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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーとユーザー毎に設定されたキーワードと文書情報とを対応付けて格納した格納
手段から、所望の文書情報を検索する文書管理システムであって、
　オペレータによって入力された第１のユーザーにより設定されたキーワードを第１の検
索条件として前記格納手段に格納されている文書情報から前記第１の検索条件に対応する
キーワードが設定されている文書情報を検索する第１検索手段と、
　前記第１検索手段による文書情報の検索が終了した後に第２のユーザーを指定する指定
手段と、
　前記第１検索手段の検索結果に含まれる文書情報に設定されており、かつ前記指定手段
で指定された前記第２のユーザーにより設定されたキーワードのうち最も多く設定されて
いるキーワードを第２の検索条件として決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された第２の検索条件を用いて前記格納手段に格納されている
文書情報から前記第２の検索条件に対応するキーワードが設定されている文書情報を検索
する第２検索手段と
を有することを特徴とする文書管理システム。
【請求項２】
　前記第２検索手段では、前記格納手段に格納されている文書情報から前記第１検索手段
による検索結果の文書情報を除いた後の文書情報を検索範囲として、前記第２の検索条件
を用いて前記文書情報を検索することを特徴とする請求項１に記載の文書管理システム。
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【請求項３】
　前記決定手段では、さらに前記第１検索手段の検索結果に含まれる文書情報に対して設
定されており、かつ前記指定手段で指定された第２のユーザーにより設定されたキーワー
ドのうち所定の割合以上設定されているキーワードを前記第２の検索条件として決定する
ことを特徴とする請求項１または２いずれかに記載の文書管理システム。
【請求項４】
　前記決定手段では、さらに前記第１検索手段の検索結果に含まれる文書情報に対して設
定されており、かつ前記指定手段で指定された第２のユーザーにより設定されたキーワー
ドのうち設定されているキーワードの多い方から所定順位のキーワードまでを前記第２の
検索条件として決定することを特徴とする請求項１または２いずれかに記載の文書管理シ
ステム。
【請求項５】
　前記格納手段では、各ユーザー別に各文書に対して設定されたキーワードを、構造化文
書の形式で格納することを特徴とする請求項１に記載の文書管理システム。
【請求項６】
　前記格納手段では、各ユーザー別に各文書に対して設定されたキーワードを、ユーザー
毎に用意したテーブルを用いて記憶することを特徴とする請求項１に記載の文書管理シス
テム。
【請求項７】
　前記格納手段では、各ユーザー別に各文書に対して設定されたキーワードを、１つのテ
ーブルを用いて記憶することを特徴とする請求項１に記載の文書管理システム。
【請求項８】
　各文書情報に対するキーワードを各ユーザー別に設定可能なキーワード設定手段と、
　前記キーワード設定手段で設定されたキーワードとユーザーと文書情報とを対応付けて
前記格納手段に格納させる格納制御手段と、
を更に有することを特徴とする請求項１に記載の文書管理システム。
【請求項９】
　ユーザーとユーザー毎に設定されたキーワードと文書情報とを対応付けて格納した格納
手段から、所望の文書情報を検索する文書検索方法であって、
　第１検索手段が、オペレータによって入力された第１のユーザーにより設定されたキー
ワードを第１の検索条件として前記格納手段に格納されている文書情報から前記第１の検
索条件に対応するキーワードが設定されている文書情報を検索する第１検索ステップと、
　指定手段が、前記第１検索手段による文書情報の検索が終了した後に第２のユーザーを
指定する指定ステップと、
　決定手段が、前記第１検索ステップでの検索結果に含まれる文書情報に設定されており
、かつ前記指定ステップで指定された前記第２のユーザーにより設定されたキーワードの
うち最も多く設定されているキーワードを第２の検索条件として決定する決定ステップと
、
　第２検索手段が、前記決定ステップで決定された第２の検索条件を用いて前記格納手段
に格納されている文書情報から前記第２の検索条件に対応するキーワードが設定されてい
る文書情報を検索する第２検索ステップと
を有することを特徴とする文書検索方法。
【請求項１０】
　前記第２検索ステップでは、前記格納手段に格納されている文書情報から前記第１検索
ステップによる検索結果の文書情報を除いた後の文書情報を検索範囲として、前記第２の
検索条件を用いて前記文書情報を検索することを特徴とする請求項９に記載の文書検索方
法。
【請求項１１】
　前記決定ステップでは、さらに前記第１検索ステップによる検索結果に含まれる文書情
報に対して設定されており、かつ前記指定ステップで指定された第２のユーザーにより設
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定されたキーワードのうち所定の割合以上設定されているキーワードを前記第２の検索条
件として決定することを特徴とする請求項９または１０いずれかに記載の文書検索方法。
【請求項１２】
　前記決定ステップでは、さらに前記第１検索ステップによる検索結果に含まれる文書情
報に対して設定されており、かつ前記指定ステップで指定された第２のユーザーにより設
定されたキーワードのうち設定されているキーワードの多い方から所定順位のキーワード
までを前記第２の検索条件として決定することを特徴とする請求項９または１０いずれか
に記載の文書検索方法。
【請求項１３】
　ユーザーとユーザー毎に設定されたキーワードと文書情報とを対応付けて格納した格納
手段から所望の文書情報を検索させるための、コンピュータ実行可能なコンピュータプロ
グラムであって、
　コンピュータを、
　オペレータによって入力された第１のユーザーにより設定されたキーワードを第１の検
索条件として前記格納手段に格納されている文書情報から前記第１の検索条件に対応する
キーワードが設定されている文書情報を検索する第１検索手段、
　前記第１検索手段による文書情報の検索が終了した後に第２のユーザーを指定する指定
手段、
　前記第１検索手段の検索結果に含まれる文書情報に設定されており、かつ前記指定手段
で指定された前記第２のユーザーにより設定されたキーワードのうち最も多く設定されて
いるキーワードを第２の検索条件として決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定された第２の検索条件を用いて前記格納手段に格納されている
文書情報から前記第２の検索条件に対応するキーワードが設定されている文書情報を検索
する第２検索手段、
として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムを格納したコンピュータ読取り可能な記憶
媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書管理システムに関連するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、関連文書を検索できる文書管理システム（文書閲覧システム）が提案されている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１の文書閲覧システムでは、ユーザー別・分野別等に予め登録された
キーワード情報を参照することにより閲覧文書からキーワードを抽出し、その抽出したキ
ーワードを用いて関連文書の検索を行っている。
【特許文献１】特開平１０－２６９２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１では、ユーザーごとに予めユーザーキーワードを定義し
ておかなければならず、手間がかかるという問題がある。
【０００５】
　また、キーワード情報はそれぞれのユーザー専用に用意されていたために、他ユーザー
のキーワード情報を利用できないという問題点がある。
【０００６】
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　また、関連文書の検索を、文書データベースに格納されている全ての文書を対象として
行っていたために、関連文書の検索が効率的でないという問題点がある。
【０００７】
　また、ユーザー毎のキーワード情報をリレーショナルデータベースで保持しているため
、ユーザーの増減に伴って、データベースに対してテーブルまたはカラムを追加し、それ
にアクセスするシステムを変更しなければならないという問題点がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、例えば、本発明の文書管理システムは、ユーザーとユーザ
ー毎に設定されたキーワードと文書情報とを対応付けて格納した格納手段から、所望の文
書情報を検索する文書管理システムであって、オペレータによって入力された第１のユー
ザーにより設定されたキーワードを第１の検索条件として前記格納手段に格納されている
文書情報から前記第１の検索条件に対応するキーワードが設定されている文書情報を検索
する第１検索手段と、前記第１検索手段による文書情報の検索が終了した後に第２のユー
ザーを指定する指定手段と、前記第１検索手段の検索結果に含まれる文書情報に設定され
ており、かつ前記指定手段で指定された前記第２のユーザーにより設定されたキーワード
のうち最も多く設定されているキーワードを第２の検索条件として決定する決定手段と、
前記決定手段により決定された第２の検索条件を用いて前記格納手段に格納されている文
書情報から前記第２の検索条件に対応するキーワードが設定されている文書情報を検索す
る第２検索手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザー毎にキーワードを設定できることを利
用し、他ユーザーが設定したキーワード情報を用いてうまくキーワード検索や関連文書検
索を行なえるという効果がある。
【００１１】
　また、関連文書の検索を行う場合でもユーザーが別途関連語辞書を定義しておく必要が
ないという効果がある。
【００１２】
　また、他のユーザが設定したキーワードも検索に利用できるので、自分がキーワードを
付け漏らした文書を検索することもできる。その際、自分がつけたキーワードを利用して
関連文書を検索するので、他のユーザが付けたキーワードの詳細を知らなくても関連文書
が検索可能になるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（実施例１）
　図１は本発明の一実施形態である文書管理システムの機能を表したブロック図である。
本実施例における文書管理システム１０００は、汎用コンピュータで構成されるシステム
上で動作するソフトウェアによって実現される。
【００１４】
　１００１はユーザーインターフェース部である。文書管理システムはユーザーインター
フェース部を介してユーザー操作を受け取り、そのユーザー操作を文書管理制御部１００
２に伝える。
【００１５】
　文書管理制御部１００２では、ユーザー操作を受け取ると、該ユーザー操作に対応する
操作要求（指示）をデータベース制御部１００３に伝える。
【００１６】
　データベース制御部１００３では、操作要求に従ってデータベースの制御を行なう。例
えば文書を格納する要求であった場合は、文書格納部１００４に文書を格納し、文書情報
格納部１００５に該文書に関する文書情報を格納する。また、文書取得要求であった場合
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は、文書格納部１００４から文書を取得し、文書情報格納部１００５から文書情報を取得
する。
【００１７】
　文書格納部１００４には、文書データそのものが保管されている。文書情報格納部１０
０５には、各文書データに関連する情報が保管されている。
【００１８】
　図９は、図１で示した文書管理システムのシステム構成例である。文書管理サーバはＬ
ＡＮやインターネットなどのネットワークを介してクライアント端末１～３と接続されて
いる。図９のようなシステム構成では、ユーザーインターフェース部１００１はクライア
ント端末にあり、クライアント端末でなされたユーザー操作を文書管理サーバの文書管理
制御部１００２がネットワークを介して受信する。文書管理制御部１００２は対応する操
作要求をデータベース制御部１００３に伝える。なお、本発明は、図９のようなシステム
構成に限るものではない。例えば図９のデータベース（文書格納部、文書情報格納部とし
て利用）は文書管理サーバに接続されているものとしたが、ネットワーク上のファイルサ
ーバを利用するものであってもよい。
【００１９】
　＜ユーザーＩＤを利用したキーワード検索処理＞
　次に、本実施例１における処理の流れを説明する。
【００２０】
　各ユーザーは、ユーザーインターフェース部１００１を通して、文書毎にキーワードを
入力して設定する。ユーザーインターフェース部１００１は為されたユーザー操作と該ユ
ーザーを識別するためのユーザーＩＤとを文書管理制御部１００２に伝え、文書管理制御
部１００２では受け取ったユーザー操作に基づいてユーザーの操作要求の判別を行う。操
作要求がキーワード設定要求であった場合は、データ制御部１００３を通してユーザーＩ
Ｄと入力されたキーワードと文書ＩＤとを対応付けて文書情報格納部１００５に保管する
。
【００２１】
　図４に、文書情報格納部１００５におけるユーザー毎のキーワードを構造化文書で保持
する例を示す。文書識別子で区切られた構造の中に、ユーザー識別子で区切られた構造を
持ち、その中にキーワードを保持する。ユーザーが増えてもＤＢ構造を変更することなく
一つの構造化文書ファイルで保持することが可能である。
【００２２】
　上述したように、ユーザー毎にキーワードを保持するようにしているので、例えば自分
が設定したキーワードで検索することも可能であるし、他のユーザーを指定して当該指定
されたユーザーが設定したキーワードも用いて検索することができる。
【００２３】
　キーワードで検索する際に、他のユーザーを指定し、当該指定されたユーザーのキーワ
ードを用いて検索する場合の例を示す。例えば、図４の例では、各文書ＩＤ（ＤＯＣＵＭ
ＥＮＴ　ＩＤ）に対して、ユーザー識別子（ＵＳＥＲ　ＩＤ）で示される各ユーザーが設
定したキーワード（Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ、ＤＭＳ、ＤＭＳ　Ｗｅｂ、Ｇａ
ｔｅｗａｙなど）が構造化文書で保持されている。ここで、ユーザー識別子１（ＵＳＥＲ
　ＩＤ＝“１”）のユーザーを指定し、そのユーザーがキーワードとして「Ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ」を設定した文書を検索した場合、検索結果は図５のようになる。
【００２４】
　なお、このとき、ユーザーの指定がなければ、当該操作者のユーザーＩＤを自動的に用
いて検索し、ユーザーの指定があれば当該指定されたユーザーＩＤを用いて検索するよう
に構成してもよい。また、複数人のユーザーや全てのユーザーを指定して検索できるよう
にしてもよい。
【００２５】
　このように、特定ユーザーの設定したキーワードを用いて検索することができるように



(6) JP 4612834 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

なる。
【００２６】
　＜関連文書検索処理＞
　上述したように、指定したユーザーのキーワードで検索が可能であるが、更に、別ユー
ザーを指定することで、この検索結果に関連する関連文書を検索できるようにもできる。
【００２７】
　例えば、ユーザーを指定して検索した場合の図５のような検索結果において、さらにユ
ーザー識別子２（ＵＳＥＲ　ＩＤ＝“２”）のユーザーが設定したキーワードを使用して
、該検索結果の文書に関連する関連文書を検索する場合の例を図６に示す。
【００２８】
　まず、ユーザーを指定して検索した後（例えば、図５の検索結果構造化文書を利用して
検索結果の表示を行なった後）に、操作者から追加の検索要求があった場合、その検索要
求が関連文書の検索要求であるかどうかをＳ６００１で判断する。
【００２９】
　関連文書の検索でなければＳ６００７でそれぞれの処理を行い、終了する。関連文書の
検索である場合は、Ｓ６００２で前記ユーザーを指定して検索した検索結果（例えば図５
）を取得する。
【００３０】
　続いてＳ６００３で、関連文書を検索する際の指標となるユーザーＩＤを操作者に指定
させ、当該指定されたユーザーＩＤを取得する。
【００３１】
　Ｓ６００４では、Ｓ６００２で取得した検索結果とＳ６００３で取得した指標ユーザー
ＩＤより、関連文書を検索する際のキーワードを取得する。ここでは、図５のような検索
結果の中で、指標ユーザーが最も多く設定したキーワードを取得するものとする。なお、
この条件は、指標ユーザーが最も多く設定したキーワードに限るものではなく、例えば、
指標ユーザーが図５のような検索結果の文書に対して所定閾値以上の割合で設定している
キーワードを取得するようにしてもよいし、１番目と２番目に多く設定したキーワードを
取得するようにしてもよい。
【００３２】
　Ｓ６００５では、Ｓ６００４で取得した関連文書検索用のキーワードを用いて、文書情
報格納部に格納されている図４のような構造化文書から、関連文書の検索を行う。
【００３３】
　例えば、ＵＳＥＲ　ＩＤ＝“１”でキーワード「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ」
でキーワード検索した結果（図５）が表示された後、当該検索結果に関連する関連文書を
検索する要求がなされ、指標ユーザーとしてＵＳＥＲ　ＩＤ＝“２”が指定されたとする
と、図５においてＵＳＥＲ　ＩＤ＝“２”によって最も多く設定されているキーワードは
「ＤＭＳ」であるので、当該キーワード「ＤＭＳ」を取得して図４をキーワード検索する
。そうすると、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　ＩＤ＝“１”、“２”、“３”、“５”がヒットし、
図５の結果との差分を取ってＤｏｃｕｍｅｎｔ　ＩＤ＝“５”が関連文書であるとして表
示されることになる。
【００３４】
　このように、あるユーザーが設定したキーワードを用いてキーワード検索した際に含ま
れなかった関連文書を、指標とする他のユーザーを指定するだけで、検索できるようにな
る。
【００３５】
　なお、関連文書検索を行なう際、指標ユーザーとして複数人を指定できるようにしても
構わない。
【００３６】
　（実施例２）
　上述した関連文書検索処理では、指標ユーザーを指定した後、関連文書の検索を図４の
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構造化文書全体から行っていたが、キーワード検索の検索結果（図５）の文書を図４から
予め外した後に関連文書の検索を行ってもよい。図７にその例を示す。
【００３７】
　まず、Ｓ７００１で、ユーザーとキーワードを指定したキーワード検索（例えば、ＵＳ
ＥＲ　ＩＤ＝“１”でキーワード「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ」でキーワード検
索）を行う。
【００３８】
　次に、Ｓ７００２で、キーワード検索対象の文書集合（図４）を、Ｓ７００１の検索結
果（図５）に含まれる文書とＳ７００１の検索結果に含まれない文書とに分割する。図４
の文書集合から、ユーザー識別子１・キーワードに「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｒ
」を設定した文書をキーワード検索した結果に基づいて、図４を分割した例を、図８に示
す。
【００３９】
　Ｓ７００３では、指標ユーザーを指定して関連文書の検索を行うが、この際、まず指標
ユーザーが最も多く設定したキーワード「ＤＭＳ」を図５から取得した後、当該取得した
キーワードを用いてＳ７００２で分割を行った文書集合（図８の右下）の検索を行う。
【００４０】
　本実施例２によれば、関連文書の検索をより小さい文書集合から行うことができるため
、効率的に関連文書の検索を行うことができるようになる。
【００４１】
　以上説明したように、本発明によれば、ユーザー毎にキーワードを設定できることを利
用し、他ユーザーが設定したキーワード情報を用いてうまくキーワード検索や関連文書検
索を行なえるという効果がある。
【００４２】
　また、関連文書の検索を行う場合でもユーザーが別途関連語辞書を定義しておく必要が
ないという効果がある。
【００４３】
　また、他のユーザが設定したキーワードも検索に利用できるので、自分がキーワードを
付け漏らした文書を検索することもできる。その際、自分がつけたキーワードを利用して
関連文書を検索するので、他のユーザが付けたキーワードの詳細を知らなくても関連文書
が検索可能になるという効果がある。
【００４４】
　また、実施例１～２では、ユーザー毎のキーワード情報を構造化文書で保持しているた
めに、ユーザーの増減しても、データベース及びそれにアクセスするシステムを大きく変
更する必要がない（構造化文書の構造を大きく変更する必要がない）という効果がある。
【００４５】
　また、実施例２では、関連文書の検索はキーワード検索の検索結果を用いて、文書集合
を分割してから行うので、余計な検索をしなくてよいという効果がある。
【００４６】
　（実施例３）
　なお、上述した実施例では、文書情報格納部１００５のキーワード管理を図４のような
構造化文書を用いて行なっていたが、図２のように、ユーザー毎にテーブルが用意され、
ユーザーが増えるたびに対応するテーブルが増えるような形式で、ユーザー毎のキーワー
ドを保持するように構成しても構わない。
【００４７】
　（実施例４）
　また、上述した実施例では、文書情報格納部１００５のキーワード管理を図４のような
構造化文書を用いて行なっていたが、図３のように、ユーザー毎にカラムが用意され、ユ
ーザーが増えるたびに対応するカラムが増えるような形式で、ユーザー毎のキーワードを
保持するように構成しても構わない。
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【００４８】
　（その他の実施例）
　なお、上述した実施例に示したような本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラムもしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能であり、具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。
【００４９】
　尚、本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム（例えば
上述したフローチャートに対応したプログラム）を、システムあるいは装置に直接あるい
は遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給されたプログラム
コードを読み出して実行することによっても達成される場合を含む。
【００５０】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００５１】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００５２】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，
ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【００５３】
　その他、プログラムの供給方法としては、コンピュータのブラウザを用いてインターネ
ットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプログラムその
もの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等の記録
媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームペー
ジからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコ
ンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさ
せるサーバも、本発明に含まれるものである。
【００５４】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を使用することにより暗号化され
たプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可能である。
【００５５】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
いるＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実
施形態の機能が実現され得る。
【００５６】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ
などが実際の処理の一部または全部を行ない、その処理によっても前述した実施形態の機
能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
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【図１】文書管理システムのシステムブロック図
【図２】実施例３におけるユーザー毎のキーワード保持例
【図３】実施例４におけるユーザー毎のキーワード保持例
【図４】実施例１におけるユーザー毎のキーワード保持例
【図５】実施例１におけるユーザーを指定したキーワード検索の結果例
【図６】実施例１における関連文書検索のフローチャート図
【図７】実施例２における関連文書検索のフローチャート図
【図８】実施例２における文書集合分割例
【図９】文書管理システムのシステム構成例

【図１】 【図２】
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