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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザの操作に応じて電子ファイルの作成処理及びこの作成された電子ファイルの発行処
理を行う手段を備える発行装置と、ユーザの操作に応じて電子ファイルの閲覧処理及び当
該電子ファイルに基づいて実施される作業の完了処理を行う手段を備える受領装置と、前
記発行装置及び前記受領装置との間で通信ネットワークを介して情報伝送が可能な管理装
置と、前記管理装置との間で前記通信ネットワークを介して情報伝送が可能な権限提供装
置と
を具備し、
前記管理装置は、
前記発行装置により作成された電子ファイルを記憶する第１の記憶手段と、
前記第１の記憶手段に記憶された電子ファイルの流通状態を管理する情報として、電子フ
ァイルＩＤに、当該電子ファイルの現在の流通状態と、当該電子ファイルの作成者、発行
者、受領者及び完了者の署名を関連付けた流通状態管理情報を記憶する第２の記憶手段と
、
前記ユーザごとに前記流通状態に応じた操作権限を定義したアクセス制御ルール情報を記
憶する第３の記憶手段と、
要求元ユーザの要求操作に応じて前記発行装置及び前記受領装置から処理対象の電子ファ
イルの作成処理、発行処理、閲覧処理及び完了処理の少なくとも一つについてその実行要
求が送られた場合に、前記第２の記憶手段に記憶された流通状態管理情報及び前記第３の
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記憶手段に記憶されたアクセス制御ルール情報に基づいて、前記処理対象の電子ファイル
に対する前記要求元ユーザの操作権限の有無を判定する判定手段と、
前記判定手段の判定結果に応じて前記要求元ユーザによる処理の実行を制御するための情
報を生成し、前記発行装置又は前記受領装置へ送信する手段と、
前記判定手段により、前記処理対象の電子ファイルに対する前記要求元ユーザの操作権限
がないと判定された場合に、前記アクセス制御ルール情報における操作権限を有するユー
ザの属性情報と、前記要求元ユーザの属性情報に基づいて、前記要求元ユーザが操作権限
を得る資格を有しているか否かを判定し、前記要求元ユーザが操作権限を得る資格を有し
ていると判定された場合にのみ、前記要求元ユーザに対する操作権限の提供を依頼する要
求を前記権限提供装置へ送信する手段とを備え、
前記権限提供装置は、
前記管理装置から操作権限の提供を依頼する要求が送られた場合に、権限提供者の入力操
作に応じて前記操作権限の提供に対する許否を表す情報を生成し、この生成された許否情
報を前記管理装置へ返送する手段を備え、
前記管理装置は、
前記権限提供装置から返送された許否情報に応じて前記要求元ユーザによる処理の実行を
制御するための情報を生成し、前記発行装置又は前記受領装置へ送信する手段を
備えることを特徴とする情報流通システム。
【請求項２】
前記管理装置は、
前記発行装置又は前記受領装置から、処理対象の電子ファイルの作成処理、発行処理、閲
覧処理及び完了処理の過程又は処理後に、前記処理対象の電子ファイルの流通状態の更新
要求が送られた場合に、当該更新要求に応じて前記第２の記憶手段に記憶された流通状態
管理情報を更新する手段を、さらに備えることを特徴とする請求項１記載の情報流通シス
テム。
【請求項３】
ユーザの操作に応じて電子ファイルの作成処理及びこの作成された電子ファイルの発行処
理を行う手段を備える発行装置と、ユーザの操作に応じて電子ファイルの閲覧処理及び当
該電子ファイルに基づいて実施される作業の完了処理を行う手段を備える受領装置と、前
記発行装置及び前記受領装置との間で通信ネットワークを介して情報伝送が可能な管理装
置と、前記管理装置との間で前記通信ネットワークを介して情報伝送が可能な権限提供装
置と
を具備する情報流通システムで使用される情報流通制御方法であって、
前記管理装置が、前記発行装置により作成された電子ファイルを受信して第１の記憶手段
に格納する過程と、
前記管理装置が、前記第１の記憶手段に記憶された電子ファイルの流通状態を管理する情
報として、電子ファイルＩＤに、当該電子ファイルの現在の流通状態と、当該電子ファイ
ルの作成者、発行者、受領者及び完了者の署名を関連付けた流通状態管理情報を生成して
第２の記憶手段に格納する過程と、
前記管理装置が、前記ユーザごとに前記流通状態に応じた操作権限を定義したアクセス制
御ルール情報を第３の記憶手段に格納する過程と、
前記管理装置が、要求元ユーザの要求操作に応じて前記発行装置及び前記受領装置から処
理対象の電子ファイルの作成処理、発行処理、閲覧処理及び完了処理の少なくとも一つに
ついてその実行要求が送られた場合に、前記第２の記憶手段に記憶された流通状態管理情
報及び前記第３の記憶手段に記憶されたアクセス制御ルール情報に基づいて、前記処理対
象の電子ファイルに対する前記要求元ユーザの操作権限の有無を判定する判定過程と、
前記管理装置が、前記判定過程による判定結果に応じて前記要求元ユーザによる処理の実
行を制御するための情報を生成し、前記発行装置又は前記受領装置へ送信する過程と
前記管理装置が、前記判定過程により、前記処理対象の電子ファイルに対する前記要求元
ユーザの操作権限がないと判定された場合に、前記アクセス制御ルール情報における操作
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権限を有するユーザの属性情報と、前記要求元ユーザの属性情報に基づいて、前記要求元
ユーザが操作権限を得る資格を有しているか否かを判定し、前記要求元ユーザが操作権限
を得る資格を有していると判定された場合にのみ、前記要求元ユーザに対する操作権限の
提供を依頼する要求を前記権限提供装置へ送信する過程と、
前記権限提供装置が、前記管理装置から操作権限の提供を依頼する要求が送られた場合に
、権限提供者の入力操作に応じて前記操作権限の提供に対する許否を表す情報を生成し、
この生成された許否情報を前記管理装置へ返送する過程と、
前記管理装置が、前記権限提供装置から返送された許否情報に応じて前記要求元ユーザに
よる処理の実行を制御するための情報を生成し、前記発行装置又は前記受領装置へ送信す
る過程と
を具備することを特徴とする情報流通制御方法。
【請求項４】
前記管理装置が、前記発行装置又は前記受領装置から、処理対象の電子ファイルの作成処
理、発行処理、閲覧処理及び完了処理の過程又は処理後に、前記処理対象の電子ファイル
の流通状態の更新要求が送られた場合に、当該更新要求に応じて前記第２の記憶手段に記
憶された流通状態管理情報を更新する過程を、さらに具備することを特徴とする請求項３
記載の情報流通制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、公式文書等の電子ファイルを通信ネットワークを介して複数のユーザ間で
流通させる情報流通システム及び情報流通制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療・ヘルスケア情報の電子化が進むに従い、紹介状や処方箋といった公式文書につい
ても電子化し流通することが想定される。しかし、これらの公式文書は、発行から受領ま
での間に、差し替えや紛失・盗難、またそれによる個人情報の流出といったセキュリティ
面の課題があり、これが医療・ヘルスケア情報の電子流通をさらに促進する上で大きな妨
げとなっている。
【０００３】
　この課題を解決するには、特定の人物が特定の操作を実行することを許可するポリシー
を公式文書に適用したり、公式文書の発行から当該公式文書に基づく作業の実施（以降「
完了」と呼ぶ）までを追跡し明確化することが必要となる。
【０００４】
　一方、電子ファイルを取り扱うための技術として、電子ファイルにパスワードを付与し
、このパスワードを知る人物だけに電子ファイルの操作権限を持たせる技術が提案されて
いる（例えば特許文献１を参照）。また、電子ファイルをカテゴライズし、カテゴリごと
に電子ファイルの操作権限を提供できるように人物とカテゴリ別電子ファイル操作権限と
の関係を表すリストを用意して、このリストにより操作権限を判定する技術も提案されて
いる。さらに、この技術に関連して、医療分野では複数の項目によって構成される医療情
報について項目毎の操作権限を資格によって与える技術や、電子ファイルに対するカテゴ
リに加え機密レベルと人物の位置情報とを用いて、任意の人物が任意の場所で電子ファイ
ルを操作しようとした時にその人物がその場所でその電子ファイルを操作できるか判定す
る技術も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２２７２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　ところが、特許文献１に記載された技術では、電子ファイルの作成時にその都度パスワ
ードを付与すると共に、電子ファイルを読み込む時に当該パスワードによる認証処理が必
要となる。このため、操作人物が複数存在すればそれだけ手間が発生する。また、公式文
書のように発行から受領完了までの間だけ効力を持つような電子ファイルでは、それぞれ
の段階において操作する人物が異なるため、操作権限を動的に変化させる必要がある。し
かし、特許文献１に記載された技術では操作権限の動的変化に対応できない。その他、従
来提案されている技術においても、ファイルの流通過程における操作権限の適用が適切に
行えないという課題がある。
【０００７】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、電子ファイ
ルに対して動的に操作権限を適用できるようにし、これによりセキュリティの担保と電子
ファイルの流通状態の追跡を可能にした情報流通システム及び情報流通制御方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためにこの発明の一つの観点は、ユーザの操作に応じて電子ファイ
ルの作成処理及びこの作成された電子ファイルの発行処理を行う手段を備える発行装置と
、ユーザの操作に応じて電子ファイルの閲覧処理及び当該電子ファイルに基づいて実施さ
れる作業の完了処理を行う手段を備える受領装置と、上記発行装置及び受領装置との間で
通信ネットワークを介して情報伝送が可能な管理装置とを具備する情報流通システムにあ
って、上記管理装置に、上記発行装置により作成された電子ファイルを記憶する第１の記
憶手段と、上記第１の記憶手段に記憶された電子ファイルの流通状態を管理する情報とし
て、電子ファイルＩＤに、当該電子ファイルの現在の流通状態と、当該電子ファイルの作
成者、発行者、受領者及び完了者の署名を関連付けた流通状態管理情報を記憶する第２の
記憶手段と、上記ユーザごとに上記流通状態に応じた操作権限を定義したアクセス制御ル
ール情報を記憶する第３の記憶手段とを備える。そして、ユーザの要求操作に応じて上記
発行装置及び受領装置から電子ファイルの作成処理、発行処理、閲覧処理及び完了処理の
少なくとも一つについてその実行要求が送られた場合に、上記第２の記憶手段に記憶され
た流通状態管理情報及び上記第３の記憶手段に記憶されたアクセス制御ルール情報に基づ
いて、上記処理対象の電子ファイルに対する上記要求元ユーザの操作権限の有無を判定し
、この判定結果に応じて上記要求元ユーザによる処理の実行を制御するための情報を生成
し、上記要求元の発行装置又は受領装置へ送信するようにしたものである。
【０００９】
　したがって、電子ファイルに対するユーザの各種処理要求に対し、当該電子ファイルの
その時々の流通状態に応じて動的に操作権限が提供されることになる。このため、電子フ
ァイルに対する各種処理を操作権限を持つユーザのみに限定することができ、これにより
流通過程において第三者により文書の差し替えや削除等が行われないようにすることが可
能となる。
【００１０】
　また、この発明の一つの観点は以下のような態様を備えることを特徴とする。
　第１の態様は以下のようなものである。すなわち、上記情報流通システムに、上記管理
装置との間で上記通信ネットワークを介して情報伝送が可能な権限提供装置をさらに具備
する。そして、上記管理装置により、上記処理対象の電子ファイルに対する上記要求元ユ
ーザの操作権限がないと判定された場合に、無条件に操作権限の提供を要求せずに、当該
ユーザが操作権限を得る資格を有しているか否かを一旦判定し、ユーザが閲覧権限を得る
資格を有していると判定された場合にのみ、当該要求元ユーザに対する操作権限の提供を
依頼する要求を上記権限提供装置へ送信する。権限提供装置では、上記管理装置から操作
権限の提供を依頼する要求が送られた場合に、権限提供者たるユーザの入力操作に応じて
上記操作権限の提供に対する許否を表す情報を生成し、この生成された許否情報を上記管
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理装置へ返送する。管理装置では、上記権限提供装置から返送された許否情報に応じて上
記要求元ユーザによる処理の実行を制御するための情報を生成し、上記要求元の発行装置
又は受領装置へ送信する。
【００１１】
　したがって、操作権限を持たないユーザ（人又は機関）であっても権限提供者から一時
的に権限提供を受けることで、操作対象の電子ファイルに対し特定の処理のみ実施可能と
することができる。すなわち、電子ファイルの流通状態に応じて予め操作権限が付与され
たユーザばかりでなく、開示制御基盤又は認証基盤上で管理されていないユーザも、電子
ファイルに対する各状態に応じた処理を実行することが可能となる。
【００１２】
　第２の態様は、上記管理装置により、上記発行装置又は受領装置から電子ファイルの作
成処理、発行処理、閲覧処理及び完了処理の過程又は処理後に当該電子ファイルの流通状
態の更新要求が送られた場合に、当該更新要求に応じて上記第２の記憶手段に記憶された
流通状態管理情報を更新するものである。　
　したがって、発行装置及び受領装置において各種処理が実行されるごとに、それに応じ
て当該管理ファイルに関する流通状態管理情報の内容が更新される。このため、流通状態
管理情報を参照することで電子ファイルの流通状態の遷移を追跡することが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
　すなわちこの発明によれば、電子ファイルに対して動的に操作権限を適用できるように
なり、これによりセキュリティの担保と電子ファイルの流通状態の追跡を可能にした情報
流通システム及び情報流通制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の一実施形態に係る情報流通システムの機能構成を示すブロック図。
【図２】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバに設けられた公式文書記録
部に記憶される情報の一例を示す図。
【図３】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバに設けられた公式文書状態
記録部に記憶される情報の一例を示す図。
【図４】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバで管理されるアクセス制御
ルール情報の一例を示す図。
【図５】図１に示した情報流通システムの公式文書発行サーバにおいて実行される公式文
書作成処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図６】図１に示した情報流通システムの公式文書発行サーバにおいて実行される公式文
書発行処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図７】図１に示した情報流通システムの公式文書受領サーバにおいて実行される公式文
書受領処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図８】図１に示した情報流通システムの公式文書権限提供サーバにおいて実行される権
限提供処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図９】図１に示した情報流通システムの公式文書受領サーバにおいて実行される公式文
書受領完了処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図１０】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバにおいて実行される呼出
処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図１１】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバにおいて実行される公式
文書状態更新処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図１２】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバにおいて実行される公式
文書保存処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【図１３】図１に示した情報流通システムの公式文書管理サーバにおいて実行されるアク
セス制御処理の手順と処理内容を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　以下、図面を参照してこの発明に係わる実施形態を説明する。　
　［代表的な実施形態］
　（構成）
　図１は、この発明の一実施形態に係る情報流通システムの機能構成を示すブロック図で
ある。この情報流通システムは、公式文書発行サーバ１、公式文書受領サーバ２、公式文
書権限提供サーバ３、公式文書管理サーバ４及び認証サーバ５を備え、これらのサーバ１
～５間で通信ネットワークＮＷを介して情報流通のための通信を行えるようにしたもので
ある。
【００１６】
　なお、通信ネットワークＮＷは、公衆電話網や、光ファイバ、ＣＡＴＶ（Cable Televi
sion）又は有線ＬＡＮ（Local Area Network）等の有線通信網、携帯電話網やホットスポ
ット（登録商標）、WiMAX（登録商標）、無線ＬＡＮ等の無線通信網により構成される。
【００１７】
　公式文書発行サーバ１は、公式文書発行者が自身の端末ＵＴ１からログインして利用す
るもので、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を有する制御ユニットと記憶ユニットを
備える。記憶ユニットには利用者記録部１５が設けられている。制御ユニットは、この実
施形態を実施するために必要な処理機能として、認証部１１と、認証連携部１２と、情報
流通部１３と、更新文書発行部１４を備えている。
【００１８】
　このうち更新文書発行部１４は、以下の処理機能を有する。　
　(1) 公式文書発行者の文書作成要求に応じて公式文書を新規作成し、後述する公式文書
管理サーバ４の公式文書記録部４６に記録させる処理。　
　(2) 公式文書記録部４６に記録された公式文書を、公式文書発行者の操作に応じて呼び
出して修正又は削除させる処理。　
　(3) 公式文書発行者の文書発行要求に応じて、公式文書記録部４６に記録された該当文
書を発行された状態に設定する処理。
【００１９】
　公式文書受領サーバ２は、公式文書を閲覧及び受領しようとする者が自身の端末ＵＴ２
からログインして利用するもので、この公式文書受領サーバ２もＣＰＵを有する制御ユニ
ットと記憶ユニットを備える。記憶ユニットには利用者記録部２５が設けられている。制
御ユニットは、この実施形態を実施するために必要な処理機能として、認証部２１と、認
証連携部２２と、情報流通部２３と、公式文書受領部２４を備えている。
【００２０】
　このうち公式文書受領部２４は、以下の処理機能を有する。　
　(1) 公式文書受領者の文書閲覧要求に応じて、当該受領者が閲覧権限を有しかつ公式文
書の受領者か否かを判定する。そして、閲覧要求者が公式文書受領者だった場合に、後述
する公式文書管理サーバ４に対し該当する公式文書の呼出しを要求して当該公式文書の受
信を可能にすると共に、当該公式文書を受領した旨を公式文書状態記録部４７に記録させ
るべく、公式文書管理サーバ４に対し当該公式文書の状態を更新するための要求を送信す
る処理。　
　(2) 閲覧要求者が公式文書受領者でない場合には、公式文書管理サーバ４に対し該当す
る公式文書の呼出しを要求して当該公式文書の閲覧のみを可能にする処理。　
　(3) 上記公式文書の受領後に当該受領者が完了操作を行った場合に、当該操作者が完了
権限を有するか否かを判定する。そして、完了権限が有れば、該当する公式文書に対する
完了作業を実施した後、完了した旨を公式文書状態記録部４７に記録させるべく、公式文
書管理サーバ４に対し当該公式文書の状態を更新するための要求を送信する処理。
【００２１】
　公式文書権限提供サーバ３は、公式文書の閲覧及び受領の権限を上記公式文書受領者に
提供する権限提供者が自身の端末ＵＴ３からログインして利用するもので、この公式文書
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権限提供サーバ３もＣＰＵを有する制御ユニットと記憶ユニットを備えている。記憶ユニ
ットには利用者記録部３５が設けられている。制御ユニットは、この実施形態を実施する
ために必要な処理機能として、認証部３１と、認証連携部３２と、情報流通部３３と、権
限提供部３４を備えている。
【００２２】
　このうち権限提供部３４は、上記公式文書受領サーバ２による公式文書の閲覧処理にお
いて、受領者が認証基盤上にない組織や人物だった場合に、権限提供者の操作に応じて上
記受領者に対し一時的に当該公式文書に対する閲覧・受領権限を提供するための処理を行
う。
【００２３】
　公式文書管理サーバ４は、公式文書の管理者が自身の端末ＵＴ４からログインして利用
するもので、この公式文書管理サーバ４もＣＰＵを有する制御ユニットと記憶ユニットを
備えている。記憶ユニットには利用者記録部４５に加えて公式文書記録部４６及び公式文
書状態記録部４７が設けられている。制御ユニットは、この実施形態を実施するために必
要な処理機能として、認証部４１と、認証連携部４２と、情報流通部４３と、公式文書処
理部４４を備えている。
【００２４】
　このうち公式文書記録部４６は、上記公式文書発行サーバ１において作成された公式文
書の電子ファイルをその管理情報と関連付けて記録するために用いられる。管理情報は、
公式文書ＩＤと、権限提供者と、公式文書種別と、複数の管理項目により構成される。管
理項目には、公式文書の受領先の組織名や氏名が記入される。図２にその一例を示す。
【００２５】
　公式文書状態記録部４７は、上記公式文書記録部４６に記録された各公式文書の流通状
態を管理する情報を記録するために用いられる。この流通状態を管理する情報は、各公式
文書ＩＤに関連付けて、当該公式文書の現在の流通状態と、公式文書の作成者署名及び作
成日と、発行者署名及び発行日と、受領者署名及び受領日と、完了者署名及び完了時を記
憶したものである。図３にその一例を示す。
【００２６】
　また、公式文書状態記録部４７には、上記公式文書記録部４６に記録された公式文書に
対するアクセス制御ルールを表す情報も格納されている。図４はその一例を示すものであ
る。
【００２７】
　制御ユニットが備える各処理機能のうち、公式文書処理部４４は以下の処理機能を有し
ている。　
　(1) 公式文書発行サーバ１及び公式文書受領サーバ２からの公式文書の記録、修正及び
削除の各要求に応じて、公式文書記録部４６に対し公式文書の記録、修正及び削除を行う
処理。　
　(2) 公式文書発行サーバ１及び公式文書受領サーバ２からの公式文書の呼出し要求に対
して公式文書記録部４６から該当する記録文書を読み出し、要求元に返却する処理。　
　(3) 公式文書記録部４６に記録された公式文書に対するアクセス要求に対して、公式文
書状態記憶部４７に記憶された公式文書の流通状態を管理する情報と、アクセス制御ルー
ルとに基づいて、アクセス制御を行う処理。　
　(4) 公式文書発行サーバ１及び公式文書受領サーバ２からの流通状態更新要求に応じて
、公式文書状態記憶部４７に記憶された該当する公式文書の流通状態を管理する情報を更
新する処理。
【００２８】
　なお、上記各サーバ４が備える認証部１１～４１は、当該サーバの利用者がログインし
たとき、利用者記録部１５～４５に記憶された利用者情報をもとに認証処理を行う。認証
連携部１２～４２は、各サーバ１～４間で利用者の認証結果の流通を行う。情報流通部１
３～４３は、どの電子ファイルがどのサーバのどこに保存されているかが分かるようにす
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るために、各サーバ１～４間で情報の流通を行う。
【００２９】
　認証サーバ５は、上記各サーバ１～４間における認証連携及び情報流通を可能にするた
めのもので、記憶ユニットに利用者記録部５６に加えて認証連携記録部５７及び開示ルー
ル記録部５８を設けている。また制御ユニットには、認証部５１及び認証連携部５２に加
えて、認証連携処理部５３と、情報流通部５４と、開示制御部５５を備えている。
【００３０】
　認証連携記録部５７には、各サーバ１～４の認証ＩＤ等がリスト化されて記録されてい
る。認証連携処理部５３は、任意のサーバにおける認証結果を上記認証連携記録部５７に
記録されているリストと照合し、他に関連するサーバへのログイン処理等を実施する。開
示ルール記録部５８には、誰がどのサーバのどの電子ファイルにどういった操作を許可す
るかしないかを表す情報がリスト化されて記録されている。開示制御部５５は、任意のサ
ーバ間における情報流通要求に対し、上記開示ルール記録部５８に記録されているリスト
に基づいて開示の許可／拒否を判定しその判定結果を返却する。
　なお、上記各サーバ１～５の制御ユニットが備える各処理機能は何れもアプリケーショ
ン・プログラムをＣＰＵに実行させることにより実現される。
【００３１】
　（動作）
　次に、以上のように構成された情報流通システムによる公式文書の流通処理動作を説明
する。　
　ここでは、医師の紹介状を公式文書とし、例えば医療機関Ａの医師ａが患者ｃに関する
紹介状を作成して発行し、医療機関Ｂの医師ｂがこの紹介状を受領したのち当該紹介状に
基づく作業を実施する場合を例にとって説明する。なお、この作業が実施されたことを「
完了」と呼称する。
【００３２】
　（１）公式文書の作成
　図５は、公式文書発行サーバ１による公式文書作成処理の手順と処理内容を示すフロー
チャートである。　
　なお、実業務を考えると紹介状は病院などで取得した医療情報に基づき作成されるのが
一般的である。このため、上記公式文書作成処理は電子カルテシステムの一つの機能とし
て実行されるのが普通であるが、別のシステムで実行される場合であっても構わない。
【００３３】
　いま医師ａが、端末ＵＴ１のブラウザ機能を用いて公式文書発行サーバ１に対しアクセ
スすると、公式文書発行サーバ１は、先ず認証部１１がログインＩＤとパスワードの認証
用入力フォームを提示する。この入力フォームに医師ａがログインＩＤとパスワードを入
力すると、認証部１１はこれらのログインＩＤとパスワードをステップＳ１１により取得
し、利用者記録部１５に記録された利用者情報と照合することにより認証を行う。なお、
認証方式として、ログインＩＤとパスワードによる認証方式以外に、指紋や静脈等を活用
した生体認証や、ＩＤカードを用いた認証方式を用いても構わない。
【００３４】
　次に公式文書発行サーバ１は、ステップＳ１２において、当該医師ａの端末ＵＴ１に対
し公式文書発行機能を少なくとも含む機能一覧データ送り、このデータを利用メニューと
して表示させる。これに対し医師ａが上記利用メニューの中から公式文書発行機能を選択
すると、公式文書発行サーバ１は公式文書発行部１４の制御の下で、医師ａに公式文書の
作成権限があるかどうかをステップＳ１３により判定する。この判定は、利用者記録部１
５に記録された医師ａの属性情報をもとに行われる。
【００３５】
　例えば、公式文書発行サーバ１が医療機関Ａにより運用されており、医師ａがこの医療
機関Ａに所属していれば、公式文書発行サーバ１の利用者記録部１５には医師ａの属性情
報が登録されているので、医師ａは公式文書の作成権限を有していると判定される。これ
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に対し、例えば他の医療機関に属する医師が公式文書発行サーバ１にアクセスした場合に
は、公式文書の作成権限がないと判定される。この場合、要求元の医師の端末には、権限
がない旨のメッセージが表示される。
【００３６】
　一方、医師ａに公式文書の作成権限があったとする。この場合公式文書発行部１４は、
医師ａが希望する作成モードが「新規作成」であるか「修正」であるかをステップＳ１４
で判定し、「新規作成」であればステップＳ１５に移行し、医師Ａの入力操作に応じて公
式文書の新規作成処理を行う。これに対し、作成モードが「修正」であれば、ステップＳ
１６により公式文書管理サーバ４に対し公式文書の呼出要求を送信する。
【００３７】
　公式文書管理サーバ４は、以下のように呼出要求に対する応答処理を実行する。図１０
はその処理手順と処理内容を示すフローチャートである。　
　すなわち、ステップＳ８１で公式文書の呼出要求を受信すると、公式文書処理部４４の
制御の下、ステップＳ８２により公式文書記録部４６に対し上記受信された呼出要求によ
り指定された呼出対象の公式文書の検索を行う。この検索処理の結果、該当する公式文書
の有無をステップＳ８３で判定し、該当する公式文書が存在すれば、ステップＳ８４にお
いて当該公式文書を公式文書記録部４６から読み出し、要求元の公式文書発行サーバ１へ
返送する。これに対し、該当する公式文書が存在しなかった場合には、ステップＳ８５に
よりエラー通知を返送する。
【００３８】
　なお、公式文書記録部４６がデータベース構造を採用している場合には、呼出要求はSe
lectコマンドによるSQL （Structured Query Language）文がとなる。また、このSQL 文
の抽出条件に、呼出し権限に基づく情報を記載すればよい。また、以降の公式文書記録部
４６および公式文書状態記録部４７に対する要求においても、これらの記録部４６，４７
がデータベース構造であれば、各要求に該当するSQL 文が使用される。
【００３９】
　公式文書発行サーバ１の公式文書発行部１４は、上記公式文書管理サーバ４から公式文
書が返送されると、ステップＳ１８により端末ＵＴ１に転送し、医師Ａの修正操作に応じ
て当該公式文書の修正処理を行う。なお、エラー通知が返送された場合にも当該エラー通
知を端末ＵＴ１へ転送し表示させる。
【００４０】
　上記ステップＳ１５又はステップＳ１８により公式文書の新規作成又は修正が終了する
と、公式文書発行部１４はステップＳ１９により、当該公式文書を公式文書記録部４６に
仮保存をするか否かを医師Ａに選択させるためのメニューを生成して医師Ａの端末ＵＴ１
に表示させる。この状態で医師Ａが「仮保存」を選択すると、ステップＳ２０により上記
公式文書をその仮保存要求と共に公式文書管理サーバ４へ送信する。
【００４１】
　これに対し公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４４の制御の下で以下のように保
存処理を実行する。図１２はその処理手順と処理内容を示すフローチャートである。すな
わち、上記仮保存の要求をステップＳ１０１で受信すると、ステップＳ１０２により公式
文書記録部４６の記録管理情報を確認した後、ステップＳ１０３で上記要求の内容が「仮
保存」、「保存」であるか、或いは「削除」であるかを判定する。この判定の結果、ここ
では「仮保存」であるため、上記受信した新規公式文書又は修正後の公式文書をステップ
Ｓ１０４により公式文書記録部４６に格納又は更新する。
【００４２】
　また、公式文書発行部１の公式文書発行部１４は、上記公式文書の保存処理が終了する
と、当該保存した公式文書についてその流通状態の更新の要否を医師Ａに問い合わせる。
この問い合わせに対し医師Ａが端末ＵＴ１において更新の指示を入力すると、ステップＳ
２２において流通状態を「作成」に更新するための要求を公式文書管理サーバ４へ送信す
る。なお、医師Ａが記録済の流通状態の「削除」を選択した場合にはステップＳ２４によ
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り削除要求を送信し、また流通状態の「更新」も「削除」も要求しない場合には「終了」
を送信する。
【００４３】
　これに対し公式文書管理サーバ４の公式文書処理部４４は、公式文書処理部４４の制御
の下で以下のように状態更新処理を実行する。図１１はその処理手順と処理内容を示すフ
ローチャートである。　
　すなわち、公式文書処理部４４はステップＳ９１により状態更新要求受信すると、ステ
ップＳ９２により公式文書状態記録部４７から該当する公式文書状態情報を読み出す。そ
して、上記更新要求の内容は「作成／訂正（修正）／削除」、「発行」、「受領」又は「
完了」の何れであるかを判定する。この場合、更新要求の内容は「作成」であるため、ス
テップＳ９４により該当する公式文書の作成者を表す情報を公式文書発行サーバ１から取
得し、ステップＳ９５により当該状態情報の内容を更新する。そして、最後のこの更新後
の状態情報をステップＳ１００により公式文書状態記録部４７に保存する。
【００４４】
　（２）公式文書の発行
　図６は、公式文書発行サーバ１による公式文書発行処理の手順と処理内容を示すフロー
チャートである。　
　公式文書発行サーバ１の公式文書発行部１４は、ステップＳ３１により医師ａの認証を
終了すると、次にステップＳ３２により公式文書管理サーバ４に対しアクセス制御の実行
要求を送信する。ここで要求するアクセス制御は、発行要求者である医師ａに発行権限が
あるかどうかを確認するためのもので、要求には医師ａの識別情報と、発行対象として選
択された公式文書の識別情報と、操作権限の種別が「発行」であることを示す情報が含ま
れる。
【００４５】
　上記アクセス制御の実行要求を受信すると公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４
４の制御の下で以下のようにアクセス制御処理を実行する。図１３はその処理手順と処理
内容を示すフローチャートである。　
　すなわち、公式文書処理部４４は、上記実行要求に含まれる発行対象となる公式文書の
識別情報をもとに、ステップＳ１１１及びステップＳ１１２によりそれぞれ公式文書記録
部４６及び公式文書状態記録部４７から該当する公式文書及び公式文書状態を表す情報を
読み出し、さらにステップＳ１１３により公式文書記録部４６から医師ａに関するアクセ
ス制御ルール情報を読み出す。そして、該当する公式文書の現在の流通状態と、アクセス
制御ルール情報とをもとに、医師ａは該当する公式文書に対する発行権限を持っているか
否かをステップＳ１１４で判定する。この判定の結果、発行権限を持っていれば許可情報
をステップＳ１１８により要求元の公式文書発行サーバ１へ返送する。
【００４６】
　これに対し、例えば医師ａと同じ医療機関Ａに所属する別の医師ａ２が医師ａの代行と
して発行要求を行ったとする。この場合、図４に示すアクセス制御ルールによれば医師ａ
２には発行権限がないため、公式文書処理部４４はステップＳ１１５により、当該医師ａ
２は発行権限を得る資格を有しているか否かを判定する。そして、この判定の結果、医師
ａ２が発行権限を得る資格を有していれば、ステップＳ１１６により公式文書権限提供サ
ーバ３に対し発行権限の提供要求を送信する。
【００４７】
　上記発行権限の提供要求を受信すると公式文書権限提供サーバ３は、権限提供部３４の
制御の下で、以下のように発行権限の提供処理を実行する。図８はその処理手順と処理内
容を示すフローチャートである。　
　すなわち、権限提供部３４はステップＳ６１で上記権限提供要求を取得すると、ステッ
プＳ６２により上記公式文書管理サーバ４から発行対象の公式文書を取得し、ステップＳ
６３により権限提供者による承認／不承認の入力を待つ。この状態で、例えば医師ａ又は
この医師ａが所属する医療機関Ａが、口頭、電話又はメール等のシステム外の伝達手段に
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より権限提供者である患者ｃに対し承認処理を依頼し、この依頼に応じて患者ｃが自身の
端末ＵＴ３から公式文書権限提供サーバ３に対しログインし、承認／不承認の入力操作を
行ったとする。そうすると、権限提供部３４はステップＳ６３により上記承認／不承認の
入力を受付け、承認された場合にはステップＳ６４により、医師ａ２に対し当該公式文書
に限り発行権限を一時的に提供することを許可する情報を要求元の公式文書管理サーバ４
へ送信する。
【００４８】
　公式文書管理サーバ４の公式文書処理部４４は、ステップＳ１１７により上記発行権限
の提供を許可する情報を受信すると、ステップＳ１１８により当該許可情報を要求元の公
式文書発行サーバ１に返送する。なお、患者ｃが発行権限の提供に対し不承認の場合には
、その旨の情報が公式文書権限提供サーバ３から公式文書管理サーバ４に通知されるので
、公式文書管理サーバ４は当該不承認の情報を要求元の公式文書発行サーバ１に返送する
。
【００４９】
　公式文書発行サーバ１の公式文書発行部１４は、上記公式文書管理サーバ４から送られ
た発行権限の回答情報に基づいて、医師ａに公式文書の発行権限があるか否かをステップ
Ｓ３３で判定する。そして、医師ａ又は医師ａ２に公式文書発行権限があると判定される
と、公式文書発行部１４はステップＳ３４により公式文書管理サーバ４に対し公式文書呼
出要求を送信する。この呼出要求に対し公式文書管理サーバ４が、図１０に示した呼出処
理手順に従い公式文書記録部４６から該当する公式文書を読み出して返送すると、公式文
書発行部１４はこの返送された公式文書をステップＳ３５により受信し、医師ａ又は医師
ａ２の端末ＵＴ１に転送して表示させる。
【００５０】
　次に公式文書発行部１４は、ステップＳ３６により、上記表示させた公式文書に対して
、公式文書として発行するか修正するかを医師ａ又は医師ａ２に選択させるためのメニュ
ーを端末ＵＴ１に表示させる。そして、このメニューにおいて医師ａ又は医師ａ２が「発
行」を選択すると、ステップＳ３７により公式文書発行サーバ１の利用者記録部１５から
公式文書発行先の情報を取得し、ステップＳ３８により公式文書管理サーバ４へ状態更新
要求を送信する。なお、発行先の情報は医師個人でも、また医師が所属する組織でもよく
、公式文書流通上のポリシーに従い、取得情報を公式文書発行サーバ１の利用者記録部１
５から抽出すればよい。
【００５１】
　上記状態更新要求を受信すると公式文書管理サーバ４は、図１１に示した処理手順に従
い状態を「発行済」に更新するための処理を以下のように実行する。すなわち、公式文書
処理部４４はステップＳ９１により状態更新要求を受信すると、ステップＳ９２により公
式文書状態記録部４７から該当する公式文書状態情報を読み出す。そして、上記更新要求
の内容は「作成／訂正（修正）／削除」、「発行」、「受領」又は「完了」の何れである
かを判定する。この場合、更新要求の内容は「発行」であるため、ステップＳ９６により
該当する公式文書の発行先を表す情報を公式文書発行サーバ１から取得し、ステップＳ９
９により当該状態情報の内容を更新する。そして、この更新後の状態情報をステップＳ１
００により公式文書状態情報記録部４７に保存する。
【００５２】
　この状態更新処理が終了すると公式文書発行サーバ１の発行文書発行部１４は、ステッ
プＳ２９により公式文書管理サーバ４に対し発行済となった公式文書の保存要求を送信す
る。公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４４の制御の下で図１２に示した手順に従
い、上記発行済となった公式文書を公式文書記録部４６に保存する。この結果、仮保存さ
れていた公式文書は正式に保存されることになる。
【００５３】
　一方、上記メニューにおいて医師ａ又は医師ａ２が公式文書の「修正」を選択したとす
る。この場合公式文書発行部１４は、ステップＳ４０において医師ａの端末ＵＴ１から公
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式文書修正情報を取得し、この取得した公式文書修正情報を修正要求と共にステップＳ４
１により公式文書管理サーバ４へ送信する。この修正要求を受信すると公式文書管理サー
バ４は、公式文書処理部４４の制御の下、図１１に示したステップＳ９４及びステップＳ
９５により、公式文書状態記録部４７の該当する公式文書の状態を「修正」に変更し、か
つ修正者署名及びその日時を追記する。そして、最後に上記修正後の公式文書を図１２の
処理手順に従い公式文書記録部４６に保存する。
【００５４】
　（３）公式文書の閲覧
　ここでは、医師ａが発行した紹介状を閲覧権限を持つ医師ｂが閲覧する場合と、認証基
盤又は開示制御基盤が異なるために閲覧権限を持たない他の医師ｄが閲覧する場合を例に
とって説明する。
【００５５】
　図７は、公式文書受領サーバ２による公式文書受領（閲覧）処理の手順と処理内容を示
すフローチャートである。　
　医師ａが発行した紹介状を医師ｂが閲覧する場合、医師ｂは端末ＵＴ２のブラウザ機能
を用いて公式文書受領サーバ２に対しアクセスする。そうすると、公式文書受領サーバ２
は、先ず認証部２１がログインＩＤとパスワードの認証用入力フォームを提示する。この
入力フォームに医師ｂがログインＩＤとパスワードを入力すると、認証部２１はこれらの
ログインＩＤとパスワードをステップＳ５１により取得し、利用者記録部１５に記録され
た利用者情報と照合することにより認証を行う。なお、認証方式として、ログインＩＤと
パスワードによる認証方式以外に、指紋や静脈等を活用した生体認証や、ＩＤカードを用
いた認証方式を用いても構わない。
【００５６】
　次に公式文書受領サーバ２は、ステップＳ５２において、当該医師ｂの端末ＵＴ２に対
し公式文書受領機能を少なくとも含む機能一覧データ送り、このデータを利用メニューと
して表示させる。これに対し医師ｂが上記利用メニューの中から公式文書受領機能を選択
すると、公式文書受領サーバ２の公式文書受領部２４はステップＳ５２により公式文書管
理サーバ４に対しアクセス制御の実行要求を送信する。ここで要求するアクセス制御は、
閲覧要求者である医師ｂに閲覧権限があるかどうかを確認するためのもので、要求には医
師ｂの識別情報と、閲覧対象として選択された公式文書の識別情報と、操作権限の種別が
「閲覧」であることを示す情報が含まれる。
【００５７】
　上記アクセス制御の実行要求を受信すると公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４
４の制御の下で、図１３に示す処理手順に従い以下のようにアクセス制御を実行する。　
　すなわち、公式文書処理部４４は、上記実行要求に含まれる閲覧対象となる公式文書の
識別情報をもとに、ステップＳ１１１及びステップＳ１１２によりそれぞれ公式文書記録
部４６及び公式文書状態記録部４７から該当する公式文書及び公式文書状態を表す情報を
読み出し、さらにステップＳ１１３により公式文書記録部４６から医師ｂに関するアクセ
ス制御ルール情報を読み出す。そして、該当する公式文書の現在の流通状態と、アクセス
制御ルール情報とをもとに、医師ｂは該当する公式文書に対する閲覧権限を持っているか
否かをステップＳ１１４で判定する。
【００５８】
　この判定の結果、閲覧権限を持っていれば、ステップＳ１１８により閲覧権限の許可情
報を要求元の公式文書受領サーバ２へ返送する。例えば、図４に示したアクセス制御ルー
ル情報によれば、流通状態（ステータス）が「発行済」となっている文書に対する医師ｂ
の操作権限は、readのみが許可されている。このため、医師ｂは閲覧権限を有していると
判定され、閲覧権限の許可情報が返送される。
【００５９】
　これに対し、例えば別の医療機関に所属する医師ｄが、上記医療機関Ｂが運用する公式
文書受領サーバ２において閲覧を要求したとする。この場合、アクセス制御ルールには図
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４に示すように医師ｄとこの医師ｄが所属する医療機関には閲覧が許可されていないため
、公式文書処理部４４はステップＳ１１４により閲覧権限がないと判定する。そして、当
該医師ｄが閲覧権限を得る資格を有しているか否かをステップＳ１１５により判定する。
そして、この判定の結果、医師ｄが閲覧権限を得る資格を有していれば、ステップＳ１１
６により公式文書権限提供サーバ３に対し閲覧権限の提供要求を送信する。
【００６０】
　上記閲覧権限の提供要求を受信すると公式文書権限提供サーバ３は、権限提供部３４の
制御の下で、図８に示した処理手順に従い以下のように権限提供処理を実行する。すなわ
ち、権限提供部３４はステップＳ６１で上記権限提供要求を取得すると、ステップＳ６２
により上記公式文書管理サーバ４から閲覧対象の公式文書を取得し、ステップＳ６３によ
り権限提供者による承認／不承認の入力を待つ。
【００６１】
　この状態で、例えば医師ａ又はこの医師ａが所属する医療機関Ａが、口頭、電話又はメ
ール等のシステム外の伝達手段により権限提供者である患者ｃに対し承認処理を依頼し、
この依頼に応じて患者ｃが自身の端末ＵＴ３から公式文書権限提供サーバ３に対しログイ
ンし、承認／不承認の入力操作を行ったとする。そうすると、権限提供部３４はステップ
Ｓ６３により上記承認／不承認の入力を受付け、承認された場合にはステップＳ６４によ
り、医師ｄに対し当該公式文書に限り閲覧権限を一時的に提供することを許可する情報を
要求元の公式文書管理サーバ４へ送信する。
【００６２】
　公式文書管理サーバ４の公式文書処理部４４は、ステップＳ１１７により上記閲覧権限
の提供を許可する情報を受信すると、ステップＳ１１８により当該許可情報を要求元の公
式文書受領サーバ２に返送する。なお、患者ｃが閲覧権限の提供に対し不承認の場合には
、その旨の情報が公式文書権限提供サーバ３から公式文書管理サーバ４に通知されるので
、公式文書管理サーバ４は当該不承認の情報を要求元の公式文書受領サーバ２に転送する
。
【００６３】
　公式文書受領サーバ２の公式文書受領部２４は、上記公式文書管理サーバ４から送られ
た閲覧権限の回答情報に基づいて、医師ｂ又は医師ｄに公式文書の閲覧権限があるか否か
をステップＳ５３で判定する。そして、医師ｂ又は医師ｄに公式文書の閲覧権限がないと
判定された場合には、その旨のメッセージを端末ＵＴ２に表示して、機能一覧の利用メニ
ューに戻る。
【００６４】
　これに対し、医師ｂ又は医師ｄに公式文書閲覧権限があると判定されたとする。この場
合公式文書受領部２４は、ステップＳ５４により閲覧要求者は受領者（閲覧）であるか、
或いは発行者又は権限提供者の何れであるかを判定する。この判定の結果、閲覧要求者が
発行者又は権限提供者であれば、当事者であるためそのままステップＳ５８に移行して、
公式文書管理サーバ４に対し当該公式文書の呼出要求を送信する。
【００６５】
　公式文書管理サーバ４は、上記公式文書の呼出要求を受信すると、図１０に示した処理
手順に従い公式文書記録部４６から該当する公式文書を読み出し、要求元の公式文書受領
サーバ２へ返送する。公式文書受領サーバ２の公式文書受領部２４は、上記公式文書をス
テップＳ５９で受信すると、当該受信された文書を閲覧者が使用する端末ＵＴ２へ転送し
表示させる。
【００６６】
　（４）公式文書の完了
　ここでは、例えば医師ｂが医師ａの発行した紹介状を閲覧したのち、この紹介状に基づ
いて例えば患者受け入れの手続を実施し、その完了を登録する場合を例にとって説明する
。　
　図９は、公式文書受領サーバ２による公式文書完了処理の手順と処理内容を示すフロー
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チャートである。
【００６７】
　公式文書受領サーバ２の公式文書受領部２４は、ステップＳ７１により医師ｂの認証を
終了すると、次にステップＳ７２により公式文書管理サーバ４に対しアクセス制御の実行
要求を送信する。ここで要求するアクセス制御は、完了要求者である医師ｂに完了権限が
あるかどうかを確認するためのもので、要求には医師ｂの識別情報と、発行対象として選
択された公式文書の識別情報と、操作権限の種別が「完了」であることを示す情報が含ま
れる。
【００６８】
　上記アクセス制御の実行要求を受信すると公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４
４の制御の下で、図１３に示す処理手順に従いアクセス制御を実行する。すなわち、公式
文書処理部４４は、上記実行要求に含まれる完了対象となる公式文書の識別情報をもとに
、ステップＳ１１１及びステップＳ１１２によりそれぞれ公式文書記録部４６及び公式文
書状態記録部４７から該当する公式文書及び公式文書状態を表す情報を読み出し、さらに
ステップＳ１１３により公式文書記録部４６から医師ｂに関するアクセス制御ルール情報
を読み出す。そして、該当する公式文書の現在の流通状態と、アクセス制御ルール情報と
をもとに、医師ｂは該当する公式文書に対する完了権限を持っているか否かをステップＳ
１１４で判定する。この判定の結果、完了権限を持っていれば許可情報をステップＳ１１
８により要求元の公式文書受領サーバ２へ返送する。
【００６９】
　これに対し、例えば医師ｂと同じ医療機関Ｂに所属する別の医師ｂ２が医師ｂの代行と
して完了要求を行ったとする。この場合、図４に示すアクセス制御ルールによれば医師ｂ
２には完了権限がないため、公式文書処理部４４はステップＳ１１５により、当該医師ｂ
２は完了権限を得る資格を有しているか否かを判定する。そして、この判定の結果、医師
ｂ２が完了権限を得る資格を有していれば、ステップＳ１１６により公式文書権限提供サ
ーバ３に対し完了権限の提供要求を送信する。
【００７０】
　上記完了権限の提供要求を受信すると公式文書権限提供サーバ３は、権限提供部３４の
制御の下で、図８に示す処理手順に従い以下のように完了権限の提供処理を実行する。　
　すなわち、権限提供部３４はステップＳ６１で上記権限提供要求を取得すると、ステッ
プＳ６２により上記公式文書管理サーバ４から完了対象の公式文書を取得し、ステップＳ
６３により権限提供者による承認／不承認の入力を待つ。この状態で、例えば医師ｂ又は
この医師ｂが所属する医療機関Ｂが、口頭、電話又はメール等のシステム外の伝達手段に
より権限提供者である患者ｃに対し承認処理を依頼し、この依頼に応じて患者ｃが自身の
端末ＵＴ３から公式文書権限提供サーバ３に対しログインし、承認／不承認の入力操作を
行ったとする。そうすると、権限提供部３４はステップＳ６３により上記承認／不承認の
入力を受付け、承認された場合にはステップＳ６４により医師ｂ２に対し当該公式文書に
限り完了権限を一時的に提供することを許可する情報を要求元の公式文書管理サーバ４へ
送信する。
【００７１】
　公式文書管理サーバ４の公式文書処理部４４は、ステップＳ１１７により上記完了権限
の提供を許可する情報を受信すると、ステップＳ１１８により当該許可情報を要求元の公
式文書受領サーバ２に返送する。なお、患者ｃが完了権限の提供に対し不承認の場合には
、その旨の情報が公式文書権限提供サーバ３から公式文書管理サーバ４に通知されるので
、公式文書管理サーバ４は当該不承認の情報を要求元の公式文書受領サーバ２に返送する
。
【００７２】
　公式文書受領サーバ２の公式文書受領部２４は、上記公式文書管理サーバ４から送られ
た完了権限の回答情報に基づいて、医師ｂに公式文書の完了権限があるか否かをステップ
Ｓ７３で判定する。そして、医師ｂ又は医師ｂ２に公式文書完了権限があると判定される
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と、公式文書受領部２４はステップＳ７４により公式文書管理サーバ４に対し公式文書呼
出要求を送信する。この呼出要求に対し公式文書管理サーバ４が、図１０に示した呼出処
理手順に従い公式文書記録部４６から該当する公式文書を読み出して返送すると、公式文
書受領部２４はこの返送された公式文書をステップＳ７５により受信し、医師ｂ又は医師
ｂ２の端末ＵＴ２に転送して表示させる。したがって、医師ｂ又は医師ｂ２は、上記表示
された公式文書（紹介状）に従い患者受け入れ手続等を実施することが可能となる。
【００７３】
　公式文書受領部２４は、上記公式文書の表示後に、ステップＳ７６により完了の入力要
求を医師ｂ又は医師ｂ２に提示する。これに対し医師ｂ又は医師ｂ２が完了要求を入力す
ると、公式文書受領部２４はステップＳ７７において公式文書受領サーバ２の利用者記録
部２５から公式文書完了者の情報を取得し、ステップＳ７８により公式文書管理サーバ４
へ状態更新要求を送信する。なお、完了者の情報は医師個人でも、また医師が所属する組
織でもよく、公式文書流通上のポリシーに従い、取得情報を公式文書受領サーバ２の利用
者記録部２５から抽出すればよい。
【００７４】
　上記状態更新要求を受信すると公式文書管理サーバ４は、図１１に示した処理手順に従
い状態を「処理済」、つまり「完了」に更新するための処理を以下のように実行する。す
なわち、公式文書処理部４４はステップＳ９１により状態更新要求を受信すると、ステッ
プＳ９２により公式文書状態記録部４７から該当する公式文書状態情報を読み出す。そし
て、上記更新要求の内容は「作成／訂正（修正）／削除」、「発行」、「受領」又は「完
了」の何れであるかを判定する。この場合、更新要求の内容は「完了」であるため、ステ
ップＳ９６により該当する公式文書の発行先を表す情報を公式文書受領サーバ２から取得
し、ステップＳ９９により当該状態情報の内容を更新する。そして、この更新後の状態情
報をステップＳ１００により公式文書状態情報記録部４７に保存する。
【００７５】
　この状態更新処理が終了すると公式文書受領サーバ２の発行文書受領部２４は、ステッ
プＳ２９により公式文書管理サーバ４に対し発行済となった公式文書の保存要求を送信す
る。公式文書管理サーバ４は、公式文書処理部４４の制御の下で図１２に示した手順に従
い、上記完了となった公式文書を公式文書記録部４６に保存する。
【００７６】
　一方、上記メニューにおいて医師ａ又は医師ａ２が公式文書の「修正」を選択したとす
る。この場合公式文書受領部２４は、ステップＳ４０において医師ａの端末ＵＴ１から公
式文書修正情報を取得し、この取得した公式文書修正情報を修正要求と共にステップＳ４
１により公式文書管理サーバ４へ送信する。この修正要求を受信すると公式文書管理サー
バ４は、公式文書処理部４４の制御の下、図１１に示したステップＳ９４及びステップＳ
９５により、公式文書状態記録部４７の該当する公式文書の状態を「修正」に変更し、か
つ修正者署名及びその日時を追記する。そして、最後に上記修正後の公式文書を図１２の
処理手順に従い公式文書記録部４６に保存する。
【００７７】
　（５）公式文書状態情報の例
　以上（１）～（４）において説明した「作成」、「発行」、「閲覧」及び「完了」の各
処理により遷移する公式文書状態情報の一例を以下に示す。　
　公式文書ＩＤ＝１として管理されている公式文書は、白石ｘｘによって2010年8月30日1
0時35分に作成された公式文書であり、患者（一之瀬ｘｘ）についての紹介状を黒岩病院
の黒岩医師に送付するために、2010年8月30日11時00分に白石ｘｘによって発行されてい
る。また、この公式文書は、黒岩ｘｘに2010年8月30日11時20分に閲覧され、2010年8月30
日12時10分に、黒岩ｘｘによって公式文書ＩＤ＝１の内容についての作業が実施され、公
式文書の状態が完了となったことを意味する。
【００７８】
　同様に、公式文書ＩＤ＝２として管理されている公式文書は、白石ｘｘによって2010年
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9月17日11時40分に作成された公式文書であり、患者（二宮ｘｘ）についての紹介状を青
空病院の黒田医師に送付するために、2010年9月17日12時03分に白石ｘｘによって発行さ
れている。また、この公式文書は、青空病院に2010年9月21日15時47分に受領された状態
であり、公式文書に記載された内容に基づく作業が実施はまだなされていないことを意味
する。
【００７９】
　また、公式文書ＩＤ＝３として管理されている公式文書は、赤間ｘｘによって2010年9
月20日16時36分に作成された患者（三輪ｘｘ）についての処方箋であり、2010年9月20日1
7時00分に赤間総合病院によって発行されている。この公式文書は処方箋であるため、患
者（三輪ｘｘ）の意思によって流通先が変わるため、公式文書記録部４６においては紹介
状のように提出先は未記載となる。そして、公式文書状態記録部４７に記憶された状態情
報の状態カラムから「完了」状態にあることが分かる。
【００８０】
　ここで、公式文書状態記録部４７の受領者名簿の値が緑野薬局－三輪となっているが、
これは緑野薬局が本実施形態のシステムが前提とする認証基盤及び開示制御基盤に存在せ
ず、公式文書を受領するために権限提供者である患者（三輪ｘｘ）が発行文書権限提供サ
ーバ３によって緑野薬局に対し公式文書ＩＤ＝３として管理されている公式文書に関する
アクセス権限（閲覧権限）を提供したことを意味する。
【００８１】
　（作用効果）
　以上詳述したようにこの実施形態に係る情報流通システムでは、公式文書管理サーバ４
において、公式文書状態記録部４７により公式文書の流通状態に関する情報を管理すると
共に、公式文書記録部４６によりアクセス制御ルール情報を管理し、かつ公式文書権限提
供サーバ３を新たに設けている。そして、公式文書発行サーバ１及び公式文書受領サーバ
２から公式文書に対する「作成」、「発行」、「閲覧」及び「完了」の各要求が発生した
場合に、当該対象文書の現在の流通状態とアクセス制御ルール情報をもとに、公式文書に
対する要求者の操作権限の有無を判定する。この判定の結果、操作権限があれば上記各要
求に応じた処理を実行可能とし、一方操作権限がない場合には権限提供サーバ３による権
限提供者の権限提供の入力操作を待って、上記各要求に応じた処理を実行するようにして
いる。
【００８２】
　したがって、紹介状や処方箋等の公式文書に対する医療関係者の各種処理要求に対し、
当該公式文書のその時々の流通状態に応じて動的に操作権限が提供されることになる。こ
のため、公式文書の流通過程において第三者により文書の差し替えや削除等が行われない
ようにすることができ、しかも操作権限を持たない人又は機関であっても公式文書の関係
者から一時的に権限提供を受けることで、操作対象の公式文書に対し特定の操作のみ実施
可能とすることができる。すなわち、公式文書の現在の状態を関係する人物に対しては勿
論のこと、公式文書の受領先組織又は人物が開示制御基盤又は認証基盤上で管理されてい
ない場合でも、公式文書に対し「発行」や「閲覧」、「完了」等の操作を行うことが可能
となる。
【００８３】
　［その他の実施形態］
　前記実施形態では医療情報を電子ファイル化して流通する場合を例にとって説明したが
、他に科学技術情報や、訴訟等に関する情報、写真や映像等の画像情報等を電子ファイル
化して流通する場合にも、この発明は適用可能である。その他、公式文書発行、公式文書
受領、公式文書権限提供及び公式文書管理の各装置の種類や構成、公式文書の作成、発行
、閲覧、完了の各処理手順と処理内容、情報流通制御、アクセス制御、権限提供の各処理
手順と処理内容等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施でき
る。
【００８４】
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　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　ＮＷ…通信ネットワーク、ＵＴ１～ＵＴ４…端末、１…公式文書発行サーバ、２…公式
文書受領サーバ、３…公式文書権限提供サーバ、４…公式文書管理サーバ、５…認証サー
バ、１１，２１，３１，４１，５１…認証部、１２，２２，３２，４２，５２…認証連携
部、１３，２３，３３，４３…情報流通部、１４…公式文書発行部、１５，２５，３５，
４５，５６…利用者記録部、２４…公式文書受領部、３４…権限提供部、４４…公式文書
処理部、４６…公式文書記録部、４７…公式文書状態記録部、５５…開示制御部、５７…
認証連携記録部、５８…開示ルール記録部。

【図１】 【図２】
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