索する検索手段と
、前記検索手段により前記削除手段により削除されたオブジェクトの代わりに挿入される
べきオブジェクトが検索されたことに応じて、当該検索されたオブジェクトを用いて前記
文書情報のレイアウトを調整する調整手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、オリジナル文書から削除されるオブジェクトに代えて、意味が通じる
他のオブジェクトを検索して配置した文書情報をユーザに提示できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００１７】
　＜システム構成の説明＞
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　〔第１実施形態〕
　図１Ａは、本実施形態を示す情報処理装置を含むネットワークシステムの構成例を示す
図である。本例は、認証サーバ１０１、文書管理装置１０２、クライアントＰＣ１０３、
プリンタ１０４がネットワーク１０５によって相互に接続されるシステム例である。なお
、ネットワークは、ルータを介して、他のネットワークのクライアントＰＣと接続される
ようなシステムであってもよい。なお、情報処理装置に対応する文書管理装置１０２には
、文書情報の部分領域から抽出されるオブジェクトを蓄積して管理するためのデータベー
ス１０６を備えている。ここで、データベース１０６は、例えばハードディスク等の大容
量の記憶装置で構成されている。
【００１８】
　図１Ａにおいて、ユーザは、クライアントＰＣ１０３のキーボード等を操作して、ＩＤ
とパスワードを入力して認証サーバ１０１で認証を受ける。このようにして、当該ユーザ
が認証サーバ１０１で認証された後は、文書管理装置１０２やプリンタ１０４などのリソ
ースを使用することができる。
【００１９】
　また、クライアントＰＣ１０３のユーザが文書管理装置１０２にログインして、文書情
報をデータベース１０６に保存したり、保存した文書情報を他のユーザに配布したりする
ことも可能に構成されている。
【００２０】
　以下、ユーザが、クライアントＰＣ１０３が備える表示装置に操作画面１０７を表示し
て、文書管理装置１０２がデータベース１０６に保存した文書情報を他のユーザに転送し
て配布する場合について説明する
　例えば他のユーザの属性に従って、文書情報中の一部を削除したり、削除した後、クラ
イアントＰＣ１０３が備える表示装置に表示される操作画面１０７上で、文書管理装置１
０２でレイアウト処理された画面が表示されたりする。なお、認証サーバ１０１は配布先
のユーザ属性を、例えばハードディスク等で構成される記憶装置で記憶し、文書管理装置
１０２からの求めに応じて、登録されているユーザ属性を転送する機能を備える。
【００２１】
　図１Ｂは、本実施形態を示す情報処理装置のハードウェア構成を説明するブロック図で
ある。なお、上記クライアント１０３、文書管理装置１０２、認証サーバ１０１は、以下
に示す一般的な情報処理装置のハードウェア資源を備えて構成されている。
【００２２】
　図２において、ＣＰＵ１０００は、ＲＯＭ１００２のプログラム用ＲＯＭに記憶された
、或いは外部メモリ１００９からＲＡＭ１００１にロードされたＯＳやアプリケーション
等のプログラムを実行する。ＲＯＭ１００２は、プログラムＲＯＭ、データＲＯＭから構
成されている。
【００２３】
　ここでＯＳとは、コンピュータ上で稼動するオペレーティングシステムの略語であり、
以下オペレーティングシステムのことをＯＳと呼ぶ。後述する各フローチャートの処理は
、このプログラムの実行により実現できる。
【００２４】
　ＲＡＭ１００１は、ＣＰＵ１０００の主メモリ、ワークエリア等として機能する。キー
ボードコントローラ１００３は、キーボード１００７や図示しないポインティングデバイ
スからのキー入力を制御する。ディスプレイコントローラ１００４は、各種ディスプレイ
１００８の表示を制御する。ディスクコントローラ１００５は、各種データを記憶するハ
ードディスク（ＨＤ）やフレキシブルディスク（ＦＤ）等の外部メモリ１００９における
データアクセスを制御する。
【００２５】
　ネットワークコントローラ（ＮＣ）１００６は、図１に示したネットワーク１０５に接
続されて、ネットワーク１０５に接続された他の機器との通信制御処理を実行する。
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【００２６】
　以下、図２に示す編集画面を参照して、本本実施形態におけるレイアウト処理について
説明する。
　
【００２７】
［全体フロー］
　図２は、本実施形態を示す情報処理装置における文書編集処理状態を説明する図である
。本例は、オリジナル文書に含まれる特定のオブジェクトを他のユーザの属性に応じて修
正する例である。オリジナル文書２０１にはオブジェクトとして、経営上指標を表したテ
ーブルやグラフが含まれる場合がある。つまり、データベース１０６に登録された文書情
報を参照する他のユーザの属性で、文書情報中から表示すべきでないオブジェクトが文書
管理装置１０２により自動的に識別されて、別のユーザ旨の文書情報が作成される。なお
、オリジナル文書２０１には、オブジェクト２０２～２０７が存在している。ここで、オ
ブジェクト２０２～２０５の属性はテキストで、オブジェクト２０６の属性はグラフィッ
クスで、オブジェクト２０７の属性はテーブル（表）である例を示す。
【００２８】
　このように本実施形態では、オブジェクトの属性として、オブジェクトの特徴情報、タ
イプ、サイズ、位置、さらには、オブジェクトの周辺に存在する情報の認識結果等が含ま
れる。
【００２９】
　クライアントＰＣ１０３上のユーザが文書管理装置１０２が管理するデータベース１０
６に保存している文書を他のユーザに配布する場合、図３のフローチャートに示すように
４つの処理が行われる。
【００３０】
　図３は、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。なお、Ｓ３０２～Ｓ３０５は各ステップを示し、各ステップは、後述する
本例は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００がＲＯＭ、ハードディスク等からＲＡＭに
ロードする管理処理モジュールを実行することで実現される。
【００３１】
　処理が開始されると、まず、Ｓ３０２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、デ
ータベース１０６に登録されている文書情報の中から、他のユーザに表示しないオブジェ
クトを削除する処理（１）を行う。以下、このオブジェクト削除処理の後で、文書情報の
中で残った空白部分（余白領域）を空きブロックと呼ぶ。なお、文書管理装置は、ページ
単位に文書情報を表示可能に構成される場合を示すが、見開き単位で文書情報を表示する
文書管理装置であっても、本発明を適用可能である。
【００３２】
　次に、Ｓ３０３で、Ｓ３０２の処理（１）で生じる空きブロックに別のオブジェクトを
入れられるかどうかを文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断する処理（２）を行う
。
【００３３】
　そして、Ｓ３０４で、Ｓ３０２の判断処理によって別オブジェクトが入らないと文書管
理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断した場合、空きブロックのレイアウトを調整する処
理（３）を行う。
【００３４】
　そして、最後にＳ３０５で、レイアウト調整処理後の文書のプレビューを確認する処理
（４）を文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が行い、本処理を終了する。なお、上記処
理（１）～処理（４）の詳細は後述する。
【００３５】
［文書状態］
　以下、文書管理装置１０２のデータベース１０６に保存されている文書情報の状態につ
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いて説明する。
【００３６】
文書管理装置１０２のデータベース１０６に保存されている文書情報の中の、テキストや
図、表、画像などはオブジェクトの属性に従って分解されている。
【００３７】
　ここで、テキストは、章、段落、文など、意味としてまとまりのある適切な単位でオブ
ジェクトに分解される。なお、全てのオブジェクトには属性がタグ付けられている。
【００３８】
　例えば、図や画像のオブジェクトには、オブジェクトの特徴情報に対応するキーワード
などを属性として持たせたり、テキストにはその要約を属性として持たせたりすることが
可能に構成されている。これらの属性によって各オブジェクトは、意味をもった検索がし
やすくなる。或いはセキュリティレベルや機密レベルなどの属性を持たせることも可能で
ある。さらに、本実施形態では、文書管理装置１０２が１つのオブジェクトの周辺に存在
するオブジェクトの認識結果を属性として管理することで、余白領域に対応するオブジェ
クトをレイアウトすることが可能となる。
【００３９】
　このように、文書情報は、オブジェクトに分解され、各オブジェクトに対して属性を持
たせることで、オブジェクト毎に再利用の可否やアクセスレベルの制御が可能になる。
【００４０】
　[処理（１）]
　図４は、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図３に示した処理（１）の詳細手順である。なお、Ｓ４０２～Ｓ
４０９は各ステップを示し、各ステップは、後述する本例は、文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００がＲＯＭ、ハードディスク等からＲＡＭにロードする管理処理モジュールを実
行することで実現される。
【００４１】
　処理（１）が開始されると、Ｓ４０２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、配
布先のユーザ属性と、配布対象となる文書情報中の各オブジェクトの属性を取得する。な
お、文書管理装置１０２は、配布先ユーザＩＤを元に認証サーバ１０１から配布先ユーザ
属性を取得する。
【００４２】
　また、Ｓ４０２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、配布対象となる文書情報
の中からその文書情報の各オブジェクトの属性をデータベース１０６から取得する。
【００４３】
　次に、Ｓ４０３で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、認証サーバ１０１から取
得した配布先となるユーザ属性を基準に、文書情報の中の各オブジェクトの属性を比較し
て、オブジェクト毎に表示可能かどうかを判断する処理を実行する。なお、本実施形態で
は、ページ単位に文書情報の中の各オブジェクトの属性を比較して、オブジェクト毎に表
示可能かどうかを判断する例を示すが、見開き単位であってもよい。
【００４４】
　そして、Ｓ４０４で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、上記Ｓ４０３の判断処
理の結果が、表示可能であるかどうかを判断する。ここで、文書管理装置１０２のＣＰＵ
１０００が比較しているオブジェクトを表示することが可能であると判断した場合は、Ｓ
４０５で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００はそのオブジェクトをそのまま表示する
。
【００４５】
　一方、Ｓ４０４で、比較しているオブジェクトを表示できないと文書管理装置１０２の
ＣＰＵ１０００が判断した場合は、Ｓ４０６へ進む。
【００４６】
　そして、Ｓ４０６で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、そのオブジェクトを削
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除する。更に、Ｓ４０７で、削除したオブジェクトが存在していた領域を空きブロックと
文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が定義して、Ｓ４０８へ進む。
【００４７】
　そして、Ｓ４０８で、全てのオブジェクトに対し上記の判断処理を終了しているかどう
かを文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断する処理を実行する。そして、Ｓ４０９
で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、その判断結果が最後であるか否かを判断す
る。ここで、最後のオブジェクトであると文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断し
た場合は、本処理を終了し、全てのオブジェクトに対し上記の判断処理を終了していない
と判断した場合は、Ｓ４０３へ戻る。
【００４８】
［オブジェクトの非表示処理の例］
　以下、図２を用いて、上記説明したユーザの属性に基づき文書情報中の各オブジェクト
を表示するか否かの判断処理が行われたときのデータ処理例を具体的に説明する。
【００４９】
　図２に示すように、ユーザがクライアントＰＣ１０３のアプリケーションを実行して作
成したオリジナル文書２０１には、オブジェクト２０２～２０７が存在している。ここで
、オブジェクト２０２～２０５の属性はテキストで、オブジェクト２０６の属性はグラフ
ィックスで、オブジェクト２０７の属性はテーブル（表）である。
【００５０】
　このオリジナル文書２０１を別のユーザに配布するとき、まず文書管理装置１０２は配
布先ユーザの属性を取得する。
【００５１】
　第１の比較処理では、例えば属性の一つであるセキュリティレベルや機密レベルの属性
を用いて比較検討する。配布先ユーザの職制が一般職であれば、セキュリティレベルや機
密レベルが高いオブジェクトは表示できないと判断処理される。これらセキュリティレベ
ルや機密レベルは、一般職に「１」、管理職に「２」、上級管理職に「３」、経営者に「
４」といった数値を定義し、各オブジェクトの属性値に「１」から「４」を与えることで
比較が可能となる。
【００５２】
　例えば、オブジェクト２０６は市場シェアの構成を示すグラフであり、この機密レベル
が「２」であるとする。配布先ユーザの職制が一般職であれば、機密レベルが「１」とな
り、このオブジェクト２０６は非表示とすべきオブジェクトとなる。
【００５３】
　第２の比較処理では、ユーザ属性の一つである所属部門を用いて比較検討する。
【００５４】
　例えば所属部門毎に営業に「Ａ」、技術に「Ｂ」、経理に「Ｃ」といった値を与え、各
オブジェクトには開示可能（或いはアクセス可能）部門を定義する。ここで、技術にのみ
開示可能ならば「Ｂ」と定義し、全部門に開示可能ならばＡ、Ｂ、Ｃと定義する。
【００５５】
例えば、オブジェクト２０７はある製品の機能比較表であり、この開示可能部門が「Ｂ」
であるとする。配布先ユーザの所属部門が営業であれば、比較検討から表示不可と判断処
理される。
【００５６】
　このように文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は管理処理モジュールを実行すること
により、あらかじめ設定されている属性に従い、各オブジェクトが表示可能であるのか、
表示不可であるのかの判断処理を行う。そして、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は
、図４に示したＳ４０６で、オリジナル文書２０１の中からオブジェクト２０６に対応す
るグラフ１やオブジェクト２０７に対応する表１を削除する。
【００５７】
　なお、図２に示す矢印の右側は、オブジェクト２０６及びオブジェクト２０７が削除さ
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れた後の文書情報を示しており、Ｓ４０７におり、オブジェクト２０６及び２０７があっ
た領域にはオブジェクトが存在していない状態となっている。このオブジェクトが存在し
ていない領域を、空きブロック２１６、２１７と呼ぶ。
【００５８】
　なお、図２に示す別のユーザ向けの文書２１１において、オブジェクト２１２～２１５
は矢印の左側に示されるオリジナル文書２０１のオブジェクト２０２～２０５がそのまま
残ったものである。
【００５９】
［処理２］
　以下、文書管理装置１０２が行う図３に示した処理（２）の詳細を、図５のフローチャ
ートに従って説明する。
【００６０】
　図５は、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図３に示した処理（１）の詳細手順である。なお、Ｓ５０２～Ｓ
５１４は各ステップを示し、各ステップは、後述する本例は、文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００がＲＯＭ、ハードディスク等からＲＡＭにロードする管理処理モジュールを実
行することで実現される。
【００６１】
　処理（２）が開始されると、Ｓ５０２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、図
２で示したような空きブロック２１６，２１７の周辺に配置されている各オブジェクトの
属性分析を行い、空きブロックに入るべきオブジェクトの属性の条件を定める分析処理を
行う。
【００６２】
　次に、Ｓ５０３で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、同一文書情報の中を分析
し、定めた属性条件を満足するオブジェクトがあるか検索する処理を行う。そして、Ｓ５
０４で、検索処理の結果に基づいて、定めた属性条件を満足するオブジェクトがあるか否
かを文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断する。
【００６３】
ここで、定めた属性条件を満足するオブジェクトがないと文書管理装置１０２のＣＰＵ１
０００が判断した場合は、Ｓ５０５で、その空きブロックにはオブジェクトを入れずに空
きブロックのままにして、本処理を終了する。
【００６４】
　一方、Ｓ５０４で、定めた属性条件を満足するオブジェクトがあると文書管理装置１０
２のＣＰＵ１０００が判断した場合は、Ｓ５０６へ進む。
【００６５】
　そして、Ｓ５０６で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、検索の結果満足するオ
ブジェクトが複数あれば、その中から一番条件に近いものを空きブロックに入るべきオブ
ジェクトの候補に指定する処理を行う。
【００６６】
　次に、Ｓ５０７で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、指定した候補オブジェク
トの属性を調べ、空きブロック２１６，２１７の存在する位置に移動が可能かを判断する
処理を行う。そして、Ｓ５０８で、その判断結果が可能であるか否かを文書管理装置１０
２のＣＰＵ１０００が判断する。ここで、可能であると文書管理装置１０２のＣＰＵ１０
００が判断した場合は、Ｓ５０９で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、この候補
オブジェクトの属性を調べ、空きブロック２１６，２１７の大きさに合わせて拡大縮小が
可能かを判断する処理を行う。
【００６７】
　そして、Ｓ５１０で、その判断結果が可能であるか否かを文書管理装置１０２のＣＰＵ
１０００が判断する。ここで、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が可能であると判断
した場合は、Ｓ５１１で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００がその候補オブジェクト
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をその空きブロック２１６、２１７に移動する処理を行い、本処理を終了する。
【００６８】
　一方、Ｓ５０８，Ｓ５１０で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が不可能であると
判断した場合は、Ｓ５１２へ進む。
【００６９】
　そして、Ｓ５１２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、その候補オブジェクト
の移動を取りやめて、Ｓ５１２へ進む。
【００７０】
　そして、Ｓ５１２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が条件を満足するオブジェ
クトがまだあるかどうかを判断する処理を行う。そして、Ｓ５１３で、文書管理装置１０
２のＣＰＵ１０００の判断結果が「ある」である場合、Ｓ５０６へ戻り、次に条件に近い
ものを空きブロックに入るべきオブジェクトの候補とした後、同様の処理を繰り返す。
【００７１】
　一方、Ｓ５１３で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００の判断結果が「無い」である
場合、Ｓ５１４で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、空きブロックのままにして
、本処理を終了する。
【００７２】
［処理（２）における分析処理］
　以下、上記Ｓ５０２～Ｓ５０４における分析及び検索処理を図２に示したオリジナル文
書２０１に基づき具体的に説明する。
【００７３】
　本実施形態では、例として図２に示した空きブロック２１６に対する処理を説明する。
空きブロック２１６に隣接する周辺のオブジェクトとしては文章タイトルに対応するオブ
ジェクト２１２、文章に対応するオブジェクト２１３、２１４がある。隣接しないが近く
にある周辺のオブジェクトとしては文章に対応するオブジェクト２１５がある。
【００７４】
　以下、これらの周辺のオブジェクトについての属性を分析する処理を説明する。
【００７５】
　文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、例えば、図や画像などのオブジェクトが持つ
キーワードなどの属性や、文章が持つ要約などの属性条件に着目し、周辺のオブジェクト
の属性を集計する。
【００７６】
ここで、着目する属性がキーワードである場合は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００
は、その頻出度の集計やグルーピング処理を行い、空きブロック２１６に対する周辺のオ
ブジェクト２１２～２１５のキーワードの傾向を決定する。
【００７７】
　また、着目する属性が要約である場合は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、周
辺のオブジェクトの要約の意味ベクトルを合成し、周辺のオブジェクト２１２～２１５の
要約の総合値を決定する。このようにして、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、周
辺のオブジェクト２１２～２１５の属性分析を行う。
【００７８】
　なお、空きブロック２１６に入れるべきオブジェクトのキーワード属性や要約属性は、
その周辺のオブジェクト２１２～２１５のそれら属性と同じ方が、意味的に自然な文書に
なると場合が多い。
【００７９】
　そこで、本実施形態では、上記の属性分析より得られた値を空きブロック２１６に入れ
るべきオブジェクトの属性値と定義する。
【００８０】
　また、隣接しないが近くにある文章に対応するオブジェクト２１５の属性は、以下の処
理を行うことで隣接するオブジェクトよりも重きを置かないように処理することも可能で
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ある。
【００８１】
　つまり、周辺のオブジェクト２１２～２１５の属性値を集計するとき傾斜配分を行うこ
とで、オブジェクト２１５を隣接するオブジェクト２１３，２１４よりも重きを置かない
ように処理することが可能となる。また、図２に示した空きブロック２１７については、
オブジェクトが存在しないので属性分析の対象としないように処理する。
【００８２】
　これに対して、周辺のオブジェクトの意味の構成に着目する方法もある。以下、例えば
、オリジナル文書の構成がオブジェクトＡ→Ｂ→Ｃとなっていて、その中のオブジェクト
Ｂが削除されてオブジェクトＡ→空きブロック→オブジェクトＣとなる文書の場合を説明
する。
【００８３】
この場合、オブジェクトＡ→空きブロック→オブジェクトＣという構成から、空きブロッ
クにふさわしいオブジェクトの条件を分析する。
【００８４】
　具体的に、オリジナル文書のオブジェクトの構成が以下の内容が含まれていることを前
提として説明する。
【００８５】
　オブジェクトＡは、ユーザの声をアンケート葉書などから収集し、要望事項を列挙する
ものである。
【００８６】
　オブジェクトＢは、現状の各社各種商品のシェアグラフの分析を行い、市場で受け入れ
られている商品の機能を列挙するものである。
【００８７】
　オブジェクトＣは、時期商品イメージを説明するものである。
【００８８】
　この時、営業担当以外に示す文書では、オブジェクトＢのシェアグラフの分析が削除さ
れる。そこで、オブジェクトＡとオブジェクトＣの意味属性から、その間の空きブロック
にふさわしいオブジェクトの条件として、次のオブジェクトＤを選定する。
【００８９】
　オブジェクトＤは、他のメーカの製品との機能比較表の分析を行い、自社の製品の強み
弱みが分かるようにしたものである。
【００９０】
　ここでは、文書の構成が意味的に適切となるようにＡ→Ｄ→Ｃと分析する。本実施形態
では、要望事項と時期商品イメージを意味的に関連づけられるオブジェクトとして、オブ
ジェクトＤのような意味やキーワードなどを持つことを空きブロックにふさわしいオブジ
ェクトの条件とする。以上の分析処理は一例であって、他のユーザの属性を考慮して、他
の分析処理を行うように構成してもよい。
【００９１】
　なお、世の中では推論エンジンとして文書を分析したり解析したりする処理方法が日々
提案されている。このため、当該推論エンジンを上記空きブロックの分析処理に応用する
ことで、周辺のオブジェクトから空きブロックにふさわしいオブジェクトの条件を分析す
ることも可能である。
【００９２】
［処理（２）における検索処理］
　上記のようにして、Ｓ５０２に対する分析処理が終ると、文書管理装置１０２のＣＰＵ
１０００は、同一文書中の全てのオブジェクトに対し、そのオブジェクトの属性値と上記
で定義した属性値とを比較する。ここで、属性がキーワードである場合、同じキーワード
や似たキーワードを持つオブジェクトを同一文書中から検索する。
【００９３】
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この時、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、キーワード辞書やデータベースを用い
てキーワードの類似度を判断する。
【００９４】
　この時、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が類似度に応じてスコアリング（数値化
）すると、その後のＳ５０６で、一番条件に近いものを決定する時に決定しやすくなる。
【００９５】
　一方、属性が意味である場合は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、属性分析で
用いた意味ベクトルを用いて、そのベクトルの方向性が似たオブジェクトを検索する。
【００９６】
　このようにして、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、同一文書中から空きブロッ
ク２１６に入れるべきオブジェクトを検索する。この検索の結果、複数のオブジェクトが
該当した場合は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、これらを似たもの順番にソー
トする。
【００９７】
　以上が図５に示したＳ５０２～Ｓ５０４における分析及び検索処理である。
【００９８】
　［処理（２）における候補に対する判断処理］
　文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、Ｓ５０６で指定した候補オブジェクトが、Ｓ
５０７において、処理（２）の対象である空きブロックに移動することが可能かどうかを
判断する処理を行う。
【００９９】
　まず、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、例えば、候補オブジェクトの属性の１
つに記載場所について限定が設定されているか確認する。ここで、登録されたオブジェク
トによっては、記載する場所が限定されている場合がある。
【０１００】
　例えば、文章の論理構造として、先頭とか最後に記載できないものや、起承転結のうち
の起のみとか、背景・本文・結論のうちの結論のみとかにしか記載できない場合がある。
さらに、他のオブジェクトと相互関係が有り、そのオブジェクトよりも前とか後とか併記
しなければならないとかのように、説明する順序上の制約がある場合がある。
【０１０１】
　そこで、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、候補オブジェクトにこのような記載
場所限定の属性があれば、空きブロックがそれに抵触しないかどうかの判断を行う。
【０１０２】
　別の例として、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、処理（２）において、候補オ
ブジェクトの属性の一つに拡大縮小の範囲限定が設定されているか確認する。
【０１０３】
　一般的に、オブジェクトとしての画像や図は、そのままの大きさで移動される以外に、
拡大縮小されることがある。例えば候補オブジェクトのサイズが大きく、空きブロックの
サイズが小さい場合は、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が候補オブジェクトを縮小
して空きブロックに移動する。
【０１０４】
　しかし、小さくしすぎると図や表の中の文字が潰れて見えなくなるので、候補に指定さ
れた全てのオブジェクトを拡大又は縮小できるとは限らない。そこで、オブジェクトを縮
小する場合には、縮小できる限界が設定される。
【０１０５】
　これに対して、候補オブジェクトのサイズが小さく、空きブロックのサイズが大きい場
合は、画像を拡大しすぎるとギザギザが目立つので、高画質を求められる写真画像は指定
解像度の範囲内の拡大が設定される。
【０１０６】
　このように、候補オブジェクトの属性の１つに拡大又は縮小の範囲限定が設定されてい
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る場合もある。
【０１０７】
そこで、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、候補オブジェクトに上述したような拡
大又は縮小の範囲限定の属性がある場合には、空きブロックがそれに抵触しないかどうか
の判断を行う。
【０１０８】
　以上のように、文書管理装置１０２は処理（２）において、文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００は、空きブロックの周辺に配置されているオブジェクトのキーワードや要約属
性などの分析を行う。そして、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、意味的に近似の
オブジェクトを同一文書の中から検索し、そのうち類似度の高いものから順に空きブロッ
クに移動できるかを判断する。その結果、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、移動
可能なオブジェクトがあれば空きブロックに移動し、なければ空きブロックには何も入れ
ないでおく。以上が文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００による処理（２）の詳細である
。
【０１０９】
［処理３］
　文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、空きブロックに意味的に近似のオブジェクト
を移動させられなかった場合の後処理を、処理（３）で行う。
【０１１０】
　図６は、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図３に示した処理（３）の詳細手順である。なお、Ｓ６０２～Ｓ
６１３は各ステップを示し、各ステップは、後述する本例は、文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００がＲＯＭ、ハードディスク等からＲＡＭにロードする管理処理モジュールを実
行することで実現される。
【０１１１】
　処理（３）が開始されると、Ｓ６０２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、文
書中に空きブロックが存在するかどうかを判断する処理を行う。そして、Ｓ６０３で、そ
の判断結果が文書中に空きブロックが「存在する」であるか否かを文書管理装置１０２の
ＣＰＵ１０００が判断する。ここで、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が「存在しな
い」と判断した場合、例えば処理（２）で全ての空きブロックに近似のオブジェクトを移
動することが出来た場合は、空きブロックは存在しないので、Ｓ６１３へ進む。そして、
Ｓ６１３で、何もせず、本処理を終了する。
【０１１２】
　一方、Ｓ６０３で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が「存在する」と判断した場
合、Ｓ６０４へ進み、それが文書中の最後に位置するかを判断する処理を行う。そして、
Ｓ６０５で、その判断結果が空きブロックが「最後」であると文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００が判断した場合、Ｓ６１３へ進む。つまり、最後に空きブロックが存在してい
てもレイアウト上はおかしくないので、埋める必要はないので、本処理を終了する。例え
ば空きブロック２１６，２１７の中で、空きブロック２１６には他のオブジェクトが移動
され、空きブロックが空きブロック２１７のみの場合は、何もせずに、本処理を終了する
。
【０１１３】
　一方、Ｓ６０５で、もし空きブロックが「最後」でないと文書管理装置１０２のＣＰＵ
１０００が判断した場合は、Ｓ６０６へ進む。例えば空きブロック２１６，２１７の中で
、空きブロック２１７は他のオブジェクトが移動され、空きブロックが空きブロック２１
６みの場合は、何もせずに、本処理を終了する。
【０１１４】
　そして、Ｓ６０６で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、その空きブロックに対
する処理を開始して、文書のレイアウトの観点で次の位置に存在するオブジェクトを、繰
り上げ移動させることが出来るかを判断する処理を行う。なお、本判断処理は基本的に処
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理（２）におけるＳ５０７及びＳ５１３と同じである。
【０１１５】
　そして、Ｓ６０７で、その判断結果が「入る」であるかどうかを文書管理装置１０２の
ＣＰＵ１０００が判断する処理を行う。ここで、判断結果が「入る」であると文書管理装
置１０２のＣＰＵ１０００が判断した場合は、Ｓ６０８へ進む。
【０１１６】
　そして、Ｓ６０８で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、次のオブジェクトを繰
り上げ移動させて、空きブロックに入れて、Ｓ６０２へ戻る。
【０１１７】
　一方、Ｓ６０７で、次の位置に存在するオブジェクトを、繰り上げ移動させることが出
来ないと文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断した場合は、Ｓ６０９へ進む。
【０１１８】
　そして、Ｓ６０９で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００は、その空きブロックの周
辺に存在するオブジェクトを拡大して、空きブロックを埋めることが可能かを判断する処
理を行う。この判断処理は基本的に処理（２）におけるＳ５１３と同じである。
【０１１９】
　そして、Ｓ６１０で、判断結果が空きブロックの周辺に存在するオブジェクトを拡大し
て、空きブロックを埋めることが「可能」であるか否かを文書管理装置１０２のＣＰＵ１
０００が判断する。ここで、「可能」であると文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判
断した場合は、Ｓ６１１へ進み、空きブロックを埋められるように、その空きブロック周
辺に存在するオブジェクトを拡大して、Ｓ６０２へ戻る。
【０１２０】
　一方、Ｓ６１０で、判断結果が空きブロックの周辺に存在するオブジェクトを拡大して
、空きブロックを埋めることが「可能」でないと文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００が
判断した場合は、Ｓ６１２へ進む。そして、Ｓ６１２で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１
０００は、何もせず、その空きブロックにそのままにするフラグを立て、Ｓ６０２へ戻る
。
【０１２１】
　本実施形態では、Ｓ６０８、Ｓ６１１及びＳ６１２を終了すると、Ｓ６０２に戻り、文
書中に空きブロックが存在する限り同様の処理を繰り返す。
【０１２２】
　そして、Ｓ６０３で、全ての空きブロックに対してこれらの処理がなされていると文書
管理装置１０２のＣＰＵ１０００が判断した場合は、Ｓ６１３２へ進み、本処理を終了す
る。
【０１２３】
［処理（４）］
　図７は、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図３に示した処理（４）の詳細手順である。なお、Ｓ７０２～Ｓ
７０５は各ステップを示し、各ステップは、後述する本例は、文書管理装置１０２のＣＰ
Ｕ１０００がＲＯＭ、ハードディスク等からＲＡＭにロードする管理処理モジュールを実
行することで実現される。
【０１２４】
　処理（４）が開始されると、Ｓ７０２で、文書管理装置１０２は処理（１）～処理（３
）で説明した処理を行った後の文書を生成し、ユーザが操作するクライアントＰＣ１０３
の表示装置に表示する。本実施形態では、修正した文書を提供する側のユーザが操作する
クライアントＰＣ１０３が備えるブラウザを介して、クライアントＰＣ１０３に接続され
ている表示装置に表示される。
【０１２５】
　この時、処理（１）～処理（３）で説明した処理結果に対してユーザが編集可能な形式
で文書のプレビューをクライアントＰＣ１０３の表示装置に表示する。ユーザは、クライ
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アントＰＣ１０３の表示装置にプレビュー表示されている文書で了解できる場合、入力デ
バイスを操作して了解入力を行い、それが文書管理装置１０２に通知される。
【０１２６】
そこで、Ｓ７０３で、文書管理装置１０２のＣＰＵ１０００がクライアントＰＣ１０３よ
り了解入力がなさたことを確認したら、Ｓ７０５で、表示している文書のレイアウトを確
定して、本処理を終了する。
【０１２７】
　なお、ユーザが了解入力を行っていない間は、後で説明するユーザが編集可能なプレビ
ュー表示を通じてレイアウトを編集することが出来るように構成されている。
【０１２８】
［クライアントのプレビュー表示機能］
　ユーザがクライアントＰＣ１０３から文書管理装置１０２に対して操作を行う場合、ク
ライアントＰＣ１０３が備える表示装置に表示される操作画面１０７でその操作を行う。
【０１２９】
　例えば、文書管理装置１０２に、クライアントＰＣ１０３に対して、上記操作画面１０
７を表示するための特定のアプリケーションがインストールされている場合、クライアン
トＰＣ１０３は独自のクライアントソフトか一般的なＷｅｂクライアントのアプリで表示
が可能である。
【０１３０】
　また、文書管理装置１０２がＷｅｂサーバで構成される場合、クライアントＰＣ１０３
は、Ｗｅｂクライアントとして機能する。
【０１３１】
　また、クライアントＰＣ１０３のＯＳが持つファイルアクセス機能（Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）におけるエクスプローラやＭａｃ（登録商標）におけるファインダなど）から
文書管理装置１０２にアクセスする場合もある。
【０１３２】
　このように、その操作の実現方法は様々な方法が考えられるが、いずれの構成を採用し
ても、クライアントＰＣ１０３の操作画面１０７上で対象文書に対する操作を行うことが
出来る。
【０１３３】
　以下、図７に示したＳ７０２における文書のプレビューについて、図８を参照して説明
する。
【０１３４】
　図８は、図１に示したクライアントＰＣ１０３の表示装置に表示されるユーザインタフ
ェースの一例を示す図である。本例は、Ｓ７０２でクライアントＰＣ１０３の表示装置に
表示される文書確認画面の例を示す。なお、クライアントＰＣ１０３のアプリケーション
ソフトが、独自のクライアントソフトならば、プレビュー機能を実現するように実装され
ている場合がある。また、一般的なソフトならば、そのプレビュー機能を実現するプラグ
インなどを組み込んでいる場合もある。そこで、これらのソフトウエアを用いて、図８に
示すように調整の前後の文書情報のレイアウト状態を確認できる画面を表示することが可
能となる。
【０１３５】
　本実施形態では、文書確認画面を図８に示すように、独自のクライアントソフトを用い
てオリジナル文書とプレビュー画面を表示する例を示すが、上記いずれかの機能が盛り込
まれていれば、実現方法はこの限りではない。
【０１３６】
　［クライアントの文書確認画面］
　図７に示すＳ７０２を実行すると、クライアントＰＣ１０３に対して、図８に一例を示
す、ユーザが編集可能な形式で文書のプレビューを表示する文書確認画面８０１が表示装
置に表示される。
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【０１３７】
　この画面にはオリジナル文書８０３を表示するオリジナル文書表示枠８０２と、図３に
示した処理（１）～（４）までが行われた処理後文書８０５を表示するプレビュー表示枠
８０４とがある。本実施形態では、比較しやすいように、例えば左右に並べて表示される
。
【０１３８】
　なお、横長の文書や横方向にスクロールするような文章の場合は、上下に並べて表示さ
れる。さらに、表示変更ツールボタン８１２によって、ユーザがこのような表示の切換え
を行うように構成することも可能である。
【０１３９】
　さらに、図８の例では、図３に示した処理（１）～（４）を文書管理装置１０２が実行
することによって、処理後文書８０５のオブジェクトである、オブジェクト８０８、８１
０がオリジナル文書から変更されている。
【０１４０】
　本実施形態では、ユーザに対してこの変更が行われた箇所が分かりやすいように、例え
ば点線の太枠８０７と、太枠８０９とによってオブジェクトが目立つように表示される。
なお、この表示の方法は一例であり、背景の色を変えたり目立つ記号を付加したりするこ
とも可能である。
【０１４１】
　ユーザがプレビュー表示枠８０４に示されている文書のレイアウトを変更したい場合は
、この画面内で編集も可能である。
【０１４２】
　例えば、手のひらツールボタン８１３によって、オブジェクトの位置をドラッグ＆ドロ
ップによって自由に移動させることが可能である。
【０１４３】
　同様に、手のひらツールボタン８１３によって、オブジェクトのサイズを拡大縮小する
ことも可能である。
【０１４４】
　また、図３に示した処理（２）～（３）によって移動したオブジェクトが不適切な場合
は、移動履歴を表示するためのツールボタン８１４によって、移動する前のオブジェクト
の存在位置を表示することが可能である。
【０１４５】
　さらに、ユーザが移動する前の存在位置が適切と判断したら、このツールボタン８１４
を用いて移動する前の存在位置に戻すことが可能である。更にユーザの判断でオブジェク
トを戻したら、ユーザの指示により、再度処理（２）を行い空きブロックに入れるのにふ
さわしい候補オブジェクトを検索することが可能である。
【０１４６】
　このように、クライアントＰＣ１０３を操作するユーザは、表示装置に表示されるプレ
ビュー表示枠８０４に示される処理後文書８０５に了解できれば、ＯＫボタン８１１を押
下する。
【０１４７】
　その後、文書管理装置１０２では、Ｓ７０４においてＹｅｓと判断され、当該表示され
ている処理後文書を確定する。
【０１４８】
　なお、上記の例では、クライアントＰＣ１０３のユーザがプレビュー表示時の編集作業
をプレビュー表示枠８０４で行う方法を説明した。
【０１４９】
　しかし、プレビューと編集を明示的に切替える場合は、編集タブ８０６を選択した場合
のみ編集可能とする方法もある。
【０１５０】
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　この場合、編集タブの背景色をプレビュー時の背景色とは異なるようにするとか、プレ
ビュー表示枠内では手のひらツールボタン８１３を使えないようにすることにより、ユー
ザにどちらの場合であるかを示すことができる。
【０１５１】
〔第２実施形態〕
　上記実施形態では、図５に示すＳ５０３において、文書管理装置１０２が行う検索処理
について、同一文書中を検索対象としている場合について説明した。しかしながら、デー
タベース１０６に保存されている同一文書外を検索対象としてもよい。以下、その本実施
形態について説明する。
【０１５２】
［検索処理対象の拡大］
　例えば、文書管理装置１０２が管理している文書の中から類似の文書があれば、それも
検索対象とする。そして、タイトルの相関度が高い文書やキーワードの頻出度が高い文書
、要約属性が同じ方向のベクトルである文書などによって、文書管理装置が類似の文書と
判断する。
【０１５３】
　また、文書ではなく、キーワードや要約などによってタグ付けされているオブジェクト
を多数管理しているデータベース１０６を検索対象としてもよい。
【０１５４】
　文書管理装置１０２は、図５に示したＳ５１１の判定で「無い」場合に、Ｓ５１２で空
きブロックのままにする処理を行う前に、ユーザに対して同一文書外を検索対象とするか
どうかの入力を求める処理を行い、ユーザからすると入力があれば行う。
【０１５５】
　このように検索対象を同一文書外に広げると、空きブロックの周辺のオブジェクトの意
味に適合したオブジェクトが見つかる可能性が高くなるという効果がある。
【０１５６】
　一般的に、オブジェクトは色々な文書で何度も使い回しされることもある。その様な場
合、再利用の履歴や最初に使われた文書の名前・ＩＤや文書の種類などをオブジェクトの
属性に記録しておく。そして、オリジナル文書から削除されたオブジェクトがこのような
属性を持つ場合、検索対象をその文書にまで自動的に広げる。
【０１５７】
　また、文書管理装置１０２は、図５に示すＳ５１１で、無いと判断した場合、Ｓ５１２
で空きブロックのままにする処理を行う前に、オリジナル文書から削除したオブジェクト
の上記属性を調べ、属性にある文書を検索対象とする処理を行う。
【０１５８】
　このように、検索対象の拡大を削除されたオブジェクトが使われていた文書に限定する
と、そのオブジェクトに意味的に類似するオブジェクトが存在する可能性が高まり、効率
的にオブジェクトを見つけることができる。
【０１５９】
〔第３実施形態〕
［分析処理の別の方法］
　上記実施形態では、文書管理装置１０２が実行する（図３に示した処理（２）における
Ｓ５０２の分析処理について、上記の説明では属性を用いて行う場合について説明した。
【０１６０】
　しかし、文書テンプレートを用いて分析処理および検索処理を行ってもよい。
【０１６１】
　この場合、例えば、文書管理装置あるいは別の装置が管理している複数の文書テンプレ
ートの中から、Ｓ５０２で、分析処理において処理対象である文書にもっとも類似するテ
ンプレートを決定する。
【０１６２】
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　この分析では例えば、起承転結といった文書構造のパターンの分析や、機能仕様書や新
商品企画書とった目的別分類などの分類方法を用いてテンプレートを決定する。
【０１６３】
　次に、文書管理装置１０２において上記分析処理において決定したテンプレートを基準
に、同じテンプレートを適応可能な文書を多数蓄積し、それらを分析しテンプレート毎の
文書内容の傾向をつかむことが可能である。
【０１６４】
　文書管理装置１０２はこのようにして、処理対象の文書の傾向を推定する。その上で、
処理対象の文書の空きブロックにどのようなオブジェクトが入る傾向があるのかを推定す
る。
【０１６５】
　以上のようにして、文書管理装置１０２は、Ｓ５０２で分析処理を行い、空きブロック
に入るべきオブジェクトの条件を定める。
【０１６６】
　このように分析処理でテンプレートを用いた方法で行うと、他の多数のユーザや過去の
蓄積から得られる集合値に照らし合わせることが出来る。これにより、空きブロックに入
れるべきオブジェクトの分析においてよりふさわしい検索条件を定めることが出来る。
【０１６７】
　上記各実施形態によれば、文書を配布したり、公開したりする相手のユーザ属性によっ
て、オリジナル文書上で見せたくないオブジェクトを削除することができる。さらに、オ
ブジェクトの削除後に、当該文書情報に含まれている周辺のオブジェクトから導かれる最
適オブジェクトを削除した空きブロックへ他の場所から移動してきて、意味のつながった
文書を作成することが出来る。
【０１６８】
〔第４実施形態〕
　上記実施形態では、オブジェクトを削除してできた空きブロックに、意味属性を判断し
て検索された他のオブジェクトを配置する場合について説明した。
【０１６９】
　しかしながら、削除処理で隣接して複数の空きブロックが作成された場合には、その複
数の空きブロックを合体して、大きな空きブロックに統合する処理を行ってもよい。
【０１７０】
　そして、その後、作成されたブロックに隣接するオブジェクトの属性を解析して、意味
のグループ化する処理を行い。意味のまとまったグループを複数作成した後、グループ数
に応じて、作成された大きな空きブロックを分割し、分割された空きブロックに対して、
各グループとして意味が通じるオブジェクトを検索して配置するように構成してもよい。
【０１７１】
この際、検索する文書情報は、同一文書内に限らず、オブジェクトを多数蓄積しているデ
ータベースから検索してもよい。
【０１７２】
　さらに、上述したテンプレートを用いて、分割された空きブロックに対するオブジェク
ト候補を検索して、空きブロックにオブジェクトを埋める構成としてもよい。
【０１７３】
〔第５実施形態〕
　上記実施形態では、クライアントＰＣ１０３で、検索しているユーザの確認処理を反映
して、表示すべき文書情報を決定する場合について説明した。これに対して、ＤＬＥ（Dy
namic Layout Engine）を用いて自動的に空きブロックを埋める処理を実行する構成とし
てもよい。
【０１７４】
〔第６実施形態〕
　以下、図９に示すメモリマップを参照して本発明に係る文書管理装置で読み取り可能な
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データ処理プログラムの構成について説明する。
【０１７５】
　図９は、本発明に係る文書管理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０１７６】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０１７７】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
。
【０１７８】
　本実施形態における図３～図７に示す機能が外部からインストールされるプログラムに
よって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、ＣＤ－Ｒ
ＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部
の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用
されるものである。
【０１７９】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは
装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０１８０】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０１８１】
　従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
【０１８２】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０１８３】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０１８４】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、該ホームページから本発明のコン
ピュータプログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本
発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのフ
ァイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つま
り、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユー
ザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれ
るものである。



(20) JP 2010-26766 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【０１８５】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【０１８６】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけではない。例えばそのプログラムコードの指示に基づき、
コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部
または全部を行う。そして、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合
も含まれることは言うまでもない。
【０１８７】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込ませ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した
実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１８８】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
【０１８９】
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【０１９０】
　上記各実施形態によれば、ユーザの属性に従い、文書情報の中から削除されてしまうオ
ブジェクトに代えて、文書の流れに沿ったオブジェクトが挿入された自然な文書情報を作
成して、他のユーザに提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１Ａ】本実施形態を示す情報処理装置を含むネットワークシステムの構成例を示す図
である。
【図１Ｂ】本実施形態を示す情報処理装置のハードウェア構成を説明するブロック図であ
る。
【図２】本実施形態を示す情報処理装置における文書編集処理状態を説明する図である。
【図３】本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図４】本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図５】本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図６】本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図７】本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図８】図１に示したクライアントＰＣ１０３の表示装置に表示されるユーザインタフェ
ースの一例を示す図である。
【図９】本発明に係る文書管理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納す
る記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
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【符号の説明】
【０１９２】
１０１　認証サーバ
１０２　文書管理装置
１０３　クライアントＰＣ
１０４　プリンタ
１０５　ネットワーク
１０６　データベース
１０７　編集画面

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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