
JP 4308587 B2 2009.8.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他の文書群管理装置との間で前記属性を共有する属性共有手段とを有する文書群管
理装置であって、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段を設け、
　前記編集処理手段が、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なう
ような属性の変更を行う編集処理を行わないようにする手段を有することを特徴とする文
書群管理装置。
【請求項２】
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
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　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他の文書群管理装置との間で前記属性を共有する属性共有手段とを有する文書群管
理装置であって、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、
　前記編集処理手段が、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なう
ような属性の変更を行う編集処理を行う場合、その旨を表示する表示手段と
　を設けたことを特徴とする文書群管理装置。
【請求項３】
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他の文書群管理装置との間で前記属性を共有する属性共有手段とを有する文書群管
理装置であって、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、
　前記編集処理手段が、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なう
ような属性の変更を行う編集処理を行う場合には、該他の文書群管理装置でも該編集処理
と同じ編集処理が同時に行われるように、該他の文書群管理装置に対してその編集処理の
内容を通知する編集処理通知手段と
　を設けたことを特徴とする文書群管理装置。
【請求項４】
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他の文書群管理装置との間で前記属性を共有する属性共有手段とを有する文書群管
理装置であって、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、
　変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なうような属性の変更を行
う編集処理が前記編集処理手段によって行われる場合に、該編集処理に関する編集履歴情
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報を作成する編集履歴情報作成手段と、
　該手段によって作成された編集履歴情報を前記他の文書群管理装置に送信する編集履歴
情報送信手段と
　を設けたことを特徴とする文書群管理装置。
【請求項５】
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他の文書群管理装置との間で前記属性を共有する属性共有手段とを有する文書群管
理装置であって、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段を設け、
　前記編集処理手段が、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なう
ような属性の変更を行う編集処理を行う場合に、該属性の属性識別情報が変更になる編集
処理を指定する操作が行われた場合に、該編集処理を停止する手段を有することを特徴と
する文書群管理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の文書群管理装置であって、
　前記編集処理手段により編集された前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前
記項目値を蓄積して保管する文書属性蓄積手段をさらに有することを特徴とする文書群管
理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の文書群管理装置であって、
　前記編集処理手段はさらに前記文書属性蓄積手段に保管された前記属性、前記項目型、
該項目型の名称、および前記項目値を取り出し編集することを特徴とする文書群管理装置
。
【請求項８】
　請求項６又は７記載の文書群管理装置であって、
　前記属性付与手段は前記文書群管理手段から取り出された文書と前記文書属性蓄積手段
から取り出された前記属性とを対応付けることを特徴とする文書群管理装置。
【請求項９】
　変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なうような属性の変更は、
項目の削除、項目型変更、項目値格納Ｎｏ．変更のうち少なくとも１つである、請求項１
乃至５いずれか一項に記載の文書群管理装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の文書群管理装置であって、
　前記文書群管理手段はさらに前記属性付与手段により対応付けされた文書と前記項目値
とを蓄積することを特徴とする文書群管理装置。
【請求項１１】
　請求項４または６乃至１０のいずれか一項に記載の文書群管理装置であって、
　前記編集処理手段により前記属性識別情報が変更になる編集がされたとき、該編集に関
する編集履歴情報を蓄積する文書属性編集履歴蓄積手段をさらに有することを特徴とする
文書群管理装置。
【請求項１２】
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　請求項６乃至１１のいずれか一項に記載の文書群管理装置であって、
　前記文書属性蓄積手段はさらに、前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記
項目値の詳細情報への参照関係を示す情報を有することを特徴とする文書群管理装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の文書群管理装置であって、
　前記文書属性蓄積手段はさらに、各文書の前記属性を構成する項目に関する情報を保持
することを特徴とする文書群管理装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の文書群管理装置であって、前記文書属性蓄積手段はさらに、各文書
の前記属性を構成する項目と該項目の格納位置との対応関係を表す情報を有することを特
徴とする文書群管理装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の文書群管理装置であって、前記文書群管理手段から文書群を取り出
し、設定された条件に基づき前記取り出した文書群を分析する分析処理手段をさらに有す
ることを特徴とする文書群管理装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の文書群管理装置において、
　前記属性共有手段によって前記他の文書群管理装置との間で共有している前記属性が該
他の文書群管理装置を識別する情報を含むことを特徴とする文書群管理装置。
【請求項１７】
　ネットワークを介して接続された複数の文書群管理装置よりなる文書群管理システムで
あって、
　各文書群管理装置は請求項１乃至１６いずれか一項に記載の文書群管理装置であること
を特徴とする文書群管理システム。
【請求項１８】
　コンピュータを、
　電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、
　該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、
　該手段によって付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、
　該手段によって定義される項目型に名称を付与する名称付与手段と、
　前記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手
段と、
　前記属性、前記項目型、該項目型の名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編
集処理手段と、
　他のコンピュータとの間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、
　前記他のコンピュータとの間で前記属性を共有する属性共有手段として機能させる文書
群管理プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記文書群
管理プログラムは
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する属性識別情報設定手段を設け、
　前記編集処理手段が、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を損なう
ような属性の変更を行う編集処理を行わないようにする手段として機能させることを特徴
とする記憶媒体。
【請求項１９】
　文書群管理装置が文書に付与された属性を管理する方法であって、
　前記属性に対する編集処理の指示を受け付ける編集受付段階と、
　前記属性を識別する際に利用する属性識別情報と他の文書群管理装置との共有関係とを
変更可能に設定する段階と、
　前記編集受付段階において、変更した場合に他の文書群管理装置とのデータの一貫性を
損なうような属性の変更を行う編集処理を行わないようにする段階と
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から構成された方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電子化された文書群を管理する文書群管理装置に関し、特に、文書の属性を
利用して検索や分類を行って文書群の分析を実行する文書群管理装置において、文書の属
性を他の文書群管理装置との間で共有するための技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から電子化された文書群を管理する文書群管理装置が知られている。
【０００３】
このような文書群管理装置では、文書名、作成日や更新日等の書誌情報を利用して文書群
の管理、検索や分類などの文書群の分析を支援する方法が知られている。また、個々の文
書にキーワードや文書内容の一部を抽出した情報を文書の書誌情報として利用し文書群の
分析を支援する方法も知られている。キーワード抽出や文書内容からの情報抽出を自動化
して、システムへの文書登録の利便性を向上させる方法も知られている。
【０００４】
また、文書群管理装置として、予め用意した文書に付帯させる情報以外に、装置利用者（
システム利用者）が付帯させる情報を定義できるものもある。
【０００５】
このような文書群管理装置では、属性の項目名称や項目の型を定義することが可能であり
、文書登録時や文書更新時を含めた任意の時点で装置利用者が定義した項目の型に従って
項目値を入力したり、自動で項目値を入力させたりすることが可能である。
【０００６】
さらに、これまでに述べた文書の書誌情報や文書付帯項目を複数纏めて文書の属性として
定義する方法も知られている。これは、属性の名称を定義し、その属性に含まれる項目の
名称や項目の型を複数定義して文書種として利用する方法である。その方法によれば、属
性内の項目の増減、項目の名称／型を編集することができる。また、文書の登録や更新時
にその文書の属性を選択し、個々の項目の型に従った項目値を代入することができる。
【０００７】
上述したような文書の書誌情報、文書属性を利用して文書群の検索を行う方法が従来から
ある。これは、装置利用者が書誌情報の値、文書属性の値を検索条件として指定して文書
群からいくつかの文書を抽出して利用する方法である。また、文書の書誌情報の値、文書
属性の値に基づいて文書群管理装置が分類を行い、文書群の分析を行う方法も知られてい
る。
【０００８】
また、２台以上の上述したような文書群管理装置間で文書属性を共有するようにしたシス
テムも存在する。
【０００９】
さらに、文書を文書群管理装置間でコピーや移動する際に、コピー先や移動先の文書群管
理装置にその文書の属性が存在すれば、それを文書属性として割り当て、存在しなければ
コピー先や移動先の文書群管理装置が持ついずれかの文書属性に割り当てたり、文書のコ
ピー時や移動時に新たに文書属性を作成し、それを割り当てたりするシステムも知られて
いる（例えば特許文献１参照）。
【００１０】
さらにまた、文書の属性がコピー先や移動先の文書群管理装置に存在しない場合は、その
文書属性をその文書群管理装置側にコピーする方法も知られている。
【００１１】
複数の文書処理装置が一つの文書ファイルを共有し、編集処理する技術が知られている（
例えば、特許文献２参照）。この技術によれば、文書処理装置は、文書ファイルの編集を
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行なってその文書ファイルを変更すると、その文書ファイルを保持する管理装置に、その
文書ファイルの該当部分の文書データページとそのページ管理テーブルのロックを要求し
、管理装置は、その要求に応答して該当部分をロックして他の文書処理装置からのアクセ
スを排他する。そして、該当部分の更新処理を行ない、ロックを解除する。さらに管理装
置は、その更新処理の情報をその文書ファイルをオープンしている全ての文書処理装置に
通知する。
【００１２】
また、共有される文書に対してのアクセス制限の可否を識別し、アクセスが許可されたと
きは履歴として保持することで、望ましくない変更がされることを防止する技術が知られ
ている（例えば、特許文献３参照）。この技術によれば、複数の文書処理装置が、記憶装
置に格納されている文書にアクセスする場合、アクセスの可否を識別する。そして、アク
セスが許可された文書処理装置がその文書にアクセスしたとき、各文書処理装置が行った
アクセスの内容を履歴として管理することにより、共有される文書に対して、望ましくな
い変更が加えられることを防止することができる。
【００１３】
さらに、共有文書に対する更新履歴を管理し、更新内容と更新内容に対するコメント文を
対応付けて管理する技術が知られている（例えば、特許文献４参照）。この技術によれば
、文書に対する編集内容とそれに対するコメント文とを受け付けて、編集内容に基づきそ
の文書を更新して新たな更新文書を作成するとともに、その文書の更新前後の比較から更
新内容を抽出して、この更新内容をコメント文に対応付けてその文書の更新に関する履歴
として記憶する。そして、ユーザからの要求に応じてコメント文とともに更新内容を表示
することにより、ネットワークを介して接続された複数の端末装置のユーザ間で、文書の
編集・更新および文書の更新経緯の管理を効率よく行うことができる。
【００１４】
【特許文献１】
特開２００２－１２３５０６号公報
【００１５】
【特許文献２】
特開平８－１６５５３号公報
【００１６】
【特許文献３】
特開平７－８５００７号公報
【００１７】
【特許文献４】
特開２００２－１４０３４４号公報
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
これらの従来のシステムでは、共有している文書属性をある文書群管理装置で修正すると
、文書群管理装置間の文書属性に差異が生じ、共有関係が維持できないという問題があっ
た。また、装置利用者が共有している文書属性がどれか特定することができなかった。そ
のため、どの文書属性に対するどのような編集なら共有関係を維持できるのか装置利用者
が特定できないという問題があった。
【００１９】
この発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、文書属性を共有しているかどうか、
どの装置と文書属性を共有しているのかなどの情報を利用し、共有関係を維持したまま文
書属性の編集ができるようにすること、あるいは文書属性の共有関係を保てないような編
集は装置利用者が行えないようにすることを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
この発明は、電子化された文書群を管理する文書群管理手段と、該手段によって管理され
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る個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、該手段によって付与される属性に１つ以
上の項目型を定義する項目型定義手段と、該手段によって定義される項目型に名称を付与
する名称付与手段と、上記項目型定義手段によって定義される個々の項目型に項目値を入
力する項目値入力手段と、上記属性、上記項目型、該項目型の名称、および上記項目値を
それぞれ編集処理する編集処理手段と、他の文書群管理装置との間で文書のコピーを行う
文書コピー手段と、上記他の文書群管理装置との間で上記属性を共有する属性共有手段と
を有する文書群管理装置であって、上記の目的を達成するため、次のようにしたことを特
徴とする。
【００２１】
請求項１の発明による文書群管理装置は、上記属性共有手段によって上記他の文書群管理
装置との間で上記属性を共有しているかしていないかに応じて上記編集処理手段による上
記属性の編集処理を切り替える切替手段を設けたものである。
【００２２】
請求項２の発明による文書群管理装置は、上記属性を識別する際に利用する属性識別情報
を変更可能に設定する属性識別情報設定手段を設け、上記編集処理手段に、上記属性共有
手段によって上記他の文書群管理装置との間で共有している上記属性の属性識別情報が変
更になる編集処理を行わないようにする手段を備えたものである。
【００２３】
請求項３の発明による文書群管理装置は、上記属性を識別する際に利用する属性識別情報
を変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、上記属性共有手段によって上記他の文書
群管理装置との間で共有している上記属性の属性識別情報が変更になる編集処理が上記編
集処理手段によって行われる場合には、その旨を表示する表示手段とを設けたものである
。
【００２４】
請求項４の発明による文書群管理装置は、上記属性を識別する際に利用する属性識別情報
を変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、上記属性共有手段によって上記他の文書
群管理装置との間で共有している上記属性の属性識別情報が変更になる編集処理が上記編
集処理手段によって行われる場合には、該他の文書群管理装置でも該編集処理と同じ編集
処理が同時に行われるように、該他の文書群管理装置に対してその編集処理の内容を通知
する編集処理通知手段を設けたものである。
【００２５】
請求項５の発明による文書群管理装置は、上記属性を識別する際に利用する属性識別情報
を変更可能に設定する属性識別情報設定手段と、上記属性共有手段によって上記他の文書
群管理装置との間で共有している上記属性の属性識別情報が変更になる編集処理が上記編
集処理手段によって行われる場合に、該編集処理に関する編集履歴情報を作成する編集履
歴情報作成手段と、該手段によって作成された編集履歴情報を上記他の文書群管理装置に
送信する編集履歴情報送信手段とを設けたものである。
【００２６】
請求項６の発明による文書群管理装置は、上記属性を識別する際に利用する属性識別情報
を変更可能に設定する属性識別情報設定手段を設け、上記編集処理手段に、上記属性共有
手段によって上記他の文書群管理装置との間で共有している上記属性を編集処理する場合
に、該属性の属性識別情報が変更になる編集処理を指定する操作が行われた場合でも、該
属性識別情報を変更しないようにする手段を備えたものである。
【００２７】
請求項７の発明による文書群管理装置は、請求項１乃至６のいずれかの文書群管理装置に
おいて、前記編集処理手段により編集された前記属性、前記項目型、該項目型の名称、お
よび前記項目値を蓄積して保管する文書属性蓄積手段をさらに有するものである。
【００２８】
請求項８の発明による文書群管理装置は、請求項７の文書群管理装置において、前記編集
処理手段がさらに前記文書属性蓄積手段に保管された前記属性、前記項目型、該項目型の
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名称、および前記項目値を取り出し編集するものである。
【００２９】
請求項９の発明による文書群管理装置は、請求項７又は８の文書群管理装置において、前
記属性付与手段が前記文書群管理手段から取り出された文書と前記文書属性蓄積手段から
取り出された前記属性とを対応付けるものである。
【００３０】
請求項１０の発明による文書群管理装置は、請求項１乃至９のいずれかの文書群管理装置
において、前記文書群管理手段がさらに前記属性付与手段により対応付けされた文書と前
記項目値とを蓄積するものである。
【００３１】
請求項１１の発明による文書群管理装置は、請求項２乃至１０のいずれかの文書群管理装
置において、前記編集処理手段により前記属性識別情報が変更になる編集がされたとき、
該編集に関する編集履歴情報を蓄積する文書属性編集履歴蓄積手段をさらに有するもので
ある。
【００３２】
請求項１２の発明による文書群管理装置は、請求項７乃至１１のいずれかの文書群管理装
置において、前記文書属性蓄積手段がさらに、前記属性、前記項目型、該項目型の名称、
および前記項目値の詳細情報への参照関係を示す情報を有するものである。
【００３３】
請求項１３の発明による文書群管理装置は、請求項１２の文書群管理装置において、前記
文書属性蓄積手段がさらに、各文書の前記属性を構成する項目に関する情報を保持するも
のである。
【００３４】
請求項１４の発明による文書群管理装置は、請求項１３の文書群管理装置において、前記
文書属性蓄積手段がさらに、各文書の前記属性を構成する項目と該項目の格納位置との対
応関係を表す情報を有するものである。
【００３５】
請求項１５の発明による文書群管理装置は、請求項１４の文書群管理装置において、前記
文書群管理手段から文書群を取り出し、設定された条件に基づき前記取り出した文書群を
分析する分析処理手段をさらに有するものである。
【００３６】
請求項１６の発明による文書群管理装置は、請求項１～１５のいずれかの文書群管理装置
において、上記属性共有手段によって上記他の文書群管理装置との間で共有している上記
属性が該他の文書群管理装置を識別する情報を含むものである。
【００３７】
請求項１７の発明は、ネットワークを介して接続された複数の文書群管理装置よりなる文
書群管理システムであって、各文書群管理装置は請求項１乃至１６いずれかの文書群管理
装置であるものである。
【００３８】
請求項１８の発明は、コンピュータを、電子化された文書群を管理する文書群管理手段と
、該手段によって管理される個々の文書に属性を付与する属性付与手段と、該手段によっ
て付与される属性に１つ以上の項目型を定義する項目型定義手段と、該手段によって定義
される項目型に名称を付与する名称付与手段と、前記項目型定義手段によって定義される
個々の項目型に項目値を入力する項目値入力手段と、前記属性、前記項目型、該項目型の
名称、および前記項目値をそれぞれ編集処理する編集処理手段と、他のコンピュータとの
間で文書のコピーを行う文書コピー手段と、前記他のコンピュータとの間で前記属性を共
有する属性共有手段として機能させる文書群管理プログラムを記憶したコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体であって、前記文書群管理プログラムは、前記属性共有手段によって
前記他のコンピュータとの間で前記属性を共有しているかしていないかに応じて前記編集
処理手段による前記属性の編集処理を切り替える切替手段として機能させるものである。
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【００３９】
請求項１９の発明は、文書群管理装置が文書に付与された属性を管理する方法であって、
前記属性に対する編集処理の指示を受け付ける編集受付段階と、前記編集処理の指示を受
け付けた属性が他の文書群管理装置と共有されているか判断し、その結果に基づき前記編
集処理を切り替える編集切替段階とから構成されるものである。
【００４０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。
【００４１】
図１は、この発明を実施する文書群管理装置（文書処理装置）の構成例を示すブロック図
である。
【００４２】
この文書群管理装置は、パーソナルコンピュータやワードプロセッサ等の情報処理装置を
用い、文書登録部１、装置制御部２、文書蓄積部３、文書属性編集部４、文書属性蓄積部
５、文書属性付与部６、分析処理実行部７、表示装置８、入力デバイス９、文書属性編集
履歴蓄積部１０、文書属性項目値入力部１１、および文書群管理プログラム記憶部１２を
構成しており、それらによってこの発明による機能（文書群管理手段、属性付与手段、項
目型定義手段、名称付与手段、項目値入力手段、編集処理手段、文書コピー手段、属性共
有手段、属性識別情報設定手段、切替手段、表示手段、編集処理通知手段、編集履歴情報
作成手段、編集履歴情報送信手段としての機能）を実現する。
【００４３】
文書登録部１は、スキャナ、カメラ、キーボード等の入力デバイスまたはネットワーク接
続装置によって構成されており、電子化された文書を登録（入力）することができる。
【００４４】
装置制御部２は、ＣＰＵ（中央処理装置）やプログラムＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリなどに
よって構成されており、文書登録部１によって登録された文書を文書蓄積部３に蓄積して
保管させ、その文書蓄積部３に保管されている文書群を管理するなど、この文書群管理装
置全体を統括的に制御する。
【００４５】
文書蓄積部３は、不揮発性メモリ、ハードディスク、またはそれに類する外部記憶装置に
よって構成される。
【００４６】
文書属性編集部４は、個々の文書に付与される属性（文書属性）の名称、文書属性の項目
の名称や型などを定義するものであり、その定義した文書属性（属性情報）をテーブルと
して文書属性蓄積部５に蓄積して保管させることができる。また、文書属性蓄積部５に一
度保管した文書属性を取り出し、編集することもできる。
【００４７】
文書属性蓄積部５は、文書蓄積部３と同様に、不揮発性メモリ、ハードディスク、または
それに類する外部記憶装置によって構成される。
【００４８】
文書属性付与部６は、文書蓄積部３から取り出された文書と文書属性蓄積部５から取り出
された文書属性とを対応付けさせる装置であり、文書属性に含まれる項目の値を代入する
こともできる。対応付けられた文書と文書属性は、装置制御部２によって文書蓄積部３に
蓄積される。
【００４９】
分析処理実行部７は、検索や分類の条件の設定が行われた後、文書蓄積部３から文書群を
取り出し、それらの設定条件を参照することによって検索や分類などの処理を実行する。
実行した処理の結果は、表示装置８にて確認することができる。
【００５０】
入力デバイス９は、装置利用者が操作するキーボード等のデバイスによって構成され、文
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書登録、文書属性編集、文書属性付与、分析実行、属性ＩＤ設定などの操作を指定する入
力装置である。文書の登録や文書属性の編集の結果は、表示装置８にて確認することがで
きる。表示装置８と入力デバイス９は、文書群管理装置と一体に構成されてもよいが、文
書群管理装置とは物理的に分離した構成でもよい。
【００５１】
文書属性編集履歴蓄積部１０は、他の文書群管理装置との間で共有している文書属性の属
性ＩＤ（属性識別情報）が変更になる属性編集処理が行われる場合に、その属性編集処理
に関する編集履歴情報をファイルとして蓄積するものである。
【００５２】
文書属性項目値入力部１１は、文書属性の項目値を入力、または変更する場合に、文書属
性項目値入力画面を表示し、入力された項目値を書誌情報テーブルに格納する。文書群管
理プログラム記憶部１２は、本発明に係る文書群管理プログラムを記憶した記憶媒体を読
み込むためのＣＤ－ＲＯＭドライブやＤＶＤ－ＲＡＭドライブ等、又は文書群管理プログ
ラムをあらかじめインストールしたハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等である。文書蓄
積部３、文書属性蓄積部５、及び文書群管理プログラム記憶部１２は、共通のハードウェ
アで構成してもかまわない。
【００５３】
なお、図１には図示を省略してあるが、文書群の分析の結果は表示装置８を利用して出力
（表示）させるだけでなく、プリンタ等の他の出力装置を利用して出力させることも可能
である。
【００５４】
また、文書登録部１の構成要素であるネットワーク接続装置は、ＬＡＮ等のネットワーク
を介して他の文書群管理装置と通信可能に接続することが可能である。それによって、ネ
ットワーク経由で他の文書群管理装置との間で文書のコピーや移動を行ったり、文書属性
を共有することができる。
【００５５】
図２は、この文書群管理装置で利用する文書属性の一例を示す説明図である。
【００５６】
文書属性の名称（名前）として任意の名称を定義することができるが、図２ではａｂｃと
している。文書属性には複数（１つ以上）の項目をまとめて定義することが可能で、各項
目の名称（項目名）と各項目の値の型（項目型）を定義することが可能である。図２では
、項目型として日付を指定する日付型、人名（名前）を指定する名前型、任意の文字列を
指定する文字列型が定義されている。
【００５７】
図２の文書属性は、文書属性蓄積部５に保管できる。文書属性蓄積部５に保管された文書
属性は、文書属性編集部４が文書属性蓄積部５から取り出して修正（変更）することがで
きる。
【００５８】
図３は、図２の文書属性を編集した一例を示す説明図である。
【００５９】
図３は、文書属性の名称を「ａｂｃ」から「ｘｙｚ」に、項目名の「文書印刷日」を「最
終印刷日」に、項目名の図面区別の項目型を「文字列型」から「数値型」に変更した例を
示している。この例では、「顧客コード」という新たな数値型の項目を追加している。な
お、項目を削除することも可能である。また、文書属性ａｂｃを削除することも可能であ
る。
【００６０】
図４は、文書属性付与部６による処理例を説明するための図である。
【００６１】
この例では、文書登録部１によって登録される文書「いろは」、あるいは文書蓄積部３か
ら取り出される文書「いろは」に文書属性を対応させる（付与する）ことができる。図４
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は、文書「いろは」に文書属性「ｘｙｚ」が付与されていることを示す画面の例である。
文書属性を「ｘｙｚ」から「ａｂｃ」に変更することも可能である。この例では、上記の
文書属性「ｘｙｚ」が付与された状態で、その右側の下向きの三角形を押すと、文書属性
リストが表示されるので、この文書属性リストから文書属性「ａｂｃ」を選択すれば、文
書「いろは」の文書属性を「ｘｙｚ」から「ａｂｃ」に変更することができる。
【００６２】
文書属性「ａｂｃ」を選択した後、属性「ａｂｃ」を構成する各項目の値を代入し、また
は変更することができる。その例を示したものが図５である。文書属性の各項目の値は後
述する書誌情報テーブルに格納し、文書蓄積部３に文書のコンテンツと対応させる形式で
保管することができる。
【００６３】
次に、この文書群管理装置の文書属性蓄積部５に蓄積される文書属性のデータ形式につい
て、図６を参照して説明する。
【００６４】
図６の（１）は文書属性管理データテーブルであり、この文書群管理装置内で利用するこ
とができる文書属性の一覧を表示装置８に表示する際に参照される。
【００６５】
属性ＩＤは文書属性に付与されている属性識別情報であり、この文書群管理装置が文書属
性を識別する際に利用する。例えば、文書属性蓄積部５に新たに保管される文書属性の属
性ＩＤを文書属性管理データテーブル内の各属性ＩＤと比較照合し、そのいずれかと同じ
であれば、そのことを判断する。
【００６６】
「共有」カラムは、その文書属性が他の文書群管理装置と共有されているかどうかを示す
フラグであり、例えば「スキャナ」属性が他の文書群管理装置と共有されていることを示
している。
【００６７】
属性詳細情報へのポインタは、図６の（２）に示す属性詳細情報テーブルへの参照関係を
示すポインタである。このポインタはテーブル名やファイル名を用いることができる。
【００６８】
図６の（２）に示す属性詳細情報テーブルでは、個々の文書属性がどのような項目から構
成されているかなどの情報を保持している。「項目値格納Ｎｏ．」は、個々の文書の書誌
情報テーブルのどの格納位置とどの項目が対応しているかを表している。
【００６９】
図７は、文書の書誌情報テーブルの一例を示す図である。書誌情報テーブルは、文書属性
の項目値を格納するテーブルである。文書属性が定義されている文書毎に生成され、対応
する文書とともに文書蓄積部３に格納される。
【００７０】
図７に示した例の場合、書誌情報テーブルの第1行目には、この書誌情報テーブルが対応
する文書の文書ＩＤ「文書Ａ」が格納されている。第2行目には、この文書に設定された
文書属性の属性ＩＤ「Ｂ４１－０Ｆ３２」が格納されている。この属性ＩＤに基づき、こ
の文書に設定された文書属性の属性名称が「スキャナ」であると特定することができる。
第3行目以降の各行には「項目値格納Ｎｏ．」（Ｃ－１、Ｃ－２、．．．）が割り振られ
ている。図６（２）に示した属性詳細情報テーブルと図７に示した書誌情報テーブルを参
照することにより、文書属性の各項目に入力されている項目値を知ることができる。例え
ば、属性詳細情報テーブルから、項目名「文書名」、「登録日」、「文書番号」はそれぞ
れ「項目値格納Ｎｏ．」Ｃ－１、Ｄ－１、Ｎ－１に格納されていることが分かるから、書
誌情報テーブルの対応する行を参照することにより、項目値がそれぞれ「いろは」、「１
９８８／３／４」、「５／３」であると特定することができる。
【００７１】
図６（２）の「項目値格納Ｎｏ．」は、装置利用者が編集して設定してもよいし、装置制
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御部２が項目型から自動的に空いている「項目値格納Ｎｏ．」を設定することもできる。
【００７２】
文書属性を複数の文書群管理装置間で共有すると、図６の（１）に示した文書属性管理デ
ータテーブル中の１つのレコードと対応する図６の（２）に示した属性詳細情報テーブル
が複数の文書群管理装置に存在することとなり、文書属性の共有が行われる。
【００７３】
図８は、文書の登録処理を説明するための図である。各文書は、まず文書登録部１により
、本発明の文書群管理装置の文書ファイルとして登録される。具体的には、登録された文
書に対応する書誌情報テーブルが作製され、文書名、文書ＩＤなどその文書を識別するた
めに必要な最小限の情報が書誌情報テーブルに格納される。
【００７４】
次に、文書属性付与部６により文書属性が付与される。文書属性付与部６は、文書属性蓄
積部５に記憶されている文書属性を参照しつつ、図４に示した項目値入力画面を表示装置
８に表示して、装置利用者が選択した文書属性の属性ＩＤを書誌情報テーブルに保存する
。この動作により当該文書に文書属性が付与されたこととなる。
【００７５】
次に、文書属性項目値入力部１１により、図５の属性値入力画面を通して装置利用者が入
力した文書属性の項目値が、書誌情報テーブルに格納される。最後に、当該文書と書誌情
報テーブルは文書蓄積部３に記憶される。
【００７６】
なお、装置利用者が文書属性を選択しなかった場合、所定の文書属性を自動的に付与する
ようにしてもよい。または、何ら文書属性を付与することなく、文書属性が無い文書とし
て文書蓄積部３に保存してもよい。
【００７７】
図９は、文書の検索処理を説明するための図である。分析処理実行部７は装置利用者が入
力した検索条件に基づき、文書蓄積部３に記憶されている文書群から、検索条件を満たす
文書を検索して、表示装置８に表示する。この際、分析処理実行部７は、文書属性蓄積部
５を参照し、装置利用者が入力した検索条件を解釈する。
【００７８】
例えば、検索条件が属性名称「スキャナ」かつ登録日「１９８８／３／３１以前」である
場合、分析処理実行部７は、文書属性蓄積部５に記憶されている文書属性管理データテー
ブル（図６（１））を参照して、属性名称「スキャナ」の属性ＩＤが「Ｂ４１－０Ｆ３２
」であると判断する。次に、同じ文書属性蓄積部５に記憶されている属性名称「スキャナ
」の属性詳細情報テーブル（図６（２））を参照して、項目名「登録日」の「項目値格納
Ｎｏ．」が「Ｄ－１」であると判断する。
【００７９】
これに基づき、分析処理実行部７は、文書蓄積部３に蓄積されている各文書の書誌情報テ
ーブルを参照して、属性ＩＤが「Ｂ４１－０Ｆ３２」であり、かつ「Ｄ－１」が「１９８
８／３／３１以前」である文書を特定することができる。例えば、図７に書誌情報テーブ
ルを示した文書Ａ（文書名「いろは」）が、上記の検索条件に合致する文書として特定さ
れる。
【００８０】
次に、この文書群管理装置における請求項１の発明に係わる処理について説明する。
【００８１】
この文書群管理装置の装置制御部２は、文書属性蓄積部５内の図６の（１）に示した文書
属性管理データテーブルの「共有」カラムに基づいて文書属性編集部４による文書属性の
編集処理（属性編集処理）を切り替える。つまり、他の文書群管理装置との間で文書属性
を共有しているかしていないかに応じて文書属性編集部４による文書属性の編集処理を切
り替える。
【００８２】
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ここで、他の文書群管理装置との間で共有されていない文書属性に対しては、文書属性編
集部４が、属性削除、属性名称変更、項目の追加・削除、項目名変更、項目型変更、項目
値格納Ｎｏ．変更など、全ての編集処理を行える。
【００８３】
文書属性が同じ複数文書間で、文書属性蓄積部５内の書誌情報テーブルの項目値格納Ｎｏ
．が同じであれば、同じ項目の書誌情報と見なすことができる。つまり、属性ＩＤ：Ｂ４
１―０Ｆ３２の文書の項目値格納Ｎｏ．Ｃ－１の項目値は、複数文書間で「文書名」であ
る。このことにより、書誌情報を利用した検索などを効率よく一貫性を保って実行するこ
とができる。
【００８４】
この一貫性を保つため、「項目の削除」、「項目型変更」、「項目値格納Ｎｏ．変更」の
属性編集処理を行う場合には、どの文書群管理装置でも属性ＩＤを変更するようにしなけ
ればならない。
【００８５】
そして、属性ＩＤが変更（修正）された場合、全ての文書の書誌情報テーブル（図７では
ある１つの文書Ａの書誌情報テーブルのみを示している）に対して修正を加える。
【００８６】
上記以外の属性編集処理（「属性名称変更」、「項目の追加」、「項目名称変更」など）
を行う場合には、属性ＩＤを変更する運用も可能であるし、変更しない運用も可能である
。
【００８７】
図１０は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項１の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【００８８】
この文書群管理装置の装置制御部２は、入力デバイス９上でのある文書属性（該当する文
書属性）の編集に関する操作（編集操作）によってその文書属性の編集処理の開始が指示
されると、まずその文書属性（該当する文書属性）が他の文書群管理装置との間で共有さ
れているかどうかを、図６の（１）に示した文書属性管理データテーブルを用いてチェッ
クする（ステップＳ１０）。
【００８９】
そして、該当する文書属性が他の文書群管理装置との間で共有されていないと認識した場
合には、全ての属性編集処理を制約なく実行可能と判断して、該当する文書属性の編集処
理を文書属性編集部４に継続して行わせる（ステップＳ１１）。
【００９０】
該当する文書属性が他の文書群管理装置との間で共有されていると認識した場合には、実
行している該当する文書属性の編集処理制限するように切り替える（ステップＳ１２）。
【００９１】
このように、文書群管理装置の文書属性編集部４が、他の文書群管理装置との間で文書属
性を共有しているかしていないかに応じて文書属性編集部４による文書属性の編集処理を
切り替えるので、他の文書群管理装置との間で共有関係を維持したまま文書属性の編集を
行うことができる。つまり、共有関係を保てないような編集を装置利用者が行うことはで
きない。よって、複数の文書群管理装置間で文書の書誌情報の整合性を維持したまま運用
することができる。
【００９２】
次に、この文書群管理装置における請求項２の発明に係わる処理について説明する。
【００９３】
この文書群管理装置の文書属性編集部４は、ある文書属性が他の文書群管理装置との間で
共有されている場合には、その属性ＩＤが変更になる（書き換わる）属性編集処理を行わ
ないようにする（抑制する）。このとき、ＧＵＩ（グラフィック・ユーザ・インタフェー
ス）上で編集を行えないようにする方法などを用いる。
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【００９４】
図１１は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項２の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【００９５】
ステップＳ２０、Ｓ２１は、図１０に示したフローチャートのステップＳ１０、Ｓ１１と
同じなので、説明を省略する。
【００９６】
ステップＳ２０において、該当する文書属性が他の文書群管理装置との間で共有されてい
ると認識した場合には、実行している該当する文書属性の編集処理の内、属性ＩＤが変更
になる編集処理を抑制する（ステップＳ２２）。
【００９７】
このように、文書群管理装置の文書属性編集部４が、他の文書群管理装置との間で共有し
ている文書属性の属性ＩＤが変更になる属性編集処理を行わないようにするので、請求項
１の発明に係わる処理による効果と同様の効果を得ることができる。
【００９８】
次に、この文書群管理装置における請求項３、７の発明に係わる処理について説明する。
【００９９】
この文書群管理装置の装置制御部２は、入力デバイス９からの入力信号（操作信号）によ
り、他の文書群管理装置との間で共有されている文書属性が選択され、その文書属性に対
する編集処理の実行が指示された場合には、その文書属性の共有関係が維持されない旨の
メッセージを表示装置８に表示させ、装置利用者に知らせる。それによって、装置利用者
は、文書属性の編集処理の続行又は中断を判断することができる。
【０１００】
図６の（１）の例では、文書属性管理データテーブルの「共有」カラムに「○×」の論理
値を保持する例を示したが、同一の文書属性を共有している文書群管理装置（共有装置）
の名称（文書群管理装置を識別する識別情報）を保持することもできる。
【０１０１】
この場合、各文書群管理装置ではそれぞれ、文書属性管理データテーブルに保持している
文書属性に自己の名称（他の識別情報でもよい）を予め付加して（含めて）おく必要があ
る。
【０１０２】
各文書群管理装置（コピー先）の装置制御部２はそれぞれ、他の文書群管理装置の文書属
性をコピーして共有を開始する際に、その文書属性からコピー元の文書群管理装置の名称
を認識し、その名称を文書属性管理データテーブルの「共有」カラムに書き込んで保持す
る。
【０１０３】
また、３台以上の文書群管理装置間で同一の文書属性を共有する場合には、各文書群管理
装置の装置制御部２はそれぞれ、他の各文書群管理装置の名称を文書属性管理データテー
ブルの「共有」カラムに書き込んで保持する。この場合、既に複数台の文書群管理装置間
で共有している同一の文書属性を更に別の文書群管理装置間で新たに共有する場合には、
別の文書群管理装置の装置制御部２が同一の文書属性を共有している他の全ての文書群管
理装置に対して共有装置が追加された旨を通知する。したがって、文書群管理装置の装置
制御部２が文書属性管理データテーブルの「共有」カラムに保持した他の文書群管理装置
の名称を表示装置８に表示させることにより、どの文書群管理装置で文書属性が共有され
ているかを装置利用者に知らせることができ、文書属性の共有状態に応じて装置利用者の
望む文書属性の編集・運用を行うことが可能となる（請求項７に対応する）。
【０１０４】
図１２は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項３の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【０１０５】
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この文書群管理装置の装置制御部２は、入力デバイス９上でのある文書属性（該当する文
書属性）の編集に関する操作（編集操作）によってその文書属性の編集処理の開始が指示
されると、まずその文書属性（該当する文書属性）が他の文書群管理装置との間で共有さ
れているかどうかを図６の（１）に示した文書属性管理データテーブルを用いてチェック
する（ステップＳ３０）。
【０１０６】
そして、該当する文書属性が他の文書群管理装置との間で共有されていないと認識した場
合には、全ての属性編集処理を制約なく実行可能と判断して、該当する文書属性の編集処
理を文書属性編集部４に継続して行わせる（ステップＳ３１）。
【０１０７】
該当する文書属性が他の文書群管理装置との間で共有されていると認識した場合には、実
行している該当する文書属性の編集処理は属性ＩＤの変更（更新）が必要な処理である（
属性ＩＤが変更になる処理）か否かをチェックする（ステップＳ３２）。
【０１０８】
そして、属性ＩＤの変更が必要な処理でなければ該当する文書属性の編集処理を文書属性
編集部４に継続して行わせる（ステップＳ３３）が、属性ＩＤの変更が必要な処理であれ
ばその旨のメッセージ（他の文書群管理装置との間で該当する文書属性の共有が維持され
ない可能性がある旨のメッセージでもよい）を表示装置８に表示させて装置利用者（ユー
ザ）に知らせる（ステップＳ３４）。このとき、該当する文書属性の共有を維持するか否
かを問い合わせる旨のメッセージも同時に表示装置８に表示させる。
【０１０９】
装置利用者は、表示装置８に表示されたメッセージ内容から、他の文書群管理装置との間
で該当する文書属性の共有を維持する（その文書属性の編集処理を行わない）か維持しな
い（該当する文書属性の編集処理を行う）かを入力デバイス９上の操作によって選択する
（ステップＳ３５）。
【０１１０】
文書群管理装置の装置制御部２は、他の文書群管理装置との間で該当する文書属性の共有
を維持しないと選択された場合には、該当する文書属性の編集処理を文書属性編集部４に
継続して行わせる（ステップＳ３６）。
【０１１１】
他の文書群管理装置との間で該当する文書属性の共有を維持すると選択された合には、該
当する文書属性の編集処理を文書属性編集部４に停止させる（ステップＳ３７）。
【０１１２】
このように、この文書群管理装置の装置制御部２が、他の文書群管理装置との間で共有し
ている文書属性の属性ＩＤが変更になる属性編集処理が文書属性編集部４によって行われ
る場合には、その旨を表示装置８に表示させるので、装置利用者の望む運用形態で文書属
性の編集や共有を行う事が可能となる。つまり、装置利用者は他の文書群管理装置との間
で共有関係を維持したまま文書属性の編集を行うこともできるし、他の文書群管理装置と
の間で共有関係を維持しないで文書属性の編集を行うこともできる。
【０１１３】
次に、この文書群管理装置における請求項４の発明に係わる処理について説明する。
【０１１４】
この文書群管理装置の装置制御部２は、他の文書群管理装置（共有装置）との間で共有し
ている文書属性（該当する文書属性）に対して属性ＩＤが変更になる属性編集処理が文書
属性編集部４によって行われる場合には、その属性編集処理の開始をネットワーク経由で
全ての共有装置に対して通知する。そして、その通知に対して全ての共有装置から編集開
始許可の通知が戻ってきた場合にのみ該当する文書属性に対して属性ＩＤが変更になる属
性編集処理を文書属性編集部４に開始させる。
【０１１５】
一方、上記属性編集処理開始の通知を受けた共有装置側では、該当する文書属性の文書へ



(16) JP 4308587 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

のアクセスが無く、かつ新規に該当する文書属性を割り当てる文書が無い場合には、上記
属性編集処理開始の通知元に編集開始許可を通知する。
【０１１６】
上記属性編集処理開始を通知した文書群管理装置の装置制御部２は、全ての共有装置から
編集開始許可の通知を受け取った場合にのみ上述したように文書属性編集部４に属性編集
処理を開始させ、更に共有装置でもその属性編集処理と同じ属性編集処理が同時に行われ
るように、共有装置に対してその属性編集処理の内容を通知する。
【０１１７】
共有装置側は、上記属性編集処理内容の通知を受け取ると、その内容の属性編集処理を行
い、その処理が終了した後、上記属性編集処理内容の通知元に属性編集処理が終了した旨
を通知する。
【０１１８】
上記属性編集処理内容の通知した文書群管理装置の装置制御部２は、全ての共有装置から
属性編集処理が終了した旨の通知を受け取ると、該当する文書属性の編集処理を終了する
。
【０１１９】
図１３は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項４の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【０１２０】
ステップＳ４０～Ｓ４３までは、図１２のステップＳ３０～Ｓ３３までと同一なので、説
明は省略する。
【０１２１】
ステップＳ４２において、属性ＩＤの変更が必要な処理であると判断した場合、装置制御
部２は他の文書群管理装置に、共有している文書属性に対して属性ＩＤが変更になる属性
編集処理の開始を通知する（ステップＳ４４）。その通知に対してすべての共有装置から
編集開始許可の通知が戻ってきたか判断し（ステップＳ４５）、すべての共有装置から編
集開始許可の通知が戻ってきた場合、その属性編集処理を文書属性編集部４に開始させる
（ステップＳ４６）。もし共有装置の一つでも編集開始許可の通知が戻ってこなかった場
合には、該当する文書属性の編集処理を文書属性編集部４に停止させる（ステップＳ４７
）。
【０１２２】
このように、この文書群管理装置の装置制御部２が、他の文書群管理装置との間で共有し
ている前記属性の属性識別情報が変更になる属性編集処理が文書属性編集部４によって行
われる場合には、その他の文書群管理装置でもその属性編集処理と同じ属性編集処理が同
時に行われるように、その属性編集処理の内容を上記他の文書群管理装置に対して通知す
るので、装置利用者は他の文書群管理装置との間で共有関係を維持したまま文書属性の編
集を行うことができる。
【０１２３】
次に、この文書群管理装置における請求項５の発明に係わる処理について説明する。
【０１２４】
この文書群管理装置の装置制御部２は、他の文書群管理装置（共有装置）との間で共有し
ている文書属性（該当する文書属性）の属性ＩＤが変更になる属性編集処理が文書属性編
集部４によって行われる場合には、その属性編集処理に関する履歴情報（属性編集履歴情
報）を作成し、属性編集履歴ファイルとして文書属性編集履歴蓄積部１０に蓄積した後、
その属性編集履歴ファイルをネットワーク経由で共有装置へ送る。
【０１２５】
共有装置側は、属性編集履歴ファイルを受け取ると、任意の時刻にその属性編集履歴ファ
イルから反映処理を行う（受け取った属性編集履歴ファイルに基づいてその送出元の属性
編集処理と同じ属性編集処理を行う）。このとき、ある文書属性に対して複数の属性編集
履歴ファイルが存在する場合には、その各属性編集履歴ファイルの作成日時（属性編集履
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歴ファイルに含まれているものとする）に基づいて、古い属性編集履歴ファイルから順次
反映処理を行う。
【０１２６】
図１４は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項５の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【０１２７】
ステップＳ５０～Ｓ５３までは、図１２のステップＳ３０～Ｓ３３までと同一なので、説
明は省略する。
【０１２８】
ステップＳ５２において、属性ＩＤの変更が必要な処理であると判断した場合、装置制御
部２は、その属性編集処理に関する属性編集履歴情報の作製を文書属性編集履歴蓄積部１
０に指示する（ステップＳ５４）。文書属性編集履歴蓄積部１０は、その指示を受けると
属性編集履歴情報の蓄積を開始する。装置制御部２は、その属性編集処理を文書属性編集
部４に開始させる（ステップＳ５５）。属性編集処理が終了すると、装置制御部２は文書
属性情報編集履歴蓄積部１０に蓄積された属性編集履歴情報を取り出し、ネットワーク経
由で各共有装置へ送る（ステップＳ５６）。
【０１２９】
図１５は属性編集履歴情報の一例を示す図である。図２に示した属性「ａｂｃ」が図３に
示した属性「ｘｙｚ」に編集処理される場合を示している。
【０１３０】
属性編集履歴情報の１行目には、編集処理の対象となっている文書属性の属性ＩＤが記録
されている。２行目には、編集処理が実行された日時「２００３年６月９日、午前１０時
００分」と、編集処理の内容が記録されている。この記録から、属性名称が「ａｂｃ」か
ら「ｘｙｚ」に変更されたことが分かる。３行目には、編集処理が実行された日時「２０
０３年６月９日、午前１０時２１分」と、その日時に実行された編集処理の内容が記録さ
れている。この記録から、「項目１」の項目名が「文書印刷日」から「最終印刷日」に変
更されたことが分かる。
【０１３１】
このように、この文書群管理装置の装置制御部２が、他の文書群管理装置との間で共有し
ている前記属性の属性識別情報が変更になる属性編集処理が文書属性編集部４によって行
われる場合には、その編集処理に関する編集履歴情報を作成し、その編集履歴情報を上記
他の文書群管理装置に送信するので、装置利用者は他の文書群管理装置との間で共有関係
を維持したまま文書属性の編集を行うことができる。
【０１３２】
次に、この文書群管理装置における請求項６の発明に係わる処理について説明する。
【０１３３】
この文書群管理装置の装置制御部２は、他の文書群管理装置との間で共有している文書属
性を編集処理する場合に、従来であればその文書属性の属性ＩＤが変更になるような編集
処理を指定する操作が行われた場合でも、その属性ＩＤを変更せず、編集処理後も同じ属
性ＩＤを使用する。つまり、他の文書群管理装置との間で一旦共有した文書属性の属性Ｉ
Ｄは変更しないで、同一の属性ＩＤを使用し続ける。よって、文書書誌情報の整合性は保
てないが、複数の文書群管理装置間で同じ文書属性が付与された文書は、文書属性の編集
処理後であっても同じ文書属性の文書として扱える。複数の文書群管理装置間では書誌情
報の整合性が失われてしまうが、文書群管理装置毎では文書の書誌情報も整合性をもって
扱うことが可能である。
【０１３４】
図１６は、文書群管理装置の装置制御部２による請求項６の発明に係わる処理（属性編集
処理に関する処理）の一例を示すフローチャートである。
【０１３５】
ステップＳ６０～Ｓ６３は、図１２のステップＳ３０～Ｓ３３と同一なので、説明は省略
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する。ステップＳ６２において、属性ＩＤの変更が必要な処理であると判断した場合、装
置制御部２は該当する文書属性の編集処理を文書属性編集部４に停止させる（ステップＳ
６４）。
【０１３６】
このように、この文書群管理装置の文書属性編集部４が、他の文書群管理装置との間で共
有している文書属性（該当する文書属性）を編集処理する場合に、その文書属性の属性Ｉ
Ｄが変更になる編集処理を指定する操作が行われた場合でも、その属性ＩＤを変更しない
ようにするので、複数の文書群管理装置間にまたがった文書のコピーや移動の際に、個々
の文書の書誌情報は不整合が発生するが、該当する文書属性の属性ＩＤだけは共通に扱う
ことができる。よって、装置利用者は他の文書群管理装置との間で共有関係を確実に維持
したまま文書属性の編集を行うことができる。共有関係を保てないような編集を装置利用
者は行うことができない。
【０１３７】
なお、以上説明した文書群管理装置の各機能（文書群管理手段、属性付与手段、項目型定
義手段、名称付与手段、項目値入力手段、編集処理手段、文書コピー手段、属性共有手段
、属性識別情報設定手段、切替手段、表示手段、編集処理通知手段、編集履歴情報作成手
段、編集履歴情報送信手段としての機能を含む）をコンピュータに実行させるためのプロ
グラムを記録した、コンピュータ読み取り可能なフロッピディスクや光ディスク等の記録
媒体を作成することもできる。
【０１３８】
その記録媒体を汎用のパーソナルコンピュータ等のフロッピディスク装置やＣＤ－ＲＯＭ
リーダ等に挿着して、そこに記録されているプログラムを読み取って内部のハードディス
ク等の記憶装置にインストールさせることにより、この発明による文書群管理装置として
機能を持たせることができる。
【０１３９】
【発明の効果】
以上説明してきたように、この発明の文書群管理装置によれば、共有関係を維持したまま
文書属性の編集を行うことができる。あるいは、文書属性の共有関係を保てないような編
集は装置利用者が行えないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明を実施する文書群管理装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】図１の文書群管理装置で利用する文書属性の一例を示す説明図である。
【図３】図２の文書属性を編集した一例を示す説明図である。
【図４】図１の文書属性付与部６による処理例を説明するための図である。
【図５】図１の文書属性編集部４による処理例を説明するための図である。
【図６】図１の文書属性蓄積部５に蓄積される文書属性のデータ形式の一例を示す図であ
る。
【図７】図１の文書属性蓄積部５に蓄積される文書の書誌情報テーブルの一例を示す図で
ある。
【図８】図１の文書群管理装置が実行する文書登録処理の一例を示す説明図である。
【図９】図１の文書群管理装置が実行する文書分析処理の一例を示す説明図である。
【図１０】図１の装置制御部２による請求項１の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【図１１】図１の装置制御部２による請求項２の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【図１２】図１の装置制御部２による請求項３の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【図１３】図１の装置制御部２による請求項４の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【図１４】図１の装置制御部２による請求項５の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
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である。
【図１５】文書属性編集履歴蓄積部１０が作成する属性編集履歴情報の一例を示す図であ
る。
【図１６】図１の装置制御部２による請求項６の発明に係わる処理の一例を示すフロー図
である。
【符号の説明】
１：文書登録部　　　　２：装置制御部
３：文書蓄積部　　　　４：文書属性編集部
５：文書属性蓄積部　　６：文書属性付与部
７：分析処理実行部　　８：表示装置
９：入力デバイス　　　１０：文書属性編集履歴蓄積部
１１：文書属性項目値入力部
１２：文書群管理プログラム記憶部

【図１】 【図２】

【図３】



(20) JP 4308587 B2 2009.8.5

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(21) JP 4308587 B2 2009.8.5

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(22) JP 4308587 B2 2009.8.5

【図１５】 【図１６】



(23) JP 4308587 B2 2009.8.5

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第０１／０７７８８５（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００２－１２３５０６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０４４３９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０１６５５３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０８５００７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１４０３４４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１３２５６６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  12/00
              G06F  17/21


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

