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(57)【要約】
　【課題】　機密情報を閲覧することができて、その閲
覧の際に、ユーザーの機密意識を十分に高めて、機密情
報の漏洩を極力防止できる、情報管理システムを提供す
る。
　【解決手段】　情報管理システム１は、ユーザーコン
ピュータ３において、ホストコンピュータ２に閲覧を希
望するユーザーのユーザー情報と機密情報を指定する為
の情報指定情報とを出力して機密情報の閲覧を要求し、
ホストコンピュータ２では、ユーザーコンピュータ３か
らの要求を受けて、要求を行ったユーザーのユーザー情
報がユーザー情報ファイル１５に存在する場合に、要求
された機密情報を機密情報ファイル１６から取得し、ユ
ーザーコンピュータ３の表示装置２３に、取得した機密
情報を表示させる際に、その機密情報にユーザー特定情
報を重ね合わせて透過状に表示させる透過表示情報を作
成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機密情報を管理するホストコンピュータと、このホストコンピュータに通信回線
を介して接続されたユーザーコンピュータとを備え、前記複数の機密情報の中の所望の機
密情報の閲覧を可能にする情報管理システムにおいて、
　前記ユーザーコンピュータは、前記ホストコンピュータに閲覧を希望するユーザーのユ
ーザー情報と機密情報を指定する為の情報指定情報とを出力して機密情報の閲覧を要求す
る機密情報閲覧要求手段と、表示手段とを備え、
　前記ホストコンピュータは、
　複数のユーザーのユーザー情報を記憶したユーザー情報ファイルと、
　前記複数の機密情報を記憶した機密情報ファイルと、
　前記機密情報閲覧要求手段による要求を受けて、その要求を行ったユーザーのユーザー
情報がユーザー情報ファイルに存在する場合に、要求された機密情報を機密情報ファイル
から取得する機密情報取得手段と、
　前記ユーザーコンピュータの表示手段に、前記機密情報取得手段で取得された機密情報
を表示させる際に、その機密情報に前記ユーザーのユーザー情報の少なくとも１つの情報
を重ね合わせて透過状に表示させる透過表示情報を作成する透過表示情報作成手段と、
　を備えたことを特徴とする情報管理システム。
【請求項２】
　前記透過表示情報作成手段は、前記ユーザー情報の少なくとも１つの情報を構成する文
字列の透過文字表示情報を作成し、この文字列を所定の配置にて前記表示手段に表示させ
るように透過表示情報を作成することを特徴とする請求項１に記載の情報管理システム。
【請求項３】
　前記透過表示情報作成手段は、前記文字列の個々の文字について、文字アウトライン内
に複数のドットを間引き状に配置した間引きドットパターン文字を前記表示手段に表示さ
せる透過文字表示情報を作成し、
　前記透過表示情報作成手段は、前記複数のドット間の間隔を変更することで文字透過率
を変更可能な文字透過率変更手段を有することを特徴とする請求項２に記載の情報管理シ
ステム。
【請求項４】
　前記透過表示情報作成手段は、前記表示手段に表示させる前記文字列の文字間隔、文字
サイズ、文字太さ、文字形状、ドットサイズの少なくとも１つを変更して、透過表示情報
を作成可能に構成されたことを特徴とする請求項３に記載の情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の機密情報を管理し、これら機密情報の中の所望の機密情報の閲覧を可
能にする情報管理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報管理システムにおいて、複数の機密情報を記憶したデータベースを備えたホ
ストコンピュータに通信回線を介してユーザーコンピュータを接続し、このユーザーコン
ピュータからホストコンピュータに機密情報の閲覧要求を行うことで、ホストコンピュー
タにおいて、要求された機密情報（該当機密情報）がデータベースの中から取得されて、
要求元のユーザーコンピュータへ送信され、そのユーザーコンピュータにおいて、該当機
密情報がディスプレイに表示されるもの（例えば、特許文献１）が実用に供されている。
【０００３】
　この種の情報管理システムでは、ユーザーＩＤやパスワードを用いて、ログインできる
ユーザーに制限をかけるようにしたものが一般的であるが、ログイン後、ユーザーが機密
情報を閲覧する際に、その機密情報が流出しないことが望まれる。しかし、ユーザーコン
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ピュータでは、ホストコンピュータから受けた機密情報を閲覧するために出力（表示、印
刷）することは必然とされるため、機密情報の漏洩を抑制することは容易ではない。
【０００４】
　そこで、特許文献１の情報管理システムでは、ユーザーコンピュータのディスプレイに
、機密情報を表示させる際に、その機密情報と共に機密意識を高める機密意識高揚情報（
例えば、「関係者外秘」）を透かし文字で表示させ、印刷用紙に機密情報を印刷する際に
は、同印刷用紙にユーザー特定情報（例えば、印刷者名）を印刷するようにしてある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１３３８５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の情報管理システムでは、ユーザーコンピュータのディスプレイに、機密情
報を表示させる際に、その機密情報と共に機密意識高揚情報「関係者外秘」を透かし文字
で表示させて、ユーザーの機密意識を高めるようにしているが、この機密意識高揚情報か
らはユーザーを特定することができない。つまり、機密情報が流出した場合でも、流出元
のユーザーを特定するこができないので、流出責任を追求することも容易ではなく、従っ
て、ユーザーの機密意識を十分に高めることができない虞がある。
【０００７】
　特許文献１には、機密意識高揚情報について、機密情報の表示と共に透かし文字で表示
させることについて開示されているが、その表示に関する詳細な開示は全くなされていな
い。つまり、ユーザーコンピュータにおいて、機密意識高揚情報を単に機密情報と共に表
示させる表示情報を作成するのでは、ホストコンピュータから機密情報を単独で受信する
ことにもなり、機密情報のみを表示させるように設定することも容易に行い得るので、機
密情報の漏洩を極力防止することが難しい。
【０００８】
　尚、特許文献１の情報管理システムでは、印刷用紙に機密情報と共にユーザー特定情報
（印刷者名）を印刷するようにしてあるが、機密情報とユーザー特定情報は印字用紙の離
隔した位置に印刷されるだけであり、機密情報とユーザー特定情報とを分離できるので、
機密情報の漏洩を極力防止するうえで問題が残る。
【０００９】
　本発明の目的は、ユーザーが機密意識を閲覧する際に、ユーザーの機密意識を十分に高
めて、機密意識の漏洩を極力防止できる、情報管理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の情報管理システムは、複数の機密情報を管理するホストコンピュータと、こ
のホストコンピュータに通信回線を介して接続されたユーザーコンピュータとを備え、前
記複数の機密情報の中の所望の機密情報の閲覧を可能にする情報管理システムにおいて、
前記ユーザーコンピュータは、前記ホストコンピュータに閲覧を希望するユーザーのユー
ザー情報と機密情報を指定する為の情報指定情報とを出力して機密情報の閲覧を要求する
機密情報閲覧要求手段と、表示手段とを備え、前記ホストコンピュータは、複数のユーザ
ーのユーザー情報を記憶したユーザー情報ファイルと、前記複数の機密情報を記憶した機
密情報ファイルと、前記機密情報閲覧要求手段による要求を受けて、その要求を行ったユ
ーザーのユーザー情報がユーザー情報ファイルに存在する場合に、要求された機密情報を
機密情報ファイルから取得する機密情報取得手段と、前記ユーザーコンピュータの表示手
段に、前記機密情報取得手段で取得された機密情報を表示させる際に、その機密情報に前
記ユーザーのユーザー情報の少なくとも１つの情報を重ね合わせて透過状に表示させる透
過表示情報を作成する透過表示情報作成手段とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　この情報管理システムでは、ホストコンピュータに、複数の機密情報を記憶した機密情
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報ファイルと、複数のユーザーのユーザー情報を記憶したユーザー情報ファイルが設けら
れ、このユーザー情報ファイルにユーザー情報が登録されているユーザーが、ユーザーコ
ンピュータを用いてホストコンピュータにアクセスして、機密情報ファイルの中から所望
の機密情報を閲覧することができる。
【００１２】
　この場合、ユーザーコンピュータでは、機密情報閲覧要求手段により、ホストコンピュ
ータに閲覧を希望するユーザーのユーザー情報と機密情報を指定する為の情報指定情報と
が出力され、ホストコンピュータでは、機密情報取得手段により、機密情報閲覧要求手段
による要求を受けて、その要求を行ったユーザーのユーザー情報がユーザー情報ファイル
に存在する場合に、要求された機密情報を機密情報ファイルから取得される。
【００１３】
　そして、ホストコンピュータでは、透過表示情報作成手段により、ユーザーコンピュー
タの表示手段に、機密情報取得手段で取得された機密情報を表示させる際に、その機密情
報にユーザーのユーザー情報の少なくとも１つの情報（ユーザー特定情報）を重ね合わせ
て透過状に表示させる透過表示情報が作成される。つまり、ユーザーコンピュータの表示
手段には、機密情報が表示されるとともに、その機密情報にユーザー特定情報が重ね合わ
せて透過状に表示されるため、ユーザーが機密情報を閲覧する際に、管理されていること
を意識し、ユーザーの機密意識が高められ、機密情報の漏洩が防止される。
【００１４】
　ここで、請求項１の従属請求項として次の構成を採用可能である。
　前記透過表示情報作成手段は、前記ユーザー情報の少なくとも１つの情報を構成する文
字列の透過文字表示情報を作成し、この文字列を所定の配置にて前記表示手段に表示させ
るように透過表示情報を作成する（請求項２）。前記透過表示情報作成手段は、前記文字
列の個々の文字について、文字アウトライン内に複数のドットを間引き状に配置した間引
きドットパターン文字を前記表示手段に表示させる透過文字表示情報を作成し、前記透過
表示情報作成手段は、前記複数のドット間の間隔を変更することで文字透過率を変更可能
な文字透過率変更手段を有する（請求項３）。前記透過表示情報作成手段は、前記表示手
段に表示させる前記文字列の文字間隔、文字サイズ、文字太さ、文字形状、ドットサイズ
の少なくとも１つを変更して、透過表示情報を作成可能に構成される（請求項４）。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１の情報管理システムによれば、ユーザーコンピュータにおいて、機密情報閲覧
要求手段により、ホストコンピュータに閲覧を希望するユーザーのユーザー情報と機密情
報を指定する為の情報指定情報とを出力し、ホストコンピュータにおいて、機密情報取得
手段により、機密情報閲覧要求手段による要求を受けて、その要求を行ったユーザーのユ
ーザー情報がユーザー情報ファイルに存在する場合に、要求された機密情報を機密情報フ
ァイルから取得し、透過表示情報作成手段により、ユーザーコンピュータの表示手段に、
機密情報取得手段で取得された機密情報を表示させる際に、その機密情報にユーザーのユ
ーザー情報の少なくとも１つの情報（ユーザー特定情報）を重ね合わせて透過状に表示さ
せる透過表示情報を作成するので、ユーザーが機密情報を閲覧する際に、管理されている
ことをそのユーザーに意識させ、ユーザーの機密意識を高めて、機密情報の漏洩を防止で
き、特に、ユーザー特定情報を機密情報に重ね合わせて表示させることで、ユーザーの機
密意識を十分に高めるとともに、機密情報単独での抽出を不能にできるので、機密情報の
漏洩を極力防止でき、この場合、ユーザー特定情報を透過状に表示させるので、機密情報
の表示も明確に行うことができ、ユーザーは機密情報を良好に閲覧可能になる。
【００１６】
　請求項２の情報管理システムによれば、透過表示情報作成手段は、ユーザー情報の少な
くとも１つの情報を構成する文字列の透過文字表示情報を作成し、この文字列を所定の配
置にて表示手段に表示させるように透過表示情報を作成するので、機密情報に文字列から
なるユーザー特定情報を確実に重ね合わせて表示できる、透過表示情報を確実に作成する



(5) JP 2008-52396 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

ことができる。
【００１７】
　請求項３の情報管理システムによれば、透過表示情報作成手段は、文字列の個々の文字
について、文字アウトライン内に複数のドットを間引き状に配置した間引きドットパター
ン文字を表示手段に表示させる透過文字表示情報を作成するので、機密情報にユーザー特
定情報を重ね合わせて透過状に表示させる透過文字表示情報を確実に作成し、透過表示情
報作成手段は、複数のドット間の間隔を変更することで文字透過率を変更可能な文字透過
率変更手段を有するので、機密情報とユーザー情報とを重ね合わせて、これらを確実に認
識可能に表示させることができる文字透過率を設定することができる。
【００１８】
　請求項４の情報管理システムによれば、透過表示情報作成手段は、表示手段に表示させ
る文字列の文字間隔、文字サイズ、文字太さ、文字形状、ドットサイズの少なくとも１つ
を変更して、透過表示情報を作成可能に構成したので、機密情報とユーザー情報とを重ね
合わせて、これらを確実に認識可能に表示させることができる、適度な文字列の文字間隔
、文字サイズ、文字太さ、文字形状、ドットサイズを設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の情報管理システムは、複数の機密情報を管理するホストコンピュータ、ホスト
コンピュータに通信回線を介して接続されたユーザーコンピュータを備え、前記複数の機
密情報の中の所望の機密情報の閲覧を可能にする情報管理システムである。
【実施例１】
【００２０】
　図１に示すように、情報管理システム１は、ホストコンピュータ２（サーバコンピュー
タ２）、複数のユーザーコンピュータ３（端未コンピュータ３）を備え、このホストコン
ピュータ２と複数のユーザーコンピュータ３が、通信回線４（例えば、ＬＡＮ、ＷＡＮ、
インターネット等）を介して互いに通信可能に接続されている。ここで、ユーザーがユー
ザーコンピュータ３を用いて、この情報管理システム１を使用するために、後述のユーザ
ー登録が必要になる。
【００２１】
　ホストコンピュータ２は、ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを有するコンピュータ本体１０、ハ
ードディスク装置等からなる記憶装置１１、マウスやキーボードからなる入力装置１２、
ディスプレイを有する表示装置１３等で構成され、記憶装置１１には、ユーザー情報ファ
イル１５、機密情報ファイル１６、文字情報ファイル１７が格納されている。
【００２２】
　各ユーザーコンピュータ３は、ＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを有するコンピュータ本体２０
、ハードディスク装置等からなる記憶装置２１、マウスやキーボードからなる入力装置２
２、ディスプレイを有する表示装置２３、印字装置２４等で構成されている。
【００２３】
　図２に示すように、ホストコンピュータ２のユーザー情報ファイル１５には、複数のユ
ーザーのユーザー情報が記憶され、各ユーザー情報は、ユーザーＩＤ、氏名、パスワード
等の複数の情報を含んでいる。図３に示すように、ホストコンピュータ２の機密情報ファ
イル１６には、複数の機密情報が記憶され、各機密情報は、情報番号、種別、記事、発行
日、機密情報本体（文書、図面）等の複数の情報を含んでいる。
【００２４】
　図４に示すように、ホストコンピュータ２の文字情報ファイル１７には、後述の透過表
示情報を作成する為に必要な、ひらがな、カタカナ、ローマ字（大文字、小文字）、漢字
等の多種の文字の基準文字パターン情報からなる基準文字パターン情報群が記憶され、ま
た、多種の文字の基準間引きドットパターン文字情報であって、夫々の文字について文字
アウトライン内に複数のドットを規則的に間引き状に配置した多種の基準間引きドットパ
ターン文字情報からなる基準間引きドットパターン文字情報群を記憶可能である。
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【００２５】
　ここで、基準文字パターン情報については、一般的なパーソナルコンピュータ等で用い
られる、表示用、印字用の文字情報を予め作成しておいてもよい。基準間引きドットパタ
ーン文字情報については、基準文字パターン情報から作成することができる。透過表示情
報については、基本的に、対応する文字の基準文字パターン情報から作成されるが、対応
する文字の基準間引きドットパターン文字情報が存在する場合、その基準間引きドットパ
ターン文字情報から作成することができる。
【００２６】
　図５に示すように、ホストコンピュータ２は、そのコンピュータ本体１０のＲＯＭ又は
記憶装置１１に格納されたプログラムに基づいて、図示の機能ｆ２１～ｆ２６を達成でき
るように構成され、図７に示すように、ユーザーコンピュータ３は、そのコンピュータ本
体２０のＲＯＭ又は記憶装置２１に格納されたプログラムに基づいて、図示の機能ｆ３１
～ｆ３４を達成できるように構成されている。
【００２７】
　ホストコンピュータ２の通信機能ｆ２１、ユーザーコンピュータ３の通信機能ｆ３１で
は、夫々、所定の通信プロトコールに基づいて、通信回線４を利用してユーザーコンピュ
ータ３、ホストコンピュータ２との間で各種情報が通信される。
【００２８】
　ホストコンピュータ２のユーザー情報編集登録機能ｆ２２では、ユーザー情報ファイル
１５に新たにユーザー情報を登録したり、ユーザー情報ファイル１５に既に登録されてい
るユーザー情報を変更又は削除したりすることができ、機密情報編集登録機能ｆ２３では
、機密情報ファイル１６に新たに機密情報を登録したり、機密情報ファイル１６に既に登
録されている機密情報を変更又は削除したりすることができる。
【００２９】
　ユーザーコンピュータ３の入力機能ｆ３２では、入力装置２２により入力操作を行うこ
とにより、表示装置２３にログイン画面（図示略）を表示させて、閲覧を希望するユーザ
ーのユーザー情報（ユーザーＩＤ、パスワード）を入力することができ、ログイン後、表
示装置２３に情報指定画面（図示略）を表示させて、機密情報を指定する為の情報指定情
報を入力することができる。このユーザー情報、情報指定情報が通信機能ｆ３１によりホ
ストコンピュータ２へ送信（出力）される。入力機能ｆ３２と通信機能ｆ３１等が、ホス
トコンピュータ２に機密情報の閲覧を要求する機密情報閲覧要求手段に相当する。
【００３０】
　ホストコンピュータ２の閲覧許可判定機能ｆ２４では、通信機能ｆ２１によりユーザー
コンピュータ３から受信されたユーザー情報とユーザー情報ファイル１５とに基づいて閲
覧を許可するか否か判定され、機密情報取得機能ｆ２５では、閲覧許可判定機能ｆ２４に
よる判定で閲覧が許可された場合、つまり、ユーザーコンピュータ３（機密情報閲覧要求
手段）による要求を受けて、その要求を行ったユーザーのユーザー情報がユーザー情報フ
ァイル１５に存在する場合に、ユーザーコンピュータ３から情報指定情報によって指定（
要求）された機密情報が機密情報ファイル１６から取得される。
【００３１】
　ホストコンピュータ２の透過表示情報作成機能ｆ２６では、図８に示すように、ユーザ
ーコンピュータ３の表示装置２３に、機密情報取得機能ｆ２５で取得された機密情報（情
報番号、種別、記事、発行日、機密情報本体）を表示させる際に、その機密情報（本実施
例の場合は機密情報本体（文書、図面）であり図８では図面）に、ユーザーのユーザー情
報の少なくとも１つの情報（本実施例の場合はユーザーＩＤであり、以下、ユーザー特定
情報という）を重ね合わせて透過状に表示させる透過表示情報が作成される。
【００３２】
　この透過表示情報作成機能ｆ２６は、図５に示す各種機能ｆ２６ａ～ｆ２６ｈを備え、
透過文字表示情報作成機能ｆ２６ａでは、ユーザー特定情報を構成する文字列（図８では
ユーザーＩＤの「ｘｙｚ１２３４５」）の透過文字表示情報が作成されて、この文字列を



(7) JP 2008-52396 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

所定の配置にて表示装置２３に表示させるように透過表示情報が作成され、この場合、文
字列の個々の文字（図８では「ｘ」「ｙ」「ｚ」「１」「２」「３」「４」「５」の個々
）について、文字アウトライン内に複数のドットを間引き状に配置した間引きドットパタ
ーン文字を表示装置２３に表示させる透過文字表示情報が作成される。
【００３３】
　図６に示すように、透過表示デフォルト値として、文字サイズ、文字太さ、文字形状、
ドットサイズ、ドット間隔、文字間隔、文字配列が予め設定されて記憶装置１１に記憶さ
れており、透過文字表示情報作成機能ｆ２６ａでは、ユーザー特定情報を構成する文字列
の個々の文字について、透過表示デフォルト値の文字サイズ、文字太さ、文字形状、ドッ
トサイズ、ドット間隔になるように、間引きドットパターン文字情報が作成され、更に、
ユーザー特定情報を構成する文字列について、透過表示デフォルト値の文字間隔、文字配
列になるように、透過文字表示情報が作成される。
【００３４】
　この透過文字表示情報作成機能ｆ２６ａで作成された間引きドットパターン文字情報が
、文字情報ファイル１７に存在しない場合には、その間引きドットパターン文字情報を基
準間引きドットパターン文字情報として文字情報ファイル１７に記憶して、今後の透過文
字表示情報の作成に利用することができる。つまり、透過文字表示情報を作成する際に、
必要な文字の基準間引きドットパターン文字情報が文字情報ファイル１７に存在する場合
には、前記の間引きドットパターン文字情報の作成を不要にすることができる。
【００３５】
　ここで、透過文字表示情報作成機能ｆ２６ａで透過文字表示情報を作成する際、前記文
字サイズ、文字太さ、文字形状、ドットサイズ、ドット間隔、文字間隔、文字配列につい
て、変更機能ｆ２６ｂ～ｆ２６ｇにより、夫々、自動的に又は入力装置１２による操作に
より変更することができる。
【００３６】
　特に、ドットサイズとドット間隔については、これらの少なくとも一方を変更すること
で文字透過率が変更され、故に、ドットサイズ変更機能ｆ２６ｄとドット間隔変更機能ｆ
２６ｅが、文字透過率を変更可能な透過率変更手段に相当する。尚、文字サイズ変更機能
ｆ２６ｂにより、文字サイズを機密情報の文書や図形に対して十分大きいサイズに設定す
ることが好ましい。
【００３７】
　ここで、図９～図１２に基づいて、透過文字表示情報を作成する具体的な技術について
、ユーザー特定情報を構成する文字列「１２３」の透過文字表示情報を作成する場合を例
に説明する。先ず、ユーザー特定情報を構成する文字列「１２３」の各文字「１」「２」
「３」の基準文字パターン情報が文字情報ファイル１７から読み出され、図９に示すよう
に、例えば、コンピュータ本体１０のＲＡＭ上に文字列「１２３」にて展開される。
【００３８】
　この場合、文字列の個々の文字「１」「２」「３」について、非表示の矩形枠内に夫々
配置され、図１０に示すように、非表示の文字アウトラインが設定され、図１１、図１２
に示すように、その文字アウトライン内に、複数のドットが間引き状に配置されて、間引
きドットパターン文字情報が作成され、矩形枠内に間引きドットパターン文字情報を含む
単位文字の表示情報が設定され、その単位文字表示情報において、ドットの部分が非透過
色（例えば、不透明色の黒）に設定され、ドット以外の部分が透過色に設定される。尚、
隣り合う矩形枠間の間隔が文字間隔となる。
【００３９】
　複数の単位文字表示情報を組み合わせて透過文字表示情報が作成され、機密情報に対す
る配置を規定して透過表示情報が作成され、この透過表示情報と、機密情報を表示装置２
３に表示させる機密情報の機密表示情報とが合成され、その合成表示情報がユーザーコン
ピュータ３へ送信されることになる。尚、前記合成について、単位文字と機密情報の線が
重なる場合、その単位文字において、透過色に設定されている部分については、機密情報



(8) JP 2008-52396 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

の線が有線で表示される。
【００４０】
　ユーザーコンピュータ３の表示機能ｆ３３では、ホストコンピュータ２から合成表示デ
ータが通信機能ｆ３１により受信された場合、その合成表示データに基づいて、表示装置
２３に、機密情報が表示されるとともに、その機密情報にユーザー特定情報が重ね合わせ
て透過状に表示され、ユーザーコンピュータ３の印字機能ｆ３４では、入力装置２１によ
り印字操作を行うことにより、合成表示データに基づいて、表示装置２３への表示形態と
同じ印字形態により、つまり、印字用紙に機密情報が印字されるとともに、その機密情報
にユーザー特定情報が重ね合わせて透過状に印字される。
【００４１】
　以上説明した情報管理システム１によれば次の効果が得られる。
　ユーザーコンピュータ３において、ホストコンピュータ２に閲覧を希望するユーザーの
ユーザー情報と機密情報を指定する為の情報指定情報とを出力し、ホストコンピュータ２
において、ユーザーコンピュータ３による要求を受けて、その要求を行ったユーザーのユ
ーザー情報がユーザー情報ファイル１５に存在する場合に、要求された機密情報を機密情
報ファイル１６から取得し、ユーザーコンピュータ３の表示装置２３に、取得された機密
情報を表示させる際に、その機密情報にユーザーのユーザー情報の少なくとも１つの情報
（ユーザー特定情報）を重ね合わせて透過状に表示させる透過表示情報を作成する。
【００４２】
　つまり、ユーザーが機密情報を閲覧する際に、管理されていることをそのユーザーに意
識させ、ユーザーの機密意識を高めて、機密情報の漏洩を防止でき、特に、ユーザー特定
情報を機密情報に重ね合わせて表示させることで、ユーザーの機密意識を十分に高めると
ともに、機密情報単独での抽出を不能にできるので、機密情報の漏洩を極力防止でき、こ
の場合、ユーザー特定情報を透過状に表示させるので、機密情報の表示も明確に行うこと
ができ、ユーザーは機密情報を良好に閲覧可能になる。
【００４３】
　ホストコンピュータ２では、ユーザー情報の少なくとも１つの情報を構成する文字列の
透過文字表示情報を作成し、この文字列を所定の配置にて表示装置２３に表示させるよう
に透過表示情報を作成するので、機密情報に文字列からなるユーザー特定情報を確実に重
ね合わせて表示できる、透過表示情報を確実に作成することができる。
【００４４】
　ホストコンピュータ２では、文字列の個々の文字について、文字アウトライン内に複数
のドットを間引き状に配置した間引きドットパターン文字を表示装置２３に表示させる透
過文字表示情報を作成するので、機密情報にユーザー特定情報を重ね合わせて透過状に表
示させる透過文字表示情報を確実に作成し、複数のドット間の間隔を変更することで文字
透過率を変更可能にしたので、機密情報とユーザー情報と情報とを重ね合わせて、これら
を確実に認識可能に表示させることができる文字透過率を設定できる。
【００４５】
　ホストコンピュータ２では、表示装置２３に表示させる文字列の文字間隔、文字サイズ
、文字太さ、文字形状、ドットサイズの少なくとも１つを変更して、透過表示情報を作成
可能に構成したので、機密情報とユーザー特定情報とを重ね合わせて、これらを確実に認
識可能に表示させることができる、適度な文字列の文字間隔、文字サイズ、文字太さ、文
字形状、ドットサイズを設定できる。
【実施例２】
【００４６】
　実施例２の情報管理システムは、実施例１の図９～図１２に対応する透過文字表示情報
を作成する具体的な技術を変更したものである。この透過文字表示情報を作成する技術に
ついて、ユーザー特定情報を構成する文字列「１２３」の透過文字表示情報を作成する場
合を例に説明すると、先ず、実施例１と同様に、例えば、コンピュータ本体１０のＲＡＭ
上に文字列「１２３」にて展開される。
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【００４７】
　そして、文字列の個々の文字「１」「２」「３」について、非表示の文字アウトライン
が設定され、その文字アウトライン内に、複数のドットが間引き状に配置されて、間引き
ドットパターン文字情報が作成され、そのドットパターン文字情報の多数のドット部分の
みで単位文字の単位文字表示情報が設定される。
【００４８】
　複数の単位文字表示情報を組み合わせて透過文字表示情報が作成され、機密情報に対す
る配置が規定されて透過表示情報が作成され、この透過表示情報と、機密情報を表示装置
２３に表示させる機密情報の機密表示情報とが合成され、その合成表示情報がユーザーコ
ンピュータ３へ送信されることになる。尚、前記合成について、単位文字以外の部分につ
いては、透過文字表示データが存在しないので、当然機密情報の線が有線で表示される。
【００４９】
　尚、実施例１を次のように変更してもよい。
１］ホストコンピュータ２において、作成された透過表示情報を、機密表示情報と合成せ
ずに、ユーザーコンピュータ３へ送信し、ユーザーコンピュータ３において、表示装置２
３に機密情報を表示させる際に、その機密情報にユーザー特定情報を重ね合わせて透過状
に表示させるように構成してもよい。
【００５０】
２］機密情報にユーザー特定情報が必ず重ね合わせて表示されるように、透過表示情報を
作成するようにしてもよい。
３］ユーザー特定情報として、ユーザーＩＤの代わりに、ユーザ名又はパスワードを表示
させるようにしてもよし、ユーザーＩＤ、ユーザ名、パスワードの少なくとも２を表示さ
せるようにしてもよし、ユーザー特定情報と合わせて、他の情報（例えば、ユーザーが所
属する会社名やその部署等）を表示させるようにしてもよい。
【００５１】
４］ユーザー特定情報の文字列の個々の文字について、文字アウトライン内に複数のドッ
トの代わりに短い細線を間引き状に配置した間引き細線パターン文字を表示させる透過文
字表示情報を作成するようにしてもよい。その細線の長さ方向として、縦、横、斜めの何
れかに設定可能である。
【００５２】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、前記開示事項以外の種々の変更を付
加して実施可能であり、種々の機密情報を管理するとともに閲覧可能な種々の情報管理シ
ステムに、本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】実施例に係る情報管理システムの構成ブロック図である。
【図２】ユーザー情報ファイルを示す図である。
【図３】機密情報ファイルを示す図である。
【図４】文字情報ファイルを示す図である。
【図５】ホストコンピュータの機能ブロック図である。
【図６】透過表示デフォルト値を示す図である。
【図７】ユーザーコンピュータの機能ブロック図である。
【図８】機密情報とユーザー特定情報が表示された表示装置の画面である。
【図９】透過文字表示情報の作成技術を示す図である。
【図１０】透過文字表示情報の作成技術を示す図である。
【図１１】透過文字表示情報の作成技術を示す図である。
【図１２】透過文字表示情報の作成技術を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
１　情報管理システム
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２　ホストコンピュータ
３　ユーザーコンピュータ
４　通信回線
１５　ユーザー情報ファイル
１６　機密情報ファイル
２２　入力装置
２３　表示装置

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】
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