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(57)【要約】
【課題】ドキュメントファイルの消失や漏洩を防止する
。
【解決手段】ネットワーク４を介して、オンラインスト
レージサーバ３とクライアントコンピュータ２を接続し
たオンラインストレージシステムにおいて、クライアン
トコンピュータ２で作成・更新されたドキュメントファ
イルの実体を、アプリケーションによるファイルオープ
ン時を除き、常にオンラインストレージサーバ３側で管
理する。また、ドキュメントファイルのアップロードや
ダウンロードに際しては、ユーザに特別な操作を要求せ
ず、ローカルストレージとオンラインストレージのシー
ムレスな運用を可能にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オンラインストレージサーバを動作させるサーバ用プログラムと、
　ネットワークを介してオンラインストレージサーバに接続されるクライアントコンピュ
ータを動作させるクライアント用プログラムと、を含み、
　前記サーバ用プログラムは、
　クライアントコンピュータからドキュメントファイルを受信し、受信したドキュメント
ファイルをオンラインストレージに格納するファイル受信手段と、
　クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレージ上の該当ドキュ
メントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手段としてオンライ
ンストレージサーバを動作させ、
　前記クライアント用プログラムは、
　クライアントコンピュータが備えるローカルストレージにおけるドキュメントファイル
の作成及び更新を検知するファイル作成・更新検知手段と、
　ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメントファイルをオ
ンラインストレージサーバに自動的にアップロードする自動アップロード手段と、
　オンラインストレージサーバへのアップロードが完了したドキュメントファイルの実体
を、クライアントコンピュータのローカルストレージから自動的に削除する作成・更新フ
ァイル自動削除手段と、
　実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検
知するオープン操作検知手段と、
　オープン操作のあったドキュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバから
自動的にダウンロードする自動ダウンロード手段と、
　ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントファイルに関連付けられ
たアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手段としてクライアントコンピュータを
動作させる
　ことを特徴とするドキュメント管理プログラム。
【請求項２】
　前記クライアント用プログラムは、オンラインストレージサーバへのアップロードが完
了したドキュメントファイルの実体を、クライアントコンピュータのローカルストレージ
から自動的に削除する際に、クライアントコンピュータ上に、オンラインストレージサー
バ上の対応するドキュメントファイルにリンクされたショートカットを作成するショート
カット作成手段としてクライアントコンピュータを動作させることを特徴とする請求項１
記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項３】
　前記オープン操作検知手段は、前記ショートカットのオープン操作に基づいて、実体が
オンラインストレージサーバ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検知するこ
とを特徴とする請求項２記載のドキュメント管理プログラム
【請求項４】
　前記クライアント用プログラムは、クライアントコンピュータ上に作成された前記ショ
ートカットの一覧と、オンラインストレージサーバ上のドキュメントファイルの一覧とを
比較し、前記ショートカットをオンラインストレージサーバ上のドキュメントファイルに
同期させるショートカット同期手段としてクライアントコンピュータを動作させることを
特徴とする請求項２又は３記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項５】
　前記クライアント用プログラムは、
　前記ショートカットがクライアントコンピュータ上のごみ箱フォルダに移動された場合
に、オンラインストレージサーバにごみ箱移動要求を送信するごみ箱移動要求送信手段と
、
　クライアントコンピュータ上のごみ箱フォルダにある前記ショートカットが元の位置に
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戻された場合に、オンラインストレージサーバにファイル復元要求を送信するファイル復
元要求手段としてクライアントコンピュータを動作させ、
　前記サーバ用プログラムは、
　クライアントコンピュータからごみ箱移動要求を受信した場合に、オンラインストレー
ジサーバ上にある対応ドキュメントファイルを、オンラインストレージサーバ上のごみ箱
フォルダに移動させるごみ箱移動手段と、
　クライアントコンピュータからファイル復元要求を受信した場合に、オンラインストレ
ージサーバ上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファイルを元の位置に復元させる
ファイル復元手段としてオンラインストレージサーバを動作させる
　ことを特徴とする請求項２～４のいずれかに記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項６】
　前記クライアント用プログラムは、
　オンラインストレージサーバにごみ箱ファイル一覧要求を送信するごみ箱ファイル一覧
要求手段と、
　オンラインストレージサーバからごみ箱ファイル一覧データを受信した場合に、これを
表示するごみ箱ファイル一覧表示手段と、
　ごみ箱ファイル一覧表示画面におけるドキュメントファイルの復元操作に応じて、オン
ラインストレージサーバにファイル復元要求を送信するファイル復元要求手段と、
　復元操作されたドキュメントファイルに対応するショートカットを、クライアントコン
ピュータ上の元の位置に復元させるショートカット復元手段としてクライアントコンピュ
ータを動作させ、
　前記サーバ用プログラムは、
　クライアントコンピュータからのごみ箱ファイル一覧要求を受信した場合に、オンライ
ンストレージサーバ上のごみ箱フォルダにあるドキュメントファイルの一覧データをクラ
イアントコンピュータに送信するごみ箱ファイル一覧送信手段と、
　クライアントコンピュータからファイル復元要求を受信した場合に、オンラインストレ
ージサーバ上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファイルを元の位置に復元させる
ファイル復元手段としてオンラインストレージサーバを動作させる
　ことを特徴とする請求項２～５のいずれかに記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項７】
　前記自動アップロード手段は、ドキュメントファイルを暗号化してオンラインストレー
ジサーバにアップロードし、
　前記ファイル受信手段は、クライアントコンピュータから受信したドキュメントファイ
ルを暗号化されたままの状態でオンラインストレージに格納し、
　前記ファイル送信手段は、オンラインストレージ上のドキュメントファイルを暗号化さ
れたままの状態でクライアントコンピュータに送信し、
　前記自動ダウンロード手段は、オンラインストレージサーバからダウンロードした暗号
化状態のドキュメントファイルを復号化する
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項８】
　前記ファイル受信手段は、上書きされるドキュメントファイルを所定の世代数に亘って
保存することを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のドキュメント管理プログラム
。
【請求項９】
　前記クライアント用プログラムは、
　ＩＤ及びパスワードの入力を要求する認証情報入力要求手段と、
　入力されたＩＤ及びパスワードをオンラインストレージサーバに送信する認証情報送信
手段としてクライアントコンピュータを動作させ、
　前記サーバ用プログラムは、
　クライアントコンピュータからＩＤ及びパスワードを受信した場合に、受信したＩＤ及
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びパスワードを、予め記憶しているＩＤ及びパスワードと照合する認証情報照合手段と、
　受信したＩＤ及びパスワードが予め記憶しているＩＤ及びパスワードと一致した場合に
、認証に成功した旨の応答をクライアントコンピュータに送信し、一致しなかった場合に
、認証に成功しなかった旨の応答をクライアントコンピュータに送信する認証結果応答手
段としてオンラインストレージサーバを動作させる
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のドキュメント管理プログラム。
【請求項１０】
　オンラインストレージサーバと、ネットワークを介してオンラインストレージサーバに
接続されるクライアントコンピュータとを備え、
　前記オンラインストレージサーバは、
　クライアントコンピュータからドキュメントファイルを受信し、受信したドキュメント
ファイルをオンラインストレージに格納するファイル受信手段と、
　クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレージ上の該当ドキュ
メントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手段とを備え、
　前記クライアントコンピュータは、
　クライアントコンピュータが備えるローカルストレージにおけるドキュメントファイル
の作成及び更新を検知するファイル作成・更新検知手段と、
　ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメントファイルをオ
ンラインストレージサーバに自動的にアップロードする自動アップロード手段と、
　オンラインストレージサーバへのアップロードが完了したドキュメントファイルの実体
を、クライアントコンピュータのローカルストレージから自動的に削除する作成・更新フ
ァイル自動削除手段と、
　実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検
知するオープン操作検知手段と、
　オープン操作のあったドキュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバから
自動的にダウンロードする自動ダウンロード手段と、
　ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントファイルに関連付けられ
たアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手段とを備える
　ことを特徴とするドキュメント管理システム。
【請求項１１】
　オンラインストレージサーバと、ネットワークを介してオンラインストレージサーバに
接続されるクライアントコンピュータとを用い、
　前記オンラインストレージサーバに、
　クライアントコンピュータからドキュメントファイルを受信し、受信したドキュメント
ファイルをオンラインストレージに格納するファイル受信手順と、
　クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレージ上の該当ドキュ
メントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手順を実行させ、
　前記クライアントコンピュータに、
　クライアントコンピュータが備えるローカルストレージにおけるドキュメントファイル
の作成及び更新を検知するファイル作成・更新検知手順と、
　ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメントファイルをオ
ンラインストレージサーバに自動的にアップロードする自動アップロード手順と、
　オンラインストレージサーバへのアップロードが完了したドキュメントファイルの実体
を、クライアントコンピュータのローカルストレージから自動的に削除する作成・更新フ
ァイル自動削除手順と、
　実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検
知するオープン操作検知手順と、
　オープン操作のあったドキュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバから
自動的にダウンロードする自動ダウンロード手順と、
　ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントファイルに関連付けられ
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たアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手順とを実行させる
　ことを特徴とするドキュメント管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドキュメントファイルの消失や漏洩を防止することができるドキュメント管
理プログラム、ドキュメント管理システム及びドキュメント管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、企業などで扱うドキュメントファイルについて、セキュリティレベルの向上が求
められている。例えば、モバイル端末の紛失や盗難に伴うドキュメントファイルの消失や
漏洩は、大きな社会問題となっており、特に、個人情報を大量に扱う企業などにおいては
、ドキュメントファイルの消失や漏洩について、万全の対策を講じることが要求されてい
る。
【０００３】
　ドキュメントファイルの消失や漏洩を防止し得るシステムとしては、オンラインバック
アップシステム、シンクライアントシステム（例えば、特許文献１参照）、オンラインス
トレージシステム（ファイルサーバシステム）などが知られている。例えば、ドキュメン
トファイルの消失に対しては、オンラインバックアップシステム、シンクライアントシス
テム、オンラインストレージシステムの導入が有効とされ、ドキュメントファイルの漏洩
に対しては、シンクライアントシステムやオンラインストレージシステムの導入が有効と
されている。以下、各システムの概要について説明する。
【０００４】
　オンラインバックアップシステムは、クライアントコンピュータの記憶領域にあるファ
イルを、ネットワークを介して接続されたバックアップサーバの記憶領域にバックアップ
するシステムである。このようなシステムを実現するバックアッププログラムは、通常、
バックアップ開始日時を任意に設定できるようになっており、所定時間毎（例えば、１時
間毎）のバックアップや、所定時刻（例えば、毎日１７時）のバックアップが可能となっ
ている。
【０００５】
　シンクライアントシステムは、ハードディスクを搭載せず、メモリのみを搭載したクラ
イアントコンピュータと、ネットワークを介して複数のクライアントコンピュータが接続
されるシンクライアントサーバとを備えて構成されており、クライアントコンピュータの
ユーザは、シンクライアントサーバ上のアプリケーションを用いて作業を行うと共に、そ
れにより作成・更新されたファイルもシンクライアントサーバ上に保存するようになって
いる。したがって、このシステムでは、クライアントコンピュータを紛失したり、盗難さ
れても、ドキュメントファイルの漏洩リスクが極めて低いといえる。
【０００６】
　オンラインストレージシステムは、クライアントコンピュータと、ネットワークを介し
て複数のクライアントコンピュータが接続されるオンラインストレージサーバとを備えて
構成されており、クライアントコンピュータのユーザは、クライアントコンピュータ上の
アプリケーションを用いて作業を行うと共に、それにより作成・更新されたドキュメント
ファイルをオンラインストレージサーバ上に保存するようになっている。したがって、こ
のシステムでは、重要なドキュメントファイルをオンラインストレージサーバ上に保存し
、クライアントコンピュータ上に保存しないという運用ルールを守れば、クライアントコ
ンピュータを紛失したり、盗難されても、ドキュメントファイルの漏洩リスクが低いとい
える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００３－３２３４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のオンラインバックアップシステムは、ファイルの消失防止を目的
とし、ファイルの保存先を多重化するに過ぎないため、クライアントコンピュータの紛失
や盗難に伴うドキュメントファイルの消失は防げるものの、クライアントコンピュータに
保存されているドキュメントファイルの漏洩を阻止することは困難であった。
【０００９】
　一方、シンクライアントシステムは、ドキュメントファイルの漏洩に係るセキュリティ
性に優れているが、システム構築に際し、特別なハードウェアやオペレーティングシステ
ムの導入が必要になるため、導入コストがどうしても高くなり、また、クライアントコン
ピュータの同時接続数が多い状況では、サーバ混雑によるユーザストレスが大きいという
問題がある。
【００１０】
　その点、オンラインストレージシステムは、安価なサーバを導入するだけで、システム
を構築することが可能であるが、オンラインストレージサーバに対するドキュメントファ
イルの保存は、ユーザが手動で行う必要があるので、保存先の指定などに手間がかかり、
ユーザの操作負担が増大するという問題がある。また、重要なドキュメントファイルをオ
ンラインストレージサーバ上に保存し、クライアントコンピュータ上に保存しないという
運用ルールは、全てのユーザが守ることが前提であり、一人でもこのルールを守らないユ
ーザがいれば、ドキュメントファイルの消失や漏洩が発生する可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作された
ものであって、本発明のドキュメント管理プログラムは、オンラインストレージサーバを
動作させるサーバ用プログラムと、ネットワークを介してオンラインストレージサーバに
接続されるクライアントコンピュータを動作させるクライアント用プログラムと、を含み
、前記サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータからドキュメントファイルを受
信し、受信したドキュメントファイルをオンラインストレージに格納するファイル受信手
段と、クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレージ上の該当ド
キュメントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手段としてオン
ラインストレージサーバを動作させ、前記クライアント用プログラムは、クライアントコ
ンピュータが備えるローカルストレージにおけるドキュメントファイルの作成及び更新を
検知するファイル作成・更新検知手段と、ドキュメントファイルの作成・更新を検知した
場合に、そのドキュメントファイルをオンラインストレージサーバに自動的にアップロー
ドする自動アップロード手段と、オンラインストレージサーバへのアップロードが完了し
たドキュメントファイルの実体を、クライアントコンピュータのローカルストレージから
自動的に削除する作成・更新ファイル自動削除手段と、実体がオンラインストレージサー
バ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検知するオープン操作検知手段と、オ
ープン操作のあったドキュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバから自動
的にダウンロードする自動ダウンロード手段と、ダウンロードしたドキュメントファイル
を、当該ドキュメントファイルに関連付けられたアプリケーションに引き渡すファイル引
き渡し手段としてクライアントコンピュータを動作させることを特徴とする。
　また、前記クライアント用プログラムは、オンラインストレージサーバへのアップロー
ドが完了したドキュメントファイルの実体を、クライアントコンピュータのローカルスト
レージから自動的に削除する際に、クライアントコンピュータ上に、オンラインストレー
ジサーバ上の対応するドキュメントファイルにリンクされたショートカットを作成するシ
ョートカット作成手段としてクライアントコンピュータを動作させることを特徴とする。
　また、前記オープン操作検知手段は、前記ショートカットのオープン操作に基づいて、
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実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検知
することを特徴とする。
　また、前記クライアント用プログラムは、クライアントコンピュータ上に作成された前
記ショートカットの一覧と、オンラインストレージサーバ上のドキュメントファイルの一
覧とを比較し、前記ショートカットをオンラインストレージサーバ上のドキュメントファ
イルに同期させるショートカット同期手段としてクライアントコンピュータを動作させる
ことを特徴とする。
　また、前記クライアント用プログラムは、前記ショートカットがクライアントコンピュ
ータ上のごみ箱フォルダに移動された場合に、オンラインストレージサーバにごみ箱移動
要求を送信するごみ箱移動要求送信手段と、クライアントコンピュータ上のごみ箱フォル
ダにある前記ショートカットが元の位置に戻された場合に、オンラインストレージサーバ
にファイル復元要求を送信するファイル復元要求手段としてクライアントコンピュータを
動作させ、前記サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータからごみ箱移動要求を
受信した場合に、オンラインストレージサーバ上にある対応ドキュメントファイルを、オ
ンラインストレージサーバ上のごみ箱フォルダに移動させるごみ箱移動手段と、クライア
ントコンピュータからファイル復元要求を受信した場合に、オンラインストレージサーバ
上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファイルを元の位置に復元させるファイル復
元手段としてオンラインストレージサーバを動作させることを特徴とする。
　また、前記クライアント用プログラムは、オンラインストレージサーバにごみ箱ファイ
ル一覧要求を送信するごみ箱ファイル一覧要求手段と、オンラインストレージサーバから
ごみ箱ファイル一覧データを受信した場合に、これを表示するごみ箱ファイル一覧表示手
段と、ごみ箱ファイル一覧表示画面におけるドキュメントファイルの復元操作に応じて、
オンラインストレージサーバにファイル復元要求を送信するファイル復元要求手段と、復
元操作されたドキュメントファイルに対応するショートカットを、クライアントコンピュ
ータ上の元の位置に復元させるショートカット復元手段としてクライアントコンピュータ
を動作させ、前記サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータからのごみ箱ファイ
ル一覧要求を受信した場合に、オンラインストレージサーバ上のごみ箱フォルダにあるド
キュメントファイルの一覧データをクライアントコンピュータに送信するごみ箱ファイル
一覧送信手段と、クライアントコンピュータからファイル復元要求を受信した場合に、オ
ンラインストレージサーバ上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファイルを元の位
置に復元させるファイル復元手段としてオンラインストレージサーバを動作させることを
特徴とする。
　また、前記自動アップロード手段は、ドキュメントファイルを暗号化してオンラインス
トレージサーバにアップロードし、前記ファイル受信手段は、クライアントコンピュータ
から受信したドキュメントファイルを暗号化されたままの状態でオンラインストレージに
格納し、前記ファイル送信手段は、オンラインストレージ上のドキュメントファイルを暗
号化されたままの状態でクライアントコンピュータに送信し、前記自動ダウンロード手段
は、オンラインストレージサーバからダウンロードした暗号化状態のドキュメントファイ
ルを復号化することを特徴とする。
　また、前記ファイル受信手段は、上書きされるドキュメントファイルを所定の世代数に
亘って保存することを特徴とする。
　また、前記クライアント用プログラムは、ＩＤ及びパスワードの入力を要求する認証情
報入力要求手段と、入力されたＩＤ及びパスワードをオンラインストレージサーバに送信
する認証情報送信手段としてクライアントコンピュータを動作させ、前記サーバ用プログ
ラムは、クライアントコンピュータからＩＤ及びパスワードを受信した場合に、受信した
ＩＤ及びパスワードを、予め記憶しているＩＤ及びパスワードと照合する認証情報照合手
段と、受信したＩＤ及びパスワードが予め記憶しているＩＤ及びパスワードと一致した場
合に、認証に成功した旨の応答をクライアントコンピュータに送信し、一致しなかった場
合に、認証に成功しなかった旨の応答をクライアントコンピュータに送信する認証結果応
答手段としてオンラインストレージサーバを動作させることを特徴とする。



(8) JP 2010-266933 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

　また、本発明のドキュメント管理システムは、オンラインストレージサーバと、ネット
ワークを介してオンラインストレージサーバに接続されるクライアントコンピュータとを
備え、前記オンラインストレージサーバは、クライアントコンピュータからドキュメント
ファイルを受信し、受信したドキュメントファイルをオンラインストレージに格納するフ
ァイル受信手段と、クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレー
ジ上の該当ドキュメントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手
段とを備え、前記クライアントコンピュータは、クライアントコンピュータが備えるロー
カルストレージにおけるドキュメントファイルの作成及び更新を検知するファイル作成・
更新検知手段と、ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメン
トファイルをオンラインストレージサーバに自動的にアップロードする自動アップロード
手段と、オンラインストレージサーバへのアップロードが完了したドキュメントファイル
の実体を、クライアントコンピュータのローカルストレージから自動的に削除する作成・
更新ファイル自動削除手段と、実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメント
ファイルのオープン操作を検知するオープン操作検知手段と、オープン操作のあったドキ
ュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバから自動的にダウンロードする自
動ダウンロード手段と、ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントフ
ァイルに関連付けられたアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手段とを備えるこ
とを特徴とする。
　また、本発明のドキュメント管理方法は、オンラインストレージサーバと、ネットワー
クを介してオンラインストレージサーバに接続されるクライアントコンピュータとを用い
、前記オンラインストレージサーバに、クライアントコンピュータからドキュメントファ
イルを受信し、受信したドキュメントファイルをオンラインストレージに格納するファイ
ル受信手順と、クライアントコンピュータからの要求に応じて、オンラインストレージ上
の該当ドキュメントファイルをクライアントコンピュータに送信するファイル送信手順を
実行させ、前記クライアントコンピュータに、クライアントコンピュータが備えるローカ
ルストレージにおけるドキュメントファイルの作成及び更新を検知するファイル作成・更
新検知手順と、ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメント
ファイルをオンラインストレージサーバに自動的にアップロードする自動アップロード手
順と、オンラインストレージサーバへのアップロードが完了したドキュメントファイルの
実体を、クライアントコンピュータのローカルストレージから自動的に削除する作成・更
新ファイル自動削除手順と、実体がオンラインストレージサーバ上にあるドキュメントフ
ァイルのオープン操作を検知するオープン操作検知手順と、オープン操作のあったドキュ
メントファイルの実体をオンラインストレージサーバから自動的にダウンロードする自動
ダウンロード手順と、ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントファ
イルに関連付けられたアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手順とを実行させる
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１の発明によれば、ネットワークを介して、オンラインストレージサーバとクラ
イアントコンピュータを接続したオンラインストレージシステムでありながら、クライア
ントコンピュータで作成・更新されたドキュメントファイルの実体を、アプリケーション
によるファイルオープン時を除き、常にオンラインストレージサーバ側で管理することが
できる。しかも、ドキュメントファイルのアップロードやダウンロードに際しては、ユー
ザに特別な操作を要求しないので、ユーザの操作負担を軽減できるだけでなく、ローカル
ストレージとオンラインストレージのシームレスな運用が可能となる。
　また、請求項２の発明によれば、オンラインストレージサーバ上のドキュメントファイ
ルに対するアクセスが容易になるので、ユーザの操作負担を増大させることなく、ドキュ
メントファイルの再編集を行うことが可能になる。
　また、請求項３の発明によれば、クライアントコンピュータ上のドキュメントファイル
をオープンする場合と同様の操作で、オンラインストレージサーバ上のドキュメントファ
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イルをオープンすることができる。
　また、請求項４の発明によれば、オンラインストレージサーバ上のドキュメントファイ
ルを複数のクライアントコンピュータ間で共有する場合、複数のクライアントコンピュー
タにおけるショートカットの同期により、一のクライアントコンピュータによるドキュメ
ントファイルの作成や更新を、他のクライアントコンピュータにも反映させることができ
る。
　また、請求項５の発明によれば、クライアントコンピュータ上におけるショートカット
のごみ箱移動操作（削除操作）や復元操作に連動し、オンラインストレージサーバ上にあ
る対応ドキュメントファイルのごみ箱移動や復元を自動的に行うことができる。
　また、請求項６の発明によれば、クライアントコンピュータ上でショートカットを完全
に削除しても、そのショートカット及び対応ドキュメントファイルの復元が可能になる。
　また、請求項７の発明によれば、ネットワーク経路におけるドキュメントファイルの盗
聴を防止でき、また、オンラインストレージがらドキュメントファイルが流出したとして
も、その解読を困難にすることができる。
　また、請求項８の発明によれば、ドキュメントファイルを誤って上書きしても、上書き
前のドキュメントファイルを復元させることができる。
　また、請求項９の発明によれば、オンラインストレージサーバに対する不正なアクセス
を規制し、ドキュメントファイルの流出を防止することができる。
　また、請求項１０の発明によれば、本発明をシステムとして実現することができる。
　また、請求項１１の発明によれば、本発明を方法として実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ドキュメント管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】自動アップロード時の説明図である。
【図３】自動アップロード時の動作手順を示すフローチャートである。
【図４】自動アップロード時のショートカット作成処理を示す説明図である。
【図５】ショートカットのオープン操作時の処理を示す説明図である。
【図６】ショートカットのコピー操作時や削除操作時の処理を示す説明図である。
【図７】ショートカット同期処理の概略を示す説明図である。
【図８】ショートカット同期処理の詳細を示す説明図である。
【図９】削除・復元処理の説明図である。
【図１０】世代進行処理の説明図である。
【図１１】監視エージェントの処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】オンラインドキュメント操作ソフトの処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】ショートカット同期処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】ドキュメント削除処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】ドキュメント復元処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】ネットごみ箱閲覧ソフトの処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】ごみ箱に係るオンラインストレージ側の処理手順を示すフローチャートである
。
【図１８】ドキュメント送信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】ドキュメント受信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】世代進行処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】認証処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図２２】サーバ側の認証処理手順を示すフローチャートである。
【図２３】監視エージェントに係るドキュメント管理システムの動作手順を示す梯子図で
ある。
【図２４】オンラインドキュメント操作ソフトに係るドキュメント管理システムの動作手
順を示す梯子図である。
【図２５】ごみ箱に係るドキュメント管理システムの動作手順を示す梯子図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
［ドキュメント管理システム］
　次に、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図１において、１は本
発明のドキュメント管理プログラムが適用されたドキュメント管理システムであって、該
ドキュメント管理システム１は、クライアントコンピュータ２と、オンラインストレージ
サーバ３と、これらを通信可能に接続するインターネットなどのネットワーク４とを備え
て構成されている。
【００１５】
　クライアントコンピュータ２は、本発明のドキュメント管理プログラム（クライアント
用プログラム）がインストールされたコンピュータであって、例えば、ノートＰＣ、デス
クトップＰＣ、携帯電話、ＰＤＡなどで構成される。そして、クライアントコンピュータ
２上でクライアント用プログラムを実行すると、当該クライアントコンピュータ２のロー
カルストレージで作成・更新されたドキュメントファイルを、ネットワーク４を介してオ
ンラインストレージサーバ３に自動的にアップロードしてオンライン化することが可能に
なる。
【００１６】
　オンラインストレージサーバ３は、本発明のドキュメント管理プログラム（サーバ用プ
ログラム）がインストールされたコンピュータであって、例えば、データセンタに設置さ
れたサーバコンピュータなどで構成される。そして、オンラインストレージサーバ３上で
サーバ用プログラムを実行すると、クライアントコンピュータ２から転送されるドキュメ
ントファイルを受信し、受信したドキュメントファイルをオンラインドキュメントとして
オンラインストレージに格納することが可能になる。
【００１７】
［ドキュメント管理プログラム］
　本発明のドキュメント管理プログラムには、クライアントコンピュータ２上で実行され
るクライアント用プログラムと、ネットワーク４を介してクライアントコンピュータ２に
接続されたオンラインストレージサーバ３上で実行されるサーバ用プログラムとが含まれ
ており、これらの協働によって、ローカルストレージ上のドキュメントファイルを自動的
にオンライン化する機能が実現される。
【００１８】
　上記の機能を実現するために、サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータ２か
らドキュメントファイルを受信し、受信したドキュメントファイルをオンラインストレー
ジに格納するファイル受信手段と、クライアントコンピュータ２からの要求に応じて、オ
ンラインストレージ上の該当ドキュメントファイルをクライアントコンピュータ２に送信
するファイル送信手段としてオンラインストレージサーバ３を動作させるように構成され
る。
【００１９】
　また、クライアント用プログラムは、クライアントコンピュータ２が備えるローカルス
トレージにおけるドキュメントファイルの作成及び更新を検知するファイル作成・更新検
知手段と、ドキュメントファイルの作成・更新を検知した場合に、そのドキュメントファ
イルをオンラインストレージサーバ３に自動的にアップロードする自動アップロード手段
と、オンラインストレージサーバ３へのアップロードが完了したドキュメントファイルの
実体を、クライアントコンピュータ２のローカルストレージから自動的に削除する作成・
更新ファイル自動削除手段と、実体がオンラインストレージサーバ３上にあるドキュメン
トファイルのオープン操作を検知するオープン操作検知手段と、オープン操作のあったド
キュメントファイルの実体をオンラインストレージサーバ３から自動的にダウンロードす
る自動ダウンロード手段と、ダウンロードしたドキュメントファイルを、当該ドキュメン
トファイルに関連付けられたアプリケーションに引き渡すファイル引き渡し手段としてク
ライアントコンピュータ２を動作させるように構成される。
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【００２０】
　このようにすると、ネットワーク４を介して、オンラインストレージサーバ３とクライ
アントコンピュータ２を接続したオンラインストレージシステムでありながら、クライア
ントコンピュータ２で作成・更新されたドキュメントファイルの実体を、アプリケーショ
ンによるファイルオープン時を除き、常にオンラインストレージサーバ３側で管理するこ
とができる。しかも、ドキュメントファイルのアップロードやダウンロードに際しては、
ユーザに特別な操作を要求しないので、ユーザの操作負担を軽減できるだけでなく、ロー
カルストレージとオンラインストレージのシームレスな運用が可能となる。
【００２１】
　ファイル作成・更新検知手段は、例えば、ＯＳ（オペレーションシステム）のファイル
管理システムが提供するファイル管理情報に基づいて、ドキュメントファイルの作成や更
新を検知することができる。ここで、ファイル作成・更新検知手段は、ローカルストレー
ジの予め設定された監視対象フォルダにて、ドキュメントファイルの作成及び更新を検知
しても良いし、予め設定されたファイルタイプ（例えば、拡張子による設定）に適合する
ドキュメントファイルの作成及び更新を検知するようにしても良い。
【００２２】
　作成・更新ファイル自動削除手段は、オンラインストレージサーバ３へのアップロード
が完了した作成・更新ファイルを、クライアントコンピュータ２から削除する際、ローカ
ルストレージ上のドキュメントファイルと、オンラインストレージ上のドキュメントファ
イルを比較し、両者が同一ファイルであることを確認してからファイル削除を実行するこ
とが好ましい。例えば、図２及び図３に示すように、クライアントコンピュータ２におけ
るドキュメントファイルの作成・更新を検知したら（Ｓ１）、作成・更新ファイルをオン
ラインストレージサーバ３にリアルタイムで転送して（Ｓ２）、オンラインストレージサ
ーバ３のオンラインストレージに格納すると共に（Ｓ３）、クライアントコンピュータ２
側とオンラインストレージサーバ３側のファイル比較を行い（Ｓ４）、両者が同一ファイ
ルであることを確認したら（Ｓ５）、クライアントコンピュータ２側の作成・更新ファイ
ルを削除する（Ｓ６）。
【００２３】
　また、クライアント用プログラムは、オンラインストレージサーバ３へのアップロード
が完了したドキュメントファイルの実体を、クライアントコンピュータ２のローカルスト
レージから自動的に削除する際に、クライアントコンピュータ２上に、オンラインストレ
ージサーバ３上の対応するドキュメントファイルにリンクされたショートカットを作成す
るショートカット作成手段としてクライアントコンピュータ２を動作させることが好まし
い。例えば、図４に示すように、アプリケーションでドキュメントファイル（ｓａｍｐｌ
ｅ．ｄｏｃ）を作成した場合、実体ファイル５は、オンラインストレージサーバ３にリア
ルタイムでアップロードされ、クライアントコンピュータ２上には、実体ドキュメントフ
ァイル５にリンクされたショートカット６が残される。このようにすると、オンラインス
トレージサーバ３上のドキュメントファイルに対するアクセスが容易になるので、ユーザ
の操作負担を増大させることなく、ドキュメントファイルの再編集を行うことが可能にな
る。尚、実体ファイルにリンクされたショートカットの別の呼称として、エイリアスやシ
ンボリックリンクが知られているが、本明細書では、これらを含めてショートカットと称
する。
【００２４】
　オープン操作検知手段は、ショートカットのオープン操作に基づいて、実体がオンライ
ンストレージサーバ３上にあるドキュメントファイルのオープン操作を検知することがで
きる。例えば、図５に示すように、ワープロソフト（アプリケーション）で作成した実体
ファイル５のショートカット６が起動（ダブルクリック操作）された場合、当該ショート
カット６にリンクされたオンラインストレージサーバ３上のドキュメントファイル（実体
ファイル５）が自動的にダウンロードされると共に、ショートカット６に関連付けされた
ワープロソフトが起動され、該ワープロソフト上で実体ファイル５が開かれることになる
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。このようにすると、クライアントコンピュータ２上のドキュメントファイルをオープン
する場合と同様の操作で、オンラインストレージサーバ３上のドキュメントファイルをオ
ープンすることが可能になる。尚、図６に示すように、ショートカット６が複製（コピー
）された場合は、オンラインストレージサーバ３に複製要求を送信し、対応するドキュメ
ントファイルの複製をオンラインストレージ上に作成することができる。
【００２５】
　また、クライアント用プログラムは、クライアントコンピュータ２上に作成されたショ
ートカットの一覧と、オンラインストレージサーバ３上のドキュメントファイルの一覧と
を比較し、ショートカットをオンラインストレージサーバ３上のドキュメントファイルに
同期させるショートカット同期手段としてクライアントコンピュータ２を動作させること
が好ましい。このようにすると、図７や図８に示すように、オンラインストレージサーバ
３上のドキュメントファイルを複数のクライアントコンピュータ２間で共有する場合に、
複数のクライアントコンピュータ２におけるショートカットの同期により、一のクライア
ントコンピュータ２によるドキュメントファイルの作成や更新を、他のクライアントコン
ピュータ２にも反映させることができる。
【００２６】
　また、クライアント用プログラムは、ショートカットがクライアントコンピュータ２上
のごみ箱フォルダに移動された場合に、オンラインストレージサーバ３にごみ箱移動要求
を送信するごみ箱移動要求送信手段と、クライアントコンピュータ２上のごみ箱フォルダ
にあるショートカットが元の位置に戻された場合に、オンラインストレージサーバ３にフ
ァイル復元要求を送信するファイル復元要求手段としてクライアントコンピュータを動作
させ、サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータ２からごみ箱移動要求を受信し
た場合に、オンラインストレージサーバ３上にある対応ドキュメントファイルを、オンラ
インストレージサーバ３上のごみ箱フォルダに移動させるごみ箱移動手段と、クライアン
トコンピュータ２からファイル復元要求を受信した場合に、オンラインストレージサーバ
３上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファイルを元の位置に復元させるファイル
復元手段としてオンラインストレージサーバを動作させることが好ましい。
【００２７】
　このようにすると、図９に示すように、クライアントコンピュータ２上におけるショー
トカットのごみ箱移動操作（削除操作）や復元操作に連動し、オンラインストレージサー
バ３上にある対応ドキュメントファイルのごみ箱移動や復元を自動的に行うことができる
。尚、クライアントコンピュータ２のごみ箱フォルダと、オンラインストレージサーバ３
のごみ箱フォルダを区別するために、必要に応じて、クライアントコンピュータ２のごみ
箱フォルダを単に「ごみ箱」と称し、オンラインストレージサーバ３のごみ箱フォルダを
「ネットごみ箱」と称する。
【００２８】
　また、クライアント用プログラムは、オンラインストレージサーバ３にごみ箱ファイル
一覧要求を送信するごみ箱ファイル一覧要求手段と、オンラインストレージサーバ３から
ごみ箱ファイル一覧データを受信した場合に、これを表示するごみ箱ファイル一覧表示手
段と、ごみ箱ファイル一覧表示画面におけるドキュメントファイルの復元操作に応じて、
オンラインストレージサーバ３にファイル復元要求を送信するファイル復元要求手段と、
復元操作されたドキュメントファイルに対応するショートカットを、クライアントコンピ
ュータ２上の元の位置に復元させるショートカット復元手段としてクライアントコンピュ
ータ２を動作させ、サーバ用プログラムは、クライアントコンピュータ２からのごみ箱フ
ァイル一覧要求を受信した場合に、オンラインストレージサーバ３上のごみ箱フォルダに
あるドキュメントファイルの一覧データをクライアントコンピュータ２に送信するごみ箱
ファイル一覧送信手段と、クライアントコンピュータ２からファイル復元要求を受信した
場合に、オンラインストレージサーバ３上のごみ箱フォルダにある対応ドキュメントファ
イルを元の位置に復元させるファイル復元手段としてオンラインストレージサーバ３を動
作させることが好ましい。このようにすると、クライアントコンピュータ２上でショート



(13) JP 2010-266933 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

カットを完全に削除しても、そのショートカット及び対応ドキュメントファイルの復元が
可能になる。
【００２９】
　また、前記自動アップロード手段は、ドキュメントファイルを暗号化してオンラインス
トレージサーバ３にアップロードし、前記ファイル受信手段は、クライアントコンピュー
タ２から受信したドキュメントファイルを暗号化されたままの状態でオンラインストレー
ジに格納し、前記ファイル送信手段は、オンラインストレージ３上のドキュメントファイ
ルを暗号化されたままの状態でクライアントコンピュータ２に送信し、前記自動ダウンロ
ード手段は、オンラインストレージサーバ３からダウンロードした暗号化状態のドキュメ
ントファイルを復号化することが好ましい。このようにすると、ネットワーク経路におけ
るドキュメントファイルの盗聴を防止でき、また、オンラインストレージがらドキュメン
トファイルが流出したとしても、その解読を困難にすることができる。
【００３０】
　また、前記ファイル受信手段は、上書きされるドキュメントファイルを所定の世代数に
亘って保存することが好ましい。例えば、図１０に示すように、現世代を含め、３世代に
亘って保存する。このようにすると、ドキュメントファイルを誤って上書きしても、上書
き前のドキュメントファイルを復元させることができる。
【００３１】
　また、クライアント用プログラムは、ＩＤ及びパスワードの入力を要求する認証情報入
力要求手段と、入力されたＩＤ及びパスワードをオンラインストレージサーバ３に送信す
る認証情報送信手段としてクライアントコンピュータ２を動作させ、サーバ用プログラム
は、クライアントコンピュータ２からＩＤ及びパスワードを受信した場合に、受信したＩ
Ｄ及びパスワードを、予め記憶しているＩＤ及びパスワードと照合する認証情報照合手段
と、受信したＩＤ及びパスワードが予め記憶しているＩＤ及びパスワードと一致した場合
に、認証に成功した旨の応答をクライアントコンピュータ２に送信し、一致しなかった場
合に、認証に成功しなかった旨の応答をクライアントコンピュータ２に送信する認証結果
応答手段としてオンラインストレージサーバ３を動作させることが好ましい。このように
すると、オンラインストレージサーバ３に対する不正なアクセスを規制し、ドキュメント
ファイルの流出を防止することができる。
【００３２】
［ドキュメント管理プログラムの処理手順］
　次に、本発明に係るドキュメント管理プログラムの具体的な処理手順について、図１１
～図２２を参照して説明する。
【００３３】
　図１１に示すように、クライアント用プログラムに含まれる監視エージェントは、まず
、後述する認証処理（Ｓ１１）及びショートカット処理（Ｓ１２）を行った後、検知停止
中でないことを確認した後（Ｓ１３）、ローカルストレージにおけるドキュメントファイ
ルの作成（Ｓ１４：ファイル作成・更新検知手段）、ショートカットの名前変更（Ｓ１５
）、ショートカットの複製（Ｓ１６）、ショートカットの削除（Ｓ１７）、ショートカッ
トの復元（Ｓ１８），プログラムの終了要求（Ｓ１９）などを検知する。
【００３４】
　ここで、ドキュメントファイルが作成されたと判断した場合は、後述するドキュメント
送信処理（Ｓ２０：自動アップロード手段）によって、作成されたドキュメントファイル
をオンラインストレージサーバ３へ自動的にアップロードし、アップロードが完了したド
キュメントファイルをローカルストレージから削除すると共に（Ｓ２１：作成・更新ファ
イル自動削除手段）、アップロード先の実体ドキュメントファイル（以下、オンラインド
キュメントという。）にリンクされたショートカットをローカルストレージ上に作成する
（Ｓ２２：ショートカット作成手段）。
【００３５】
　また、ショートカットの名前が変更されたと判断した場合は、オンラインストレージに
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あるオンラインドキュメントの名前を変更すると共に（Ｓ２３）、世代ファイルの名前を
変更する（Ｓ２４）。
　また、ショートカットが複製されたと判断した場合は、オンラインストレージにあるオ
ンラインドキュメントを複製すると共に（Ｓ２５）、複製されたショートカットのリンク
先（参照先）を複製されたオンラインドキュメントに変更する（Ｓ２６）。
　また、ショートカットが削除されたと判断した場合は、後述するドキュメント削除処理
（Ｓ２７）を実行し、ショートカットが復元されたと判断した場合は、後述するドキュメ
ント復元処理（Ｓ２８）を実行する。
　また、プログラムの終了要求があったと判断した場合は、監視エージェントを終了させ
る。
【００３６】
　図１２に示すように、クライアント用プログラムに含まれるオンラインドキュメント操
作ソフトは、ショートカットのオープン操作に応じて起動されるプログラム（オープン操
作検知手段）であって、起動すると、まず、認証処理（Ｓ３１）を実行した後、後述する
ドキュメント受信処理（Ｓ３２：自動ダウンロード手段）によって、オープン操作された
ショートカットに対応するオンラインドキュメントを、オンラインストレージサーバ３か
らローカルストレージの一時データ領域に自動的にダウンロードすると共に、ダウンロー
ドしたドキュメントファイルを、当該ドキュメントファイルに関連付けされたアプリケー
ションに引き渡す（Ｓ３３：ファイル引き渡し手段）。その後、アプリケーションの終了
を判断し（Ｓ３４）、この判断結果がＹＥＳになったら、ドキュメントファイルが更新さ
れたか否かを判断し（Ｓ３５）、この判断結果がＹＥＳの場合は、後述するドキュメント
送信処理（Ｓ３６）によって、更新されたドキュメントファイルをオンラインストレージ
サーバ３へ自動的にアップロードすると共に、アップロードが完了したドキュメントファ
イルにリンクされたショートカットの更新日時を変更し（Ｓ３７）、その後、一時データ
領域のドキュメントファイルを削除してから（Ｓ３８）、オンラインドキュメント操作ソ
フトを終了する。
【００３７】
　図１３に示すように、クライアント用プログラムに含まれるショートカット同期処理（
ショートカット同期手段）では、まず、同期処理開始時間であるか否かを判断し（Ｓ４１
）、該判断結果がＹＥＳの場合は、クライアントコンピュータ２にあるショートカットの
一覧を作成すると共に（Ｓ４２）、オンラインストレージサーバ３上にあるオンラインド
キュメントの一覧を作成する（Ｓ４３）。そして、繰り返しループ（Ｓ４４～Ｓ４９）に
おいて、一覧からショートカットを列挙し、オンラインドキュメントとの比較を行う。こ
こで、ショートカットに対応するオンラインドキュメントが存在しないと判断した場合は
（Ｓ４５）、そのショートカットを削除する一方（Ｓ４６）、ショートカットに対応する
オンラインドキュメントが存在すると判断した場合は（Ｓ４５）、更新日時が異なるか否
かを判断し（Ｓ４７）、この判断結果がＹＥＳの場合は、ショートカットの更新日時をオ
ンラインドキュメントの更新日時に合わせて変更する（Ｓ４８）。
【００３８】
　また、繰り返しループ（Ｓ５０～Ｓ５３）において、一覧からオンラインドキュメント
を列挙し、ショートカットとの比較を行う。ここで、オンラインドキュメントに対応する
ショートカットが存在しないと判断した場合は（Ｓ５１）、そのオンラインドキュメント
にリンクされたショートカットを作成する（Ｓ５２）。
【００３９】
　さらに、本実施形態のショートカット同期処理では、ネットワーク未接続時（オンライ
ンストレージサーバ３と通信できないとき）にクライアントコンピュータ２のローカルス
トレージに作成されたドキュメントファイルを、ショートカット同期処理のタイミングで
オンラインストレージサーバ３に自動的にアップロードし、ショートカット化するための
処理（Ｓ５４～Ｓ５９）が付加されている。この処理では、まず、クライアントコンピュ
ータ２にあるドキュメントファイルの一覧を作成した後（Ｓ５４）、繰り返しループ（Ｓ
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５５～Ｓ５９）において、一覧からドュメントファイルを列挙しつつ、ドキュメント送信
処理（Ｓ５６）によって、ドキュメントファイルをオンラインストレージサーバ３へ自動
的にアップロードし、アップロードが完了したドキュメントファイルをローカルストレー
ジから削除すると共に（Ｓ５７）、アップロード先のオンラインドキュメントにリンクさ
れたショートカットをローカルストレージ上に作成する（Ｓ５８）。
【００４０】
　図１４に示すように、クライアント用プログラムに含まれるドキュメント削除処理は、
ショートカットの削除操作（ごみ箱への移動操作）に応じて実行される処理であり、まず
、ネットごみ箱を使う設定となっているか否かを判断し（Ｓ６１）、この判断結果がＹＥ
Ｓの場合は、オンラインストレージサーバ３に対し、削除操作されたショートカットに対
応するオンラインドキュメントをオンラインストレージのネットごみ箱に移動するように
要求する一方（Ｓ６２：ごみ箱移動要求送信手段）、判断結果がＮＯの場合は、オンライ
ンストレージサーバ３に対し、削除操作されたショートカットに対応するオンラインドキ
ュメントを削除するように要求する（Ｓ６３）。
【００４１】
　図１５に示すように、クライアント用プログラムに含まれるドキュメント復元処理は、
ショートカットの復元操作（ごみ箱からの復元操作）に応じて実行される処理であり、オ
ンラインストレージサーバ３に対し、ネットごみ箱にある対応するオンラインドキュメン
トをオンラインストレージのオンラインドキュメント領域に移動するように要求する（Ｓ
７１：ファイル復元要求手段）。
【００４２】
　図１６に示すように、クライアント用プログラムに含まれるネットごみ箱閲覧ソフトは
、まず、オンラインストレージサーバ３へネットごみ箱のドキュメント一覧を要求すると
共に（Ｓ８１：ごみ箱ファイル一覧要求手段）、オンラインストレージサーバ３からドキ
ュメント一覧を受信し、これを画面表示させる（Ｓ８２：ごみ箱ファイル一覧表示手段）
。次に、ユーザの復元操作を判断し（Ｓ８３）、この判断結果がＹＥＳの場合は、オンラ
インストレージサーバ３に対し、ネットごみ箱にある対応するドキュメントファイルの復
元要求を送信すると共に（Ｓ８４：ファイル復元要求手段）、監視エージェントに対して
検知停止を要求し（Ｓ８５）、さらに、対応するショートカットをクライアントコンピュ
ータ２上の元の位置に作成し（Ｓ８６：ショートカット復元手段）、その後、監視エージ
ェントに対して検知再開を要求する（Ｓ８７）。そして、これらの処理は、ユーザの終了
操作に応じて終了する（Ｓ８８）。
【００４３】
　図１７に示すように、サーバ用プログラムに含まれるごみ箱に係る処理では、まず、ク
ライアントコンピュータ２からネットごみ箱への移動要求を受信したか否かを判断し（Ｓ
９１）、この判断結果がＹＥＳの場合は、対応するドキュメントファイルをオンラインド
キュメント領域からネットごみ箱領域へ移動させる（Ｓ９２：ごみ箱移動手段）。また、
同処理では、クライアントコンピュータ２からネットごみ箱からの復元要求を受信したか
否かを判断し（Ｓ９３）、この判断結果がＹＥＳの場合は、ネットごみ箱領域にある対応
するドキュメントファイルをオンラインドキュメント領域に移動させる（Ｓ９４：ファイ
ル復元手段）。また、同処理では、クライアントコンピュータ２からオンラインドキュメ
ントの削除要求を受信したか否かを判断し（Ｓ９５）、この判断結果がＹＥＳの場合は、
対応するドキュメントファイルを削除する（Ｓ９６）。また、同処理では、クライアント
コンピュータ２からネットごみ箱一覧取得要求を受信したか否かを判断し（Ｓ９７）、こ
の判断結果がＹＥＳの場合は、ネットごみ箱内のドキュメント一覧を取得し、クライアン
トコンピュータ２へ送る（Ｓ９８：ごみ箱ファイル一覧送信手段）。
【００４４】
　図１８に示すように、クライアント用プログラムに含まれるドキュメント送信処理は、
ドキュメントファイルをアップロードする際に実行される処理であり、ドキュメントファ
イルのアップロードを開始するにあたり、まず、ＳＥＥＤ（シード）を決定する（Ｓ１０
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１）。例えば、転送開始時間をＳＥＥＤとし、このＳＥＥＤとマスター鍵から子鍵を作成
する（Ｓ１０２）。次に、転送セッションを開始し（Ｓ１０３）、バックアップサーバ３
にＳＥＥＤを送信する（Ｓ１０４）。これにより、サーバ用プログラム（ファイル受信手
段）は、受信セッションを開始してＳＥＥＤを受信すると共に（Ｓ１２１）、後述する世
代進行処理（Ｓ１２２）を実行し、オンラインストレージにＳＥＥＤを書き込む（Ｓ１２
３）。
【００４５】
　次に、クライアント側では、ドキュメントファイルの転送が終了するまでループ内（Ｓ
１０５～Ｓ１１０）の暗号化転送処理（Ｓ１０６～Ｓ１０９）を繰り返す。この暗号化転
送処理は、ファイルから一回に転送するサイズのデータ（Ａ）を読み込むステップ（Ｓ１
０６）と、子鍵から同じサイズの乱数（Ｂ）を作成するステップ（Ｓ１０７）と、データ
（Ａ）と乱数（Ｂ）の排他的論理和をとるステップ（Ｓ１０８）と、暗号化されたデータ
をバックアップサーバ３に転送するステップ（Ｓ１０９）とからなり、ファイルの終端に
達すると、転送セッションが終了する（Ｓ１１１）。
【００４６】
　一方、サーバ側では、ファイルの転送が終了するまでループ内（Ｓ１２４～Ｓ１２７）
の受信書込み処理（Ｓ１２５、Ｓ１２６）を繰り返す。この受信書込み処理は、クライア
ントＰＣ２からデータを受信するステップ（Ｓ１２５）と、受信データをオンラインドキ
ュメント領域に書き込むステップ（Ｓ１２６）とからなり、クライアントＰＣ２の転送セ
ッション終了に応じて、受信セッションが終了する。
【００４７】
　尚、図１９に示されるフローチャートは、ドキュメントファイルをダウンロードする際
に実行されるクライアント側及びサーバ側（ファイル送信手段）の処理手順であり、サー
バ側に暗号化状態で格納されているドキュメントファイルをクライアント側に転送し、ク
ライアント側で復号化する処理手順を示しているが、復号化の手順は、前述した暗号化の
逆手順となるので、詳細な説明は省略する。
【００４８】
　図２０に示すように、サーバ用プログラムに含まれる世代進行処理では、クライアント
コンピュータ２からドキュメントファイルがアップロードされた際に実行される処理であ
り、まず、設定された世代数（ＭＡＸ）を取得した後（Ｓ１３１）、最古世代（ＭＡＸ）
のドキュメントファイルが存在するか否かを判断し（Ｓ１３２）、この判断結果がＹＥＳ
の場合は、最古世代（ＭＡＸ）のドキュメントファイルを削除する（Ｓ１３３）。次に、
ループ内（Ｓ１３４～Ｓ１３７）において、最古世代（ＭＡＸ）よりも新しい世代のドキ
ュメントファイルが存在するか否かを判断し（Ｓ１３５）、この判断結果がＹＥＳの場合
は、各世代ファイルの世代を進める（Ｓ１３６）。
【００４９】
　図２１に示すように、クライアント用プログラムに含まれる認証処理は、まず、電源投
入後の初回起動であるか否か（Ｓ１４１）、スリープ復帰後の初回起動であるか否か（Ｓ
１４２）、前回の認証から所定時間経過しているか否か（Ｓ１４３）を判断し、いずれか
がＹＥＳの場合は、ユーザに認証情報（ＩＤ＋パスワード、指紋、ＩＣチップ等）の入力
を要求する（Ｓ１４４：認証情報入力要求手段）。認証情報が入力されたら、認証セッシ
ョンを開始し（Ｓ１４５）、認証情報を認証サーバであるオンラインストレージサーバ３
に送信すると共に（Ｓ１４６：認証情報送信手段）、オンラインストレージサーバ３から
認証応答を受信し（Ｓ１４７）、認証セッションを終了する（Ｓ１４８）。そして、認証
に成功した場合は（Ｓ１４９）、認証成功として認証処理を終了する一方（Ｓ１５０）、
認証に成功しなかった場合は、再認証を行うか否かの選択入力を要求すると共に（Ｓ１５
１）、再認証が選択された場合は（Ｓ１５２）、ステップＳ１４４に戻り、再認証を実行
する。また、再認証が選択されなかった場合は、認証失敗として認証処理を終了する（Ｓ
１５３）。
【００５０】
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　図２２に示すように、サーバ用プログラムに含まれる認証処理は、認証セッションの開
始に応じて、クライアントコンピュータ２から認証情報を受信すると共に（Ｓ１６１）、
受信した認証情報を、データベースに記憶された認証情報と照合し（Ｓ１６２：認証情報
照合手段）、認証情報の照合に成功した場合は（Ｓ１６３）、認証に成功した旨の応答を
クライアントコンピュータ２に送信する一方（Ｓ１６４：認証結果応答手段）、認証情報
の照合に成功しなかった場合は（Ｓ１６３）、認証に失敗した旨の応答をクライアントコ
ンピュータ２に送信するが（Ｓ１６７：認証結果応答手段）、指定期間内に指定回数失敗
した場合は（Ｓ１６５）、データベースに認証無効を記録し（Ｓ１６６）、それ以降のア
クセスを拒否する。
【００５１】
［ドキュメント管理システム全体の動作手順］
　次に、ドキュメント管理システム１の全体動作について、図２３～図２５を参照して説
明する。
【００５２】
　図２３は、監視エージェントに係るドキュメント管理システムの動作手順を示しており
、具体的には、ドキュメントファイルの新規作成時と、ショートカットの名前変更時と、
ショートカットの複製時と、ショートカットの削除時の動作を示している。ドキュメント
ファイルの新規作成時の動作は、アプリケーションがドキュメントファイルをローカルス
トレージに保存することを契機として開始され（Ｓ２０１、Ｓ２０２）、監視エージェン
トは、これを検知すると（Ｓ２０３）、作成されたドキュメントファイルをローカルスト
レージから読み出すと共に（Ｓ２０４）、暗号化しながらオンラインストレージサーバ３
にアップロードし（Ｓ２０５）、オンラインストレージサーバ３のオンラインストレージ
に格納させる（Ｓ２０６）。そして、監視エージェントは、オンラインストレージサーバ
３へのアップロードが完了したドキュメントファイルを、クライアントコンピュータ２か
ら削除すると共に（Ｓ２０７）、クライアントコンピュータ２上に、オンラインストレー
ジサーバ３上のドキュメントファイルにリンクされたショートカットを作成する（Ｓ２０
８）。
【００５３】
　ショートカットの名前変更時の動作は、クライアントコンピュータ２上のショートカッ
トの名前が変更されたことを契機として開始され（Ｓ２１１）、監視エージェントは、こ
れを検知すると（Ｓ２１２）、オンラインストレージサーバ３にファイル名変更要求を送
信し（Ｓ２１３）、ショートカットとリンクされたオンラインドキュメントの名前を変更
させる（Ｓ２１４）。
【００５４】
　ショートカットの複製時の動作は、クライアントコンピュータ２上のショートカットが
複製（別名でコピー）されたことを契機として開始され（Ｓ２２１）、監視エージェント
は、これを検知すると（Ｓ２２２）、オンラインストレージサーバ３にファイル複製要求
を送信し（Ｓ２２３）、ショートカットとリンクされたオンラインドキュメントを複製さ
せると共に（Ｓ２２４）、複製されたショートカットのリンク先を複製されたオンライン
ドキュメントに変更する（Ｓ２２５）。
【００５５】
　ショートカットの削除時の動作は、クライアントコンピュータ２上のショートカットが
削除されたことを契機として開始される（Ｓ２３１）。前述したネットごみ箱を使用しな
い設定の場合、監視エージェントは、ショートカットの削除を検知すると（Ｓ２３２）、
オンラインストレージサーバ３にファイル削除要求を送信し（Ｓ２３３）、ショートカッ
トとリンクされたオンラインドキュメントを削除させる（Ｓ２３４）。
【００５６】
　図２４は、オンラインドキュメント操作ソフトに係るドキュメント管理システムの動作
手順を示しており、ショートカットのオープン操作を契機として開始される（Ｓ３０１）
。オンラインドキュメント操作ソフトは、ショートカットにリンクされたオンラインドキ
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ュメントのダウンロード要求をオンラインストレージサーバ３に送信すると共に（Ｓ３０
２）、オンラインストレージサーバ３から転送される暗号化状態のドキュメントファイル
を受信する（Ｓ３０３、Ｓ３０４）。そして、受信したドキュメントファイルを復号化し
て一時データ領域に書き込むと共に（Ｓ３０５）、ドキュメントファイルに関連付けられ
たアプリケーションを起動し（Ｓ３０６）、ドキュメントファイルを引き渡す。その後、
オンラインドキュメント操作ソフトは、ドキュメントファイルの更新に応じて（Ｓ３０７
）、更新されたドキュメントファイルを暗号化しながらオンラインストレージサーバ３へ
アップロードし（Ｓ３０８、Ｓ３０９）、オンラインストレージに格納させる（Ｓ３１０
）。そして、ショートカットの更新日時をドキュメントファイルの更新日時に合わせると
共に（Ｓ３１１）、一時データ領域のドキュメントファイルを削除する（Ｓ３１２）。
【００５７】
　図２５は、ごみ箱に係るドキュメント管理システムの動作手順を示しており、ショート
カットをごみ箱に移動した際の動作と、ごみ箱からショートカットを復元させた際の動作
と、ごみ箱にないショートカットを復元する際の動作を示している。ショートカットをご
み箱に移動した際の動作は、クライアントコンピュータ２のユーザが、ショートカットを
ごみ箱へ移動させる操作（ショートカット削除操作）を行ったことを契機として開始され
（Ｓ４０１）、これを検知した監視エージェントは、オンラインストレージサーバ３に対
し、対応するオンラインドキュメントのネットごみ箱への移動要求を送信する（Ｓ４０２
、Ｓ４０３）。これを受信したオンラインストレージサーバ３は、対応するオンラインド
キュメントをオンラインドキュメント領域からネットごみ箱へ移動させる（Ｓ４０４、Ｓ
４０５）。
【００５８】
　ごみ箱からショートカットを復元させた際の動作は、クライアントコンピュータ２のユ
ーザが、ごみ箱内のショートカットを元の位置に戻す操作（ショートカット復元操作）を
行ったことを契機として開始され（Ｓ４１１）、これを検知した監視エージェントは、オ
ンラインストレージサーバ３に対し、オンラインストレージサーバ３上のネットごみ箱に
ある対応するオンラインドキュメントの復元要求を送信する（Ｓ４１２、Ｓ４１３）。こ
れを受信したオンラインストレージサーバ３は、ネットごみ箱にある対応するオンライン
ドキュメントをオンラインドキュメント領域に移動させる（Ｓ４１４、Ｓ４１５）。
【００５９】
　ごみ箱にないショートカットを復元する際の動作は、ネットごみ箱閲覧ソフトの起動を
契機として開始され、起動されたネットごみ箱閲覧ソフトは、オンラインストレージサー
バ３へネットごみ箱のファイル一覧を要求する（Ｓ４２１）。これを受信したオンライン
ストレージサーバ３は、ネットごみ箱のファイル一覧を取得し（Ｓ４２２）、これをクラ
イアントコンピュータ２へ送信する（Ｓ４２３）。クライアントコンピュータ２は、オン
ラインストレージサーバ３からファイル一覧を受信し、これを画面表示させる。そして、
ユーザの復元操作を判断した場合は、オンラインストレージサーバ３に対し、ネットごみ
箱にある対応するオンラインドキュメントの復元要求を送信する（Ｓ４２４）。これを受
信したオンラインストレージサーバ３は、ネットごみ箱にある対応するオンラインドキュ
メントをオンラインドキュメント領域に移動させる（Ｓ４２５、Ｓ４２６）。また、ユー
ザの復元操作を判断したネットごみ箱閲覧ソフトは、監視エージェントに対して検知停止
を要求すると共に（Ｓ４２７）、対応するショートカットをクライアントコンピュータ２
上の元の位置に作成し（Ｓ４２８）、その後、検知再開を要求する（Ｓ４２９）。
【符号の説明】
【００６０】
１　ドキュメント管理システム
２　クライアントコンピュータ
３　オンラインストレージサーバ
４　ネットワーク
５　実体ファイル
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