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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書を使用する使用者の位置を表す位置情報と前記文書を表す文書情報とをそれぞれ異
なる取得先から取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得された文書情報に対して実行される処理と前記処理が実行さ
れた後の文書情報が配信される配信先の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対で
あって、前記文書情報に対して実行される第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理
及び該第１の処理とは異なる第２の処理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前
記第２の規則に切替える切替条件とを管理する管理手段と、
　前記取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて前記管理手段によって管理
された切替条件が成立したと判断した場合、前記第１の規則を前記第２の規則に切替える
切替手段と、
　前記切替手段によって前記第２の規則に切替えられた場合、前記第２の規則に従って前
記第２の処理を実行する実行手段と、
を備えることを特徴とする文書処理装置。
【請求項２】
　前記管理手段は、前記第２の規則を前記第１の規則に復帰させる復帰条件をさらに管理
し、
　前記切替手段は、前記取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて前記管理
手段によって管理された復帰条件が成立したと判断した場合、前記第２の規則を前記第１
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の規則に復帰させ、
　前記実行手段は、前記切替手段によって前記第１の規則に復帰した場合、前記第１の規
則に従って前記第１の処理を実行することを特徴とする請求項１に記載の文書処理装置。
【請求項３】
　前記管理手段は、時刻を表す時刻情報と前記時刻情報が表す所定の時刻における前記使
用者の位置を予め定める予定情報とをさらに管理し、
　前記取得手段は、前記管理手段によって管理された時刻情報を取得し、取得した時刻情
報と前記管理手段によって管理された予定情報とから、前記使用者の位置を表す位置情報
を取得することを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載の文書処理装置。
【請求項４】
　前記配信先に配信される文書情報に対して実行される処理は、前記配信先の種類に従う
セキュリティ強度に応じたセキュリティを前記文書情報に対して確保する処理を含むこと
を特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の文書処理装置。
【請求項５】
　前記切替手段は、前記取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて前記管理
手段によって管理された切替条件が成立したと判断した場合、即座に、設定された時間を
経過後に、又は、指定された時刻に、前記第１の規則を前記第２の規則に切替え、
　前記切替手段は、前記取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて前記管理
手段によって管理された復帰条件が成立したと判断した場合、即座に、設定された時間を
経過後に、又は、指定された時刻に、前記第２の規則を前記第１の規則に復帰させること
を特徴とする請求項２から４のいずれかに記載の文書処理装置。
【請求項６】
　前記位置情報の変化は、屋内から屋外若しくは室内から室外への移動を表す出発、又は
、屋外から屋内若しくは室外から室内への移動を表す到着に基づく変化であることを特徴
とする請求項１から５のいずれかに記載の文書処理装置。
【請求項７】
　コンピュータを、
　文書を使用する使用者の位置を表す位置情報と前記文書を表す文書情報とをそれぞれ異
なる取得先から取得する取得手段、
　前記取得手段によって取得された文書情報に対して実行される処理と前記処理が実行さ
れた後の文書情報が配信される配信先の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対で
あって、前記文書情報に対して実行される第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理
及び該第１の処理とは異なる第２の処理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前
記第２の規則に切替える切替条件を管理する管理手段、
　前記取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて前記管理手段によって管理
された切替条件が成立したと判断した場合、前記第１の規則を前記第２の規則に切替える
切替手段、
　前記切替手段によって前記第２の規則に切替えられた場合、前記第２の規則に従って前
記第２の処理を実行する実行手段
として機能させることを特徴とする文書処理プログラム。
【請求項８】
　文書を使用する使用者の位置を検出する検出手段と、
　前記文書を表す文書情報を入力する入力手段と、
　前記入力手段によって入力された文書情報に対して実行される処理と前記処理が実行さ
れた後の文書情報が配信される配信先の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対で
あって、前記文書情報に対して実行される第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理
及び該第１の処理とは異なる第２の処理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前
記第２の規則に切替える切替条件とを管理する管理手段と、
　前記検出手段によって検出された位置の変化に基づいて前記管理手段によって管理され
た切替条件が成立したと判断した場合、前記第１の規則を前記第２の規則に切替える切替
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手段と、
　前記切替手段によって前記第２の規則に切替えられた場合、前記第２の規則に従って前
記第２の処理を実行する実行手段と、
を備えることを特徴とする文書フローシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書処理装置、文書処理プログラム、及び文書フローシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、会議で使用される画像の印刷を、会議が開催される会議場所に設置された他の画
像形成装置に行わせることができる画像形成装置が広く知られている（特許文献１）。
　この画像形成装置は、会議場所を示すスケジュール情報と、他の画像形成装置が設置さ
れた設置場所を示す設置場所情報とを取得する情報取得手段と、情報取得手段が取得した
スケジュール情報で示される会議場所に設置された他の画像形成装置へ、会議場所で開催
される会議において使用される画像を表す画像情報を送信する送信手段とを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２９５２４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的とするところは、文書を使用する使用者の状況の変化に基づいて、文書の
送信先と文書に対して実行する処理とを切替えることができる文書処理装置、文書処理プ
ログラム、及び文書フロー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】
【０００５】
　本発明に係る文書処理装置は、文書を使用する使用者の位置を表す位置情報と前記文書
を表す文書情報とをそれぞれ異なる取得先から取得する取得手段と、前記取得手段によっ
て取得された文書情報に対して実行される処理と前記処理が実行された後の文書情報が配
信される配信先の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対であって、前記文書情報
に対して実行される第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理及び該第１の処理とは
異なる第２の処理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前記第２の規則に切替え
る切替条件とを管理する管理手段と、前記取得手段によって取得された位置情報の変化に
基づいて前記管理手段によって管理された切替条件が成立したと判断した場合、前記第１
の規則を前記第２の規則に切替える切替手段と、前記切替手段によって前記第２の規則に
切替えられた場合、前記第２の規則に従って前記第２の処理を実行する実行手段と、を備
えることを特徴としている。
【０００６】
　上記構成において、管理手段は、第２の規則を第１の規則に復帰させる復帰条件をさら
に管理し、切替手段は、取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて管理手段
によって管理された復帰条件が成立したと判断した場合、第２の規則を第１の規則に復帰
させ、実行手段は、切替手段によって第１の規則に復帰した場合、第１の規則に従って第
１の処理を実行する構成を採用できる。
【０００７】
　上記構成において、管理手段は、時刻を表す時刻情報と時刻情報が表す所定の時刻にお
ける使用者の位置を予め定める予定情報とをさらに管理し、取得手段は、管理手段によっ
て管理された時刻情報を取得し、取得した時刻情報と管理手段によって管理された予定情
報とから、使用者の位置を表す位置情報を取得する構成を採用できる。
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【０００８】
　上記構成において、配信先に配信される文書情報に対して実行される処理は、配信先の
種類に従うセキュリティ強度に応じたセキュリティを文書情報に対して確保する処理を含
む構成を採用できる。
【０００９】
　上記構成において、切替手段は、取得手段によって取得された位置情報の変化に基づい
て管理手段によって管理された切替条件が成立したと判断した場合、即座に、設定された
時間を経過後に、又は、指定された時刻に、第１の規則を第２の規則に切替え、切替手段
は、取得手段によって取得された位置情報の変化に基づいて管理手段によって管理された
復帰条件が成立したと判断した場合、即座に、設定された時間を経過後に、又は、指定さ
れた時刻に、第２の規則を第１の規則に復帰させる構成を採用できる。
　上記構成において、位置情報の変化は、屋内から屋外若しくは室内から室外への移動を
表す出発、又は、屋外から屋内若しくは室外から室内への移動を表す到着に基づく変化で
ある構成を採用できる。
【００１０】
　本発明に係る文書処理プログラムは、コンピュータを、文書を使用する使用者の位置を
表す位置情報と文書を表す文書情報とをそれぞれ異なる取得先から取得する取得手段、前
記取得手段によって取得された文書情報に対して実行される処理と前記処理が実行された
後の文書情報が配信される配信先の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対であっ
て、前記文書情報に対して実行される第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理及び
該第１の処理とは異なる第２の処理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前記第
２の規則に切替える切替条件を管理する管理手段、前記取得手段によって取得された位置
情報の変化に基づいて前記管理手段によって管理された切替条件が成立したと判断した場
合、前記第１の規則を前記第２の規則に切替える切替手段、前記切替手段によって前記第
２の規則に切替えられた場合、前記第２の規則に従って前記第２の処理を実行する実行手
段として機能させることを特徴としている。
【００１１】
　本発明に係る文書フローシステムは、文書を使用する使用者の位置を検出する検出手段
と、前記文書を表す文書情報を入力する入力手段と、前記入力手段によって入力された文
書情報に対して実行される処理と前記処理が実行された後の文書情報が配信される配信先
の情報とをそれぞれ含む第１及び第２の規則の対であって、前記文書情報に対して実行さ
れる第１の処理を含む第１の規則と前記第１の処理及び該第１の処理とは異なる第２の処
理を含む第２の規則との対と、前記第１の規則を前記第２の規則に切替える切替条件とを
管理する管理手段と、前記検出手段によって検出された位置の変化に基づいて前記管理手
段によって管理された切替条件が成立したと判断した場合、前記第１の規則を前記第２の
規則に切替える切替手段と、前記切替手段によって前記第２の規則に切替えられた場合、
前記第２の規則に従って前記第２の処理を実行する実行手段と、を備えることを特徴とし
ている。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の構成によれば、文書を使用する使用者の位置の変化に基づいて文書を表す文
書情報の送信先を切替えるだけでなく、切替えた送信先へ送信する文書情報に対して実行
する処理を切替えることができる。
【００１４】
　請求項２の構成によれば、文書情報の送信先を切替前の送信先へ復帰させるだけでなく
、復帰させた送信先へ送信する文書情報に対して実行する処理を切替前の処理に復帰させ
ることができる。
【００１５】
　請求項３の構成によれば、使用者の予め定められた位置の変化に基づいて文書を表す文
書情報の送信先を切替えるだけでなく、切替えた送信先へ送信する文書情報に対して実行
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する処理を切替えることができる。
【００１６】
　請求項４の構成によれば、変更した送信先のセキュリティ強度に応じたセキュリティを
文書情報に対して確保できる。
【００１９】
　請求項７の構成によれば、文書を使用する使用者の位置の変化に基づいて文書を表す文
書情報の送信先を切替えるだけでなく、切替えた送信先へ送信する文書情報に対して実行
する処理を切替えることができる。
【００２０】
　請求項８の構成によれば、使用者の予め定められた位置の変化に基づいて文書を表す文
書情報の送信先を切替えるだけでなく、切替えた送信先へ送信する文書情報に対して実行
する処理を切替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の文書処理装置を備えた文書フローシステムの一実施形態を示すシステム
構成図である。
【図２】文書処理装置の一構成例を表す構成図である。
【図３】規則管理部が管理する規則の一例を表す図である。
【図４】条件管理部が管理する切替条件の一例を表す図である。
【図５】文書処理装置が実行する文書処理の一例を表すフローチャートである。
【図６】実施例２における文書フローシステムの一例を表すシステム構成図である。
【図７】実施例３における文書処理装置の一構成例を表す機能ブロック図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の最良の実施形態について、添付図面を参照しつつ説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図１（ａ）は、本発明の文書処理装置を備えた文書フローシステムの一実施形態を示す
構成図である。
　ここで、文書フローシステムとは、文書フローを実行するシステムをいう。ここで、文
書フローとは、文書を表す文書情報を処理対象とするジョブフローをいう。
【００２４】
　また、ジョブフローとは、予め定められた一連かつ複数のジョブの流れをいう。ここで
、ジョブとは、予め定められた機能を実現するためにコンピュータが実行する処理又は処
理の集まりをいう。また、ジョブの流れは、例えば、ジョブの実行順序と、ジョブの連携
方法とで定められる。ジョブの連携方法の具体例としては、実行済みのジョブと未実行の
ジョブとで使用される処理対象データと処理に関する変数値との受け渡し方法を挙げるこ
とができる。尚、ジョブフローを実行するとは、ジョブフローに従ってジョブを実行する
ことをいう。
【００２５】
　ここで、ジョブの具体例としては、解析ジョブ、加工ジョブ、及び送信ジョブ等を挙げ
ることができる。
　解析ジョブは、例えば、文書情報から様々な情報を抽出する処理を含む。また、文書情
報から様々な情報を抽出する処理は、例えば、ＯＣＲ処理（Optical Character Read）に
よって、文書情報が表す文書画像データから、例えば、文書名等の文書に掲載された文字
を表す文字情報を抽出する処理を含む。尚、これに限定される訳ではなく、文書情報から
情報を抽出する処理は、文書情報が表すバーコード等の一次元コード又はＱＲ（Quick Re
sponse）コード等の二次元コード画像データを解析し、例えば、文書の送信先を表す情報
を抽出する処理を含む構成を採用できる。
【００２６】
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　また、加工ジョブは、文書情報を加工する処理を含む。文書情報を加工する処理は、例
えば、文書情報が表す文書画像データの傾きを補正する処理、文書情報が表す文書画像デ
ータを正立させる処理、文書情報の形式（つまり、フォーマット）を変換する処理、文書
情報を暗号化する処理、文書情報が表す文書画像データに電子透かしを付加する処理、及
び文書情報が表す文書から機密事項を隠蔽する処理を含む。
【００２７】
　更に、送信ジョブは、文書情報を送信する処理を含む。文書情報を送信する処理は、文
書情報を出力する処理を含む。文書情報を送信又は出力する処理は、文書情報又は文書情
報から抽出した情報を電子メール又はＦＡＸ（facsimile）へ送信する処理やファイル転
送する処理やプリンタへ出力する処理をそれぞれ含む。
【００２８】
　図１（ａ）に示す文書フローシステム１は、通信網１０、検出装置１００、基地局１１
１及び１２１、端末装置１１２及び１２２、複合機１１３及び１２３、及び文書処理装置
１９０で構成される。
　通信網１０は、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network ）、ＷＡＮ（Wide Area Network
）、ＭＡＮ（Metropolitan Area Network）、又は公衆回線網で構成される。また、通信
網１０は、例えば、インターネット又はイントラネットで構成される。
【００２９】
　検出装置１００は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）を搭載した携帯機
器で構成される。携帯機器は、例えば、携帯電話端末又はＰＨＳ（Personal Handy-phone
 System）端末を含む。よって、検出装置１００は、文書を使用する使用者によって携帯
される。また、検出装置１００は、使用者の状態を検出した後に、検出した使用者の状態
を表す状態情報と、検出装置１００を識別する識別情報とを関連付けた情報を、電波を用
いて基地局１１１又は１２１へ送信する。尚、使用者の状態は、使用者の位置を含む。よ
って具体的には、検出装置１００は、使用者の緯度及び経度を検出する。その後、検出装
置１００は、検出した緯度及び経度で使用者の位置を表す位置情報と識別情報とを関連付
けて基地局１１１又は１２１へ送信する。
【００３０】
　また、図１（ｂ）に示す様に、検出装置１００は、例えば、液晶パネル又は有機ＥＬ（
Electro-Luminescence）ディスプレイで構成される表示部１１０を備える。検出装置１０
０は、文書処理装置１９０が処理の対象とした文書情報を通信網１０を介して受信した後
に、受信した文書情報が表す文書を表示部１１０に表示する。
【００３１】
　基地局１１１及び１２１は、検出装置１００との間で上記及び下記各種の情報を無線通
信する。また、基地局１１１及び１２１は、検出装置１００との間で通信する又は通信し
た情報を、通信網１０を介して接続する文書処理装置１９０との間で通信する。
【００３２】
　端末装置１１２及び１２２は、例えば、パーソナルコンピュータで構成される。端末装
置１１２及び１２２は、検出装置１００と同様に、不図示の表示部を備える。端末装置１
１２及び１２２の備える表示部は、検出装置１００の備える表示部と同様に、受信した文
書情報が表す文書を表示する。また、端末装置１１２及び１２２は、文書を作成する文書
作成ソフトウェアがインストールされており、文書作成ソフトウェアを実行することで文
書情報を生成する。次に、端末装置１１２及び１２２は、生成した文書情報を文書フロー
システム１に対して入力する。具体的には、端末装置１１２及び１２２は、生成した文書
情報を、例えば、文書処理装置１９０がアクセス可能な装置の共有ディレクトリに保存す
る。尚、端末装置１１２及び１２２に対して文書情報を保存するよう命じる者は、上記の
使用者であっても使用者と異なる者であっても構わない。
【００３３】
　複合機１１３及び１２３は、例えば、文書読取機能、文書印刷機能、複写機能、ＦＡＸ
通信機能、情報通信機能等を有する複合機で構成される。ここで、文書読取機能は、文書
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原稿を光学的に読取ると共に、読取った文書を表す画像データからなる文書情報を生成す
る機能をいう。また、文書印刷機能は、例えば、印刷用紙、プラスティックカード、板、
又は布等の印刷媒体に、文書情報が表す文書を印刷する機能をいう。複写機能は、文書読
取機能により読取った文書を、文書印刷機能により印刷して複製する機能をいう。ＦＡＸ
通信機能及び情報通信機能は、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/
Internet Protocol）又はＧ３のプロトコルを用いて文書情報を送受信する機能をいう。
【００３４】
複合機１１３及び１２３は、文書読取機能、ＦＡＸ通信機能、又は情報通信機能によって
生成又は受信した文書情報を、文書フローシステム１に対して入力する。具体的には、複
合機１１３及び１２３は、生成又は受信した文書情報を、例えば、文書処理装置１９０が
アクセス可能な親展ボックスに保存する。尚、端末装置１１２及び１２２と同様に、複合
機１１３及び１２３に対して文書情報を保存するよう命じる者は、上記の使用者であって
も使用者と異なる者であっても構わない。
　また、複合機１１３及び１２３は、ＦＡＸ通信機能又は文書通信機能によって処理が施
された文書情報を文書処理装置１９０から受信すると共に、受信した文書情報を文書印刷
機能によって印刷出力する。
【００３５】
　尚、端末装置１１２及び複合機１１３が設置された位置は、例えば、同じ部屋又は同じ
建物の同じ階であり、基地局１１１が無線通信できる位置にある検出装置１００を携帯し
た使用者が容易に移動できる位置である。尚、基地局１２１、端末装置１２２、及び複合
機１２３が設置された位置も同様である。
【００３６】
　文書処理装置１９０は、例えば、サーバーコンピュータ装置又はパーソナルコンピュー
タで構成される。文書処理装置１９０は、端末装置１１２若しくは１２２、又は複合機１
１３若しくは１２３から取得した文書情報に対して、使用者の状態に基づいて定めたジョ
ブフローを実行する。また、文書処理装置１９０は、使用者の状態に基づいて定める送信
先へ、ジョブフローを実行した文書情報を送信する。尚、文書情報の送信先は、例えば、
使用者が使用する検出装置１００、使用者が使用する端末装置１１２若しくは１２２、又
は使用者が使用する複合機１１３若しくは１２３を含む。またこれに限定されるのではな
く、文書情報の送信先は、例えば、使用者が検出装置１００又は端末装置１１２若しくは
１２２を用いてアクセス可能なメールサーバー又はウェブサーバーを含む。よって、文書
情報の送信先は、例えば、ファイルシステムにおけるディレクトリのパス、メールアドレ
ス、又はＵＲＬ（Unified Resource Locater）で表される。
【００３７】
　次に、図２を参照して、文書処理装置１９０の構成について説明を行う。図２（ａ）は
、文書処理装置１９０の一構成例を表すハードウェア構成図である。
　図２（ａ）に示す文書処理装置１９０は、演算部１９０ａ、記憶部１９０ｂ、入出力部
１９０ｃ、及び通信部１９０ｄを備える。演算部１９０ａは、例えば、ＣＰＵ（Central 
Processing Unit）で構成される。記憶部１９０ｂは、例えば、ＲＯＭ（Read-Only Memor
y）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、又はハードディスクで構成される。入出力部１
９０ｃは、例えば、Ａ／Ｄ変換器で構成される。通信部１９０ｄは、例えば、ネットワー
クカードで構成される。演算部１９０ａから通信部１９０ｄは、互いにバス１９０ｅによ
って情報の授受が可能なように接続している。
【００３８】
　ソフトウェア処理は、演算部１９０ａが記憶部１９０ｂに格納されたプログラムを読み
込み、読み込んだプログラムによって表される処理の実行手順に従って演算を行うことに
より実現される。尚、記憶部１９０ｂには、演算部１９０ａによって演算結果を表す情報
が書き込まれる。また、必要に応じて入出力部１９０ｃ及び通信部１９０ｄは、接続する
各種の部及び装置との間で入出力又は通信する情報を、演算部１９０ａが演算対象とする
情報又は演算した結果を表す情報として入出力又は通信する。
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【００３９】
　次に、図２（ｂ）を参照して、文書処理装置１９０の構成について機能に着目して説明
する。図２（ｂ）は、文書処理装置１９０の一構成例を表す機能ブロック図である。
　図２（ｂ）に示す文書処理装置１９０は、取得部１９１、監視部１９２、管理部１９３
、切替部１９４、及び処理実行部１９５を備える。取得部１９１は、演算部１９０ａが取
得処理を実行することで実現される。取得部１９１は、通信網１０を介して基地局１１１
又は１２１から使用者の状態情報を取得する。具体的には、取得部１９１は、状態情報に
含まれる位置情報を取得する。また、取得部１９１は、端末装置１１２若しくは１２２又
は複合機１１３若しくは１２３から文書情報を取得する。
【００４０】
　監視部１９２は、演算部１９０ａが監視処理を実行することで実現される。監視部１９
２は、取得部１９１が取得した情報によって表される使用者の状態を監視する。具体的に
は、監視部１９２は、使用者の状態に変更があった場合に、変更があった旨を切替部１９
４へ通知する。具体例としては、監視部１９２は、取得部１９１が取得した情報によって
表される使用者の位置を監視する。また、監視部１９２は、監視する位置が変更した場合
に、位置が変更した旨、変更前後の位置を表す位置情報、及び位置が変化した使用者が携
帯する携帯機器（つまり、検出装置１００）の識別情報を切替部１９４へ出力する。
【００４１】
　管理部１９３は、演算部１９０ａが管理処理を実行することで実現される。管理部１９
３は、記憶部１９０ｂが記憶する情報を管理する。具体的には、管理部１９３は、規則管
理部１９３ａと条件管理部１９３ｂとを備える。
　規則管理部１９３ａは、演算部１９０ａが管理処理に含まれる規則管理処理を実行する
ことで実現される。規則管理部１９３ａは、記憶部１９０ｂが記憶する規則（以下単に、
ルールともいう）を管理する。
【００４２】
　ここで、図３を参照して、規則管理部１９３ａが管理する規則について説明する。図３
は、規則管理部１９３ａが管理する規則の一例を表す図である。
　図３に示す表は、使用者が使用する文書情報の送信先と、送信先に送信される文書情報
に対して実行される一連の処理とを決める規則を保存する。具体的には、この表は、ルー
ル列、入力列、加工列、及び配信列を有する。ルール列は、規則の名称を表す。入力列は
、同一行に表された名称の規則によって定められる文書情報の入力位置を表す。加工列は
、同一行の入力位置に入力された文書情報に対して、同一行に表された名称の規則が実行
するように定める一連の処理を表す。具体的には、加工列は、一連の処理に含まれる解析
ジョブ及び加工ジョブの内容を表す。配信列は、同一行に表された名称の解析ジョブ又は
加工ジョブを実行された文書情報に対して、同一行に表された名称の規則が定める配信ジ
ョブの内容を表す。尚、送信ジョブの内容は、送信対象及び送信先で表される。
【００４３】
　ここで、図２（ｂ）に戻り、文書処理装置１９０の構成について引き続き説明を行う。
　条件管理部１９３ｂは、演算部１９０ａが管理処理に含まれる条件管理処理を実行する
ことで実現される。条件管理部１９３ｂは、記憶部１９０ｂが記憶する切替条件と復帰条
件とを管理する。ここで、切替条件とは、処理実行部１９５が従う規則を他の規則に切替
える条件をいい、復帰条件とは、処理実行部１９５が従う規則を切替後の規則から切替前
の規則に復帰させる条件をいう。
【００４４】
　ここで、図４を参照して、条件管理部１９３ｂが管理する切替条件と復帰条件について
説明する。図４（ａ）は、条件管理部１９３ｂが管理する切替条件の一例を表す図であり
、図４（ｂ）は、条件管理部１９３ｂが管理する復帰条件の一例を表す図である。尚、図
４に示す表は、記憶部１９０ｂによって記憶される。
　図４（ａ）の表は、切替前の規則と、切替後の規則と、切替条件とを関連付けて保存す
る。図４（ｂ）の表は、切替前の規則と、切替後の規則と、復帰条件とを関連付けて保存
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する。
【００４５】
　具体的には、図４（ａ）の表は、基本ルール列、代替ルール列、及び切替条件列を有す
る。基本ルール列及び代替ルール列は、基本規則（以下、基本ルールともいう）及び代替
規則（以下、代替ルールともいう）の名称を表す。切替条件列は、処理実行部１９５が従
う規則を、同一行に表された名称の基本規則から、同一行に表された名称の代替規則に切
替える切替条件を表す。尚、基本規則とは、処理実行部１９５が基本的に従う規則をいう
。基本的に従う規則とは、例えば、起動時から復帰条件が成立するまでの間、及び復帰条
件が成立した後から再度切替条件が成立するまでの間において、処理実行部１９５が従う
規則をいう。また、代替規則とは、処理実行部１９５が基本規則に代えて従う規則をいう
。具体例としては、代替規則は、切替条件が成立した後から復帰条件が成立するまでの間
に処理実行部１９５が従う規則をいう。
　同様に、図４（ｂ）の表は、基本ルール列、代替ルール列、及び復帰条件列を有する。
基本ルール列及び代替ルール列は、図４（ａ）の基本ルール列及び代替ルール列とそれぞ
れ同様である。また、復帰条件列は、処理実行部１９５が従う規則を、同一行に表された
名称の代替規則から、同一行に表された名称の基本規則に復帰させる復帰条件を表す。
【００４６】
　ここで、切替条件は、例えば、切替前後の規則が定める送信先を使用する使用者又はそ
の使用者が携帯する携帯機器の状態が予め定める変化をした後に、予め定める時間が経過
すると成立する。また同様に、復帰条件は、例えば、復帰前後の規則が定める送信先を使
用する使用者又はその使用者が携帯する携帯機器の状態が予め定める変化をした後に、予
め定める時間が経過すると成立する。
　ここで、予め定める状態変化は、例えば、予め定める事象（つまり、イベント）が発生
していない状態から、発生した状態に変化することを含む。具体的には、予め定める状態
変化は、例えば、「17時00分」等の予め定める時刻を経過していない状態から、経過した
状態になる変化を含む。
　また、予め定める状態変化は、例えば、予め定める位置において、予め定める事象が発
生していない状態から発生した状態に変化することをも含む。より具体的には、予め定め
る状態変化は、例えば、予め定める場所に到着する、予め定める場所に所定時間を経過す
るまで滞在する、又は予め定める場所を出発することを含む。
【００４７】
　ここで、図４（ａ）の切替条件列及び図４（ｂ）の復帰条件列は、機器列、場所種類列
、フロア指定列、イベント列、及びタイミング列を有する。機器列は、同一行に表された
名称の基本規則及び代替規則が定める送信先を使用する使用者によって携帯される携帯機
器（つまり、検出装置１００）の識別情報を表す。場所種類列は、同一行の情報で識別さ
れる携帯機器を携帯する使用者が到着、滞在、又は出発する場所の種類を表す。ここで、
場所の種類とは、例えば、建造物の種類を含む。建造物の種類は、例えば、本社、支社、
及び事業所といった建造物の使用目的と、建造物が建てられた地域の名称とに基づいて類
別される。フロア指定列は、場所種類列と同様に、使用者が到着又は出発するフロアを表
す。イベント列は、同一行に表された種類の場所における同一行が表すフロアにおいて生
じ得る事象（つまり、イベント）を表す。フロアにおいて生じ得る事象は、例えば、「到
着」等の携帯機器を携帯する使用者が行い得る行為で表される。タイミング列は、同一行
の行為を使用者が行った後に、条件が成立するタイミングを表す。具体的には、タイミン
グは、同一行の行為を使用者が行った後に、条件が成立するまでの経過時間で表される。
よって、切替条件及び復帰条件の具体例としては、使用者が到着後又は出発後即座に成立
する条件、及び使用者が到着後又は入室後６０分後に成立する条件を挙げることができる
。尚、即座とは、使用者の移動時間と比べて十分に短い時間で設定された所定の時間をい
う。使用者の移動時間と比べて十分に短い時間は、例えば、数秒間の長さの時間を含む。
【００４８】
　尚、図４（ｃ）から（ｆ）の表は、図４（ａ）の切替条件列及び図４（ｂ）の復帰条件
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列が表すことができる情報を定める表（つまり、マスターテーブル）である。図４（ｃ）
の表は、ユーザ名列、携帯端末列、及び識別番号列を有する。ユーザ名列は、携帯機器を
携帯する使用者の名称を表す。携帯機器列及び識別番号列は、同一行に表された名称の使
用者が携帯する携帯機器の種類及び識別番号であって、表４（ａ）及び（ｂ）に保存され
る種類及び識別番号を表す。また、図４（ｄ）の表は、場所種類行と、フロア指定行とを
有する。場所種類行は、表４（ａ）及び（ｂ）に保存される場所種類を表す。フロア指定
行は、同一列に表された場所種類が表４（ａ）及び（ｂ）に保存された場合に、表４（ａ
）及び（ｂ）に保存されるフロアを表す。更に、図４（ｅ）の表は、代替ルールへの切替
条件種類行と、復帰ルールへの復帰条件種類行とを有する。代替ルールへの切替条件種類
行は、表４（ａ）及び（ｂ）に保存される事象（つまり、イベント）を表す。また更に、
図４（ｆ）の表は、表４（ａ）及び（ｂ）に保存されるタイミングを表すタイミング行を
有する。
【００４９】
　ここで、図２（ｂ）に戻り、文書処理装置１９０の構成について引き続き説明を行う。
　切替部１９４は、演算部１９０ａが切替処理を実行することで実現される。切替部１９
４は、監視部１９２が監視する使用者の状態の変化に基づいて、状態が変化した使用者が
使用する送信先を決める規則へ、処理実行部１９５が従う規則を切替える。ここで、使用
者の状態は、使用者の位置を含む。このため、切替部１９４は、取得部１９１が取得した
位置情報の変化に基づいて、変化後の位置情報で表される場所に居る使用者が使用する送
信先を決める規則へ、実行手段が従う規則を切替える。
【００５０】
　具体的には、切替部１９４は、監視部１９２が監視する状態情報の変化に基づいて切替
条件又は復帰条件が成立したか否かを判断する。切替部１９４は、切替条件が成立したと
判断した場合には、成立したと判断した切替条件と条件管理部１９３ｂが関連付けて管理
する代替規則へ、処理実行部１９５が従う規則を切替える。また、切替部１９４は、復帰
条件が成立したと判断した場合には、成立したと判断した復帰条件と条件管理部１９３ｂ
が関連付けて管理する基本規則へ、処理実行部１９５が従う規則を切替える。
【００５１】
　ここで、再度図４を参照して、切替部１９４の処理についてより具体的に説明する。
　先ず、切替部１９４は、監視部１９２から携帯機器の位置情報が変更した旨、変更前後
の位置情報、及び携帯機器の識別情報を取得する。次に、切替部１９４は、取得した識別
情報が識別する携帯機器の種類を、図４（ｃ）の表に保存された携帯機器の種類から検出
する。また、切替部１９４は、変更前後の位置情報が表す使用者の位置に基づいて、位置
を変える前後に使用者が居た場所の場所種類及びフロアを、図４（ｄ）の表に保存された
場所種類及びフロアから検出する。更に、切替部１９４は、変更前後の位置情報が表す使
用者の位置に基づいて使用者が生じさせた事象（つまり、イベント）を、図４（ｅ）の表
に保存された事象から検出する。その後、切替部１９４は、検出した携帯機器の種類、場
所種類、フロア、及び事象を満足する切替条件を、図４（ａ）の表に保存された条件から
検出する。切替部１９４は、切替条件を検出できた場合には、検出した切替条件と関連付
けられたタイミングを表す情報を取得する。次に、切替部１９４は、取得した情報が表す
タイミングで、切替条件に関連付けられた基本規則から、切替条件に関連付けられた代替
規則に、処理実行部１９５が従う規則を切替える。同様に、切替部１９４は、図４（ｂ）
の表に保存された条件から復帰条件を検出し、復帰条件を検出できた場合には、検出した
復帰条件と関連付けたタイミングで、検出した代替規則から検出した基本規則に、処理実
行部１９５が従う規則を切替える。
【００５２】
　次に、切替部１９４の処理について具体例を挙げて説明する。
　先ず、切替部１９４が、監視部１９２から取得した情報に基づいて、種類「M-A」の携
帯機器を携帯した使用者が、場所種類「赤坂本社」を、「出発」する事象を検出した場合
について説明を行う。
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　切替部１９４は、検出結果に基づいて、図４（ａ）の第１行に表された切替条件が成立
したと判断する。よって、切替部１９４は、「即座に」、処理実行部１９５が従う基本規
則「ルールＡ」を、代替規則「ルールＡ’」に切替える。
　尚、処理実行部１９５は、図３の第２行に表す規則「ルールＡ’」に従って、「親展ボ
ックスＡ」に入力された文書情報に対して、文書情報が表す文書を正立させる処理（以下
単に、自動正立処理という）及び「先頭2048文字を抽出する」処理等を実行する。その後
に、処理実行部１９５は、処理を施した文書情報を、赤坂本社を出発した使用者の「携帯
Ａ」へ配信する。
【００５３】
　次に、切替部１９４が、種類「M-A」の携帯機器を携帯した使用者が、場所種類「赤坂
本社」に、「到着」する事象を検出した場合について説明を行う。
　切替部１９４は、検出結果に基づいて図４（ｂ）の第１行に表された切替条件が成立し
たと判断する。よって、切替部１９４は、「即座に」、処理実行部１９５が従う代替規則
「ルールＡ’」を、基本規則「ルールＡ」に切替える。
　尚、処理実行部１９５は、図３の第１行に表す規則「ルールＡ」に従って、「親展ボッ
クスＡ」の文書情報に対して、自動正立処理等を実行する。その後、処理実行部１９５は
、処理を施した文書情報を、赤坂本社に到着した使用者が使用する端末装置１１２若しく
は１２２又は複合機１１３若しくは１２３の「フォルダＡＡ」へ配信する。
【００５４】
　次に、図２（ｂ）に戻り、文書処理装置１９０の構成について引き続き説明を行う。
　処理実行部１９５は、演算部１９０ａが処理実行処理を実行することで実現される。処
理実行部１９５は、切替部１９４によって切替えられた規則に従って、規則が決める前段
の処理を、取得部１９１が取得した文書情報に対して実行する。その後、処理実行部１９
５は、切替えられた規則が決める送信先へ、処理が実行された文書情報を送信する送信処
理を実行する。尚、前段の処理は、送信処理よりも先に実行するよう管理部１９３が管理
する規則によって定められた処理をいう。また、前段の処理は、切替えられた規則が定め
る送信先に送信される文書情報に対して、切替えられた規則が実行するように定める処理
である。具体的には、前段の処理は、規則によって実行するよう定められたジョブフロー
の内で、送信ジョブよりも先に実行するよう定められた部分に含まれる。つまり、前段の
処理は、上記の解析ジョブ及び加工ジョブのいずれか１つ以上に含まれ、送信処理は、上
記の送信ジョブに含まれる。
【００５５】
　送信処理よりも前段の処理の具体例として、送信先のセキュリティ強度に応じたセキュ
リティを文書情報に対して確保する加工処理を挙げることができる。このセキュリティを
確保する加工処理は、送信先が携帯機器である場合に、親展（つまり、コンフィデンシャ
ル）として定義されていない部分のみを文書から抜粋した文書を表す情報に、文書情報を
変換する処理を含む。ここで、携帯機器２００は、携帯されることがない端末装置１１２
及び１２２並びに複合機１１３及び１２３（以下、端末装置１１２等という）と比べて紛
失及び盗難のおそれが高い。このため、携帯機器は、端末装置１１２等に比べてセキュリ
ティ強度が低いといえる。よって、送信先が携帯機器である場合には、処理実行部１９５
は、親展として定義されていない部分のみを抜粋することで、そうでない場合と比べて高
いセキュリティを文書情報に対して確保する。
【００５６】
　また、このセキュリティを確保する加工処理は、送信先までの送信経路において盗聴の
おそれがある場合に、文書情報を暗号化する処理を含む。具体的には、送信先の装置及び
機器と文書処理装置１９０とがイントラネットを介して接続している場合には、固有のネ
ットワークプロトコルのみを用いて接続する場合と比べて、文書情報が盗聴されるおそれ
が高い。よって、送信先がイントラネットを介して接続する装置又は機器である場合には
、処理実行部１９５は、文書情報を暗号化することで、そうでない場合に比べて高いセキ
ュリティを文書情報に対して確保する。
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【００５７】
　また、前段の処理の他の具体例として、送信先の電子機器が処理できる形式に文書情報
を加工する加工処理を挙げることができる。具体例としては、この形式を変更する加工処
理は、文書情報の送信先が携帯機器で構成される検出装置１００である場合に、文書情報
が表す文書の大きさを、検出装置１００が備える表示部１１０の大きさに応じて縮小（又
は拡大）する処理を含む。また、この形式を変更する加工処理は、送信先が携帯機器であ
る場合に、文書情報の形式（つまり、ファイルフォーマット）を、携帯機器が処理できる
形式に変更する処理を含む。更に、この形式を変更する加工処理は、文書情報の送信先が
複合機１１３又は１２３である場合に、文書情報の属性（つまり、プロパティ）を、複合
機１１３又は１２３が文書情報の表す文書を印刷する際に使用できる属性に変更する処理
を含む。ここで、文書情報の属性は、例えば、文書情報が表す文書を印刷される印刷媒体
の大きさを表す属性、又は１枚の印刷媒体に印刷される頁数を表す属性を含む。
【００５８】
　次に、図５を参照して、文書処理装置１９０が実行する処理について説明する。図５は
、文書処理装置１９０が実行する文書処理の一例を表すフローチャートである。
　先ず、文書処理装置１９０は、通信網１０を介して基地局１１１又は１２１から状態情
報を取得する（ステップＳ０１）。次に、文書処理装置１９０は、取得した状態情報が表
す状態の変化を監視する。また、文書処理装置１９０は、監視する状態が変化したか否か
を判断する（ステップＳ０２）。文書処理装置１９０は、状態が変化したと判断する場合
には、ステップＳ０３の処理を実行し、そうでない場合には、ステップＳ０１に戻り上記
処理を繰り返す。
【００５９】
　ステップＳ０２において、文書処理装置１９０は、状態が変化したと判断した場合には
、変化した状態により成立する切替条件及び復帰条件を検出する（ステップＳ０３）。次
に、文書処理装置１９０は、成立した条件を検出したか否かを判断する（ステップＳ０４
）。文書処理装置１９０は、成立した条件を検出したと判断する場合にはステップＳ０５
の処理を実行し、そうでない場合にはステップＳ０１に戻り上記処理を繰り返す。
【００６０】
　ステップＳ０４において、文書処理装置１９０は、条件を検出したと判断した場合には
、検出した条件（以下単に、検出条件又は検出ルールという）は切替条件であるか否かを
判断する（ステップＳ０５）。文書処理装置１９０は、検出条件は切替条件であると判断
する場合にはステップＳ０６の処理を、そうでない場合にはステップＳ０７の処理を実行
する。
【００６１】
　ステップＳ０５において、文書処理装置１９０は、検出条件は切替条件であると判断し
た場合には、実行する処理を定める規則を、基本規則から代替規則に切替える（ステップ
Ｓ０６）。
　ステップＳ０５において、文書処理装置１９０は、検出条件は切替条件でないと判断し
た場合には、実行する処理を定める規則を、代替規則から基本規則に復帰させる（ステッ
プＳ０７）。尚、切替えた後の規則又は復帰させられた後の規則を、適用規則又は適用ル
ールという。
【００６２】
　ステップＳ０６及びＳ０７を実行した後に、文書処理装置１９０は、適用規則が定める
処理を文書情報に対して実行する（ステップＳ０８）。次に、文書処理装置１９０は、適
用規則が定める配信先へ、処理を実行した文書情報を配信する（ステップＳ０９）。その
後、文書処理装置１９０は、文書処理の実行を終了する。
【００６３】
　尚、図５において、ステップＳ０１の処理が取得部１９１を実現するための取得処理の
一例に相当し、ステップＳ０２の処理が監視部１９２を実現するための監視処理の一例に
相当し、ステップＳ０３からＳ０７の処理が切替部１９４を実現するための切替処理の一
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例に相当し、ステップＳ０８及びＳ０９の処理が処理実行部１９５を実現するための処理
実行処理の一例に相当する。
【実施例２】
【００６４】
　先ず、図６を参照して、実施例２における文書フローシステムの構成について説明する
。図６は、実施例２における文書フローシステムの一構成例を表す図である。
【００６５】
　図６に示す文書フローシステム２は、通信網２０、携帯機器２００、検出装置２１１及
び２２１、端末装置２１２及び２２２、複合機２１３及び２２３、及び文書処理装置２９
０で構成される。尚、通信網２０は、実施例１で説明した通信網１０と同様であるため説
明を省略する。
　携帯機器２００は、実施例１で説明した検出装置１００と同様であるため主に相違点に
ついて説明する。携帯機器２００は、例えば、ＲＦタグ（Radio Frequency）を備えたＩ
Ｃカード（Integrated Circuit）や携帯端末である。携帯機器２００は、実施例１の検出
装置１００と異なり、使用者の状態を検出する機能を有さない。しかし、携帯機器２００
は、検出装置１００と同様に、電波を用いて携帯機器２００を識別する識別情報を検出装
置２１１又は２２１へ送信する。
【００６６】
　検出装置２１１及び２２１は、例えば、ＲＦＩＤリーダー（Radio Frequency IDentifi
cation）で構成される。検出装置２１１及び２２１は、携帯機器２００との間で、携帯機
器２００の識別情報を無線通信する。また、検出装置２１１及び２２１は、携帯機器２０
０を携帯する使用者の位置を検出する。具体的には、検出装置２１１及び２２１が設置さ
れた位置をそれぞれ予め記憶し、携帯機器２００から識別情報を受信した場合に、携帯機
器２００を携帯する使用者の位置を予め記憶した位置として検出する。その後、検出装置
２１１及び２２１は、検出した使用者の位置情報と、受信した識別情報とを関連付けた情
報を、文書処理装置２９０との間で通信する。
【００６７】
　尚、検出装置２１１及び２２１は、予め定められた部屋に対する携帯機器２００の使用
者の入退出を管理する構成を採用できる。具体的には、検出装置２１１は、携帯機器２０
０から識別情報を受信すると予め定められた部屋の入り口を開錠し、その後に識別情報を
受信すると部屋の入り口を施錠する構成を採用できる。更に、検出装置２１１は、使用者
の入室（つまり、到着）及び退出（つまり、出発）を検出すると共に、検出した入室又は
退出を表す入退室情報を、位置情報及び識別情報と関連付けて文書処理装置２９０に有線
送信する構成を採用できる。
【００６８】
　端末装置２１２及び２２２、並びに複合機２１３及び２２３は、実施例１の端末装置１
１２及び１２２、並びに複合機１１３及び１２３と同様であるため説明を省略する。尚、
検出装置２１１、端末装置２１２、及び複合機２１３が設置される位置は、例えば、同じ
部屋又は同じ建物の同じ階であり、使用者がそれぞれの装置及び機器の間を容易に往復で
きる位置である。また、検出装置２２１、端末装置２２２、及び複合機２２３が設置され
る位置についても同様である。
【００６９】
　文書処理装置２９０は、実施例１で説明した文書処理装置１９０と同様である。しかし
、文書処理装置２９０は、図４（ｃ）に示す表に代えて、図６（ｂ）に示す表を記憶する
。図６（ｂ）の表は、ユーザ名列、ＩＣカード列、及び識別番号列を有する。図６（ｂ）
のユーザ名列及び識別番号列は、図４（ｃ）のユーザ名列及び識別番号列と同様である。
ＩＣカード列は、同一行に表された名称の使用者が携帯する携帯機器２００の種類を表す
。
【実施例３】
【００７０】
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　次に、図７を参照して、実施例３における文書処理装置の構成について説明する。図７
は、実施例３における文書処理装置の一構成例を表す機能ブロック図である。
【００７１】
　図７に示す文書処理装置３９０は、実施例１の文書処理装置１９０と同様に、取得部３
９１、監視部３９２、管理部３９３、切替部３９４、及び処理実行部３９５を備える。
　取得部３９１について説明する前に、監視部３９２から処理実行部３９５について説明
を行う。
　監視部３９２、切替部３９４、及び処理実行部３９５は、実施例１の監視部１９２、切
替部１９４、及び処理実行部１９５とほぼ同様であるため説明を省略する。
　管理部３９３は、規則管理部３９３ａ、条件管理部３９３ｂ、及び予定管理部３９３ｃ
を備える。規則管理部３９３ａ及び条件管理部３９３ｂは、実施例１の規則管理部１９３
ａ及び条件管理部１９３ｂとほぼ同様であるため説明を省略する。
【００７２】
　予定管理部３９３ｃは、演算部１９０ａが管理処理に含まれる予定管理処理を実行する
ことで実現される。予定管理部３９３ｃは、文書処理装置３９０を使用する使用者の予定
を管理する。具体的には、予定管理部３９３ｃは、例えば、スケジュール管理ツール又は
勤怠管理ツールで構成される。予定管理部３９３ｃは、使用者を識別する識別情報と、時
刻を表す時刻情報と、時刻情報が表す時刻における使用者の状態を予め定める予定情報と
を関連付けて管理する。尚、使用者の状態は、例えば、使用者の位置のみならず、会議に
出席しているため、携帯機器を操作できない状態、又は携帯機器を使用できる状態をも含
む。
【００７３】
　取得部３９１は、実施例１の取得部１９１とほぼ同様であるため、以下主に相違点につ
いて説明する。取得部３９１は、文書取得部３９１ａ、時刻取得部３９１ｂ、及び状態取
得部３９１ｃを備える。
【００７４】
　文書取得部３９１ａは、文書処理装置３９０が文書取得処理を実行することで実現され
る。文書取得部３９１ａは、実施例１の取得部１９１と同様に、文書処理の対象とする文
書情報を取得する。
　時刻取得部３９１ｂは、文書処理装置３９０が時刻取得処理を実行することで実現され
る。時刻取得部３９１ｂは、時刻を表す時刻情報を取得する。具体的には、時刻取得部３
９１ｂは、現在の時刻（又は現在の時刻から文書処理装置３９０の処理速度及び文書情報
の配信速度のいずれか１つ以上に基づいて予め定められた時間だけ前若しくは後の時刻で
も良い）を表す時刻情報を取得する。具体例としては、時刻取得部３９１ｂは、文書処理
装置３９０が備えるシステム・クロックから、文書処理装置３９０が計時する時刻である
システム時刻を表す時刻情報を取得する。尚、時刻取得部３９１ｂが取得する時刻情報は
、現在の時刻から予め定められた時間だけ前若しくは後の時刻でも良い。この現在の時刻
から予め定められた時間だけ前若しくは後の時刻は、例えば、文書処理装置３９０の処理
速度及び文書情報の配信速度のいずれか１つ以上に基づいて予め定められた時間である構
成を採用できる。
【００７５】
　状態取得部３９１ｃは、文書処理装置３９０が状態取得処理を実行することで実現され
る。状態取得部３９１ｃは、時刻取得部３９１ｂが取得した時刻情報と、予定管理部３９
３ｃが管理する予定情報とから、文書処理装置３９０の使用者の位置を表す位置情報を取
得する。具体的には、状態取得部３９１ｃは、時刻取得部３９１ｂが取得した時刻情報に
基づいて、予定管理部３９３ｃが管理する予定情報から、時刻情報が表す時刻における使
用者の状態を表す状態情報と、使用者の識別情報とを取得する。ここで、上記の様に、状
態情報は、位置を表す位置情報を含む。よって具体的には、状態取得部３９１ｃは、シス
テム時刻を表す時刻情報と予定管理部３９３ｃが関連付けて管理する予定情報を検索し、
検索した予定情報が定める使用者の位置を表す位置情報を取得する。その後、取得部３９
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１は、取得した位置情報と、使用者又は使用者が携帯する携帯機器の識別情報とを関連付
けた情報を監視部３９２へ出力する。
【００７６】
　本実施例１から３は、それぞれ阻害要因がなく組み合わせられる。
　文書処理装置１９０及び３９０が実行するプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、
半導体メモリ、その他の記録媒体に格納して配布したり、ネットワークを介して配信した
りすることにより提供できる。
　更に、文書処理装置１９０、２９０、及び３９０がソフトウェア処理を実行することで
実現する機能の一部又は全部は、ハードウェア回路を用いて実現することができる。逆に
、文書処理装置１９０、２９０、及び３９０がハードウェア回路を用いて実現する機能の
一部又は全部は、ソフトウェア処理を実行することで実現することができる。
【００７７】
　以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施例に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【００７８】
１…文書フローシステム　　　　　１０…通信網　　　　　　　　　　
１００…検出装置　　　　　　　　１１１、１２１…基地局　　　　　
１１２、１２２…端末装置　　　　１１３、１２３…複合機　　　　　
１９０…文書処理装置　　　　　　１９０ａ…演算部　　　　　　　　
１９０ｂ…記憶部　　　　　　　　１９０ｃ…入出力部　　　　　　　
１９０ｄ…通信部　　　　　　　　１９０ｅ…バス　　　　　　　　　
１９１…取得部　　　　　　　　　１９２…監視部　　　　　　　　　
１９３…管理部　　　　　　　　　１９３ａ…規則管理部　　　　　　
１９３ｂ…条件管理部　　　　　　１９４…切替部　　　　　　　　　
１９５…処理実行部　　　　　　　２１１、２２１…検出装置　　　　
２１２、２２２…端末装置　　　　２１３、２２３…複合機　　　　　
３９１…取得部　　　　　　　　　３９１ａ…文書取得部　　　　　　
３９１ｂ…時刻取得部　　　　　　３９１ｃ…状態取得部　　　　　　
３９２…監視部　　　　　　　　　３９３…管理部　　　　　　　　　
３９３ａ…規則管理部　　　　　　３９３ｂ…条件管理部　　　　　　
３９３ｃ…予定管理部　　　　　　３９４…切替部　　　　　　　　　
３９５…処理実行部　　　　　　　
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