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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークフローを構成する過去のタスクインスタンスを一般化したタスクモデルを記憶手
段に格納する手段と、
　ワークフローを構成する過去の具体的なタスクインスタンスを前記記憶手段に格納する
手段と、
　ユーザが入力手段を介して入力したタスク名およびタスク情報に基づいて前記記憶手段
に格納された前記タスクモデルを検索し、検索により取得されたタスクモデルを表示手段
に表示し、前記ユーザが前記入力手段を介して選択したタスクモデルをインスタンス化し
、インスタンス化により取得されたタスクインスタンスに前記ユーザが選択した対象タス
クのタスク情報をコピーする手段と、
　前記ユーザが前記入力手段を介して入力した検索語に基づいて前記記憶手段に格納され
たタスクインスタンスを検索し、検索により取得されたタスクインスタンスを前記表示手
段に表示し、前記ユーザが前記入力手段を介して選択したタスクインスタンスに前記ユー
ザが選択した対象タスクのタスク情報をコピーする手段と、
　前記ユーザが選択した対象タスクをターゲットタスクに設定し、当該ターゲットタスク
のサブタスク情報を参照して当該ターゲットタスクをサブタスクとする１階層上位のタス
クを取得して前記ターゲットタスクに設定し、当該ターゲットタスクの関連情報を前記記
憶手段に格納された関連情報および文書から検索し、検索により取得された関連情報を前
記ターゲットタスクと対応付けて登録し、前記ターゲットタスクをサブタスクとする１階
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層上位のタスクの取得、当該タスクの前記ターゲットタスクへの設定、当該ターゲットタ
スクの関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を上位のタスクがなくなるまで繰
り返し、上位のタスクがなくなった時点で登録されている関連情報を前記ターゲットタス
クと対応付けて前記表示手段に表示する手段と
を備えたことを特徴とするワークフロー管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のワークフロー管理システムにおいて、
　前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述から検索語を抽出し、抽出され
た検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクモデルおよび前記タスクインスタン
スを検索し、検索により取得されたタスクの一つを第２のターゲットタスクに設定し、当
該第２のターゲットタスクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および文書か
ら検索し、検索により取得された関連情報を前記第２のターゲットタスクと対応付けて登
録し、前記検索により取得されたタスクの全てについて前記第２のターゲットタスクへの
設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を繰り返し、全てのタスクについ
て処理を完了した時点で登録されている関連情報を前記第２のターゲットタスクと対応付
けて前記表示手段に表示する手段
を更に備えたことを特徴とするワークフロー管理システム。
【請求項３】
　請求項１または２のいずれか一項に記載のワークフロー管理システムにおいて、
　前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述から検索語を抽出し、抽出され
た検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクインスタンスを検索し、検索により
取得されたタスクインスタンスのそれぞれにつき当該タスクインスタンスをタスクインス
タンスリストに含むドメインコンセプトデータを前記記憶手段に格納されたドメインコン
セプトから検索し、検索結果が存在する場合に当該検索結果のドメインコンセプトデータ
のそれぞれにつき当該ドメインコンセプトデータのタスクインスタンスリストに含まれる
一つのタスクインスタンスを第３のターゲットタスクに設定し、当該第３のターゲットタ
スクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および文書から検索し、検索により
取得された関連情報を前記第３のターゲットタスクと対応付けて登録し、前記タスクイン
スタンスリストに含まれる全てのタスクインスタンスについて前記第３のターゲットタス
クへの設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を繰り返し、全てのタスク
インスタンスについて処理を完了した時点で登録されている関連情報を前記第３のターゲ
ットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する手段
を更に備えたことを特徴とするワークフロー管理システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のワークフロー管理システムにおいて、
　前記タスクモデルからインスタンス化したタスクインスタンスにタスク情報をコピーす
る手段および前記タスクインスタンスにタスク情報をコピーする手段は、検索により取得
されたタスクをユーザにより選択させる前記表示手段に、予め定められた特定の種類の情
報をコピーの対象から外すことを指示するフィルタボタンを表示し、当該フィルタボタン
の選択に応じて情報のコピーを行う
ことを特徴とするワークフロー管理システム。
【請求項５】
　ワークフローエンジンが、ワークフローを構成する過去のタスクインスタンスを一般化
したタスクモデルを記憶手段に格納する工程と、
　前記ワークフローエンジンが、ワークフローを構成する過去の具体的なタスクインスタ
ンスを前記記憶手段に格納する工程と、
　前記ワークフローエンジンが、ユーザが入力手段を介して入力したタスク名およびタス
ク情報に基づいて前記記憶手段に格納された前記タスクモデルを検索し、検索により取得
されたタスクモデルを表示手段に表示し、前記ユーザが前記入力手段を介して選択したタ
スクモデルをインスタンス化し、インスタンス化により取得されたタスクインスタンスに
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前記ユーザが選択した対象タスクのタスク情報をコピーする工程と、
　前記ワークフローエンジンが、前記ユーザが前記入力手段を介して入力した検索語に基
づいて前記記憶手段に格納されたタスクインスタンスを検索し、検索により取得されたタ
スクインスタンスを前記表示手段に表示し、前記ユーザが前記入力手段を介して選択した
タスクインスタンスに前記ユーザが選択した対象タスクのタスク情報をコピーする工程と
、
　前記ワークフローエンジンが、前記ユーザが選択した対象タスクをターゲットタスクに
設定し、当該ターゲットタスクのサブタスク情報を参照して当該ターゲットタスクをサブ
タスクとする１階層上位のタスクを取得して前記ターゲットタスクに設定し、当該ターゲ
ットタスクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および文書から検索し、検索
により取得された関連情報を前記ターゲットタスクと対応付けて登録し、前記ターゲット
タスクをサブタスクとする１階層上位のタスクの取得、当該タスクの前記ターゲットタス
クへの設定、当該ターゲットタスクの関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を
上位のタスクがなくなるまで繰り返し、上位のタスクがなくなった時点で登録されている
関連情報を前記ターゲットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する工程と
を備えたことを特徴とするワークフロー管理方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のワークフロー管理方法において、
　前記ワークフローエンジンが、前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述
から検索語を抽出し、抽出された検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクモデ
ルおよび前記タスクインスタンスを検索し、検索により取得されたタスクの一つを第２の
ターゲットタスクに設定し、当該第２のターゲットタスクの関連情報を前記記憶手段に格
納された関連情報および文書から検索し、検索により取得された関連情報を前記第２のタ
ーゲットタスクと対応付けて登録し、前記検索により取得されたタスクの全てについて前
記第２のターゲットタスクへの設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を
繰り返し、全てのタスクについて処理を完了した時点で登録されている関連情報を前記第
２のターゲットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する工程
を更に備えたことを特徴とするワークフロー管理方法。
【請求項７】
　請求項５または６のいずれか一項に記載のワークフロー管理方法において、
　前記ワークフローエンジンが、前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述
から検索語を抽出し、抽出された検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクイン
スタンスを検索し、検索により取得されたタスクインスタンスのそれぞれにつき当該タス
クインスタンスをタスクインスタンスリストに含むドメインコンセプトデータを前記記憶
手段に格納されたドメインコンセプトから検索し、検索結果が存在する場合に当該検索結
果のドメインコンセプトデータのそれぞれにつき当該ドメインコンセプトデータのタスク
インスタンスリストに含まれる一つのタスクインスタンスを第３のターゲットタスクに設
定し、当該第３のターゲットタスクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報およ
び文書から検索し、検索により取得された関連情報を前記第３のターゲットタスクと対応
付けて登録し、前記タスクインスタンスリストに含まれる全てのタスクインスタンスにつ
いて前記第３のターゲットタスクへの設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の
登録を繰り返し、全てのタスクインスタンスについて処理を完了した時点で登録されてい
る関連情報を前記第３のターゲットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する工程
を更に備えたことを特徴とするワークフロー管理方法。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれか一項に記載のワークフロー管理方法において、
　前記タスクモデルからインスタンス化したタスクインスタンスにタスク情報をコピーす
る工程および前記タスクインスタンスにタスク情報をコピーする工程は、検索により取得
されたタスクをユーザにより選択させる前記表示手段に、予め定められた特定の種類の情
報をコピーの対象から外すことを指示するフィルタボタンを表示し、当該フィルタボタン
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の選択に応じて情報のコピーを行う
ことを特徴とするワークフロー管理方法。
【請求項９】
　ワークフロー管理システムを構成するコンピュータを、請求項１乃至４のいずれか一項
に記載の各手段として機能させることを特徴とするワークフロー制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はワークフロー管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のワークフロー管理システムは、ワークフロー実行以前にワークフローモデルを決
定する必要があった。しかし、研究開発や一部のサービス業務など、事前情報の完全性の
低い分野では、先行的なワークフローモデルの策定が難しい。そこで、コンストラクティ
ブワークフローと呼ばれる、ワークフロー実行時に動的にモデルを構成できる方法が開発
されてきた（例えば、特願２００５－４７７９２号、特願２００５－１５４２６１号）。
【０００３】
　なお、出願人は出願時点までに本発明に関連する公開された先行技術文献を発見するこ
とができなかった。よって、先行技術文献情報を開示していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　基本的に上述したようなコンストラクティブワークフローの技術では、予め定められた
ワークフロー部品（典型的な部分ワークフロー）の組み合わせを可能とすることでワーク
フローの動的定義を実現している。
【０００５】
　しかしながら、適当なワークフロー部品を見つけるための手段に乏しく、動的ワークフ
ロー構築の実用性が低いという問題があった。
【０００６】
　また、ワークフローの実行に際しては各種の情報が必要になるが、従来はその提供の仕
組みが確立しておらず、実際のタスク実行における作業性が悪いという問題があった。
【０００７】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
過去のワークフロー部品を容易に再利用することが可能であるとともに、関連情報を適時
に提示することのできるワークフロー管理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明にあっては、請求項１に記載されるように、ワーク
フローを構成する過去のタスクインスタンスを一般化したタスクモデルを記憶手段に格納
する手段と、ワークフローを構成する過去の具体的なタスクインスタンスを前記記憶手段
に格納する手段と、ユーザが入力手段を介して入力したタスク名およびタスク情報に基づ
いて前記記憶手段に格納された前記タスクモデルを検索し、検索により取得されたタスク
モデルを表示手段に表示し、前記ユーザが前記入力手段を介して選択したタスクモデルを
インスタンス化し、インスタンス化により取得されたタスクインスタンスに前記ユーザが
選択した対象タスクのタスク情報をコピーする手段と、前記ユーザが前記入力手段を介し
て入力した検索語に基づいて前記記憶手段に格納されたタスクインスタンスを検索し、検
索により取得されたタスクインスタンスを前記表示手段に表示し、前記ユーザが前記入力
手段を介して選択したタスクインスタンスに前記ユーザが選択した対象タスクのタスク情
報をコピーする手段と、前記ユーザが選択した対象タスクをターゲットタスクに設定し、
当該ターゲットタスクのサブタスク情報を参照して当該ターゲットタスクをサブタスクと
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する１階層上位のタスクを取得して前記ターゲットタスクに設定し、当該ターゲットタス
クの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および文書から検索し、検索により取
得された関連情報を前記ターゲットタスクと対応付けて登録し、前記ターゲットタスクを
サブタスクとする１階層上位のタスクの取得、当該タスクの前記ターゲットタスクへの設
定、当該ターゲットタスクの関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を上位のタ
スクがなくなるまで繰り返し、上位のタスクがなくなった時点で登録されている関連情報
を前記ターゲットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する手段とを備えるワークフロ
ー管理システムを要旨としている。
【０００９】
　また、請求項２に記載されるように、請求項１に記載のワークフロー管理システムにお
いて、前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述から検索語を抽出し、抽出
された検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクモデルおよび前記タスクインス
タンスを検索し、検索により取得されたタスクの一つを第２のターゲットタスクに設定し
、当該第２のターゲットタスクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および文
書から検索し、検索により取得された関連情報を前記第２のターゲットタスクと対応付け
て登録し、前記検索により取得されたタスクの全てについて前記第２のターゲットタスク
への設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の登録を繰り返し、全てのタスクに
ついて処理を完了した時点で登録されている関連情報を前記第２のターゲットタスクと対
応付けて前記表示手段に表示する手段を更に備えるようにすることができる。
【００１０】
　また、請求項３に記載されるように、請求項１または２のいずれか一項に記載のワーク
フロー管理システムにおいて、前記ユーザが選択した対象タスクのタスク名および記述か
ら検索語を抽出し、抽出された検索語により前記記憶手段に格納された前記タスクインス
タンスを検索し、検索により取得されたタスクインスタンスのそれぞれにつき当該タスク
インスタンスをタスクインスタンスリストに含むドメインコンセプトデータを前記記憶手
段に格納されたドメインコンセプトから検索し、検索結果が存在する場合に当該検索結果
のドメインコンセプトデータのそれぞれにつき当該ドメインコンセプトデータのタスクイ
ンスタンスリストに含まれる一つのタスクインスタンスを第３のターゲットタスクに設定
し、当該第３のターゲットタスクの関連情報を前記記憶手段に格納された関連情報および
文書から検索し、検索により取得された関連情報を前記第３のターゲットタスクと対応付
けて登録し、前記タスクインスタンスリストに含まれる全てのタスクインスタンスについ
て前記第３のターゲットタスクへの設定、関連情報の取得、および取得した関連情報の登
録を繰り返し、全てのタスクインスタンスについて処理を完了した時点で登録されている
関連情報を前記第３のターゲットタスクと対応付けて前記表示手段に表示する手段を更に
備えるようにすることができる。
【００１１】
　また、請求項４に記載されるように、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のワークフ
ロー管理システムにおいて、前記タスクモデルからインスタンス化したタスクインスタン
スにタスク情報をコピーする手段および前記タスクインスタンスにタスク情報をコピーす
る手段は、検索により取得されたタスクをユーザにより選択させる前記表示手段に、予め
定められた特定の種類の情報をコピーの対象から外すことを指示するフィルタボタンを表
示し、当該フィルタボタンの選択に応じて情報のコピーを行うようにすることができる。
【００１２】
　また、請求項５～８に記載されるように、ワークフロー管理方法として構成することが
できる。
【００１３】
　また、請求項９に記載されるように、ワークフロー制御プログラムとして構成すること
ができる。
【発明の効果】
【００２２】
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　本発明のワークフロー管理システムにあっては、過去のワークフロー部品を容易に再利
用することが可能であるとともに、関連情報を適時に提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００２４】
　＜システム構成＞
　図１は本発明の一実施形態にかかるワークフロー管理システム１００の構成例を示す図
である。図１において、ワークフロー管理システム１００は、システムを使用するユーザ
Ｕに対してＧＵＩ（Graphical User Interface）を提供するＧＵＩ提供部１０１と、既存
のタスクモデルおよび／もしくはタスクインスタンスからの再利用により動的にワークフ
ローモデルを生成し実行するワークフローエンジン１０４と、各種のＤＢ（Data Base）
１１１～１１６とを備えている。
【００２５】
　ＤＢとしては、ワークフローの実行に際して参考にされる関連情報を格納する関連情報
ＤＢ１１１と、文書本体を格納する文書ＤＢ１１２と、予め管理者等によって抽象化され
たタスクモデルを格納するタスクモデルＤＢ１１３と、過去のタスクインスタンスを格納
するタスクインスタンスＤＢ１１４と、予め管理者等によって関連のあるタスクインスタ
ンスおよび関連情報をグループ化したマッチングカテゴリを格納するドメインコンセプト
ＤＢ１１５と、ワークフローの作業記録を格納する作業記録ＤＢ１１６とを備えている。
タスクモデルＤＢ１１３およびタスクインスタンスＤＢ１１４は、関連情報ＤＢ１１１お
よび文書ＤＢ１１２に登録された情報とのリンクを持つ。また、ドメインコンセプトＤＢ
１１５の内容はタスクインスタンスＤＢ１１４の内容に対してリンクを持つ。
【００２６】
　ＧＵＩ提供部１０１は、表示画面を描画するためのレンダリングエンジン１０２と、ユ
ーザＵとの情報のやり取りを行う入出力制御部１０３とを備えている。
【００２７】
　ワークフローエンジン１０４は、ＤＢ１１１～１１５に対して各種の検索を実行する検
索エンジン１０５と、ワークフローを構成するタスクの制御を行うタスク制御部１０６と
、ＤＢ１１１～１１４を参照し、ユーザＵとワークフロー管理システム１００の動作を監
視してワークフローの作業記録を作業記録ＤＢ１１６に対して行うワークフロー記録部１
１０とを備えている。
【００２８】
　タスク制御部１０６は、タスクを作成するタスク作成部１０７と、作成されたタスクを
実行するタスク実行部１０８と、作業記録ＤＢ１１６の情報を元にユーザＵの現在のタス
クを推測し、関連する情報をＤＢ１１１～１１４から検索する推測エンジン１０９とを備
えている。
【００２９】
　動作概要としては、ユーザＵはＧＵＩ提供部１０１の入出力制御部１０３を通じてワー
クフローエンジン１０４を操作し、ワークフローの作成、実行、ワークフローモデルの作
成、関連情報、文書の登録、およびこれらとワークフローインスタンス、ワークフローモ
デルとのリンク等の作業を行う。
【００３０】
　ワークフローの作成に際し、ワークフローエンジン１０４の検索エンジン１０５は、Ｄ
Ｂ１１１～１１５に対して各種の検索を実行する。
【００３１】
　ワークフローエンジン１０４のタスク制御部１０６は、タスクモデルＤＢ１１３および
タスクインスタンスＤＢ１１４を使用し、ユーザＵの指示等に基づいてタスクを制御する
。タスク制御部１０６のタスク作成部１０７は、ユーザＵの指示に従ってＤＢ１１１～１
１４の情報を元にタスクの作成、情報のリンク付け等の作業を行う。タスク実行部１０８
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は、ユーザＵの指示に従ってタスクインスタンスＤＢ１１４の情報を利用し、実際のタス
ク情報の更新（タスクの実行とはシステム側から見ればタスク情報の更新である。）を行
う。推測エンジン１０９は、作業記録ＤＢ１１６の情報を元にユーザＵの現在のタスクを
推測し、関連する情報をＤＢ１１１～１１４から検索する。
【００３２】
　ワークフロー記録部１１０は、ユーザＵとワークフロー管理システム１００の動作を監
視し、ワークフローの作業記録を作業記録ＤＢ１１６に格納する。
【００３３】
　図２はワークフローの構造例および抽象度を示す図である。図２において、ルートタス
クであるワークフローは任意数のタスクにより構成される。各タスクは更に任意数のサブ
タスクから構成されることができる。すなわち、ワークフローは複数のタスクを、タスク
は複数のサブタスクを持つことができ、それぞれの順序関係（図中で矢印付きの線で表示
）などは、一般的なワークフロー管理システムのものと同一である。
【００３４】
　ここで、研究開発等の事前情報の完全性の低い分野では、抽象度の高いワークフローは
一般化してモデル化が可能であるが、具体的な詳細については、事例ごとの個別性が強く
、モデル化は難しい。そのため、このような場合には、抽象度の高い部分に関してはモデ
ル化された情報を参照し、詳細部分に関してはモデル化していない個別事例を参考にする
ことが有効である。
【００３５】
　本発明によるワークフロー管理システム１００では、高抽象度のワークフローに関して
は、一般化されたタスクモデルとそれに関連する情報を、ワークフローの詳細部分に関し
ては、以前の事例（ベストプラクティス）であるタスクインスタンスを再利用することで
、システム全体でのワークフローを用いた業務の生産性の最適化を図るようにしている。
【００３６】
　図３はタスクモデルＤＢ１１３に格納されるタスクモデルデータの構造例を示す図であ
り、データラベルとして、タスクモデル名、タスクモデルＩＤ、実行者ロールＩＤリスト
、元になったタスクのリスト、平均使用時間、最短使用時間、最長使用時間、共通入力情
報、非共通入力情報、共通出力情報、非共通出力情報、サブタスクに関する情報等を含ん
でいる。
【００３７】
　図４はタスクインスタンスＤＢ１１４に格納されるタスクインスタンスデータの構造例
を示す図であり、データラベルとして、タスク名、タスクＩＤ、実行者ＩＤ、実行日時、
終了日時、使用時間、実行に必要な情報、実行により作られた情報、サブタスクに関する
情報、制約条件、タスクの詳細情報等を含んでいる。
【００３８】
　図５はドメインコンセプトＤＢ１１５に格納されるドメインコンセプトデータの構造例
を示す図であり、データラベルとして、マッチングカテゴリ名、マッチングカテゴリＩＤ
、管理者、登録者、記述、タスクインスタンスリスト（タスクＩＤリスト）、Ｔａｓｋ１
関連情報、Ｔａｓｋ２関連情報、…、Ｔａｓｋｎ関連情報、マッチングカテゴリ関連情報
等を含んでいる。
【００３９】
　図６は関連情報の例を示す図であり、分類の項目名として、詳細情報、添付文書、継承
文書、関連文書、関連カテゴリ、関連プロセス、類似タスク等を含んでいる。これらの他
にも、例えば、関連組織リスト、実行者のリスト等を含めることもできる。
【００４０】
　＜タスクの再利用＞
　本発明は、ワークフロー実行時に該ワークフローを構成するタスクを動的に変更・更新
することのできるワークフロー管理システムをベースとし、以前の類似タスクを検索して
再利用するための支援システムである。
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【００４１】
　タスクの再利用に関しては、以下に挙げる２つの方法がある。
（１）インスタンスベースの再利用
（２）モデルベースの再利用
　ここで、インスタンスとは、過去の具体的なタスクを指し、モデルとはインスタンスが
一般化、抽象化された情報を指すものとする。二種類の再利用方式が共に利用可能である
ことが本発明の新規性のひとつである。
【００４２】
　インスタンスレベルでの再利用とはすなわち、過去のタスクの各種情報（(1)実行者、(
2)実行日時、(3)終了日時、(4)使用時間、(5)実行に必要な情報、(6)実行により作られた
成果物、(7)制約条件、(8)タスクを構成するサブタスクおよびそれらの関係を示す情報、
各サブタスクに関する(1)～(8)の情報）の直接的再利用であり、具体的にはこれらの情報
が現在のタスクにコピーされる。このコピーに際して情報のフィルタリング、例えば実行
時日時等の再利用にふさわしくない情報に関する削除／変更処理が可能である。
【００４３】
　モデルベースの再利用とは、過去のタスクを抽象化したモデルを現在のタスクに当ては
めることであり、インスタンスベースの再利用よりも一般的なタスクに対して主に用いら
れる。このモデルはタスクモデルライブラリとしてのタスクモデルＤＢ１１３により管理
される。
【００４４】
　各モデルは本システムの一般使用者もしくはタスクモデルライブラリ管理者により、過
去のタスクからの一般化により作成される。例えば、製品Ａ、Ｂ、ＣおよびＤに関する要
求解析タスクには、相応の共通点が見られるため、それを一般化して再利用可能な形で登
録されたものがモデルとなる。ここで再利用可能な情報とは、例えば、(9)実行者のロー
ル、すなわち役職もしくは技能レベル、(10)平均、最短、最長実行時間等実行時間に関す
る情報、(11)実行に必要な情報のうち各インスタンスに共通するもの、例えばテンプレー
トおよび特別なもの、例えば各製品のターゲットユーザに関する情報、(12)実行により作
られた成果物のうち各インスタンスに共通するもの、例えば該テンプレートのうち、実際
に共通に使用された部分および特別なもの、例えば該テンプレートのうち一部のインスタ
ンスでのみ使用された部分、(13)タスクを構成するサブタスクの分解例、つまり各インス
タンスで共通するサブタスクと共通しない特別なサブタスクに関する情報（上記(1)～(8)
）、(14)本タスクモデルの元になったタスクのリスト等を指す。
【００４５】
　モデルがサブタスク情報を含むことで、階層的なタスク表現とその再利用が可能となる
。モデルの適用に際しては、現在のタスクに対するインスタンス化が必要である。本発明
における、該インスタンス化をサポートする機能としては、例えば開始日時は現時刻を、
終了時刻は上記(10)情報から類推される終了日時を、実行に必要な情報は以前の各インス
タンスに共通する部分を共通情報として、共通しない情報を特例情報として提示する機能
が挙げられる。タスクインスタンスからのタスクモデルの作成は、基本的には主に管理者
ユーザにより直接行われる。
【００４６】
　＜タスクの再利用の処理＞
　本発明によるシステムでは、まず高抽象度のワークフローで必要とされる情報を、自動
もしくは手動で提示し、タスクの詳細化に伴って具体事例の参照手段を提供する。
【００４７】
　本発明によるシステムは自動的にタスク名から検索語を検出し、それを元に自動的にタ
スクモデルの検索と提示を行う。タスク名からの検索語切り出しについては例えば文献（
BrainBot BrainFiler、http://brainbot.com/site3/produkte/brainfiler/）による方法
を用いることができる。本方式を実現するため、各タスクモデルは、タスクの内容を説明
する自然文を持つ必要がある。タスク名から検出された検索語と、この自然文とのマッチ
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ングによりタスクモデルの類似度判定を行う。単語同士の類似度判定には例えばベクトル
距離法等が使用できる。また、提示されたタスクモデルの再利用の可否はユーザが判断す
る。
【００４８】
　タスク名からの検索語切り出しの他の方法として、例えば専用辞書を用いた方法も使用
可能である。これはシステムが使用される分野（例えば化学プラントの設計や、携帯電話
バッテリー駆動部回路の設計など）毎に使用頻度の高い語句を辞書として持ち、タスク名
とのマッチングをとる方式である。この場合、一般的に使われる語句（例えば「解析」、
「設計」）などは一般辞書として別途保持することも可能である。
【００４９】
　図７はタスクモデルの検索および再利用の処理例を示すフローチャートである。二重線
の部分はユーザアクションを示す。
【００５０】
　図７において、処理を開始すると（ステップＳ１０１）、ユーザからのタスク名、タス
ク情報の入力を行い（ステップＳ１０２）、これらタスク名、タスク情報から単語の切り
出しを行い（ステップＳ１０３）、切り出した単語によりタスクモデルの検索を行う（ス
テップＳ１０４）。
【００５１】
　次いで、検索されたタスクモデルを表示し（ステップＳ１０５）、ユーザによるタスク
モデルの選択を受け（ステップＳ１０６）、当該タスクモデルの再利用が指示されると（
ステップＳ１０７のＹｅｓ）、タスクモデルからタスクインスタンスへのインスタンス化
を行い（ステップＳ１０８）、タスク情報のコピーを行い（ステップＳ１０９）、タスク
を生成して処理を終了する（ステップＳ１１０）。タスク情報のコピー（モデルベースの
再利用）の場合、図３に示したようなデータ構造に基づいたタスク情報のコピーが行われ
る。
【００５２】
　一方、再利用しないとされた場合（ステップＳ１０７のＮｏ）、再検索が指示された場
合は（ステップＳ１１１のＹｅｓ）、検索条件の緩和を行い（ステップＳ１１２）、検索
クエリの決定を行い（ステップＳ１１３）、タスクモデルの検索（ステップＳ１０４）に
戻る。検索条件の緩和についてはいくつか実現方法があるが、いずれも検索語（クエリ）
との一致度に対する閾値を緩めることにより実現される。
【００５３】
　再検索しないとされた場合（ステップＳ１１１のＮｏ）、処理を終了する（ステップＳ
１１４）。
【００５４】
　図８はタスクインスタンスの検索および再利用の処理例を示すフローチャートである。
図８において、処理を開始すると（ステップＳ１２１）、ユーザからの検索語の入力を行
い（ステップＳ１２２）、この検索語によりタスクインスタンスの検索を行う（ステップ
Ｓ１２３）。
【００５５】
　次いで、検索されたタスクインスタンスを表示し（ステップＳ１２４）、ユーザによる
タスクインスタンスの選択を受け（ステップＳ１２５）、当該タスクインスタンスの再利
用が指示されると（ステップＳ１２６のＹｅｓ）、タスク情報のコピーを行い（ステップ
Ｓ１２７）、タスクを生成して処理を終了する（ステップＳ１２８）。タスク情報のコピ
ー（インスタンスベースの再利用）の場合、図４に示したようなデータ構造に基づいたタ
スク情報のコピーが行われる。
【００５６】
　一方、再利用しないとされた場合（ステップＳ１２６のＮｏ）、再検索が指示された場
合は（ステップＳ１２９のＹｅｓ）、検索条件の緩和を行い（ステップＳ１３０）、検索
クエリの決定を行い（ステップＳ１３１）、タスクインスタンスの検索（ステップＳ１２
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３）に戻る。再検索しないとされた場合（ステップＳ１２９のＮｏ）、処理を終了する（
ステップＳ１３２）。
【００５７】
　図９はタスクモデルおよびタスクインスタンスの両者に対応した検索および再利用の処
理例を示すフローチャートである。図９において、処理を開始すると（ステップＳ１４１
）、類似タスクを再利用するか否かの指示を待ち（ステップＳ１４２）、再利用する場合
（ステップＳ１４２のＹｅｓ）、続いてモデルベースの再利用であるか否か判断し（ステ
ップＳ１４３）、モデルベースの再利用でない（インスタンスベースの再利用である）場
合（ステップＳ１４３のＮｏ）、タスクインスタンスを検索し（ステップＳ１４４）、再
利用するか否かの指示を待ち（ステップＳ１４５）、再利用する場合（ステップＳ１４５
のＹｅｓ）、タスク情報をコピーし（ステップＳ１４６）、タスクを作成して処理を終了
する（ステップＳ１４７）。
【００５８】
　また、再利用しない場合（ステップＳ１４５のＮｏ）、再検索するか否かの指示を待ち
（ステップＳ１４８）、再検索する場合は（ステップＳ１４８のＹｅｓ）、検索条件を緩
和し（ステップＳ１４９）、タスクインスタンスの検索（ステップＳ１４４）に戻る。再
検索しない場合は（ステップＳ１４８のＮｏ）、処理を終了する（ステップＳ１５０）。
【００５９】
　一方、モデルベースの再利用である場合（ステップＳ１４３のＹｅｓ）、検索クエリを
決定し（ステップＳ１５１）、タスクモデルを検索し（ステップＳ１５２）、再利用する
か否かの指示を待ち（ステップＳ１５３）、再利用する場合（ステップＳ１５３のＹｅｓ
）、インスタンス化を行い（ステップＳ１５４）、タスク情報をコピーし（ステップＳ１
５５）、タスクを作成して処理を終了する（ステップＳ１４７）。
【００６０】
　また、再利用しない場合（ステップＳ１５３のＮｏ）、再検索するか否かの指示を待ち
（ステップＳ１５６）、再検索する場合は（ステップＳ１５６のＹｅｓ）、検索条件を緩
和し（ステップＳ１５７）、検索クエリの決定（ステップＳ１５１）に戻る。再検索しな
い場合は（ステップＳ１５６のＮｏ）、処理を終了する（ステップＳ１５８）。
【００６１】
　一方、類似タスクを再利用しない場合（ステップＳ１４２のＮｏ）、タスク名、タスク
情報の入力を行い（ステップＳ１５９）、タスクを作成して処理を終了する（ステップＳ
１４７）。
【００６２】
　＜再利用のためのＵＩ例＞
　モデルベースの再利用、インスタンスベースの再利用ともに、タスク構成に関する情報
を保持、再利用するため、以下で説明される再利用方法そのものは、モデルベース／イン
スタンスベースの再利用両方に利用でき、ＵＩを統一させることもできる。
【００６３】
　タスクは複数のサブタスクから構成されることもある。そのため、タスク情報の再利用
に関しては、再利用されるべきタスクのサブタスクに関する情報も必要とされる。しかし
、一部のサブタスクは、特定のタスクに特化した内容になることもあるため、タスク構成
の一部を変更／削除することもありうる。そのため、再利用するサブタスクを選択できる
機能も必要とされる。これは具体的には、タスクを構成するサブタスク一覧から、再利用
するべきサブタスクを選択する機能により実現される。
【００６４】
　図１０は再利用のためのＵＩ例を示す図であり、類似タスク検索を指示するボタン２０
１、再検索を指示するボタン２０２、再利用を指示するボタン２０３と、タスクの検索結
果２０４と、検索結果に対してアクションを指示するボタン２０５～２０７が表示された
状態を示している。ここでは再利用するべきサブタスクの検索結果２０４の右にある「＋
」ボタン２０５を押した後に、上部「再利用」ボタン２０３を押下することで、選択した
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サブタスクに関する情報が、現在のタスクにコピーされる。また、「＋＋」ボタン２０６
を押下することで、サブタスクごとにタスクを再利用することができる。
【００６５】
　タスク情報の再利用に際しては、再利用するべき情報とするべきでない情報を区別する
ことが必要である。ここで、再利用するべき情報とは例えば、タスク実行に必要な平均時
間等情報、タスク実行に必要なスキル、ロールに関する情報等をさす。また、再利用する
べきでない情報としては、具体的な実行日時、実行者氏名等が挙げられる。これらの区別
はタスクの状況やユーザの嗜好によっても異なるため、再利用する情報の選択はユーザに
よる変更可能性を残しておくべきである。
【００６６】
　本発明によるシステムでは、例えば、図１０に示すようにタスク情報再利用に際しての
「フィルタ」ボタン２０７として実現される。この「フィルタ」ボタン２０７を押下する
ことで、タスク情報のコピー時に、予め定められた特定の種類の情報についてはコピーの
対象から外される。該特定種類の情報については、ユーザが変更することも可能である。
【００６７】
　図１１は図１０において「フィルタ」ボタン２０７を押下した場合の表示例を示したも
のであり、データラベル２０８と対応するタスクに関する実際の値２０９が表示され、ユ
ーザが再利用の可否をチェックボックス２１０で決定できる。図中、「ｃｌｅａｒ」ボタ
ン２１１により選択可能欄を白紙にすることができる。「Ｆｉｌｔｅｒ適用」ボタン２１
２でフィルタ機能を適用することができる。
【００６８】
　更に、本発明によるシステムでは、より詳細な再利用タスク選択方法も提供される。こ
の例を図１２に示す。タスク構造が複雑になった場合などに、サブタスクも一括して選択
したい場合がありうる。その場合には本機能を使用することで簡単にサブタスクを含めた
タスク情報のコピーを制御できる。具体的には、通常の「再利用」ボタン２０５、「全体
再利用」ボタン２０６のほかに、「特殊再利用」ボタン２１３を用意し、そこで指定され
た数値により、再利用するサブタスクの階層を決定する。図１２の例では、Task 1のサブ
タスクを第二階層まで再利用することを示している。
【００６９】
　＜関連情報の提示＞
　本発明は、ワークフロー実行時に、ユーザが必要とする情報を提供することで、動的ワ
ークフローの可用性を高める機構を具備する。ここではこの機能を適時情報配信と呼ぶこ
ととする。
【００７０】
　ここで、タスク実行に必要な情報とは以下の二つを指す。
（１）該タスクを構成するサブタスクに関する情報（プロセス情報：タスクがどのような
小タスクに分解できるか、各小タスクはどのような順番で実行されるか等）
（２）タスクの実行に必要な情報（ドメイン情報：例えば既存関連文書、規格、以前の類
似タスクの実施例などのタスクの入出力情報等）
　プロセス情報の提示については、既に本発明者により提案済であるため、ここではタス
クの実行に必要なドメイン情報の提示について説明する。
【００７１】
　該ドメイン情報は、主に「タスクのドメインに関する情報」（例えば携帯電話のバッテ
リー駆動装置の設計という業務（タスク）であれば、これまでに開発した携帯電話製品の
バッテリー駆動装置の仕様、使用可能なバッテリー種類など）と、「タスクの入出力情報
」（設計仕様テンプレートなど）である。タスクのドメインに関する情報、タスクの入出
力情報ともに図１に示した関連情報ＤＢ１１１および文書ＤＢ１１２により管理される。
【００７２】
　また、タスクはサブタスクを持ち、階層化することができる。また各タスク、サブタス
クはそれぞれ関連情報、関連文書を持つことができる。ある特定のタスク、例えば図２で



(12) JP 4839088 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

は、タスク３－１は親タスク３とサブタスク３－１－１、３－１－２を持つ。この場合、
サブタスクは実行時まで未定である可能性があるが、親タスクは既に決定している必要が
ある。そのため少なくとも親タスク（タスク３）に関連付けられた情報（関連情報ＤＢお
よび文書ＤＢにより管理される）は、タスク３－１実行時に利用可能であり、また親タス
クに関連する情報は、サブタスクにも関連性が高いため、タスク実行に有効である。
【００７３】
　図１３は適時情報配信機能を実現するための関連情報の検索および提示の流れを示す図
である。本発明によるシステムは自動的にユーザが参照しているタスク（ここではUser T
ask Aとする）のタスク名から検索語を検出し、それを元に自動的にタスクインスタンス
およびタスクモデルの検索を行う。タスク名からの検索語切り出しについては例えば文献
（BrainBot BrainFiler、http://brainbot.com/site3/produkte/brainfiler/）による方
法を用いることができる。本方式を実現するため、各タスクインスタンスおよびタスクモ
デルは、タスクの内容を説明する自然文を持つ必要がある。タスク名から検出された検索
語と、この自然文とのマッチングによりタスクモデルの類似度の判定を行う。単語同士の
類似度判定には例えばベクトル距離法等が使用できる。
【００７４】
　タスク名からの検索語切り出しの他の方法として、例えば専用辞書を用いた方法も使用
可能である。これはシステムが使用される分野（例えば化学プラントの設計や、携帯電話
バッテリー駆動部回路の設計など）ごとに使用頻度の高い語句を辞書としてもち、タスク
名とのマッチングをとる方式である。この場合、一般的に使われる語句（例えば「解析」
、「設計」）などは一般辞書として別途保持することも可能である。
【００７５】
　タスクインスタンスおよびタスクモデル検索により見つかったタスクインスタンス若し
くはタスクモデルに関連付けられている情報を、関連情報ＤＢ１１１もしくは文書ＤＢ１
１２より検索し、当該情報を、User Task Aに関連する情報として提示する。
【００７６】
　＜関連情報提示の処理＞
　タスクの再利用のためには、現在のタスクに対して有効な情報を提供するであろう、過
去のタスクを検索する必要がある。ここでは、類似するタスクは類似する情報を必要とす
るという前提に立ち、過去の類似タスクを検索するシステムについて説明する。
【００７７】
　各タスクは、最低限必要な情報として、タスク名を持つ。また、付加情報として、(1)
実行者、(2)実行日時、(3)終了日時、(4)使用時間、(5)実行に必要な情報、(6)実行によ
り作られた成果物、(7)制約条件、(8)タスクを構成するサブタスクおよびそれらの関係を
示す情報に加え、(15)タスクの詳細記述を持つことができる。類似タスクの検索はこれら
の情報を用いて行われる。具体的には例えば、タスク名、タスクの詳細記述中に含まれる
単語をキーワードとした検索がある。また、上記(1)～(8)の情報それぞれ、もしくはそれ
らの組み合わせ、更に(13)タスクを構成するサブタスクで共通するサブタスクと共通しな
い特別なサブタスクに関する情報、(14)本タスクモデルの元になったタスクのリストおよ
び(15)タスクの詳細記述との組み合わせにより検索を行うこともできる。
【００７８】
　＜関連情報の検索の処理例＞
　図１４はタスク間の関係に基づいた関連情報の検索の処理例を示すフローチャートであ
る。図１４において、処理を開始すると（ステップＳ２０１）、検索エンジン１０５内に
現タスクに対応するエントリを作成し（ステップＳ２０２）、現タスクをターゲットタス
クにセットする（ステップＳ２０３）。なお、現タスクの階層はｎであるとする。
【００７９】
　次いで、ターゲットタスクに親タスクがあるか否か判断し（ステップＳ２０４）、親タ
スクがある場合（ステップＳ２０４のＹｅｓ）、ｎ－１階層のタスクのうち、現タスクを
子タスクに持つタスクをターゲットタスクにセットし（ステップＳ２０５）、ターゲット
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タスクの関連情報を関連情報ＤＢ１１１および文書ＤＢ１１２より検索し、結果をターゲ
ットタスクと併せて検索エンジン１０５内の対応エントリに登録する（ステップＳ２０６
）。そして、親タスクがあるか否かの判断（ステップＳ２０４）に戻る。
【００８０】
　そして、親タスクがない場合（ステップＳ２０４のＮｏ）、ワークフローエンジン１０
４により、検索エンジン１０５内の現タスクに対応するエントリの内容を表示し（ステッ
プＳ２０７）、処理を終了する（ステップＳ２０８）。
【００８１】
　図１５は類似タスクからの関連情報の検索の処理例を示すフローチャートである。図１
５において、処理を開始すると（ステップＳ２１１）、現タスクのタスク名および記述か
ら検索語を抽出し（ステップＳ２１２）、抽出された検索語により、タスクインスタンス
ＤＢ１１４およびタスクモデルＤＢ１１３を検索し、結果をリストとして検索エンジン１
０５内の対応エントリに保持する（ステップＳ２１３）。なお、検索結果の全数をＮとす
る。
【００８２】
　次いで、変数ｎ（リスト内のタスクインスタンスおよびタスクモデルの通し番号）を「
１」とし（ステップＳ２１４）、リスト中のタスクインスタンス、タスクモデルのうち、
ｎ番目のものをターゲットタスクにセットする（ステップＳ２１５）。次いで、ターゲッ
トタスクの関連情報を関連情報ＤＢ１１１および文書ＤＢ１１２より検索し、結果をター
ゲットタスクと併せて検索エンジン１０５の対応エントリに登録する（ステップＳ２１６
）。
【００８３】
　次いで、変数ｎが検索結果の全数Ｎに到達したか否か判断し（ステップＳ２１７）、到
達していない場合（ステップＳ２１７のＮｏ）、変数ｎをインクリメントし（ステップＳ
２１８）、ターゲットタスクのセット（ステップＳ２１５）に戻る。
【００８４】
　そして、変数ｎが検索結果の全数Ｎに到達した場合（ステップＳ２１７のＹｅｓ）、ワ
ークフローエンジン１０４により、検索エンジン１０５内の現タスクに対応するエントリ
の内容を表示し（ステップＳ２１９）、処理を終了する（ステップＳ２２０）。
【００８５】
　図１６および図１７はマッチングカテゴリを使用した関連情報の検索の処理例を示すフ
ローチャートである。
【００８６】
　単一類似タスクに付随する関連情報のみでは、現タスク実行に充分な情報が得られない
場合がある。この問題を解決するため、タスクインスタンスＤＢ１１４に登録される各タ
スクをグループ化し、現タスクに類似する、タスクインスタンスＤＢ１１４内タスクの属
するグループのタスク群の関連情報を提示するためのシステムを、ここではマッチングカ
テゴリと呼ぶ。以下ではマッチングカテゴリシステムについて説明を加える。
【００８７】
　類似タスク検索時に、複数の候補タスク提示を許すことで、マッチングカテゴリと類似
した機能を実現することができるが、この場合、システム管理者やその他タスク管理を行
う専門家のアドホックな意見や経験等によるタスク間の関連付けを反映させることができ
ない。予め当該タスクの専門家（例えば上記携帯電話バッテリーの例では、駆動回路設計
の専門家、要求解析の専門家）によるタスク間の関連付け行い、それを参照することで、
現タスクの属するドメインの専門家の知識、経験の再利用が可能となる。
【００８８】
　マッチングカテゴリシステムは、個別のタスクを管理するタスクインスタンスＤＢ１１
４とタスク群としての情報を管理するドメインコンセプトＤＢ１１５により構成される。
ドメインコンセプトＤＢ１１５では、前述した図５に示されるようなデータを管理する。
各タスクの関連情報は、タスクインスタンスＤＢ１１４でも管理されるため、ドメインコ
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ンセプトＤＢ１１５での管理は必要ではないが、マッチングカテゴリを編集する際の操作
性を高めるため、ここではドメインコンセプトＤＢ１１５内でも管理されるものとする。
また、これらのタスクインスタンスに付随する関連情報に加え、各マッチングカテゴリに
付随する情報（図５では「マッチングカテゴリ関連情報」として記述）も付加される。
【００８９】
　タスクインスタンスやタスクモデルと同じように、現タスクのタスク名、記述等からの
検索語切り出しと、該検索語による検索により、現タスクに関連するマッチングカテゴリ
をドメインコンセプトＤＢ１１５から見つけることができる。この場合、まず上記検索語
によりタスクインスタンスＤＢ１１４を検索し、該当するタスクを検出後、該検出タスク
のタスクＩＤによりマッチングカテゴリを検索することができる。
【００９０】
　図１６および図１７において、処理を開始すると（ステップＳ２２１）、現タスクのタ
スク名および記述から検索語を抽出し（ステップＳ２２２）、抽出された検索語により、
タスクインスタンスＤＢ１１４を検索し、結果をタスクインスタンスのＩＤリストとして
検索エンジン１０５内の対応エントリに保持する（ステップＳ２２３）。なお、結果の全
数をＮとする。
【００９１】
　次いで、変数ｎを「１」とし（ステップＳ２２４）、リスト中のｎ番目のタスクインス
タンスＩＤにより、ドメインコンセプトＤＢ１１５を検索する（ステップＳ２２５）。
【００９２】
　次いで、該当するエントリがあるか否か判断し（ステップＳ２２６）、エントリがある
場合（ステップＳ２２６のＹｅｓ）、該当エントリの全数をＮｔとし（ステップＳ２２７
）、変数ｔを「１」とする（ステップＳ２２８）。また、ｔ番目のドメインコンセプトエ
ントリに属するタスクインスタンスの全数をＮｎとする（ステップＳ２２９）。
【００９３】
　次いで、変数ｍを「１」とし（ステップＳ２３０）、リスト中のタスクインスタンス、
タスクモデルのうち、ｍ番目のものをターゲットタスクにセットし（ステップＳ２３１）
、ターゲットタスクの関連情報を関連情報ＤＢ１１１および文書ＤＢ１１２より検索し、
結果をターゲットタスクと併せて検索エンジン１０５の対応エントリに登録する（ステッ
プＳ２３２）。
【００９４】
　次いで、変数ｍがＮｎに到達したか否か判断し（ステップＳ２３３）、到達していない
場合（ステップＳ２３３のＮｏ）、変数ｍをインクリメントし（ステップＳ２３４）、タ
ーゲットタスクのセット（ステップＳ２３１）に戻る。
【００９５】
　また、変数ｍがＮｎに到達した場合（ステップＳ２３３のＹｅｓ）、変数ｔがＮｔに到
達したか否か判断し（ステップＳ２３５）、到達していない場合（ステップＳ２３５のＮ
ｏ）、タスクインスタンスの全数のセット（ステップＳ２２９）に戻る。
【００９６】
　また、変数ｔがＮｔに到達した場合（ステップＳ２３５のＹｅｓ）、続いて変数ｎがＮ
に到達したか否か判断し（ステップＳ２３７）、到達していない場合（ステップＳ２３７
のＮｏ）、変数ｎをインクリメントし（ステップＳ２３８）、ドメインコンセプトＤＢ１
１５の検索（ステップＳ２２５）に戻る。
【００９７】
　また、変数ｔがＮｔに到達した場合（ステップＳ２３７のＹｅｓ）、ワークフローエン
ジン１０４により、検索エンジン１０５内の現タスクに対応するエントリの内容を表示し
（ステップＳ２３９）、処理を終了する（ステップＳ２４０）。
【００９８】
　＜ユーザによる処理のＵＩ例＞
 ここでは、典型的な研究開発の例として、「要求分析」について、本発明によるワーク
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フロー管理システムを適用した場合のＵＩ例について説明する。
【００９９】
　第１の例では要求分析の初心者ユーザ（ノービスユーザ）が本発明によるシステムを使
用した場合について、第２の例では要求分析に熟練しているユーザ（エキスパートユーザ
）が使用した場合についてそれぞれ説明を行う。
【０１００】
　＜ノービスユーザによる処理のＵＩ例＞
　図１８～図２０はノービスユーザによる処理のＵＩ例を示す図である。
【０１０１】
　ノービスユーザはドメインについての知識が十分ではないため、まずワークフロー管理
システムはドメインについての一般的知識を提供し、その後順次詳細な情報を提示する。
【０１０２】
　先ず、ユーザは元になるタスク「携帯電話のバッテリー機能に関する要求分析」をシス
テム上に作成し、現時点で判明している納期および諸条件を入力する。システムはタスク
名と入力された条件を元に、要求工学一般の知識、すなわち要求分析に一般的に用いられ
る手法、それらの手続き、想定される入出力情報等をユーザに提示する。これらは既に説
明したモデルベースのタスク情報の再利用（タスクモデル再利用）により実現される。な
お、タスクインスタンスの提示も行われる。
【０１０３】
　図１８はユーザにより入力されたタスク情報３０１から、類似タスクモデル情報３０２
および類似タスクインスタンス情報３０３が提示された状態を示している。また、類似タ
スクモデル情報３０２から「Task Model 1」が選択され、右ペインに関連情報３０４とし
て「Task Model 1 関連情報」が表示されている状態も併せて示している。ここでは、Ｉ
ＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）の標準的要求分析方法を
説明したモデルとそのテンプレートが提示された状態を示している。
【０１０４】
　更に、ユーザは「Task Model 1」のタスクおよびサブタスクの構成についての情報を得
ることができる。図１９は、類似タスクモデル情報３０２から「Task Model 1」が選択さ
れた状態で、右ペインの「Task Model 1 タスク構成」タブを押下したことによりタスク
構成情報３０５が表示された状態を示している。ユーザのタスクが要求分析に関係するこ
とが既に明らかであるから、システムはタスクモデルＤＢ１１３およびタスクインスタン
スＤＢ１１４から同クエリ「要求分析」を用いて、過去のタスクをバックグランドで検索
しておき、自動的にユーザに提示する。このとき検索・提示される情報に、組織上のアク
セス制限をかけることもできる。
【０１０５】
　これらの提示される情報は前述したように予めシステム内の関連情報ＤＢ１１１および
文書ＤＢ１１２に保存されている。これらの情報は、システムの管理者により追加／更新
されるが、一般ユーザがシステムを使用することでタスクと入出力文書の関係などが記録
された場合、それらも同じようにタスク名からの推測によりユーザに提示される。
【０１０６】
　ユーザはこれらの情報から、一般的に要求分析が複数のステップからなることを知り、
それらに対応したサブタスクをシステム上に作成することとなる。サブタスク作成に際し
ては、以前のタスクが持つサブタスク構成および関連情報を再利用することができる。こ
れは検索されたタスク情報をコピーすることで実現される。
【０１０７】
　ユーザは提示された過去のタスクから、最も類似していると思われるタスクとして「Ta
sk Model 1」を選択し、その内容（手段、手続き、納期等）を確認し、その手続き（ワー
クフロー）を、今回のタスクに適用することを決めた場合、図２０に示すように、タスク
構成情報３０５のペインからタスク情報コピーボタン３０６を押下することでシステムに
内容のコピーを指示する。
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【０１０８】
　システムは以前のタスク（再利用されるタスク）のワークフロー（タスク構成、順序、
タスク遂行に必要な情報、納期等）をユーザの現在のタスクにコピーする。このとき、納
期は絶対的な日時ではなく、タスク遂行に必要であった時間を計算し、それと現在の日時
を元に仮の納期を設定することもできる。また、より詳細な再利用に関しては、前述した
全体再利用や特殊再利用機能が提供される。この場合、それぞれの機能に対して専用のボ
タンをＵＩに示すことでユーザの利便性を高めることができる。
【０１０９】
　図２０の左ペインには、タスク情報３０１として、過去のタスク「Task Model 1」のタ
スク構成および関連情報がコピーされた状態が示されている。
【０１１０】
　＜エキスパートユーザによる処理のＵＩ例＞
　図２１～図２４はエキスパートユーザによる処理のＵＩ例を示す図である。
【０１１１】
　エキスパートユーザは充分なドメイン知識を持つため、ドメインに関する一般的知識の
提供は、ノービスユーザの場合に比べ重要度は低い。そのため、ユーザの指示に従い、一
般的情報の提供機能はオフにすることもできる。
【０１１２】
　エキスパートユーザにとって重要な情報である、過去の類似タスクに関する情報の提供
は、既に説明したインスタンスベースでの再利用を主に利用することで実現される。
【０１１３】
　エキスパートユーザは要求分析工程の詳細を知っているため、それを元にサブタスクを
作成する。それぞれのサブタスクに入出力情報、納期等を設定することができるが、サブ
タスクを作成した時点で、上記タスク作成時と同じようにシステムから、過去の類似タス
クに関する入出力情報、納期等の情報が提示され、その中でもユーザが高類似性と判断し
た過去のタスクの情報をコピーすることができる。
【０１１４】
　図２１はユーザにより入力されたタスク情報３０１から、類似タスクモデル情報３０２
および類似タスクインスタンス情報３０３が提示された状態を示している。また、類似タ
スクインスタンス情報３０３から「Task 3」が選択され、右ペインに関連情報３０４とし
て「Task 3 関連情報」が表示されている状態も併せて示している。ここでは、「Product
 AA」および「Product BB」という関連情報が示されている。
【０１１５】
　また、図２１において右ペインから「Task 3 タスク構成」タブを押下することで、図
２２に示すように、タスク構成情報３０５が表示される。
【０１１６】
　ユーザは「Task 3」のサブタスクのうちいくつかは再利用可能であると考え、図２２に
示す工程１－２、２－１、２－２、および工程３のみ再利用することにしたものとする。
この場合、これらに対応する「再利用」のチェックボックスにマークした後、タスク情報
フィルタボタン３０７を押下することで、これらのタスクが現在のタスクのサブタスクと
してコピーされる。この際、フィルタ機能により、タスクの実行者、実際の納期等の情報
は再利用からはずされる。図２３の左ペインには、タスク情報３０１として、過去のタス
ク「Task 3」のタスク構成および関連情報がコピーされた状態が示されている。
【０１１７】
　コピーされた工程１－２を選択し、詳細情報を表示させた場合、コピー元の情報も提示
される。実際にコピーされたタスクの情報を参照した場合の表示例を図２４に示す。工程
１－２の詳細情報３０８およびProduct AA等の詳細情報３０９が表示されている。今回の
コピーに際してタスク情報のフィルタ機能を使用しているため、期間等に関する情報はコ
ピーされない。ただし、コピー元に関する情報から、類似タスクに関する情報が過去の類
似タスク情報として表示される。
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【０１１８】
　＜関連情報の表示例＞
　図２５～図２８は関連情報の表示例を示す図である。
【０１１９】
　上述したように、本発明によるシステムでは、ユーザのタスクそれぞれに対して、該タ
スク実行に関連する情報を提示する。そのため、ユーザタスクと関連付けられた形で、検
索された関連情報を提示する必要がある。最も単純な方法としては、各タスクの詳細表示
時に、関連情報として表示する方法がある。これ以外にも、例えばタスクリスト表示時に
、それぞれのタスクに対して最高関連度の情報（類似度判定における最大類似度を持つ情
報）を表示することも可能である。
【０１２０】
　マッチングカテゴリによる関連情報検索を行った場合、検索により見つかる情報の数が
多くなる場合がある。この場合、可読性を高めるために、該関連情報の表示を、タスク名
等を利用したツリー構造にすることもできる。
【０１２１】
　図２５はこのような場合における表示例を示したものであり、右ペインの関連情報４０
１における「展開」欄における「＋」はツリーが閉じた状態であることを、「－」はツリ
ーが展開した状態であることを示す。これらのアイコンをクリックすることで、ツリーの
展開を制御することができる。また、「再利用」欄にマークをつけることで、当該関連情
報がユーザの現在のタスクにコピーされる。
【０１２２】
　図２５における例のようなマッチングカテゴリを利用した関連情報の表示を行った場合
、当該情報の再利用に関しても以下のような特徴を持つ。
（１）カテゴリごとの再利用
（２）特定の情報のみの再利用
　ここで再利用とは、検索結果の関連情報を現在のユーザのタスクの関連情報としてコピ
ーすることを指す。この機能は図２５においては、「再利用」ボタンにより実現される。
いずれの場合にも、コピーに際して前述した図５に示したようなデータ構造が保持される
ことにより、ユーザはコピーされた関連情報から登録者やマッチングカテゴリ関連情報を
たどることができる。
【０１２３】
　今日のオフィス業務は一度に多量の情報を参照することが必要な場合が多いが、画像表
示手段であるディスプレイやプリンタの能力は限られており、ノートパソコン等の使用が
前提となるモバイルオフィスや、会議の場でのリアルタイムのアプリケーション使用が難
しくなってきている。同様にワークフローモデリングに関しても、業務ドメインの専門家
との会議において、モデル化の知識を持ったユーザがリアルタイムにモデル化ができれば
有効であるが、多量の情報の把握に問題が生じることがある。
【０１２４】
　この問題に対応するため、以下に述べる特徴を持つＵＩについて説明する。
【０１２５】
　先ず、限られた画面面積を有効に利用するために、本来の業務であるワークフローモデ
ルの表示には多くの面積を費やし、関連情報はまとめて独立したフレームに表示する。図
２６はこのような表示の例を示したものであり、関連情報フレーム４０２は、表示面積が
限られているため、情報を項目ごとにボックス状にまとめ、実際に利用可能な情報の数の
み項目名の後に数字で表示している。ユーザはこれらの情報に興味があれば項目名（展開
可能リスト）をクリックすることで実際の情報のリストを参照することができる。図２７
は関連情報フレーム４０２の中から「関連文書」を展開した状態を示している。実際の情
報のリストが表示された状態で、リスト中の情報アイテム名をクリックすることで新規ウ
ィンドウに該情報アイテムを表示することができる。
【０１２６】
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　なお、ここでは情報アイテムを展開可能リストを用いて表示する例を示したが、タブ構
造を用いて本機能を実装することもできる。この例を図２８に示す。右ペイン４０３には
選択されたタスクの関連情報を表示し、この状態ですでにタブに各項目名と利用可能な情
報アイテム数が表示される。これによりユーザはどの程度の情報があるかを概観すること
ができ、且つ情報アイテムが「０」のときに展開してみる手間を省くことができる。図２
８では右ペイン４０３において「関連文書」が選択された状態を示しており、関連文書一
覧が展開されて表示されている。なお、本説明では、タスクモデリングに関連する情報ア
イテムを、図６に示したような、詳細情報、添付文書、継承文書、関連文書、関連カテゴ
リ、関連プロセス、類似タスクの７つに分類して表示する例を示した。
【０１２７】
　＜まとめ＞
　以上説明したように、本発明では、より一般的なプロセス情報を再利用する「モデルベ
ースの再利用」と、より具体的な情報を再利用する「インスタンスベースの再利用」とい
う、二つの再利用手段（検索手段を含む）を提供することにより、より効率的な動的ワー
クフロー構築を可能とすることができる。モデルベースの再利用、インスタンスベースの
再利用ともに、複数の候補を提示し、その中からユーザが選択を可能とすることで、より
自由度の高いワークフロー構成を可能としている。
【０１２８】
　また、プロセス情報と、その実行に必要な情報、若しくは該必要情報のメタ情報（テン
プレート、情報入手経路等）などの現タスクのドメインに関する情報が適時に提示される
ことで、動的ワークフロー運用システムの利便性を高める仕組みを提供することができ、
実際のタスク実行における高い可用性を実現することができる。
【０１２９】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の一実施形態にかかるワークフロー管理システムの構成例を示す図である
。
【図２】ワークフローの構造例および抽象度を示す図である。
【図３】タスクモデルデータの構造例を示す図である。
【図４】タスクインスタンスデータの構造例を示す図である。
【図５】ドメインコンセプトデータの構造例を示す図である。
【図６】関連情報の例を示す図である。
【図７】タスクモデルの検索および再利用の処理例を示すフローチャートである。
【図８】タスクインスタンスの検索および再利用の処理例を示すフローチャートである。
【図９】タスクモデルおよびタスクインスタンスの両者に対応した検索および再利用の処
理例を示すフローチャートである。
【図１０】再利用のためのＵＩ例を示す図（その１）である。
【図１１】再利用のためのＵＩ例を示す図（その２）である。
【図１２】再利用のためのＵＩ例を示す図（その３）である。
【図１３】関連情報の検索および提示の流れを示す図である。
【図１４】タスク間の関係に基づいた関連情報の検索の処理例を示すフローチャートであ
る。
【図１５】類似タスクからの関連情報の検索の処理例を示すフローチャートである。
【図１６】マッチングカテゴリを使用した関連情報の検索の処理例を示すフローチャート
（その１）である。
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【図１７】マッチングカテゴリを使用した関連情報の検索の処理例を示すフローチャート
（その２）である。
【図１８】ノービスユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その１）である。
【図１９】ノービスユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その２）である。
【図２０】ノービスユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その３）である。
【図２１】エキスパートユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その１）である。
【図２２】エキスパートユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その２）である。
【図２３】エキスパートユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その３）である。
【図２４】エキスパートユーザによる処理のＵＩ例を示す図（その４）である。
【図２５】関連情報の表示例を示す図（その１）である。
【図２６】関連情報の表示例を示す図（その２）である。
【図２７】関連情報の表示例を示す図（その３）である。
【図２８】関連情報の表示例を示す図（その４）である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１００　　ワークフロー管理システム
　１０１　　ＧＵＩ提供部
　１０２　　レンダリングエンジン
　１０３　　入出力制御部
　１０４　　ワークフローエンジン
　１０５　　検索エンジン
　１０６　　タスク制御部
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