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(57)【要約】
【課題】管理対象情報を格納する格納先の探し出し作業
を支援する、情報処理装置、情報処理システム、及びプ
ログラムを提供する。
【解決手段】記憶部２６は、指示に応じて管理対象情報
２２が格納された格納先２４に対して、指示が行われた
場所を示す領域情報を対応付けて記憶している。受付部
１８は、場所を特定する場所特定情報を受け付ける。提
示部２０は、受付部１８で受け付けられた場所特定情報
により特定される場所を示す領域情報が対応付けられた
格納先を提示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理対象情報を格納する指示が行われた場合に、前記管理対象情報を格納すると共に、
該指示が行われた場所を含む所定範囲の領域を示す領域情報と前記管理対象情報が格納さ
れた格納先を示す格納先情報とを対応付けて記憶領域に記憶するように制御する制御手段
と、
　特定した場所を示す場所特定情報を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶
されている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納
先情報を提示する提示手段と、
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記受付手段は、前記格納する指示、前記領域情報、及び前記管理対象情報を更に受け
付け、
　前記制御手段は、前記受付手段の受付結果に基づいて制御する請求項１に記載の情報処
理装置。
【請求項３】
　前記受付手段は、前記格納する指示が行われた場所における携帯端末装置から送信され
た前記場所特定情報を受信することにより該場所特定情報を受け付ける請求項１又は請求
項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記格納する指示が行われた場合に、該指示が行われた場所を含む所
定範囲の領域を示す前記領域情報を、該指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納
先を示す前記格納先情報に更に対応付けて前記記憶領域に記憶するように更に制御する請
求項１～請求項３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記格納する指示が行われた場合に、該指示が行われた場所を含む所
定範囲の領域を示す前記領域情報を、該指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納
先を示す前記格納先情報に現時点で対応付けられている前記領域情報と置き換えて前記記
憶領域に記憶するように更に制御する請求項１～請求項３の何れか１項に記載の情報処理
装置。
【請求項６】
　前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先情報
に対して、該指示を行った人物が対応付けられており、
　前記受付手段は、前記人物を特定する人物特定情報を更に受け付け、
　前記提示手段は、前記受付手段で受け付けられた前記人物特定情報により特定される人
物が対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候補として、前記受付手段で受け付けら
れた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記場所
特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示する請求項１～
請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先情報
に対して、該指示を行った人物に付与された属性が対応付けられており、
　前記受付手段は、記属性を特定する属性特定情報を更に受け付け、
　前記提示手段は、前記受付手段で受け付けられた前記属性特定情報により特定される属
性が対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候補として、前記受付手段で受け付けら
れた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記場所
特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示する請求項１～
請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
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　前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先情報
に対して、該指示を行った時期が対応付けられており、
　前記受付手段は、前記管理対象情報が前記格納先に格納された期間を特定する期間特定
情報を更に受け付け、
　前記提示手段は、前記受付手段で受け付けられた前記期間特定情報により特定される期
間に含まれる時期が対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候補として、前記受付手
段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場
合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示
する請求項１～請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先情報
に対して、該指示を行った人物、該指示を行った人物に付与された属性及び該指示を行っ
た時期が対応付けられており、
　前記受付手段は、前記人物を特定する人物特定情報、前記属性を特定する属性特定情報
、及び前記管理対象情報が前記格納先に格納された期間を特定する期間特定情報を更に受
け付け、
　前記提示手段は、前記受付手段で受け付けられた前記人物特定情報により特定される人
物、前記受付手段で受け付けられた前記属性特定情報により特定される属性、及び前記受
付手段で受け付けられた前記期間特定情報により特定される期間の少なくとも１つが対応
付けられた前記格納先情報を提示対象の候補として、前記受付手段で受け付けられた場所
特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記場所特定情報
に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示する請求項１～請求項４
の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　管理対象情報を格納する指示が行われた場合に、前記管理対象情報を格納すると共に、
該指示が行われた場所を含む所定範囲の領域を示す領域情報と前記管理対象情報が格納さ
れた格納先を示す格納先情報とを対応付けて記憶領域に記憶するように制御する制御手段
を含む情報処理装置を制御するコンピュータを、
　特定した場所を示す場所特定情報を受け付ける受付手段、
　及び、前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域
に記憶されている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前
記格納先情報を提示する提示手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　請求項１～請求項９の何れか１項に記載の情報処理装置に含まれる制御手段、受付手段
及び提示手段として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、文書データとは別に管理されているスケジュール情報を文書管理装置
に取り込むスケジュール情報取得手段と、スケジュール情報取得手段により取り込まれた
複数のスケジュール情報を文書管理装置内又はネットワークを介して端末装置内の表示装
置に表示させる表示出力手段と、表示出力手段により表示された複数のスケジュール情報
中から選択されたスケジュール情報に関連付けて文書データを登録する文書登録手段と、
を備えた文書管理システムが開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、保存されているデータファイルを読み込み、そのデータファイルに対



(4) JP 2013-196147 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

する編集を加えた後に再度元の保存場所又は新たに指定された保存場所にその編集された
データファイルを保存するファイル保存管理装置であって、データファイルに対し、保存
すべき保存場所を特定するための保存領域情報を付加して記憶する保存領域情報付加手段
と、データファイルの保存が指示された際に、データファイルに対して保存領域情報が付
加されているどうかを判別する判別手段と、判別手段によりデータファイルに対して保存
領域情報が付加されていると判別された場合には、元の保存場所または新たに指定された
保存場所の他にその付加されている保存領域情報に基づく保存場所にデータファイルを保
存するデータ保存手段と、を備えたファイル保存管理装置が開示されている。
【０００４】
　特許文献３には、複数の電子文書を記憶する電子文書記憶手段と、電子文書の属性情報
に応じて指定される数値を、座標値として電子文書に割り当てる座標値指定手段と、複数
の電子文書の各々を各座標値に基づきシンボルで表示する表示手段と、各座標値に基づき
表示されたシンボルの選択または表示手段における画面上の領域の指定を受けて、１組の
電子文書を指定する電子文書指定手段と、指定された１組の電子文書の属性情報から１組
の電子文書を特徴付ける情報を抽出する文書特徴抽出手段と、抽出された情報を基に、電
子文書記憶手段に記憶されている複数の電子文書を検索する電子文書検索手段と、を含む
文書管理システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２３１５８６号公報
【特許文献２】特開２００１－１９５２９０号公報
【特許文献３】特開２００９－１９３２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、管理対象情報を格納する格納先の探し出し作業を支援する、情報処理
装置及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の情報処理装置を、管理対象情報を格納す
る指示が行われた場合に、前記管理対象情報を格納すると共に、該指示が行われた場所を
含む所定範囲の領域を示す領域情報と前記管理対象情報が格納された格納先を示す格納先
情報とを対応付けて記憶領域に記憶するように制御する制御手段と、特定した場所を示す
場所特定情報を受け付ける受付手段と、前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相
当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記場所特定情報に相当する前
記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示する提示手段と、を含んで構成した。
【０００８】
　請求項１に記載の情報処理装置を、請求項２に記載の発明のように、前記受付手段が、
前記格納する指示、前記領域情報、及び前記管理対象情報を更に受け付け、前記制御手段
が、前記受付手段の受付結果に基づいて制御するものとした。
【０００９】
　請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置を、請求項３に記載の発明にように、前記
受付手段が、前記格納する指示が行われた場所における携帯端末装置から送信された前記
場所特定情報を受信することにより該場所特定情報を受け付けるものとした。
【００１０】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項４に記載の発明のよ
うに、前記制御手段が、前記格納する指示が行われた場合に、該指示が行われた場所を含
む所定範囲の領域を示す前記領域情報を、該指示に応じて前記管理対象情報が格納された
格納先を示す前記格納先情報に更に対応付けて前記記憶領域に記憶するように更に制御す
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るものとした。
【００１１】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項５に記載の発明のよ
うに、前記制御手段が、前記格納する指示が行われた場合に、該指示が行われた場所を含
む所定範囲の領域を示す前記領域情報を、該指示に応じて前記管理対象情報が格納された
格納先を示す前記格納先情報に現時点で対応付けられている前記領域情報と置き換えて前
記記憶領域に記憶するように更に制御するものとした。
【００１２】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項６に記載の発明のよ
うに、前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先
情報に対して、該指示を行った人物が対応付けられており、前記受付手段が、前記人物を
特定する人物特定情報を更に受け付け、前記提示手段が、前記受付手段で受け付けられた
前記人物特定情報により特定される人物が対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候
補として、前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領
域に記憶されている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた
前記格納先情報を提示するものとした。
【００１３】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項７に記載の発明のよ
うに、前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先
情報に対して、該指示を行った人物に付与された属性が対応付けられており、前記受付手
段が、記属性を特定する属性特定情報を更に受け付け、前記提示手段が、前記受付手段で
受け付けられた前記属性特定情報により特定される属性が対応付けられた前記格納先情報
を提示対象の候補として、前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情
報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に
対応付けられた前記格納先情報を提示するものとした。
【００１４】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項８に記載の発明のよ
うに、前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先
情報に対して、該指示を行った時期が対応付けられており、前記受付手段が、前記管理対
象情報が前記格納先に格納された期間を特定する期間特定情報を更に受け付け、前記提示
手段が、前記受付手段で受け付けられた前記期間特定情報により特定される期間に含まれ
る時期が対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候補として、前記受付手段で受け付
けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶されている場合に、前記
場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先情報を提示するものと
した。
【００１５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の情報処理装置を、請求項９に記載の発明のよ
うに、前記格納する指示に応じて前記管理対象情報が格納された格納先を示す前記格納先
情報に対して、該指示を行った人物、該指示を行った人物に付与された属性及び該指示を
行った時期が対応付けられており、前記受付手段が、前記人物を特定する人物特定情報、
前記属性を特定する属性特定情報、及び前記管理対象情報が前記格納先に格納された期間
を特定する期間特定情報を更に受け付け、前記提示手段が、前記受付手段で受け付けられ
た前記人物特定情報により特定される人物、前記受付手段で受け付けられた前記属性特定
情報により特定される属性、及び前記受付手段で受け付けられた前記期間特定情報により
特定される期間の少なくとも１つが対応付けられた前記格納先情報を提示対象の候補とし
て、前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記
憶されている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格
納先情報を提示するものとした。
【００１６】
　上記目的を達成するために、請求項１０に記載のプログラムを、管理対象情報を格納す
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る指示が行われた場合に、前記管理対象情報を格納すると共に、該指示が行われた場所を
含む所定範囲の領域を示す領域情報と前記管理対象情報が格納された格納先を示す格納先
情報とを対応付けて記憶領域に記憶するように制御する制御手段を含む情報処理装置を制
御するコンピュータを、特定した場所を示す場所特定情報を受け付ける受付手段、及び、
前記受付手段で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が前記記憶領域に記憶さ
れている場合に、前記場所特定情報に相当する前記領域情報に対応付けられた前記格納先
情報を提示する提示手段として機能させるためのものとした。
【００１７】
　上記目的を達成するために、請求項１１に記載のプログラムを、請求項１～請求項９の
何れか１項に記載の情報処理装置に含まれる制御手段、受付手段及び提示手段としてコン
ピュータを機能させるためのものとした。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１、請求項１０及び請求項１１に係る発明によれば、受付手段で受け付けられた
場所特定情報に相当する領域情報が記憶領域に記憶されている場合に、場所特定情報に相
当する領域情報に対応付けられた格納先情報を提示する構成を有しない場合に比べ、管理
対象情報を格納する格納先の探し出し作業が支援される、という効果が得られる。
【００１９】
　請求項２に係る発明によれば、受付手段が、管理対象情報を格納する指示、領域情報、
及び管理対象情報を更に受け付け、制御手段が、受付手段の受付結果に基づいて制御する
構成を有しない場合に比べ、管理対象情報を格納する格納先の探し出し作業が簡便に支援
される、という効果が得られる。
【００２０】
　請求項３に係る発明によれば、受付手段が、管理対象情報を格納する指示が行われた場
所における携帯端末装置から送信された場所特定情報を受信することにより場所特定情報
を受け付ける構成を有しない場合に比べ、管理対象情報を格納する指示が行われた場所を
問わずに管理対象情報を格納する格納先の探し出し作業が支援される、という効果が得ら
れる。
【００２１】
　請求項４に係る発明によれば、管理対象情報を格納する指示が行われた場合に、指示が
行われた場所を含む所定範囲の領域を示す領域情報を、指示に応じて管理対象情報が格納
された格納先を示す格納先情報に更に対応付ける構成を有しない場合に比べ、探し出し対
象が拡充される、という効果が得られる。
【００２２】
　請求項５に係る発明によれば、管理対象情報を格納する指示が行われた場合に、指示が
行われた場所を含む所定範囲の領域を示す領域情報を、指示に応じて管理対象情報が格納
された格納先を示す格納先情報に現時点で対応付けられている領域情報と置き換える構成
を有しない場合に比べ、探し出し対象の増加が抑制される、という効果が得られる。
【００２３】
　請求項６に係る発明によれば、受付手段で受け付けられた人物特定情報により特定され
る人物が対応付けられた格納先情報を提示対象の候補とする構成を有しない場合に比べ、
探し出し作業の支援が促進される、という効果が得られる。
【００２４】
　請求項７に係る発明によれば、受付手段で受け付けられた属性特定情報により特定され
る属性が対応付けられた格納先情報を提示対象の候補とする構成を有しない場合に比べ、
探し出し作業の支援が促進される、という効果が得られる。
【００２５】
　請求項８に係る発明によれば、受付手段で受け付けられた期間特定情報により特定され
る期間に含まれる時期が対応付けられた格納先情報を提示対象の候補とする構成を有しな
い場合に比べ、探し出し作業の支援が促進される、という効果が得られる。
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【００２６】
　請求項９に係る発明によれば、受付手段で受け付けられた人物特定情報により特定され
る人物、受付手段で受け付けられた属性特定情報により特定される属性、及び受付手段で
受け付けられた期間特定情報により特定される期間の少なくとも１つが対応付けられた格
納先情報を提示対象の候補とする構成を有しない場合に比べ、探し出し作業の支援が促進
される、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態に係る情報処理システムの要部機能の一例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る情報処理システムに含まれるサーバ装置の電気系の要部構成の一
例を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係る情報処理システムに含まれる通信装置の電気系の要部構成の一例
を示すブロック図である。
【図４】実施形態に係るサーバ装置に含まれる属性ＤＢの構成の一例を示す模式図である
。
【図５】実施形態に係るサーバ装置に含まれるユーザＤＢの構成の一例を示す模式図であ
る。
【図６】実施形態に係るサーバ装置に含まれる場所ＤＢの構成の一例を示す模式図である
。
【図７】実施形態に係る対応付け処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図８】実施形態に係る検索要求処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図９】実施形態に係る通信装置の表示部に表示された検索対象指定画面の一例を示す図
である。
【図１０】実施形態に係る通信装置の表示部に表示された並び順指定画面の一例を示す図
である。
【図１１】実施形態に係る提示処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【図１２】図１１に示すフローチャートの続きである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して開示の技術の実施形態の一例を詳細に説明する。なお、以下の説
明では、情報処理システムの一例として、ＧＰＳ（global positioning system）機能付
きのタブレット型の携帯端末装置とサーバ装置とを含んで構成された情報処理システムを
挙げて説明する。ここで言う「サーバ装置」の一例としては、携帯端末装置からの要求に
応じたサービスを提供するサーバ装置が挙げられる。なお、携帯端末装置はタブレット型
に限定されるものではなく、例えば多機能型の携帯電話機（いわゆるスマートフォン）や
携帯型のパーソナルコンピュータなどであってもよい。
【００２９】
　図１には、本実施形態に係る情報処理システム１０の要部機能の一例が示されている。
本実施形態に係る情報処理システム１０の要部機能の一例が示されている。情報処理シス
テム１０は、携帯端末装置１２及び情報処理装置の一例であるサーバ装置１４を含んで構
成されている。サーバ装置１４は、制御部１６、受付部１８及び提示部２０を備えている
。
【００３０】
　制御部１６は、管理対象情報２２を格納する指示が行われた場合に、管理対象情報２２
を格納先２４に格納するように制御する。管理対象情報２２とは、例えばサーバ装置１４
で管理される対象となる情報のことであり、サーバ装置１４の記憶領域に記憶されている
情報であれば如何なる情報であってもよい。格納先２４とは、例えばデータを格納するフ
ォルダを指すが、これに限らずディレクトリであってもよく、データを分類又は保管する
ために用いられる記憶領域であればよい。
【００３１】
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　また、制御部１６は、管理対象情報２２を格納する指示が行われた場所を含む所定範囲
の領域を示す領域情報と管理対象情報２２が格納された格納先２４を示す格納先情報とを
対応付けて記憶部２６のユーザＤＢ（データベース）２８及び属性ＤＢ３０に記憶される
ように制御する。なお、本実施形態では、「管理対象情報２２を格納する指示が行われた
場所を含む所定範囲」の一例として、予め定められた領域を示す地図をメッシュ状に区分
して得られた区分領域の範囲が挙げられる。また、詳しくは後述するが、ユーザＤＢ２８
とは、ユーザ単位で格納先情報を管理するＤＢのことである。また、属性ＤＢ３０とは、
格納先２４に係る属性と格納先情報とが対応付けられたＤＢのことである。また、記憶部
２６には、領域情報とＧＰＳ情報に相当する情報である緯度経度情報とが対応付けられた
場所ＤＢ３２が記憶されている。ここで言う「ＧＰＳ情報に相当する情報」とは、例えば
緯度、経度及び高度などを示す情報のことである。
【００３２】
　受付部１８は、特定した場所を示す場所特定情報を受け付ける。ここで言う「特定した
場所」とは、例えば、携帯端末装置１２の現在存する場所であって、携帯端末装置１２に
おいてＧＰＳ機能を働かせることで特定した場所を指す。また、本実施形態では、管理対
象情報２２を格納する指示が行われた場所における携帯端末装置１２から送信された場所
特定情報を受信することにより場所特定情報を受け付ける構成を採用している。また、受
付部１８は、管理対象情報２２を格納する指示、領域情報、及び管理対象情報２２を更に
受け付け、制御部１６は、受付部１８の受付結果に基づいて制御する。すなわち、制御部
１６は、受付部１８で受け付けられた管理対象情報２２を格納先２４に格納する。また、
制御部１６は、受付部１８で受け付けられた領域情報と受付部１８で受け付けられた管理
対象情報２２が格納された格納先２４を示す格納先情報とを対応付けて記憶部２６に記憶
するように制御する。
【００３３】
　なお、本実施形態では、上記の「場所特定情報」の一例としてＧＰＳ情報を採用してい
る。ＧＰＳ情報とは、複数のＧＰＳ衛星からの電波を受信することで、数cmから数十mの
誤差で割り出される現在位置を特定する緯度・経度・高度などを示す情報である。なお、
以下では、錯綜を回避するために、場所特定情報としてＧＰＳ情報を例に挙げて説明する
。
【００３４】
　提示部２０は、受付部１８で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報が記憶部
２６に記憶されている場合に、場所特定情報に相当する領域情報に対応付けられた格納先
情報を提示する。例えば、領域ＤＢ３２には領域情報と緯度経度情報とが対応付けられて
いるので、提示部２０は、受付部１８で受け付けられたＧＰＳ情報に相当する緯度経度情
報に対応付けられている領域情報を取得する。そして、取得した領域情報に対応付けられ
ている格納先情報を記憶部２６から検索し、検索結果を携帯端末装置１２に送信すること
で格納先情報を提示する。例えば、提示部２０は、携帯端末装置１２を介してユーザに対
して格納先情報を提示する。つまり、携帯端末装置１２は、サーバ装置１４から送信され
た格納先情報を受信し、受信した格納先情報により示される格納先を表示デバイス（例え
ばディスプレイ）に表示することでユーザに対して格納先情報を提示する。
【００３５】
　また、受付部１８は、管理対象情報２２を格納する指示を行った人物を特定する人物特
定情報を更に受け付ける。本実施形態では、例えば携帯端末装置１２から送信された人物
特定情報を受信することにより受け付ける。つまり、ユーザが携帯端末装置１２を介して
サーバ装置１４に対して、管理対象情報２２を格納先２４に格納する指示を行う場合、携
帯端末装置１２は、管理対象情報２２を格納先２４に格納する指示を行った人物を特定す
る人物特定情報を送信する。ここで言う「人物特定情報」の一例としては、例えば携帯端
末装置１２にログインする際に用いるログイン情報（いわゆるログイン名やＩＤと言われ
るもの）が挙げられる。また、携帯端末装置１２に予め記憶させておいた個人を特定する
情報であってもよい。



(9) JP 2013-196147 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

【００３６】
　本実施形態では、携帯端末装置１２とサーバ装置１４は例えば無線通信により情報の授
受を行う。従って、本実施形態に係る受付部１８は、携帯端末装置１２から送信された人
物特定情報を受信することにより人物特定情報を受け付ける。このように受付部１８によ
って人物特定情報が受け付けられることで、提示部２０は、受け付けられた人物特定情報
を用いて、提示対象となる格納先情報の絞り込みを行う。つまり、提示部２０は、受付部
１８で受け付けられた人物特定情報により特定される人物が対応付けられた格納先情報を
ユーザＤＢ２８から検索する。そして、検索されて得られた格納先情報から、受付部１８
で受け付けられた場所特定情報に相当する領域情報に対応付けられた格納先情報を取得し
、取得した格納先情報をユーザに対して提示する。
【００３７】
　また、受付部１８は、管理対象情報２２を格納する指示を行った人物に付与された属性
を特定する属性特定情報を更に受け付ける。本実施形態では、例えば携帯端末装置１２か
ら送信された属性特定情報を受信することにより受け付ける。つまり、携帯端末装置１２
を介してサーバ装置１４に対して、管理対象情報２２を格納先２４に格納する指示が行わ
れた場合、携帯端末装置１２は、その指示を行った人物に付与された属性を特定する属性
特定情報を送信する。受付部１８は、携帯端末装置１２から送信された属性特定情報を受
信することにより属性特定情報を受け付ける。このように受付部１８によって属性特定情
報が受け付けられることで、提示部２０は、受け付けられた属性特定情報を用いて、提示
対象となる格納先情報の絞り込みを行う。つまり、提示部２０は、受付部１８で受け付け
られた属性特定情報により特定される属性が対応付けられた格納先情報をユーザＤＢ２８
から検索する。そして、検索されて得られた格納先情報から、受付部１８で受け付けられ
た場所特定情報に相当する領域情報が対応付けられた格納先情報を取得し、取得した格納
先２４をユーザに対して提示する。
【００３８】
　また、受付部１８は、管理対象情報２２が格納先２４に格納された期間を特定する期間
特定情報を更に受け付ける。本実施形態では、例えば携帯端末装置１２から送信された期
間特定情報を受信することにより受け付ける。つまり、携帯端末装置１２を介してサーバ
装置１４に対して、管理対象情報２２を格納先２４に格納する指示が行われるにあたって
、携帯端末装置１２は、期間特定情報を送信する。受付部１８は、携帯端末装置１２から
送信された期間特定情報を受信することにより期間特定情報を受け付ける。このように受
付部１８によって期間特定情報が受け付けられることで、提示部２０は、受け付けられた
期間特定情報を用いて、提示対象となる格納先情報の絞り込みを行う。つまり、提示部２
０は、受付部１８で受け付けられた期間特定情報により特定される期間に管理対象情報２
２が格納された格納先２４を示す格納先情報を属性ＤＢ３０から検索する。そして、検索
されて得られた格納先情報から、受付部１８で受け付けられた場所特定情報に相当する領
域情報に対応付けられた格納先情報を取得し、取得した格納先情報をユーザに対して提示
する。
【００３９】
　また、制御部１６は、管理対象情報２２を格納する指示が行われた場合に、指示が行わ
れた場所を含む所定範囲の領域を示す領域情報を、管理対象情報２２を格納する指示に応
じて管理対象情報２２が格納された格納先２４を示す格納先情報に更に対応付けて記憶部
２６に記憶するように制御する。なお、開示の技術はこれに限定されるものではなく、例
えば、管理対象情報２２を格納する指示が行われた場合に、指示が行われた場所を含む所
定範囲の領域を示す領域情報を、管理対象情報２２を格納する指示に応じて管理対象情報
２２が格納された格納先２４を示す格納先情報に現時点で対応付けられている領域情報と
置き換えて記憶部２６に記憶する（上書きする）ように制御してもよい。
【００４０】
　制御部１６、受付部１８及び提示部２０は、例えばサーバ装置１４に内蔵された図２に
示すコンピュータ５０及びその他の入出力デバイスによって実現される。図２には、サー
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バ装置１４の電気系の要部構成の一例が示されている。図２に示すように、コンピュータ
５０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５２、メモリ５４及び不揮発性の記憶部５
６を備え、これらはアドレスバスやシステムバス等を含んで構成されたバス５８を介して
互いに接続されている。なお、記憶部５６は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）やフラッシュ
メモリなどによって実現できる。記憶媒体としての記憶部５６には、提示処理プログラム
６０、対応付け処理プログラム６２、格納先２４の一例であるフォルダ６４、ユーザＤＢ
２８、属性ＤＢ３０及び領域ＤＢ３２が記憶されている。ＣＰＵ５２は、記憶部５６から
提示処理プログラム６０を読み出してメモリ５４に展開し、提示処理プログラム６０が有
するプロセスを順次実行する。提示処理プログラム６０は、受付プロセス６６及び提示プ
ロセス６８を有する。ＣＰＵ５２は、受付プロセス６６を実行することで、図１に示す受
付部１８として動作する。ＣＰＵ５２は、提示プロセス６８を実行することで、図１に示
す提示部２０として動作する。
【００４１】
　また、ＣＰＵ５２は、記憶部５６から対応付け処理プログラム６２を読み出してメモリ
５４に展開し、対応付け処理プログラム６２が有するプロセスを順次実行する。対応付け
処理プログラム６２は、制御プロセス７０を有する。ＣＰＵ５２は、制御プロセス７０を
実行することで、図１に示す制御部１６として動作する。
【００４２】
　このように制御部１６、受付部１８及び提示部２０がコンピュータ５０で実現される場
合、ユーザＤＢ２８、属性ＤＢ３０、領域ＤＢ３２及びフォルダ６４を記憶する記憶部５
６は図１に示す記憶部２６として用いられる。
【００４３】
　なお、ここでは提示処理プログラム６０及び対応付け処理プログラム６２を記憶部５６
から読み出す場合を例示したが、必ずしも最初から記憶部５６に記憶させておく必要はな
い。例えば、コンピュータ５０に接続されて使用されるフレキシブルディスク、いわゆる
ＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの任意の「可搬
型の記憶媒体」に先ずは各プログラムを記憶させておいてもよい。そして、コンピュータ
３０がこれらの可搬型の記憶媒体から各プログラムを取得して実行するようにしてもよい
。また、インターネットやＬＡＮ（Local Area Network）などを介してコンピュータ５０
に接続される他のコンピュータまたはサーバ装置などに各プログラムを記憶させておき、
コンピュータ５０がこれらから各プログラムを取得して実行するようにしてもよい。
【００４４】
　サーバ装置１４は、コンピュータ５０と各種の入出力デバイスとを電気的に接続してコ
ンピュータ５０と各種の入出力デバイスとの間の各種情報の送受信を司るインプット・ア
ウトプット・インターフェース（Ｉ／Ｏ）８４を備えている。本実施形態では、Ｉ／Ｏ８
４に接続されることにより、バス５８を介してコンピュータ５０と電気的に接続される入
出力デバイスとして、受付部８６、表示部８８、外部Ｉ／Ｆ（インタフェース）９０及び
通信部９２を備えている。
【００４５】
　受付部８６は、サーバ装置１４の利用者による操作入力を受け付ける。受付部８６とし
ては、例えばキーボード、マウス、ディスプレイに重ねて用いられる透過型のタッチパネ
ル、電源投入用の操作ボタン、各種情報の設定用の操作ボタン及びスクロールキーなどの
入力デバイスが挙げられる。
【００４６】
　表示部８８は、各種情報を表示する。表示部８８としては、例えば液晶ディスプレイが
挙げられる。なお、本実施形態では、表示部８８としての液晶ディプレイに対して受付部
８６の一部であるタッチパネルを重ね合わせることによって形成されたタッチパネル・デ
ィスプレイを採用している。
【００４７】
　通信部９２は、例えばインターネットやＬＡＮなどの通信網に接続されており、通信網
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に接続された携帯端末装置１２とコンピュータ５０との各種情報の送受信を司る。なお、
本実施形態において、通信部９２は、通信網に接続された携帯端末装置１２から、管理対
象情報２２を格納する指示を示す格納指示情報、管理対象情報２２を格納するフォルダ６
４を指定するフォルダ指定情報、上記のＧＰＳ情報、人物特定情報、人物特定情報、属性
特定情報及び期間特定情報を受信する。
【００４８】
　図３には、携帯端末装置１２の電気系の要部構成の一例が示されている。図３に示すよ
うに、携帯端末装置１２は、コンピュータ１００を含んで構成されている。コンピュータ
１００は、ＣＰＵ１００Ａ、ＲＯＭ（Read Only Memory）１００Ｂ、ＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）１００Ｃ及び二次記憶部（一例としてフラッシュメモリ)１００Ｄを含んで
構成されている。ＣＰＵ１００Ａは、携帯端末装置１２全体の動作を司る。ＲＯＭ１００
Ｂは、携帯端末装置１２の基本的な作動を制御する制御プログラムや後述する検索要求処
理を実現するためにＣＰＵ１００Ａによって実行される検索要求処理プログラム、各種パ
ラメータ等を予め記憶する記憶手段として機能する。ＲＡＭ１００Ｃは、各種プログラム
の実行時のワークエリア等として用いられるものである。二次記憶部１００Ｄは、装置の
電源スイッチが切られても保持しなければならない各種情報を記憶する不揮発性の記憶手
段として機能する。ＣＰＵ１００Ａ、ＲＯＭ１００Ｂ、ＲＡＭ１００Ｃ及び二次記憶部１
００Ｄは、アドレスバスやシステムバス等を含んで構成されたバス１０２を介して互いに
接続されている。従って、ＣＰＵ１００Ａは、ＲＯＭ１００Ｂ、ＲＡＭ１００Ｃ及び二次
記憶部１００Ｄからの情報の読み出しと、ＲＡＭ１００Ｃ及び二次記憶部１００Ｄへの情
報の書き込みと、を各々行う。
【００４９】
　携帯端末装置１２は、コンピュータ１００と各種の入出力デバイスとを電気的に接続し
てコンピュータ１００と各種の入出力デバイスとの間の各種情報の送受信を司るＩ／Ｏ１
０４を備えている。本実施形態では、Ｉ／Ｏ１０４に接続されることにより、バス１０２
を介してコンピュータ１００と電気的に接続される入出力デバイスとして、受付部１０６
、表示部１０８、外部Ｉ／Ｆ１１０及びＧＰＳ受信部１１２を備えている。
【００５０】
　受付部１０６は、例えば携帯端末装置１２の利用者や携帯端末装置１２の保守・点検を
行う業者による操作入力を受け付ける。受付部１０６としては、例えばディスプレイに重
ねて用いられる透過型のタッチパネル、電源投入用の操作ボタン、各種情報の設定用の操
作ボタン及びスクロールキーなどの入力デバイスが挙げられる。
【００５１】
　表示部１０８は、各種情報を表示する。例えば、人物特定情報、格納指示情報、フォル
ダ指定情報、人物特定情報、属性特定情報及び期間特定情報を受け付ける際に用いられる
画面を表示する。表示部１０８としては、例えば液晶ディスプレイが挙げられる。なお、
本実施形態では、表示部１０８としての液晶ディプレイに対して受付部１０６の一部であ
るタッチパネルを重ね合わせることによって形成されたタッチパネル・ディスプレイを採
用している。
【００５２】
　外部Ｉ／Ｆ１１０は、例えばインターネットやＬＡＮなどの通信網に接続されており、
通信網に接続されたサーバ装置１４とコンピュータ１００との各種情報の送受信を司る。
ＧＰＳ受信部１１２は、複数のＧＰＳ衛星からの電波を受信し、受信結果を示す受信結果
情報をコンピュータ１００に出力する。従って、コンピュータ１００は、ＧＰＳ受信部１
１２から入力された受信結果情報に基づいて予め定められたプログラムを実行することに
より携帯端末装置１２の現在位置をＧＰＳ情報として算出する。
【００５３】
　図４には、属性ＤＢ３０の一例が示されている。属性ＤＢ３０は、フォルダ６４別に各
フォルダ６４に係る属性を示す各種情報を含んで構成されている。図４に示す例では、属
性ＤＢ３０に含まれる情報の一例として、フォルダＩＤ、フォルダ名情報、領域情報、格
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納時期情報及びアクセス権許否情報が挙げられている。フォルダＩＤとは、フォルダ６４
を一意に特定するＩＤのことである。図４に示す例では“Ｃ－１０１”、“Ｃ－１０２”
及び“Ｃ－１０３”が示されている。フォルダ名情報とは、フォルダＩＤにより特定され
るフォルダ６４に付されているタイトル（フォルダ名）を示す情報のことである。図４に
示す例では“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤに対して“現場Ａでの出来事”とのタイトル
を示すフォルダ名情報が割り当てられている。また、図４に示す例では“Ｃ－１０２”と
のフォルダＩＤに対して“○○案件発表資料”とのタイトルを示すフォルダ名情報が割り
当てられている。また、図４に示す例では“Ｃ－１０３”とのフォルダＩＤに対して“ビ
ル屋上の設計図”とのタイトルを示すフォルダ名情報が割り当てられている。
【００５４】
　また、図４に示す例では、領域情報の一例として、“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤに
対して“○○工事現場”との地図上の区分領域を示す領域情報が割り当てられている。ま
た、図４に示す例では、領域情報の一例として、“Ｃ－１０２”とのフォルダＩＤに対し
て“○○会館”との地図上の区分領域を示す領域情報が割り当てられている。また、図４
に示す例では、領域情報の一例として、“Ｃ－１０３”とのフォルダＩＤに対して“○○
ビル”との地図上の区分領域を示す領域情報が割り当てられている。
【００５５】
　格納時期情報とは、管理対象情報２２がフォルダ６４に格納された時期（一例として年
月日）を示す情報のことである。図４に示す例では、“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤに
対して２０ｘｘ年１０月１１日を意味する“２０ｘｘ／１０／１１”を示す格納時期情報
が割り当てられている。これは、“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤで特定されるフォルダ
６４に管理対象情報２２が２０ｘｘ年１０月１１日に格納されたことを意味する。また、
図４に示す例では、“Ｃ－１０２”とのフォルダＩＤに対して２０ｘｘ年１０月１３日を
意味する“２０ｘｘ／１０／１３”を示す格納時期情報が割り当てられている。これは、
“Ｃ－１０２”とのフォルダＩＤで特定されるフォルダ６４に管理対象情報２２が２０ｘ
ｘ年１０月１３日に格納されたことを意味する。また、図４に示す例では、“Ｃ－１０３
”とのフォルダＩＤに対して２０ｘｘ年１０月２０日に格納されたことを意味する“２０
ｘｘ／１０／２０”を示す格納時期情報が割り当てられている。これは、“Ｃ－１０３”
とのフォルダＩＤで特定されるフォルダ６４に管理対象情報２２が２０ｘｘ年１０月２０
日に格納されたことを意味する。
【００５６】
　アクセス権許否情報とは、フォルダ６４に対してアクセスが許可されているユーザやグ
ループを示す情報である。図４に示す例では、“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤで示され
るフォルダに対しては富士花子と富士次郎、“Ｃ－１０２”とのフォルダＩＤで示される
フォルダに対しては富士三郎に、“Ｃ－１０３”とのフォルダＩＤで示されるフォルダに
対しては富士四郎にアクセスが許可されていることが示されている。なお、ユーザ毎にユ
ーザＩＤが割り当てられている場合は、ユーザ名の代わりにユーザＩＤを登録しておき、
ユーザＩＤからユーザ名を特定するようにしてもよい。また、複数ユーザが所属するグル
ープ全員に対してアクセスを許可してもよい場合には、ユーザ名に代えてグループ名を登
録し、グループ所属者全員にアクセスを許可するようにしてもよい。
【００５７】
　図５には、ユーザＤＢ２８の一例が示されている。ユーザＤＢ２８には、フォルダ６４
に管理対象情報２２を格納したことのあるユーザ別に、各ユーザが管理対象情報２２を格
納したフォルダ６４に係る属性を示す各種情報を含んで構成されている。図５に示す例で
は、ユーザＤＢ２８に含まれる情報の一例として、ユーザ名情報、性別情報、ユーザ種情
報、管理ＩＤ、フォルダＩＤ、フォルダ名情報、格納ファイル名、領域情報及び格納時期
情報が挙げられている。ユーザ名情報とは、フォルダ６４に管理対象情報２２を格納した
ことのあるユーザを特定する氏名や名称を示す情報である。図５に示す例では、“富士Ａ
太郎”との氏名を意味するユーザ名情報が例示されている。性別情報とは、ユーザ名情報
により特定されるユーザの性別を示す情報である。図５に示す例では、“男性”を意味す
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る性別情報が例示されている。ユーザ種情報とは、ユーザ名情報により特定されるユーザ
に付与された属性を示す情報である。図５に示す例では、サーバ装置１４の管理者でない
“非管理者”を意味するユーザ種情報が例示されている。他に、ユーザが所属するグルー
プ名等を含めるようにしてもよい。
【００５８】
　管理ＩＤとは、ユーザ名情報により特定されるユーザが管理対象情報２２をフォルダ６
４に格納した履歴を一意に特定するＩＤである。すなわち、ユーザが管理対象情報２２を
フォルダ６４に格納する毎に生成されるＩＤである。図５に示す例では、管理ＩＤとして
、“００１”～“００３”が例示されている。また、各管理ＩＤには、上述したフォルダ
ＩＤ、フォルダ名情報、領域情報及び格納時期情報が割り当てられている。また、図５に
示す例では、“００１”との管理ＩＤに対して、“Ｃ－１０１”とのフォルダＩＤ、“現
場Ａでの出来事”とのタイトルを示すフォルダ名情報、“○○工事現場”との地図上の区
分領域を示す領域情報、及び“２０ｘｘ／１０／１１”との格納時期を示す格納時期情報
が割り当てられている。また、“００２”との管理ＩＤに対して、“Ｃ－１０３”とのフ
ォルダＩＤ、“ビル屋上の設計図”とのタイトルを示すフォルダ名情報、“○○ビル”と
の地図上の区分領域を示す領域情報、及び“２０ｘｘ／１０／２０”との格納時期を示す
格納時期情報が割り当てられている。また、“００３”との管理ＩＤに対して、“Ｃ－１
０７”とのフォルダＩＤ、“現場Ｂの報告事項”とのタイトルを示すフォルダ名情報、“
○○工事現場”との地図上の区分領域（“００１”との管理ＩＤに対して割り当てられて
いる領域情報により示される区分領域と相違しない区分領域）を示す領域情報、及び“２
０ｘｘ／１０／２３”との格納時期を示す格納時期情報が割り当てられている。
【００５９】
　また、格納ファイル名情報とは、管理ＩＤで特定されるフォルダ６４に格納されている
管理対象情報２２の一例である電子ファイルを特定する名称（例えばフォルダ名）を示す
情報のことである。図５に示す例では、“００１”との管理ＩＤに対して、“現場メモ”
との電子ファイルを特定する名称を示す格納ファイル名情報が割り当てられている。すな
わち、これは、“００１”との管理ＩＤで特定されるフォルダ６４に“現場メモ”との名
称が付された電子ファイルが格納されていることを意味する。また、“００２”との管理
ＩＤに対して、“図面１”との電子ファイルを特定する名称を示す格納ファイル名情報が
割り当てられている。すなわち、これは、“００２”との管理ＩＤで特定されるフォルダ
６４に“図面１”との名称が付された電子ファイルが格納されていることを意味する。ま
た、“００３”との管理ＩＤに対して、“業務進行表”との電子ファイルを特定する名称
を示す格納ファイル名情報が割り当てられている。すなわち、これは、“００３”との管
理ＩＤで特定されるフォルダ６４に“業務進行表”との名称が付された電子ファイルが格
納されていることを意味する。
【００６０】
　図６には、領域ＤＢ３２の一例が示されている。領域ＤＢ３２は、区分ＩＤ、経度緯度
情報及び領域情報を含んで構成されている。区分ＩＤとは、予め定められた領域（例えば
日本国の陸地領土）の地図を示す地図情報により示される地図をメッシュ状に区分して得
られた区分領域の各々に対して割り当てられたＩＤのことである。各区分ＩＤには、各々
の区分ＩＤによって特定される区分領域の対角２点の各々の緯度経度を特定する緯度経度
情報が割り当てられている。また、各区分ＩＤには、それぞれの区分ＩＤにより特定され
る地図上の区分領域（以下、「区分領域」という。）を示す領域情報が割り当てられてい
る。領域情報の一例としては、区分ＩＤにより特定される区分領域を代表する地名や建築
物の名称などを示す情報が挙げられる。また、この領域情報は、例えば受付部８６で操作
入力を受け付けることにより自在に書き換えられる。図６に示す例では、受付部８６で受
け付けられた操作入力によって、“Ｂ－０００１１１２３４５６”との区分ＩＤに対して
“○○工事現場”との区分領域を示す領域情報が割り当てられている。また、“Ｇ－００
０１２１３４００１”との区分ＩＤに対しては“○○ビル”との区分領域を示す領域情報
が割り当てられている。従って、サーバ装置１４では、ＧＰＳ情報が入力されると、入力
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されたＧＰＳ情報により特定される位置が含まれる区分領域が特定される。すなわち、入
力されたＧＰＳ情報に基づいて区分ＩＤ及び領域情報が一意に特定される。なお、以下で
は、錯綜を回避するために、領域ＤＢ３２において各区分ＩＤに対して必ず領域情報が割
り当てられていることを前提に説明するが、領域情報が割り当てられていない場合は区分
ＩＤを領域情報として採用すれば足りる。
【００６１】
　次に本実施形態の作用として、ＣＰＵ５２が対応付け処理プログラム６２を実行するこ
とでサーバ装置１４で行われる対応付け処理について、図７を参照して説明する。図７に
示す対応付け処理では、先ず、ステップ１５０では、制御部１６により、フォルダ指定情
報が受信されたか否かが判定される。本実施形態では、一例としてフォルダ指定情報が携
帯端末装置１２からサーバ装置１４へ送信される。そこで、本ステップ１５０において、
携帯端末装置１２から送信されたフォルダ指定情報が制御部１６で受信された場合は判定
が肯定されてステップ１５２へ移行する。本ステップ１５０において、携帯端末装置１２
から送信されたフォルダ指定情報が制御部１６で受信されない場合は判定が否定されて本
ステップ１５０の判定が再び行われる。
【００６２】
　ステップ１５２では、制御部１６により、管理対象情報２２をフォルダ６４に格納する
指示を示す格納指示情報が受信されたか否かが判定される。本実施形態では、一例として
格納指示情報が携帯端末装置１２からサーバ装置１４へ送信される。また、ここで言う「
格納指示情報」には、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定さ
れるフォルダ６４に格納する管理対象情報２２が含まれる。また、ここで言う「格納指示
情報」には、ＧＰＳ情報が含まれる。ここで採用されるＧＰＳ情報は、例えば管理対象情
報２２をフォルダ６４に格納する指示を行った時点で最新に取得されたＧＰＳ情報である
。また、ここで言う「格納指示情報」には、管理対象情報２２をフォルダ６４に格納する
指示を行った人物、すなわち、格納指示情報をサーバ装置１４へ送信する指示を行った人
物を特定する人物特定情報が含まれる。また、ここで言う「格納指示情報」には、格納指
示情報をサーバ装置１４へ送信する指示を行った人物に付与された属性を特定する属性特
定情報（ここでは一例として性別情報及びユーザ種情報）が含まれる。また、ここで言う
「格納指示情報」には、管理対象情報２２をフォルダ６４に格納する指示を行った時期、
すなわち、格納指示情報をサーバ装置１４へ送信する指示を行った時期（ここでは一例と
して年月日）を特定する時期特定情報が含まれる。本ステップ１５２において、受付部１
８により格納指示情報が受信された場合は判定が肯定されてステップ１５４へ移行する。
本ステップ１５２において受付部１８により格納指示情報が受信されない場合は判定が否
定されて本ステップ１５２の判定が再び行われる。
【００６３】
　ステップ１５４では、制御部１６により、上記のステップ１５２で受信された格納指示
情報から管理対象情報２２が取得される。次のステップ１５６では、制御部１６により、
上記のステップ１５４で取得された管理対象情報２２が上記のステップ１５０で受信され
たフォルダ指定情報により指定されたフォルダ６４に格納される。次のステップ１５８で
は、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定されたフォルダ６４
のフォルダＩＤに対応付けられたカウント値に１を加算する。従って、このカウント値か
らフォルダ６４に管理対象情報が２２格納された回数が特定される。
【００６４】
　次のステップ１６０では、制御部１６により、上記のステップ１５２で受信された格納
指示情報からＧＰＳ情報が取得される。次のステップ１６２では、制御部１６により、上
記のステップ１６０で取得されたＧＰＳ情報により特定される位置が含まれる区分領域に
対応する領域情報が領域ＤＢ３２から取得される。次のステップ１６４では、制御部１６
により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定されたフォルダ
６４のフォルダＩＤに対して領域情報が対応付けられていないか否かが判定される。本ス
テップ１６４において、フォルダＩＤに対して領域情報が対応付けられていない場合は判
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定が肯定されてステップ１６６へ移行する。本ステップ１６４において、フォルダＩＤに
対して領域情報が対応付けられている場合は判定が否定されてステップ１６８へ移行する
。
【００６５】
　ステップ１６６では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤと上記のステップ１６２で取得さ
れた領域情報とが対応付けられる。
【００６６】
　ステップ１６８では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤに既に対応付けられている領域情
報が上記のステップ１６２で取得された領域情報に置き換えられることで更新される。
【００６７】
　次のステップ１７０では、制御部１６により、上記のステップ１５２で受信された格納
指示情報から属性特定情報が取得される。次のステップ１７２では、制御部１６により、
上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定されたフォルダ６４のフ
ォルダＩＤに対して属性特定情報が対応付けられていないか否かが判定される。本ステッ
プ１７２において、フォルダＩＤに対して属性特定情報が対応付けられていない場合は判
定が肯定されてステップ１７４へ移行する。本ステップ１７２において、フォルダＩＤに
対して属性特定情報が対応付けられている場合は判定が否定されてステップ１７６へ移行
する。
【００６８】
　ステップ１７４では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤと上記のステップ１７０で取得さ
れた属性特定情報とが対応付けられる。
【００６９】
　ステップ１７６では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤに既に対応付けられている属性特
定情報が上記のステップ１７０で取得された属性特定情報に置き換えられることで更新さ
れる。
【００７０】
　次のステップ１７８では、制御部１６により、上記のステップ１５２で受信された格納
指示情報から人物特定情報が取得される。次のステップ１８０では、制御部１６により、
上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定されたフォルダ６４のフ
ォルダＩＤに対して人物特定情報が対応付けられていないか否かが判定される。本ステッ
プ１８０において、フォルダＩＤに対して人物特定情報が対応付けられていない場合は判
定が肯定されてステップ１８２へ移行する。本ステップ１８０において、フォルダＩＤに
対して人物特定情報が対応付けられている場合は判定が否定されてステップ１８４へ移行
する。
【００７１】
　ステップ１８２では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤと上記のステップ１７８で取得さ
れた人物特定情報とが対応付けられる。
【００７２】
　ステップ１８４では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤに既に対応付けられている人物特
定情報が上記のステップ１７８で取得された人物特定情報に置き換えられることで更新さ
れる。
【００７３】
　次のステップ１８６では、制御部１６により、上記のステップ１５２で受信された格納
指示情報から時期特定情報が取得される。次のステップ１８８では、制御部１６により、
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上記のステップ１５０で受信されたフォルダ指定情報により指定されたフォルダ６４のフ
ォルダＩＤに対して時期特定情報が対応付けられていないか否かが判定される。本ステッ
プ１８８において、フォルダＩＤに対して時期特定情報が対応付けられていない場合は判
定が肯定されてステップ１９０へ移行する。本ステップ１８８において、フォルダＩＤに
対して時期特定情報が対応付けられている場合は判定が否定されてステップ１９２へ移行
する。
【００７４】
　ステップ１９０では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤと上記のステップ１８６で取得さ
れた時期特定情報とが対応付けられる。
【００７５】
　ステップ１９２では、制御部１６により、上記のステップ１５０で受信されたフォルダ
指定情報により指定されたフォルダ６４のフォルダＩＤに既に対応付けられている時期特
定情報が上記のステップ１８６で取得された時期特定情報に置き換えられることで更新さ
れる。なお、ステップ１９０，１９２の処理が行われることで、フォルダＩＤに対応付け
られた時期特定情報は属性ＤＢ３０及びユーザＤＢ２８における格納時期情報として用い
られる。
【００７６】
　このように、対応付け処理が行われることで、フォルダＩＤに対して、領域情報、属性
特定情報、人物特定情報及び時期特定情報が対応付けられ、図４に示す属性ＤＢ３０及び
図５に示すユーザＤＢ２８が構築される。
【００７７】
　次に本実施形態の作用として、ＣＰＵ１００Ａが検索要求処理プログラムを実行するこ
とで携帯端末装置１２で行われる検索要求処理について、図８を参照して説明する。図８
に示す検索要求処理では、先ず、ステップ２００では、ＣＰＵ１００Ａにより、サーバ装
置１４の記憶部５６に記憶されているフォルダ６４の検索の開始を指示する検索開始指示
が受付部１０６で受け付けられたか否かが判定される。本ステップ２００において、検索
開始指示が受付部１０６で受け付けられた場合は判定が肯定されてステップ２０２へ移行
する。本ステップ２００において、検索開始指示が受付部１０６で受け付けられていない
場合は判定が否定されて本ステップ２００の判定が再び行われる。
【００７８】
　ステップ２０２では、ＣＰＵ１００Ａにより、一例として図９に示す検索対象指定画面
１２０が表示部１０８に表示される。図９に示すように検索対象指定画面１２０は上段画
面と下段画面とに大別される。上段画面は、検索対象としてユーザＤＢ２８のユーザ名情
報及びユーザに付与された属性を示す情報（ここでは性別情報及びユーザ種情報）を指定
する情報を受け付けるユーザインタフェース画面とされている。上段画面には、“新規フ
ァイル登録ユーザ”との項目が設けられている。“新規ファイル登録ユーザ”との項目は
、比較的最近フォルダ６４に管理対象情報２２を格納したユーザを包括的に指定する項目
である。現時点から予め定められた期間遡った時点から現在に至るまでにフォルダ６４に
管理対象情報２２を格納した全てのユーザを指定する。また、上段画面には、個別具体的
に指定するユーザを特定するユーザ名又は属性を入力する入力欄の項目が設けられている
。また、上段画面には、全てのユーザを検索対象とする“全てのユーザ”との項目が設け
られている。また、各項目にはラジオボタンが対応して設けられており、受付部１０６で
何れかのラジオボタンを選択する指示が受け付けられることによりその指示に従ったラジ
オボタンが選択される。なお、デフォルト設定では、“全てのユーザ”との項目が選択さ
れる。
【００７９】
　検索対象指定画面１２０の下段画面は、検索対象としてフォルダ６４に管理対象情報２
２が格納された期間を指定する情報を受け付けるユーザインタフェース画面とされている
。下段画面には、期間を指定する旨を表す“期間を指定する”との項目及び期間を指定し
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ない旨を表す“期間を指定しない”との項目が設けられている。また、各項目にはラジオ
ボタンが対応して設けられており、受付部１０６で何れかのラジオボタンを選択する指示
が受け付けられることによりその指示に従ったラジオボタンが選択される。また、“期間
を指定する”との項目が選択された場合に期間を入力する期間入力欄として期間の始期を
入力する始期入力欄と終期を入力する終期入力欄とが設けられている。図９に示す例では
、管理対象情報２２をフォルダ６４に格納した期間として、２０ｘｘ年１２月１日から２
０ｘｘ年１２月３１日までの期間が指定されている。なお、デフォルト設定では、“期間
を指定しない”との項目が選択される。この場合は、期間入力欄への入力が禁止される。
【００８０】
　次のステップ２０４では、ＣＰＵ１００Ａにより、検索対象指定画面１２０に表示され
た項目に対応する情報が受付部１０６で受け付けられたか否かが判定される。本ステップ
２０４において、検索対象指定画面１２０に表示された項目に対応する情報が受付部１０
６で受け付けられた場合は判定が肯定されてステップ２０６へ移行する。本ステップ２０
４において、検索対象指定画面１２０に表示された項目に対応する情報が受付部１０６で
受け付けられていない場合は判定が否定されてステップ２０８へ移行する。
【００８１】
　ステップ２０６では、ＣＰＵ１００Ａにより、受付部１０６で受け付けられた情報がＲ
ＡＭ１００Ｃの予め定められた記憶領域に記憶される。ステップ２０８では、ＣＰＵ１０
０Ａにより、検索対象の指定を終了する条件（例えば検索対象指定画面１２０が表示され
てから所定時間経過したとの条件）を満足したか否かが判定される。本ステップ２０８に
おいて、検索対象の指定を終了する条件を満足した場合は判定が肯定されてステップ２１
０へ移行する。本ステップ２０８において、検索対象の指定を終了する条件を満足しない
場合はステップ２０４へ戻る。
【００８２】
　ステップ２１０では、ＣＰＵ１００Ａにより、一例として図１０に示す並び順指定画面
１２２が表示部１０８に表示される。並び順指定画面１２２は、フォルダ６４を検索した
結果として表示部１０８に表示されるフォルダ６４を所定方向（例えば画面の上から下）
に並べる順番を指定するユーザインタフェース画面である。並び順指定画面１２２には、
所定方向に格納時期の時系列順に並べる“時系列順”との項目及び所定方向に格納回数順
に並べる“回数順”との項目が設けられている。また、各項目にはラジオボタンが対応し
て設けられており、受付部１０６で何れかのラジオボタンを選択する指示が受け付けられ
ることによりその指示に従ったラジオボタンが選択される。なお、デフォルト設定では、
“回数順”との項目が選択される。
【００８３】
　次のステップ２１２では、ＣＰＵ１００Ａにより、並び順指定画面１２２に表示された
項目に対応する情報が受付部１０６で受け付けられたか否かが判定される。本ステップ２
１２において、並び順指定画面１２２に表示された項目に対応する情報が受付部１０６で
受け付けられた場合は判定が肯定されてステップ２１４へ移行する。本ステップ２１２に
おいて、並び順指定画面１２２に表示された項目に対応する情報が受付部１０６で受け付
けられていない場合は判定が否定されてステップ２１６へ移行する。
【００８４】
　ステップ２１４では、ＣＰＵ１００Ａにより、受付部１０６で受け付けられた情報がＲ
ＡＭ１００Ｃの予め定められた記憶領域に記憶される。ステップ２１６では、ＣＰＵ１０
０Ａにより、並び順の指定を終了する条件（例えば並び順指定画面１２２が表示されてか
ら所定時間経過したとの条件）を満足したか否かが判定される。本ステップ２１６におい
て、並び順の指定を終了する条件を満足した場合は判定が肯定されてステップ２１８へ移
行する。本ステップ２１６において、並び順の指定を終了する条件を満足しない場合はス
テップ２１２へ戻る。
【００８５】
　ステップ２１８では、取得部１６により、ＧＰＳ情報が取得される。次のステップ２２
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０では、ＣＰＵ１００Ａにより、上記のステップ２０６，２１４でＲＡＭ１００Ｃの予め
定められて記憶領域に記憶された情報及び上記のステップ２１２で取得されたＧＰＳ情報
に基づいて検索要求情報が生成される。そして、次のステップ２２２では、携帯端末装置
１２により、検索要求情報がサーバ装置１４へ送信された後、本検索要求処理が終了する
。なお、ここで言う「検索要求情報」とは、フォルダ６４の検索をサーバ装置１４に要求
する情報のことである。検索要求情報には、上記のステップ２１２で取得されたＧＰＳ情
報が含まれる。また、検索要求情報には、上記のステップ２０６，２１４でＲＡＭ１００
Ｃの予め定められて記憶領域に記憶された情報に相当する情報が含まれる。例えば、上記
のステップ２０６でＲＡＭ１００Ｃの予め定められて記憶領域に記憶された情報に相当す
る情報としては、人物特定情報、属性特定情報及び期間特定情報が挙げられる。また、上
記のステップ２１４でＲＡＭ１００Ｃの予め定められて記憶領域に記憶された情報に相当
する情報としては、“時系列順”の項目が選択されたか“回数順”の項目が選択されたか
を示す並び順情報が挙げられる。
【００８６】
　次に本実施形態の作用として、ＣＰＵ５２が提示処理プログラム６０を実行することで
サーバ装置１４で行われる提示処理について、図１１を参照して説明する。図１１に示す
提示処理では、先ず、ステップ２５０では、提示部２０により、上記のステップ２２２で
送信された検索要求情報が受信されたか否かが判定される。本ステップ２５０において、
検索要求情報が受信された場合は判定が肯定されてステップ２５２へ移行する。本ステッ
プ２５０において検索要求情報が受信されない場合は判定が否定されて本ステップ２５０
の判定が再び行われる。
【００８７】
　ステップ２５２では、提示部２０により、記憶部５６に記憶されているフォルダＩＤが
全て取得される。次のステップ２５４では、受付部１８により、上記のステップ２５０で
受信された検索要求情報に期間特定情報が含まれているか否かが判定される。本ステップ
２５４において、検索要求情報に期間特定情報が含まれている場合は判定が肯定されてス
テップ２５６へ移行する。本ステップ２５４において、検索要求情報に期間特定情報が含
まれていない場合は判定が否定されてステップ２６２へ移行する。
【００８８】
　ステップ２５６では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索要求
情報から期間特定情報が取得される。次のステップ２５８では、提示部２０により、上記
のステップ２５２で取得されたフォルダＩＤのうち、上記のステップ２５６で取得された
期間特定情報に応当する格納時期情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在するか否かが
判定される。すなわち、上記のステップ２５２で取得されたフォルダＩＤのうち、上記の
ステップ２５６で取得された期間特定情報により特定される期間に含まれる格納時期を示
す格納時期情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在するか否かが判定される。本ステッ
プ２５８において、上記のステップ２５６で取得された期間特定情報により特定される期
間に含まれる格納時期を示す格納時期情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在する場合
は判定が肯定されてステップ２６０へ移行する。本ステップ２５８において、上記のステ
ップ２５６で取得された期間特定情報により特定される期間に含まれる格納時期を示す格
納時期情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在しない場合は判定が否定されてステップ
２６２へ移行する。
【００８９】
　ステップ２６０では、提示部２０により、上記のステップ２５２で取得されたフォルダ
ＩＤのうち、不要なフォルダＩＤが廃棄される。すなわち、上記のステップ２５６で取得
された期間特定情報により特定される期間に含まれる格納時期を示す格納時期情報が対応
付けられていないフォルダＩＤが廃棄される。
【００９０】
　次のステップ２６２では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索
要求情報に人物特定情報が含まれているか否かが判定される。本ステップ２６２において
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、検索要求情報に人物特定情報が含まれている場合は判定が肯定されてステップ２６４へ
移行する。本ステップ２６２において検索要求情報に人物特定情報が含まれていない場合
は判定が否定されてステップ２７０へ移行する。
【００９１】
　ステップ２６４では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索要求
情報から人物特定情報が取得される。次のステップ２６６では、提示部２０により、上記
のステップ２６０で不要なフォルダＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記ス
テップ２６４で取得された人物特定情報により特定される人物が対応付けられたフォルダ
ＩＤが存在するか否かが判定される。すなわち、上記のステップ２６０で不要なフォルダ
ＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記のステップ２５６で取得された人物特
定情報に応当するユーザ名情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在するか否かが判定さ
れる。本ステップ２６６において、上記のステップ２６４で取得された人物特定情報によ
り特定される人物が対応付けられたフォルダＩＤが存在する場合は判定が肯定されてステ
ップ２６８へ移行する。本ステップ２６６において、上記のステップ２６４で取得された
人物特定情報により特定される人物が対応付けられたフォルダＩＤが存在しない場合は判
定が否定されてステップ２７０へ移行する。
【００９２】
　ステップ２６８では、提示部２０により、上記のステップ２５２で取得されたフォルダ
ＩＤから上記のステップ２６０で不要なフォルダＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤの
うち、更に不要なフォルダＩＤが廃棄される。すなわち、上記のステップ２６４で取得さ
れた人物特定情報により特定される人物が対応付けられていないフォルダＩＤが廃棄され
る。
【００９３】
　次のステップ２７０では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索
要求情報に属性特定情報が含まれているか否かが判定される。本ステップ２７０において
、検索要求情報に属性特定情報が含まれている場合は判定が肯定されてステップ２７２へ
移行する。本ステップ２７０において検索要求情報に属性特定情報が含まれていない場合
は判定が否定されてステップ２７８へ移行する。
【００９４】
　ステップ２７２では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索要求
情報から属性特定情報が取得される。次のステップ２７４では、提示部２０により、上記
のステップ２６８で不要なフォルダＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記の
ステップ２７２で取得された属性特定情報により特定される属性が対応付けられたフォル
ダＩＤが存在するか否かが判定される。すなわち、上記のステップ２６８で不要なフォル
ダＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記のステップ２７２で取得された属性
特定情報に対応する性別情報及びユーザ種情報の少なくとも１つが対応付けられたフォル
ダＩＤが存在するか否かが判定される。本ステップ２７４において、上記のステップ２７
２で取得された属性特定情報により特定される属性が対応付けられたフォルダＩＤが存在
する場合は判定が肯定されてステップ２７６へ移行する。本ステップ２７４において、上
記のステップ２７２で取得された属性特定情報により特定される属性が対応付けられたフ
ォルダＩＤが存在しない場合は判定が否定されてステップ２７８へ移行する。
【００９５】
　ステップ２７６では、提示部２０により、上記のステップ２６８で不要なフォルダＩＤ
が廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、更に不要なフォルダＩＤが廃棄される。すなわ
ち、上記のステップ２７２で取得された属性特定情報により特定される属性が対応付けら
れていないフォルダＩＤが廃棄される。
【００９６】
　次のステップ２７８では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索
要求情報にＧＰＳ情報が含まれているか否かが判定される。本ステップ２７８において、
検索要求情報にＧＰＳ情報が含まれている場合は判定が肯定されてステップ２８０へ移行
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する。本ステップ２７８において検索要求情報にＧＰＳ情報が含まれていない場合は判定
が否定されてステップ２８６へ移行する。
【００９７】
　ステップ２８０では、受付部１８により、上記のステップ２５０で受信された検索要求
情報からＧＰＳ情報が取得される。次のステップ２８２では、提示部２０により、上記の
ステップ２７６で不要なフォルダＩＤが廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記のス
テップ２８０で取得されたＧＰＳ情報に応当する場所が対応付けられたフォルダＩＤが存
在するか否かが判定される。すなわち、上記のステップ２７６で不要なフォルダＩＤが廃
棄されて残ったフォルダＩＤのうち、上記のステップ２８０で取得されたＧＰＳ情報によ
り特定される位置が含まれる場所を示す領域情報が対応付けられたフォルダＩＤが存在す
るか否かが判定される。本ステップ２８２において、上記のステップ２８０で取得された
ＧＰＳ情報に応当する場所が対応付けられたフォルダＩＤが存在する場合は判定が肯定さ
れてステップ２８４へ移行する。本ステップ２８２において、上記のステップ２８０で取
得されたＧＰＳ情報に応当する場所が対応付けられたフォルダＩＤが存在しない場合は判
定が否定されてステップ２８６へ移行する。
【００９８】
　ステップ２８４では、提示部２０により、上記のステップ２７６で不要なフォルダＩＤ
が廃棄されて残ったフォルダＩＤのうち、更に不要なフォルダＩＤが廃棄される。すなわ
ち、上記のステップ２８０で取得されたＧＰＳ情報に応当する場所が対応付けられていな
いフォルダＩＤが廃棄される。
【００９９】
　次のステップ２８６では、提示部２０により、現時点で取得されているフォルダＩＤが
携帯端末装置１２に送信されることによりフォルダＩＤにより特定されるフォルダ６４が
ユーザに提示された後、本提示処理が終了する。つまり、ステップ２８６が行われると、
携帯端末装置１２は、フォルダＩＤを受信し、受信したフォルダＩＤを用いてサーバ装置
１４における対応するフォルダ６４にアクセスする。そして、携帯端末装置１２には、ア
クセスした先のフォルダ６４を示すフォルダ情報が携帯端末装置１２に提供される。携帯
端末装置１２にフォルダ情報が提供されると、携帯端末装置１２は、サーバ装置１４から
提供されたフォルダ情報により示されるフォルダ６４を表示部１０８に表示することによ
りフォルダ６４をユーザに提示する。
【０１００】
　なお、ステップ２８６では、提示部２０により、上記のステップ２５０で受信された検
索要求情報に含まれる並び順情報が付与された状態でフォルダＩＤが携帯端末装置１２に
送信されるようにしてもよい。これにより、携帯端末装置１２では、サーバ装置１４から
フォルダＩＤに基づいて提供されたフォルダ６４が、画面の所定方向に並び順情報により
示される並び順で表示されることとなる。
【０１０１】
　なお、上記実施形態では、上記のステップ２８６のように、フォルダＩＤを携帯端末装
置１２に送信することにより携帯端末装置１２にフォルダＩＤにより特定されるフォルダ
６４を提示する態様を例示したが、開示の技術はこれに限定される必要はない。例えば、
表示部８８にフォルダＩＤにより特定されるフォルダ６４を表示することでユーザに対し
て提示したこととしてもよい。
【０１０２】
　また、上記実施形態では、サーバ装置１４がＧＰＳ情報を含む検索要求情報を無線通信
により受信することによってＧＰＳ情報をコンピュータ５０で受け付ける場合の態様を挙
げたが、開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば受付部８６に対して操作入
力を行うことにより受付部８６でＧＰＳ情報を受け付け、受付部８６で受け付けたＧＰＳ
情報をコンピュータ５０で受け付ける態様が挙げられる。
【０１０３】
　また、上記実施形態では、検索要求処理が携帯端末装置１２によって行われ、対応付け
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限定されるものではない。例えば、対応付け処理に相当する処理、検索要求処理に相当す
る処理及び提示処理に相当する処理を、ＧＰＳ機能が搭載された可搬型又は据置型のパー
ソナルコンピュータによって行わせてもよい。この場合、パーソナルコンピュータが制御
部１６、受付部１８、提示部２０及び記憶部２６を有することとなる。また、この場合、
上記のステップ１５０におけるフォルダ指定情報の受信、上記のステップ１５２における
格納指示情報の受信、上記のステップ２２２における検索要求情報の送信及び上記のステ
ップ２５０における検索要求情報の受信に代わる処理を要する。すなわち、上記のステッ
プ１５０におけるフォルダ指定情報の受信に代えて、フォルダ６４の指定を受け付ける処
理が必要となる。また、上記のステップ１５２における格納指示情報の受信に代えて、管
理対象情報２２のフォルダ６４への格納指示を受け付ける処理が必要となる。また、上記
のステップ２２２における検索要求情報の送信及び上記のステップ２５０における検索要
求情報の受信に代えて、検索要求の受け付けが必要となる。フォルダ６４の指定を受け付
け、管理対象情報２２のフォルダ６４への格納指示を受け付け及び検索要求の受け付けは
、例えばパーソナルコンピュータに接続された入力デバイスに対する操作入力によって行
われればよい。また、無線通信を用いた遠隔操作によって行われてもよい。
【０１０４】
　また、上記実施形態では、ＧＰＳ情報から領域情報を特定し、特定した領域情報からフ
ォルダＩＤを特定する態様を例示したが、開示の技術はこれに限定されるものではない。
例えば、受付部１８により場所の正式名称や通称などを示す場所名情報を受け付け、受け
付けた場所名情報に応当する領域情報が対応付けられているフォルダＩＤからフォルダ６
４を特定するようにしてもよい。また、フォルダＩＤに領域情報の他に区分ＩＤも事前に
対応付けておいた上で、受付部１８により区分ＩＤを受け付け、受け付けた区分ＩＤに対
応付けられているフォルダＩＤを特定するようにしてもよい。フォルダＩＤに領域情報に
代えて区分ＩＤを事前に対応付けておいた上で、受付部１８により区分ＩＤを受け付け、
受け付けた区分ＩＤに対応付けられているフォルダＩＤを特定するようにしてもよい。ま
た、フォルダＩＤに緯度経度情報を対応付けておき、受付部１８によりＧＰＳ情報又は緯
度経度情報を受け付け、受け付けたＧＰＳ情報又は緯度経度情報に応当する緯度経度情報
に対応付けられているフォルダＩＤからフォルダ６４を特定するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０５】
１０　情報処理システム
１２　通信装置
１４　サーバ装置
１６　制御部
１８　受付部
２０　提示部
２２　管理対象情報
２４　格納先
２６　記憶部
５２　ＣＰＵ
６０　提示処理プログラム
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