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(57)【要約】
【課題】直感的かつ簡易な操作により共有者を限定する
ことが可能な共有アプリケーションの操作体系を提供す
ること。
【解決手段】複数のユーザにより行われた操作を１つの
アプリケーション上の操作として表示に反映させる共有
アプリケーションの実行画面を表示させる表示部を有し
、共有アプリケーションは、各ユーザと当該各ユーザの
操作を反映して実行画面に表示された操作結果とを対応
付ける識別情報を表示する表示機能と、第１のユーザに
より、第２のユーザに対応する識別情報が選択され、画
面上の領域が指定された場合に当該領域を第１及び第２
のユーザの共有領域に設定する共有設定機能と、共有領
域において第１又は第２のユーザにより操作が行われる
と、当該操作を反映した操作結果を第１及び第２のユー
ザ以外のユーザに表示しないようにする表示制御機能と
を有する、端末が提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続された複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を
１つのアプリケーション上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画
面を画面上に表示させる共有アプリケーション表示部を備え、
　前記共有アプリケーションは、
　前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示され
た操作結果とを対応付ける識別オブジェクトを表示する識別オブジェクト表示機能と、
　第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択さ
れ、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第
２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設定機能と、
　前記共有領域設定機能により設定された共有領域において前記第１又は第２のユーザに
より操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２
のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御機能と、
を有する、端末装置。
【請求項２】
　前記第１のユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択さ
れ、かつ、前記画面上の第１の領域が指定され、
　前記第１のユーザにより、第３の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択さ
れ、かつ、前記画面上の第２の領域が指定され、
　前記共有領域設定機能により、前記第１及び第２のユーザで共有する第１の共有領域と
、前記第１及び第３のユーザで共有する第２の共有領域とが設定され、
　前記第１のユーザにより前記第１の共有領域が拡大又は移動されて前記第１及び第２の
共有領域が重なった場合、
　前記共有領域設定機能は、前記第１及び第２の共有領域の重なり部分を前記第１のユー
ザ、前記第２のユーザ、及び前記第３のユーザで共有する共有領域に設定する、請求項１
に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記識別オブジェクト表示機能は、前記操作結果と前記識別オブジェクトとを結ぶライ
ンを表示し、当該ラインにより前記操作結果と前記各ユーザとの対応関係を視覚化する、
請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記共有アプリケーションは、コンテンツを共有するためのアプリケーションであり、
　前記表示制御機能は、前記第２のユーザにより前記コンテンツが共有状態にされると、
当該共有状態にされたコンテンツを表す表示オブジェクトを前記第２のユーザに対応する
識別オブジェクトの表示位置に表示し、当該表示位置を始点として当該表示オブジェクト
を移動させる、請求項３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記表示制御機能は、前記共有領域のサイズが前記共有状態にされたコンテンツを表す
表示オブジェクトのサイズよりも小さい場合、前記第２のユーザに対応する識別オブジェ
クトを周期的に移動又は変形させるか、或いは、当該識別オブジェクトの色を周期的に変
化させる、請求項４に記載の端末装置。
【請求項６】
　前記識別オブジェクトは、前記ユーザ毎に設定された方向にある前記画面上の所定領域
に表示される、請求項１に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記共有アプリケーションを実行する共有アプリケーション実行部をさらに備え、
　前記共有アプリケーション表示部は、前記共有アプリケーション実行部による実行結果
を前記画面上に表示させる、請求項１に記載の端末装置。
【請求項８】
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　ネットワークに接続された複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を
１つのアプリケーション上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画
面を表示するための情報を前記複数の端末装置に提供する情報提供部を備え、
　前記共有アプリケーションは、
　前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示され
た操作結果とを対応付ける識別オブジェクトを表示する識別オブジェクト表示機能と、
　第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択さ
れ、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第
２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設定機能と、
　前記共有領域設定機能により設定された共有領域において前記第１又は第２のユーザに
より操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２
のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御機能と、
を有する、サーバ装置。
【請求項９】
　ネットワークに接続された複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を
１つのアプリケーション上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画
面が画面上に表示されており、前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映
して前記実行画面に表示された操作結果とを対応付ける識別オブジェクトが表示されてい
る状態で、第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクト
が選択され、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第
１及び第２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設定ステップと、
　前記共有領域設定ステップで設定された共有領域において前記第１又は第２のユーザに
より操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２
のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御ステップと、
を含む、共有設定による表示制御方法。
【請求項１０】
　ネットワークに接続された複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を
１つのアプリケーション上の操作として表示に反映させる機能と、
　前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示され
た操作結果とを対応付ける識別オブジェクトを表示する識別オブジェクト表示機能と、
　第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択さ
れ、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第
２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設定機能と、
　前記共有領域設定機能により設定された共有領域において前記第１又は第２のユーザに
より操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２
のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、サーバ装置、表示制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報処理技術及び通信技術の急速な発展に伴い、ネットワーク上のサーバ装置により実
行されるアプリケーションを複数のユーザで共有し、同じアプリケーション上で複数のユ
ーザが同時に協働作業を行うことができるようになった。複数のユーザにより共有可能な
アプリケーションとしては、文書編集用アプリケーション、図形編集用アプリケーション
、画像共有アプリケーション等が例示できる。また、これと類似のアプリケーションとし
て、ネットワークゲームアプリケーションやチャットアプリケーション等も存在する。こ
れらのアプリケーションは、ネットワークを介して接続された複数の端末装置を利用して



(4) JP 2011-70511 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

複数のユーザが同じアプリケーション上の操作を行うことができる点で共通している。下
記の特許文献１には、複数のユーザにより図形や文字等を書き込むことが可能な仮想的な
ホワイトボードを実現する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３１３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、複数のユーザが同じアプリケーションを利用する場合、アプリケーショ
ン上に表示された操作結果が誰のものであるかを識別する手段が必要になる。例えば、上
記文献には、アプリケーション上に表示された操作結果をユーザ毎に色分けして表示する
方法が開示されている。さらに、アプリケーション上に表示される操作体の形状をユーザ
毎に変える方法が開示されている。しかし、このような方法は、各ユーザと色との間の対
応関係、又は各ユーザと操作体の形状との間の対応関係を各ユーザが認識していることが
前提とされる。また、上記文献に記載された仮想的なホワイトボードは、全てのユーザの
操作結果が表示されるものである。従って、操作結果の内容に応じて開示するユーザを選
択することは難しい。上記文献の技術を適用した場合、このような操作結果の開示制限を
するには、仮想的なホワイトボードへの操作に参加するユーザを再設定する必要がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、複数のユーザにより共有されるアプリケーション上に表示された操作結果が誰のもの
であるかを容易に把握できるようにすると共に、操作結果の開示対象を簡易な操作で制限
することが可能な、新規かつ改良された端末装置、サーバ装置、表示制御方法、及びプロ
グラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ネットワークに接続された複
数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を１つのアプリケーション上の操
作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画面を画面上に表示させる共有ア
プリケーション表示部を備え、前記共有アプリケーションは、前記各ユーザと、当該各ユ
ーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示された操作結果とを対応付ける識
別オブジェクトを表示する識別オブジェクト表示機能と、第１の前記ユーザにより、第２
の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択され、かつ、前記画面上の領域が指
定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第２のユーザで共有する共有領域に
設定する共有領域設定機能と、前記共有領域設定機能により設定された共有領域において
前記第１又は第２のユーザにより操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される
操作結果を前記第１及び第２のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御す
る表示制御機能と、を有する、端末装置が提供される。
【０００７】
　また、前記第１のユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが
選択され、かつ、前記画面上の第１の領域が指定され、前記第１のユーザにより、第３の
前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択され、かつ、前記画面上の第２の領域
が指定され、前記共有領域設定機能により、前記第１及び第２のユーザで共有する第１の
共有領域と、前記第１及び第３のユーザで共有する第２の共有領域とが設定され、前記第
１のユーザにより前記第１の共有領域が拡大又は移動されて前記第１及び第２の共有領域
が重なった場合に、前記共有領域設定機能は、前記第１及び第２の共有領域の重なり部分
を前記第１のユーザ、前記第２のユーザ、及び前記第３のユーザで共有する共有領域に設
定してもよい。



(5) JP 2011-70511 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

【０００８】
　また、前記識別オブジェクト表示機能は、前記操作結果と前記識別オブジェクトとを結
ぶラインを表示し、当該ラインにより前記操作結果と前記各ユーザとの対応関係を視覚化
してもよい。
【０００９】
　また、前記共有アプリケーションは、コンテンツを共有するためのアプリケーションで
あってもよく、前記表示制御機能は、前記第２のユーザにより前記コンテンツが共有状態
にされると、当該共有状態にされたコンテンツを表す表示オブジェクトを前記第２のユー
ザに対応する識別オブジェクトの表示位置に表示し、当該表示位置を始点として当該表示
オブジェクトを移動させてもよい。
【００１０】
　また、前記表示制御機能は、前記共有領域のサイズが前記共有状態にされたコンテンツ
を表す表示オブジェクトのサイズよりも小さい場合、前記第２のユーザに対応する識別オ
ブジェクトを周期的に移動又は変形させるか、或いは、当該識別オブジェクトの色を周期
的に変化させてもよい。
【００１１】
　また、前記識別オブジェクトは、前記ユーザ毎に設定された方向にある前記画面上の所
定領域に表示されてもよい。
【００１２】
　また、上記の端末装置は、前記共有アプリケーションを実行する共有アプリケーション
実行部をさらに備えていてもよい。さらに、前記共有アプリケーション表示部は、前記共
有アプリケーション実行部による実行結果を前記画面上に表示させてもよい。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ネットワークに接続さ
れた複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を１つのアプリケーション
上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画面を表示するための情報
を前記複数の端末装置に提供する情報提供部を備え、前記共有アプリケーションは、前記
各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示された操作
結果とを対応付ける識別オブジェクトを表示する識別オブジェクト表示機能と、第１の前
記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択され、かつ、
前記画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第２のユーザ
で共有する共有領域に設定する共有領域設定機能と、前記共有領域設定機能により設定さ
れた共有領域において前記第１又は第２のユーザにより操作が行われた場合に、当該操作
を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２のユーザ以外の前記ユーザに向けて表
示しないように制御する表示制御機能と、を有する、サーバ装置が提供される。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ネットワークに接続さ
れた複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を１つのアプリケーション
上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画面が画面上に表示されて
おり、前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操作を反映して前記実行画面に表示
された操作結果とを対応付ける識別オブジェクトが表示されている状態で、第１の前記ユ
ーザにより、第２の前記ユーザに対応する前記識別オブジェクトが選択され、かつ、前記
画面上の領域が指定された場合に、当該指定された領域を前記第１及び第２のユーザで共
有する共有領域に設定する共有領域設定ステップと、前記共有領域設定ステップで設定さ
れた共有領域において前記第１又は第２のユーザにより操作が行われた場合に、当該操作
を反映して表示される操作結果を前記第１及び第２のユーザ以外の前記ユーザに向けて表
示しないように制御する表示制御ステップと、を含む、共有設定による表示制御方法が提
供される。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、ネットワークに接続さ
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れた複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を１つのアプリケーション
上の操作として表示に反映させる機能と、前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた
操作を反映して前記実行画面に表示された操作結果とを対応付ける識別オブジェクトを表
示する識別オブジェクト表示機能と、第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応
する前記識別オブジェクトが選択され、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当
該指定された領域を前記第１及び第２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設
定機能と、前記共有領域設定機能により設定された共有領域において前記第１又は第２の
ユーザにより操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１
及び第２のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラムが提供される。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、上記プログラムが記録
されたコンピュータにより読み取り可能な記録媒体が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、複数のユーザにより共有されるアプリケーション
上に表示された操作結果が誰のものであるかを容易に把握できるようにすると共に、操作
結果の開示対象を簡易な操作で制限することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理システムのシステム構成例を示す説明図であ
る。
【図２】同実施形態に係る端末装置、及びサーバ装置の機能構成例を示す説明図である。
【図３Ａ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図３Ｂ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図４】同実施形態の表示方法に係る一連の処理フローを示す説明図である。
【図５】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である。
【図６Ａ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図６Ｂ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図７】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である。
【図８】同実施形態の表示方法に係る一連の処理フローを示す説明図である。
【図９】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である。
【図１０Ａ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１０Ｂ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１１】同実施形態の表示方法に係る一連の処理フローを示す説明図である。
【図１２Ａ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１２Ｂ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１２Ｃ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１２Ｄ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１３】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
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。
【図１４】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図１５】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図１６】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図１７】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図１８】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図である
。
【図１９Ａ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１９Ｂ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図１９Ｃ】同実施形態に係る共有アプリケーションの表示構成の一例を示す説明図であ
る。
【図２０】同実施形態に係る端末装置、サーバ装置の機能を実現することが可能な情報処
理装置のハードウェア構成例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２０】
　［説明の流れについて］
　ここで、以下に記載する本発明の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。
【００２１】
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係る情報処理システム１０のシステム構成に
ついて説明する。次いで、図２を参照しながら、情報処理システム１０を構成する端末装
置１００、及びサーバ装置２００の機能構成について説明する。
【００２２】
　次いで、図３Ａ、図３Ｂを参照しながら、本実施形態に係る共有アプリケーションの表
示構成、及びユーザと方向との対応付けについて説明する。この中で、本実施形態に係る
表示方法の表計算アプリケーションへの応用例が示される。また、図４を参照しながら、
図３Ａ、図３Ｂに示した表示構成を実現するための処理フローについて説明する。次いで
、図５、図６Ａ、図６Ｂ、図７を参照しながら、本実施形態に係る表示方法の画像共有ア
プリケーションへの応用について説明する。
【００２３】
　次いで、図８、図９、図１０Ａ、図１０Ｂを参照しながら、本実施形態に係る共有領域
の制限方法（２者）について説明する。ここではコンテンツの共有を２者に制限する方法
が例示される。次いで、図１１、図１２Ａ、図１２Ｂ、図１２Ｃ、図１２Ｄを参照しなが
ら、本実施形態に係る共有領域の制限方法（多者）について説明する。ここではコンテン
ツの共有を３者以上の一部ユーザに制限する方法が例示される。
【００２４】
　次いで、図１５、図１６、図１７を参照しながら、共有領域（全、２者、多者）へコン
テンツを移動した際の動作について説明する。また、図１８を参照しながら、共有領域間
でコンテンツを移動した際の動作について説明する。次いで、図１９Ａ、図１９Ｂ、図１
９Ｃを参照しながら、ユーザと方向とを対応付けるために表示される識別オブジェクトの
移動操作等について説明する。
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【００２５】
　次いで、図２０を参照しながら、本実施形態に係る端末装置、サーバ装置の機能を実現
することが可能な情報処理装置のハードウェア構成例について説明する。最後に、同実施
形態の技術的思想について纏め、当該技術的思想から得られる作用効果について簡単に説
明する。
【００２６】
　（説明項目）
　１：実施形態
　　　１－１：システム構成
　　　１－２：機能構成
　　　１－３：ユーザと方向との対応付けについて
　　　　　１－３－１：表示構成例（表計算アプリケーションへの応用）
　　　　　１－３－２：処理フロー
　　　　　１－３－３：表示構成例（画像共有アプリケーションへの応用）
　　　１－４：プライベート共有について
　　　　　１－４－１：２者プライベート共有の設定方法
　　　　　１－４－２：多者プライベート共有の設定方法
　　　　　１－４－３：共有領域へのコンテンツ移動
　　　１－５：識別オブジェクトの操作
　　　１－６：ハードウェア構成
　２：まとめ
【００２７】
　＜１：実施形態＞
　本発明の一実施形態について説明する。本実施形態は、共有アプリケーションの操作に
参加しているユーザと、共有アプリケーション上に表示される各ユーザの操作結果とを容
易に識別できるようにする表示方法に関する。また、本実施形態は、共有アプリケーショ
ン上に表示される操作結果の表示を特定のユーザだけに制限する方法に関する。特に、本
実施形態においては、画像や音楽等のコンテンツを共有する共有アプリケーションにおい
て、簡単な操作で一部のユーザに対するコンテンツの共有許可を管理することが可能なユ
ーザインターフェースの構成が提案される。
【００２８】
　［１－１：システム構成］
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係る情報処理システム１０のシステム構成に
ついて説明する。図１は、本実施形態に係る情報処理システム１０のシステム構成例を示
す説明図である。
【００２９】
　図１に示すように、情報処理システム１０は、主に、端末装置１００Ａ、１００Ｂと、
サーバ装置２００とにより構成される。端末装置１００Ａ、１００Ｂは、本実施形態の技
術的特徴に関する部分において実質的に同じ機能構成を有している。そのため、以下の説
明においては、端末装置１００Ａ、１００Ｂのことを単に端末装置１００と表現する場合
がある。また、図１には、２台の端末装置１００Ａ、１００Ｂが一例として記載されてい
るが、３台以上の端末装置１００が情報処理システム１０に含まれていてもよい。
【００３０】
　図１に示すように、端末装置１００Ａ、１００Ｂは、ネットワークを介してサーバ装置
２００に接続されている。但し、このネットワークは、インターネット等の広域ネットワ
ークであってもよいし、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の局所ネッ
トワークであってもよい。また、端末装置１００Ａ、１００Ｂは、共有アプリケーション
の実行画面を表示することが可能な情報処理端末である。
【００３１】
　なお、共有アプリケーションとしては、例えば、文書編集用アプリケーション、表計算
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アプリケーション、コンテンツ共有アプリケーション（例えば、画像、音楽、テキスト、
その他データの共有アプリケーション）等が考えられる。これら共有アプリケーションの
実行主体は、端末装置１００Ａ、１００Ｂ、サーバ装置２００のいずれでもよい。
【００３２】
　例えば、Ｗｅｂベースの共有アプリケーションの場合、サーバ装置２００により共有ア
プリケーションが実行され、その実行画面及び操作結果だけが端末装置１００Ａ、１００
Ｂに送信される。送信された実行画面及び操作結果の情報は、端末装置１００Ａ、１００
ＢのＷｅｂブラウザ上に表示される。また、各ユーザにより端末装置１００Ａ、１００Ｂ
を介して入力された操作内容は、サーバ装置２００に送信され、共有アプリケーションの
実行画面に操作結果として反映される。なお、Ｗｅｂベースの共有アプリケーションであ
っても、共有アプリケーションの一部動作に関する処理を端末装置１００Ａ、１００Ｂに
て実行することがある点に注意されたい。
【００３３】
　一方、共有アプリケーションを各端末装置１００Ａ、１００Ｂで実行し、各端末装置１
００Ａ、１００Ｂ上で各ユーザによって行われた操作内容を相互に交換することにより、
共有アプリケーション上の操作を共有する方法も考えられる。この方法を用いると、サー
バ装置２００を介さずに端末装置１００Ａ、１００Ｂのみでアプリケーションの共有を実
現することができる。例えば、ユーザにより端末装置１００Ａが操作されると、その操作
内容が端末装置１００Ｂに送信され、その操作内容に対する共有アプリケーションの実行
結果が端末装置１００Ｂにより生成され、生成された操作結果が画面上に反映される。こ
のような処理が端末装置１００Ａ、１００Ｂで相互に行われることにより、サーバ装置２
００を介さずにアプリケーションの共有が実現される。
【００３４】
　なお、以下では、説明の都合上、サーバ装置２００を介して実現される共有アプリケー
ションの機能を例に挙げて説明する。さて、共有アプリケーションを利用する場合、共有
アプリケーション上に表示される操作結果が誰のものかを識別する手段が必要になる。例
えば、図１に例示したように、共有アプリケーション上に表示される操作結果をユーザ毎
に色分けする方法が考えられる。しかし、ユーザ毎に色分けしたとしても、どのユーザが
、どの色に対応するのかを各ユーザが記憶しておく必要があり、ユーザの数が増えると、
各ユーザにかかる負担が非常に大きなものとなる。
【００３５】
　こうした問題に対し、画面上にユーザと色との対応関係を示すべく、共有アプリケーシ
ョンの実行画面上に色とユーザ名とを対応付けた補助情報を表示しておくことも考えられ
る。しかし、このような補助情報を表示すると、共有アプリケーションの実行画面上に確
保される作業領域が狭くなってしまう上、いちいち補助情報を参照していると作業効率が
低下してしまう。こうした理由から、補助情報を表示するにしても、最小限の補助情報で
各ユーザと各ユーザによる操作結果とをより確実に認識できるようにする方法が求められ
ている。そこで、本件発明者は、各ユーザを「方向」に対応付け、操作結果と各ユーザと
を容易に識別できるようにする表示方法を考案した。
【００３６】
　以下、本実施形態に係る表示方法について詳細に説明する。
【００３７】
　［１－２：機能構成］
　まず、図２を参照しながら、本実施形態に係る表示方法を実現することが可能な端末装
置１００、及びサーバ装置２００の機能構成について説明する。図２は、本実施形態に係
る端末装置１００、及びサーバ装置２００の機能構成例を示す説明図である。
【００３８】
　（端末装置１００）
　まず、端末装置１００の機能構成について説明する。
【００３９】
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　図２に示すように、端末装置１００は、主に、入力デバイス１０２と、通信部１０４と
、表示処理部１０６と、表示部１０８とにより構成される。なお、入力デバイス１０２は
、例えば、キーボード、マウス、トラックボール、テンキーパッド、タッチパネル、タッ
チパッド、ジョグダイヤル、各種ボタン等である。但し、以下の説明では、入力デバイス
１０２がタッチパネルであるものとして説明する。また、表示部１０８は、例えば、ＬＣ
Ｄ、ＯＥＬＤ、ＰＤＰ等のディスプレイデバイスである。
【００４０】
　ユーザにより入力デバイス１０２が操作されると、その操作内容を示す信号（以下、操
作信号）は、通信部１０４、表示処理部１０６に入力される。例えば、共有アプリケーシ
ョンに対する操作が行われた場合、入力デバイス１０２から通信部１０４に入力された操
作信号は、通信部１０４により、ネットワークを介してサーバ装置２００に送信される。
このとき、サーバ装置２００には、操作信号と共に端末装置１００のユーザを特定するた
めの情報（以下、ユーザ情報）が送信される。なお、ユーザ情報は、共有アプリケーショ
ン上で個々のユーザを特定することが可能なユーザＩＤであってもよいし、個々の端末装
置１００を特定することが可能なアドレス情報や機器情報（例えば、ＩＰアドレスやＭＡ
Ｃアドレス等）であってもよい。
【００４１】
　また、入力デバイス１０２から表示処理部１０６に操作信号が入力されると、表示処理
部１０６は、操作信号に応じて共有アプリケーションの動作を制御する。例えば、文字編
集用の共有アプリケーションに対して文字入力が行われた場合、表示処理部１０６は、文
字入力操作を示す操作信号に応じて、表示部１０８に表示された共有アプリケーションの
実行画面に文字を表示させる。なお、Ｗｅｂベースの共有アプリケーションである場合、
表示処理部１０６は、Ｗｅｂブラウザを起動し、その起動画面を表示部１０８に表示させ
る。さらに、表示処理部１０６は、Ｗｅｂブラウザ上に共有アプリケーションの実行画面
を表示させる。
【００４２】
　また、他の端末装置１００により共有アプリケーションに対する操作が行われると、サ
ーバ装置２００を介して他ユーザの操作信号が送信され、通信部１０４により受信される
。このとき、通信部１０４は、他ユーザの操作信号と共に、その操作信号に対応する他ユ
ーザのユーザ情報を受信する。そして、通信部１０４により受信された他ユーザの操作信
号及びユーザ情報は、表示処理部１０６に入力される。他ユーザの操作信号及びユーザ情
報が入力されると、表示処理部１０６は、他ユーザの操作信号に応じて共有アプリケーシ
ョンの実行画面上に操作結果を表示する。さらに、表示処理部１０６は、入力されたユー
ザ情報により特定される他ユーザの識別オブジェクトを表示する。
【００４３】
　そして、表示処理部１０６は、表示した他ユーザの操作結果と識別オブジェクトとの対
応関係を共有アプリケーションの実行画面に明示する。なお、上記の識別オブジェクトの
構成、及び対応関係の明示方法等については後段において具体例を挙げながら詳述する。
このようにして表示部１０８に表示された共有アプリケーションに自ユーザ及び他ユーザ
の操作内容が反映される。
【００４４】
　（サーバ装置２００）
　次に、サーバ装置２００の機能構成について説明する。
【００４５】
　図２に示すように、サーバ装置２００は、主に、通信部２０２と、ユーザ管理部２０４
と、ユーザデータベース２０６と、表示情報提供部２０８と、プライベートユーザ管理部
２１０と、プライベートユーザデータベース２１２とにより構成される。
【００４６】
　上記の通り、ユーザにより共有アプリケーションに対する操作が行われると、端末装置
１００からサーバ装置２００に操作信号が送信される。端末装置１００から送信された操
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作信号は、通信部２０２により受信される。このとき、通信部２０２は、操作信号と共に
端末装置１００のユーザ情報を受信する。通信部２０２により受信されたユーザ情報は、
ユーザ管理部２０４に入力される。また、通信部２０２により受信された操作信号は、表
示情報提供部２０８、及びプライベートユーザ管理部２０４に入力される。
【００４７】
　ユーザ情報が入力されると、ユーザ管理部２０４は、入力されたユーザ情報に基づいて
ユーザを特定する。このとき、ユーザ管理部２０４は、ユーザデータベース２０６を参照
し、入力されたユーザ情報が、共有アプリケーションを利用可能な登録ユーザのユーザ情
報であるか否かを確認する。登録ユーザのユーザ情報でない場合、ユーザ管理部２０４は
、通信部２０２を介してユーザ情報の送信元にエラー情報を送信する。一方、登録ユーザ
のユーザ情報である場合、ユーザ管理部２０４は、入力されたユーザ情報に対応するユー
ザＩＤを表示情報提供部２０８、プライベートユーザ管理部２１０に入力する。
【００４８】
　上記の通り、表示情報提供部２０８には、操作信号及びユーザＩＤが入力される。操作
信号及びユーザＩＤが入力されると、表示情報提供部２０８は、入力されたユーザＩＤに
対応する識別オブジェクトの表示方法を示す情報（以下、表示情報）、操作信号、及びユ
ーザＩＤを通信部２０２に入力する。表示情報、操作信号、及びユーザＩＤが入力される
と、通信部２０２は、操作信号の送信元とは異なる他ユーザの端末装置１００に向け、入
力された表示情報、操作信号、及びユーザＩＤを送信する。なお、表示情報に示された識
別オブジェクトの表示方法については後段において具体例を参照しながら詳述する。
【００４９】
　さて、本実施形態に係る情報処理システム１０は、共有アプリケーションを利用可能な
全てのユーザ間で操作結果を共有するのではなく、操作結果の表示を一部のユーザ（以下
、プライベート共有ユーザ）だけに制限する機能を有している。この機能は、プライベー
トユーザ管理部２１０により実現される。上記の通り、プライベートユーザ管理部２１０
には、通信部２０２から操作信号が入力される。操作信号が入力されると、プライベート
ユーザ管理部２１０は、入力された操作信号の内容がプライベート共有ユーザを対象とし
たものか否かを判断する。
【００５０】
　プライベート共有ユーザを対象としたものでない場合、プライベートユーザ管理部２１
０は、プライベート共有ユーザを対象とした操作でない旨を表示情報提供部２０８に通知
する。一方、プライベート共有ユーザを対象としたものである場合、プライベートユーザ
管理部２１０は、プライベートユーザデータベース２１２を参照し、ユーザ管理部２０４
から入力されたユーザＩＤのユーザが属するプライベート共有ユーザのグループを特定す
る。プライベートユーザデータベース２１２には、設定されているプライベート共有ユー
ザのグループと、そのグループに属するユーザのユーザＩＤとが対応付けて格納されてい
る。そこで、プライベートユーザ管理部２１０は、特定したグループに属する全てのユー
ザＩＤ（以下、プライベート共有ユーザＩＤ）を読み出し、読み出したプライベート共有
ユーザＩＤを表示情報提供部２０８に入力する。
【００５１】
　プライベート共有ユーザＩＤが入力された場合、表示情報提供部２０８は、表示情報、
操作信号、及びユーザＩＤと共に、プライベート共有ユーザＩＤを通信部２０２に入力し
、送信先をプライベート共有ユーザＩＤに対応するユーザの端末装置１００に制限する。
このような構成にすることにより、あるユーザが共有アプリケーション上の操作結果を一
部のユーザだけにしか開示したくない場合に、開示対象となるユーザを制限することがで
きる。なお、プライベート共有ユーザの設定方法、プライベート共有ユーザに対する操作
結果の開示方法等については後段において具体例を交えながら詳述する。
【００５２】
　以上、本実施形態に係る情報処理システム１０に含まれる端末装置１００、及びサーバ
装置２００の機能構成について説明した。これまでは、主に、共有アプリケーションに対
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するユーザ操作が行われた場合に動作する各構成要素の機能について説明した。以下では
、端末装置１００の表示部１０８に表示される共有アプリケーションの動作、及び識別オ
ブジェクトの表示方法について詳細に説明する。また、プライベート共有ユーザの設定方
法について詳細に説明する。これらの方法は、端末装置１００に設けられた表示処理部１
０６、サーバ装置２００に設けられた表示情報提供部２０８、プライベートユーザ管理部
２１０等により実現される。
【００５３】
　［１－３：ユーザと方向との対応付けについて］
　以下、図３Ａ～図７を参照しながら、共有アプリケーションに対する操作結果と、操作
者である各ユーザとを対応付ける識別オブジェクトの表示方法について説明する。ここで
説明する表示方法は、ユーザを「方向」に対応付ける点に特徴がある。
【００５４】
　（１－３－１：表示構成例（表計算アプリケーションへの応用））
　まず、図３Ａ、図３Ｂを参照する。図３Ａ、図３Ｂには、複数のユーザ（自ユーザ、ｙ
ａｍａｄａ、ｔａｎａｋａ、ｓｕｚｕｋｉ）で共有された表計算アプリケーションを操作
する例が示されている。なお、ここで言う自ユーザとは、図３Ａ、図３Ｂに示す共有アプ
リケーションの実行画面が表示部１０８に表示された端末装置１００を利用しているユー
ザのことを意味する。
【００５５】
　図３Ａの例では、識別オブジェクトとして、各ユーザを示すバーが共有アプリケーショ
ンの上辺（ｙａｍａｄａ）、左側辺（ｔａｎａｋａ）、右側辺（ｓｕｚｕｋｉ）に表示さ
れている。また、これらバーの近傍には、各ユーザのユーザ名が表示されている。さらに
、これらバーには、ユーザ固有の色彩（図中では異なるハッチング）が施されている。こ
のように、本実施形態に係る共有アプリケーションにおいては、各ユーザが「上」「左」
「右」という「方向」に対応付けられている。このような識別オブジェクトが表示された
状態で各ユーザにより操作が行われると、図３Ｂに示したように、識別オブジェクトと操
作結果との間の対応関係が明示される。
【００５６】
　図３Ｂの例では、各ユーザにより表の中に「○」「×」が書き込まれている。このよう
な操作が行われると、その操作結果と識別オブジェクトとがラインで接続され、操作結果
と識別オブジェクトとの間の対応関係が明示される。上記の通り、識別オブジェクトが各
ユーザに固有の方向に対応付けられている。そのため、ラインが伸びてくる方向を認識す
ることにより操作者を容易に識別することができるのである。なお、操作が完了した時点
でラインが非表示になるように構成されていてもよい。また、操作結果が識別オブジェク
トと同じ色彩で表示されるように構成されていてもよい。
【００５７】
　以上、本実施形態に係る識別オブジェクトの表示方法の一例について説明した。なお、
上記ラインも識別オブジェクトの一例である。
【００５８】
　（１－３－２：処理フロー）
　次に、図４を参照しながら、図３Ａ、図３Ｂに例示した表示構成を実現するための処理
フローについて説明する。図４は、図３Ａ、図３Ｂに例示した表示構成を実現するための
処理フローを示した説明図である。
【００５９】
　まず、他ユーザにより文字入力が行われる（ステップＳ１０２）。例えば、他ユーザの
端末装置１００において文字入力が行われ、その文字入力を示す操作信号がサーバ装置２
００を介して自ユーザの端末装置１００に入力される。また、サーバ装置２００から自ユ
ーザの端末装置１００に対し、操作者である他ユーザのユーザＩＤが入力される。次いで
、入力ユーザの識別が行われる（ステップＳ１０４）。例えば、サーバ装置２００から自
ユーザの端末装置１００に入力されたユーザＩＤに基づいて入力ユーザが識別される。次
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いで、端末装置１００は、各ユーザの文字入力（操作結果）をユーザ固有の方向に対応付
けて表示する（ステップＳ１０６）。このとき、端末装置１００は、表示部１０８に識別
オブジェクトを表示すると共に、識別オブジェクトと操作結果とを接続するラインを表示
する。
【００６０】
　以上、本実施形態に係る識別オブジェクトの表示方法における処理フローについて説明
した。なお、上記各ステップの処理主体は適宜変更可能である。
【００６１】
　（１－３－３：表示構成例（画像共有アプリケーションへの応用））
　次に、図５、図６Ａ、図６Ｂ、図７を参照しながら、本実施形態に係る識別オブジェク
トの表示方法を画像共有アプリケーションへと適用した応用例について説明する。
【００６２】
　まず、図５を参照する。図５には、画像共有アプリケーションの表示構成例が示されて
いる。この画像共有アプリケーションの実行画面は、共有領域ＳＡと、ローカル領域ＬＡ
とに分かれている。共有領域ＳＡは、画像データを共有に供するための領域である。一方
、ローカル領域ＬＡは、非共有状態にある画像データが表示される領域である。例えば、
ローカル領域ＬＡにある画像データの表示オブジェクト（例えば、縮小画像やサムネイル
等）を共有領域ＳＡに移動すると、移動された表示オブジェクトに対応する画像データが
画像共有アプリケーションを共有しているユーザ間で共有される。
【００６３】
　図５の例では、ユーザＡ（自ユーザ）、ユーザＢ、Ｃ、Ｄが画像共有アプリケーション
を共有しているため、ユーザＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで画像データが共有される。このような共有
操作は、図６Ａのようにして行われる。図６Ａに示す画像共有アプリケーションの実行画
面は、ユーザＡの端末装置１００のものである。例えば、表示オブジェクトＯｂｊ４に対
応する画像データを共有する場合、ユーザＡは、ローカル領域ＬＡにある表示オブジェク
トＯｂｊ４を共有領域ＳＡにドラッグする。このドラッグ操作が完了すると、この画像デ
ータがユーザＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ間で共有のものとなる。
【００６４】
　共有状態になると、例えば、ユーザＢが操作する端末装置１００の画面上に表示された
画像共有アプリケーションの共有領域ＳＡには、図６Ｂに示すように、ユーザＡにより共
有に供された画像データが表示される。このとき、画像データは、まず、画像共有アプリ
ケーションに表示されたユーザＡの識別オブジェクトの位置に表示される。そして、その
識別オブジェクトの位置に表示された画像データは、ユーザＡにより移動された画像デー
タの位置に移動する。また、ユーザＡの識別オブジェクトと、画像データの表示オブジェ
クトとはラインで接続され、それらの対応関係が明示される。
【００６５】
　このような表示構成にすることにより、ユーザＡと操作結果との対応関係をユーザＢが
容易に認識することができるようになる。なお、ユーザＣ、Ｄに対してもユーザＢと同様
に画像データの表示オブジェクトが表示されるため、ユーザＣ、ＤもユーザＡの操作を容
易に識別することができるようになる。また、複数のユーザが画像データを共有に供した
場合、図７に示すように、複数の画像データの表示オブジェクトが、それぞれ対応する識
別オブジェクトの位置に表示され、それぞれ適当な位置に移動する。図７の例では、ユー
ザＡ、Ｃにより共有に供された画像データが、ユーザＡ、Ｃの識別オブジェクトの位置に
表示され、それぞれ適当な位置に移動している。
【００６６】
　また、画像共有アプリケーションの場合、共有された各画像データの表示オブジェクト
に各識別オブジェクトと同じ色彩の枠を表示するように構成されていてもよい。このよう
な構成にすると、各画像データをローカル領域ＬＡに保持しているユーザを容易に識別す
ることができるようになる。なお、ラインの色彩を識別オブジェクトの色彩に合わせるよ
うに構成されていてもよい。
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【００６７】
　以上、画像共有アプリケーションへの応用について説明した。上記の通り、各ユーザに
固有の方向に表示された識別オブジェクトと画像データとの対応関係を明示することによ
り、共有している画像データをローカル領域ＬＡに保持しているユーザを他のユーザが容
易に識別できるようになる。また、共有に供された画像データを識別オブジェクトの位置
から移動させることにより、画像データの共有操作が行われたタイミング、及び共有操作
を行ったユーザを容易に認識することができるようになる。その結果、突然、誰が共有し
たのか分からない画像データの表示オブジェクトが現れて違和感を覚えるような機会を減
少させることができる。
【００６８】
　なお、上記説明においては、画像共有アプリケーションを例に挙げたが、画像データに
代えて、音楽データやテキストデータ等のコンテンツに表示オブジェクトを対応付けるこ
とにより、上記構成を他の共有アプリケーションに適用することもできる。このような変
形についても、本実施形態の技術的範囲に含まれる点に注意されたい。
【００６９】
　［１－４：プライベート共有について］
　さて、これまでは、共有アプリケーションを共有利用している全てのユーザでコンテン
ツを共有する構成について説明してきた。しかし、一部のユーザ（プライベート共有ユー
ザ）との間でのみ共有したいコンテンツも存在する。また、プライベート共有ユーザの構
成をコンテンツ毎に変更したい場合もある。こうした場合に、いちいち共有アプリケーシ
ョンを起動しなおしたり、プライベート共有ユーザの共有設定を変更したりするのは非常
に手間がかかる。そこで、本件発明者は、簡単な操作でプライベート共有ユーザを設定／
変更する方法、及びその設定／変更を容易にするユーザインターフェースを考案した。以
下、この方法及びユーザインターフェースについて説明する。
【００７０】
　（１－４－１：２者プライベート共有の設定方法）
　まず、図８、図９、図１０Ａ、図１０Ｂを参照しながら、２者（ユーザＡ、Ｂ）による
プライベート共有の設定方法について説明する。なお、ここで言うプライベート共有とは
、共有アプリケーションに参加している全てのユーザではなく、一部のユーザによりコン
テンツ（又は操作結果の表示）を共有することを意味する。
【００７１】
　ユーザＡ、Ｂによるプライベート共有の設定操作は、例えば、図８に示した３ステップ
の操作で実現される。まず、ユーザＡにより共有要請が行われる（ステップＳ１３２）。
ステップＳ１３２の共有要請は、例えば、図９に示すように、プライベート共有ユーザに
指定するユーザの識別オブジェクトを共有領域ＳＡの内側に向かってドラッグすることで
行われる。図９の例では、ユーザＡからユーザＢに向けてプライベート共有の共有要請が
行われている。このようなドラッグ操作が行われると、ユーザＡの端末装置１００から、
ユーザＢの端末装置１００に向けてプライベート共有要請が通知される。
【００７２】
　プライベート共有要請が通知されると、ユーザＢの端末装置１００に表示された共有ア
プリケーションには、図１０Ａに示すように、共有要請の受諾又は拒否を選択するための
表示オブジェクトが表示される。このとき、ユーザＢの端末装置１００に表示された共有
アプリケーションには、その表示オブジェクト及びプライベート共有領域の表示がユーザ
Ａの識別オブジェクトに対応付けて表示される。ここで、ユーザＢにより共有要請が受諾
されると（ステップＳ１３４）、図１０Ｂに示すように、プライベート共有領域の表示が
確定される（ステップＳ１３６）。
【００７３】
　上記のプライベート共有領域が設定されると、プライベート共有領域に対する操作の結
果は、プライベート共有ユーザにしか表示されない。例えば、図１０Ｂの例では、ユーザ
Ａがコンテンツの表示オブジェクトをプライベート共有領域に移動させた場合、ユーザＣ
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、Ｄの端末装置１００には、そのコンテンツの表示オブジェクトが表示されない。このよ
うに、プライベート共有領域を設定することにより、プライベート共有ユーザとの間での
みコンテンツを共有することが可能になる。このように、本実施形態の構成を適用するこ
とにより、簡単な操作で共有者を制限することができるようになる。
【００７４】
　（１－４－２：多者プライベート共有の設定方法）
　さて、上記プライベート共有領域の設定方法は、２者間におけるプライベート共有の設
定であった。ここでは、図１１、図１２Ａ～図１２Ｄを参照しながら、３者以上のユーザ
（例えば、ユーザＡ、Ｂ、Ｄ）間でプライベート共有を設定する方法について説明する。
【００７５】
　ユーザＡ、Ｂ、Ｄによるプライベート共有の設定操作は、例えば、図１１に示した３ス
テップの操作で実現される。但し、図１２Ａに示すように、ユーザＡ、Ｂのプライベート
共有領域、及びユーザＡ、Ｄのプライベート共有領域が既に設定されているものとする。
まず、ユーザＡによりユーザＢ、Ｄへの共有要請が行われる（ステップＳ１５２）。ステ
ップＳ１５２の共有要請は、図１２Ｂに示すように、ユーザＡ、Ｂのプライベート共有領
域と、ユーザＡ、Ｄのプライベート共有領域が重なるように、例えば、ユーザＡ、Ｄのプ
ライベート共有領域を拡大又は移動することにより行われる。
【００７６】
　このようにしてプライベート領域同士が重なり合うと、ユーザＡの端末装置１００から
、ユーザＢ、Ｄの端末装置１００に向けてプライベート共有要請が通知される。そして、
図１２Ｃに示すように、ユーザＡ、Ｂ、Ｄの３者におけるプライベート共有の許諾が求め
られる。このとき、ユーザＢの端末装置１００に表示される共有アプリケーションにおい
て、プライベート共有の許諾を求めるための表示オブジェクトは、ユーザＡ、Ｄに対応す
る識別オブジェクトに対応付けて表示される。ユーザＤの端末装置１００に表示される共
有アプリケーションにおいても同様である。
【００７７】
　ここで、ユーザＢ、Ｄによりプライベート共有の受諾が得られると（ステップＳ１５４
）、図１２Ｄに示すように、ユーザＡ、Ｂ、Ｄのプライベート共有領域が設定され、共有
アプリケーション上に表示される（ステップＳ１５６）。なお、図１２Ｄの例では、ユー
ザＡ、Ｂの２者プライベート共有領域、及びユーザＡ、Ｄの２者プライベート共有領域が
全てユーザＡ、Ｂ、Ｄの３者プライベート共有領域に設定されている。但し、ユーザＡ、
Ｂの２者プライベート共有領域、及びユーザＡ、Ｄの２者プライベート共有領域の一部を
それぞれ残したまま、重なり部分だけをユーザＡ、Ｂ、Ｄの３者プライベート共有領域に
設定するように構成されていてもよい。
【００７８】
　このような構成にすることにより、直感的な操作によりプライベート共有領域を設定す
ることが可能になる。なお、プライベート共有領域の設定情報は、サーバ装置２００のプ
ライベートユーザデータベース２１２に格納される。
【００７９】
　（プライベート設定の解除）
　さて、プライベート共有の解除は、図１３のように、プライベート共有領域を識別オブ
ジェクトの近傍まで縮小することにより実現される。図１３に示すように、プライベート
共有領域を所定のサイズまで縮小すると、プライベート共有の解除を促す表示オブジェク
トが表示される。ここで、プライベート共有の解除を許諾すると、プライベート共有が解
除され、プライベート共有領域の表示が消滅する。図１３の例では、ユーザＡにより、ユ
ーザＡ、Ｄのプライベート共有が解除されている。この場合、ユーザＡの端末装置１００
からプライベート共有を解除する旨の通知がユーザＤの端末装置１００に送信される。そ
して、ユーザＤの端末装置１００において画面上にプライベート共有を解除する旨が表示
され、プライベート共有領域の表示が消滅する。また、サーバ装置２００のプライベート
ユーザデータベース２１２に格納されていたユーザＡ、Ｄのプライベート共有を示す情報
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が削除される。３者以上のプライベート共有についても同様に解除される。
【００８０】
　（縮小時の他ユーザ操作通知）
　上記の通り、プライベート共有領域は拡大したり、縮小したりすることができる。しか
し、縮小したプライベート共有領域のサイズがコンテンツの表示オブジェクトよりも小さ
い場合、他ユーザの操作が表示されなくなることがある。そこで、図１４に示すように、
プライベート共有領域が小さい場合に他ユーザによりプライベート共有領域への操作が行
われると、プライベート共有領域又は識別オブジェクトが振動するように構成する。この
ような構成にすると、プライベート共有領域のサイズに関わらず、他ユーザの操作タイミ
ングを認識することができるようになる。なお、振動に代えて、色彩の周期的な変化、周
期的な変形、自動拡大等の処理が行われてもよい。
【００８１】
　（１－４－３：共有領域へのコンテンツ移動）
　ここまでプライベート共有領域の設定方法について説明してきた。ここでは、図１５～
図１８を参照しながら、共有領域、２者プライベート共有領域、多者プライベート共有領
域に対するコンテンツの移動操作について具体的に説明する。
【００８２】
　（共有領域への移動）
　まず、図１５を参照する。図１５には、共有アプリケーションの共有利用者全員でコン
テンツを共有するための共有領域ＳＡに対するコンテンツの移動操作が示されている。図
１５の例では、ユーザＡがコンテンツの表示オブジェクトを共有領域ＳＡに移動する操作
を行っている。また、この例では、ユーザＢ、Ｃ、Ｄが共有アプリケーションの共有利用
に参加している。この場合、ユーザＡによりコンテンツの表示オブジェクトが共有領域Ｓ
Ａにドラッグされると、ユーザＢ、Ｃ、Ｄの共有領域ＳＡには、コンテンツの表示オブジ
ェクトが表示される。このとき、ユーザＢ、Ｃ、Ｄの共有領域ＳＡに表示された表示オブ
ジェクトは、ラインによりユーザＡの識別オブジェクトに対応付けて表示される。
【００８３】
　（２者プライベート共有領域への移動）
　次に、図１６を参照する。図１６には、ユーザＡにより、ユーザＡ、Ｂのプライベート
共有領域へとコンテンツの表示オブジェクトを移動する操作が示されている。図１６に示
すように、ユーザＡ、Ｂのプライベート共有領域にコンテンツの表示オブジェクトがドラ
ッグされると、ユーザＢの端末装置１００においては、共有アプリケーションに設定され
たプライベート共有領域に表示オブジェクトが表示される。しかし、ユーザＣ、Ｄの端末
装置１００においては、共有アプリケーションの共有領域ＳＡに表示オブジェクトが表示
されることはない。このように、プライベート共有領域が設定されていると、選択的にコ
ンテンツを開示することが可能になる。
【００８４】
　（多者プライベート共有領域への移動）
　次に、図１７を参照する。図１７には、ユーザＡにより、ユーザＡ、Ｂ、Ｄのプライベ
ート共有領域へとコンテンツの表示オブジェクトを移動する操作が示されている。図１７
に示すように、ユーザＡ、Ｂ、Ｄのプライベート共有領域にコンテンツの表示オブジェク
トがドラッグされると、ユーザＢ、Ｄの端末装置１００においては、共有アプリケーショ
ンに設定されたプライベート共有領域に表示オブジェクトが表示される。しかし、ユーザ
Ｃの端末装置１００においては、共有アプリケーションの共有領域ＳＡに表示オブジェク
トが表示されることはない。このように、プライベート共有領域が設定されていると、選
択的にコンテンツを開示することが可能になる。
【００８５】
　（プライベート共有領域間における移動）
　次に、図１８を参照する。図１８には、ユーザＡにより、ユーザＡ、Ｄのプライベート
共有領域から、ユーザＡ、Ｂのプライベート共有領域へとコンテンツの表示オブジェクト
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を移動する操作が示されている。ユーザＡ、Ｄのプライベート共有領域に表示オブジェク
トが示されている間、ユーザＤの端末装置１００においては、共有アプリケーションのプ
ライベート共有領域に表示オブジェクトが表示されている。
【００８６】
　しかし、表示オブジェクトがユーザＡ、Ｂのプライベート共有領域に移動されると、ユ
ーザＤの端末装置１００においては、共有アプリケーションのプライベート共有領域に表
示されていた表示オブジェクトが消滅する。但し、表示オブジェクトが消滅されず、コピ
ーされるように構成することも可能である。このような構成はユーザによる設定により実
現されるものとしてもよい。一方、ユーザＢの端末装置１００においては、共有アプリケ
ーションのプライベート共有領域に表示オブジェクトが表示される。このように、プライ
ベート共有領域間でもコンテンツの表示オブジェクトを移動させることができる。
【００８７】
　以上、プライベート共有について説明した。上記のように、直感的かつ簡易な操作によ
りプライベート共有を設定することが可能になる。また、プライベート共有ユーザとの間
でコンテンツを共有したり、プライベート共有の範囲を変更したり、プライベート共有を
解消したりする処理も直感的かつ簡易な操作により実現される。
【００８８】
　［１－５：識別オブジェクトの操作］
　次に、図１９Ａ～図１９Ｃを参照しながら、識別オブジェクトに対する操作について説
明する。図１９Ａは、識別オブジェクトの移動操作の一例を示す。図１９Ｂは、プライベ
ート共有領域の移動操作の一例を示す。図１９Ｃは、識別オブジェクトに対する操作をリ
スト表示する構成を示す。
【００８９】
　上記の通り、識別オブジェクトは、ユーザ固有の位置に表示されることが好ましい。し
かし、識別オブジェクトの並び順や表示位置を変更したい場合もある。そこで、並び順や
表示位置の変更を希望するユーザに対しては、図１９Ａに示すように、識別オブジェクト
をドラッグ操作することにより変更可能なように構成してもよい。なお、識別オブジェク
トの移動操作が行われた後、ユーザに視認しやすいよう、図１９Ａに示すように、並び順
を維持したまま自動的に表示位置が調整されるように構成されている方が好ましい。
【００９０】
　また、プライベート共有ユーザを変更したい場合もある。この場合、既に設定されてい
るプライベート共有を解消し、新たにプライベート共有を設定するには、解消ステップと
設定ステップとで２ステップの操作が必要になる。そこで、図１９Ｂに示すように、既存
のプライベート共有領域を移動させ、新たにプライベート共有したいユーザの識別オブジ
ェクトの位置まで移動させることにより、そのユーザとプライベート共有できるように構
成する。なお、図１９Ｂに示すように、新たにプライベート共有したいユーザの識別オブ
ジェクトの位置で下方向に移動させることでプライベート共有の変更が確定するようにし
てもよい。このような構成にすることにより、１ステップの操作でプライベート共有の変
更設定が実現される。
【００９１】
　また、識別オブジェクトに対する操作として、上記の移動操作とプライベート共有操作
とが用意されている場合、図１９Ｃに示すように、ユーザが識別オブジェクトにタッチし
た際、いずれの操作を行うかを選択するためのリストが表示されるようにする。このよう
にリスト表示にすることによってユーザが確実に所望の操作を行うことができるようにな
る。
【００９２】
　以上、識別オブジェクトに対する操作について説明した。
【００９３】
　［１－６：ハードウェア構成］
　次に、図２０を参照しながら、端末装置１００、サーバ装置２００のハードウェア構成
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例について簡単に説明する。
【００９４】
　上記の端末装置１００、サーバ装置２００が有する各構成要素の機能は、例えば、図２
０に示す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実現することが可能である。つまり、
上記各構成要素の機能は、コンピュータプログラムを用いて図２０に示すハードウェアを
制御することにより実現される。なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、
パーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機、又は
種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のＰＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄ
ｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【００９５】
　図２０に示すように、このハードウェアは、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０４と、
ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、このハー
ドウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出力部９
１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６と、を
有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略
である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。そして
、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【００９６】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【００９７】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラが用いられることもある。
【００９８】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【００９９】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【０１００】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
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ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【０１０１】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【０１０２】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信
部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続されたネットワー
クにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、
放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そ
して、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【０１０３】
　＜２：まとめ＞
　最後に、本発明の実施形態に係る技術内容について簡単に纏める。ここで述べる技術内
容は、例えば、ＰＣ、携帯電話、携帯ゲーム機、携帯情報端末、情報家電、カーナビゲー
ションシステム等、種々の情報処理装置に対して適用することができる。
【０１０４】
　上記装置の機能構成は次のように表現することができる。当該端末装置は、ネットワー
クに接続された複数の端末装置を介して複数のユーザにより行われた操作を１つのアプリ
ケーション上の操作として表示に反映させる共有アプリケーションの実行画面を画面上に
表示させる共有アプリケーション表示部を備える。このように、当該端末装置は、共有ア
プリケーションの実行画面をユーザに提示する機能を有する。また、ここで言う共有アプ
リケーションは、ネットワークを介して接続された複数の端末装置による他ユーザの入力
が反映される種類のものである。例えば、上記の表計算アプリケーション、画像共有アプ
リケーション、その他コンテンツ共有アプリケーション等は、当該共有アプリケーション
の一例である。
【０１０５】
　但し、前記共有アプリケーションは、前記各ユーザと、当該各ユーザにより行われた操
作を反映して前記実行画面に表示された操作結果とを対応付ける識別オブジェクトを表示
する識別オブジェクト表示機能と、第１の前記ユーザにより、第２の前記ユーザに対応す
る前記識別オブジェクトが選択され、かつ、前記画面上の領域が指定された場合に、当該
指定された領域を前記第１及び第２のユーザで共有する共有領域に設定する共有領域設定
機能と、前記共有領域設定機能により設定された共有領域において前記第１又は第２のユ
ーザにより操作が行われた場合に、当該操作を反映して表示される操作結果を前記第１及
び第２のユーザ以外の前記ユーザに向けて表示しないように制御する表示制御機能とを有
する。このように、当該共有アプリケーションは、識別オブジェクトを表示する機能と、
プライベート共有領域を設定する機能とを有している。そのため、当該共有アプリケーシ
ョンを利用するユーザは、直感的かつ簡易な操作で操作結果の表示対象ユーザを管理する
ことができるようになる。
【０１０６】
　（備考）
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　上記の表示処理部１０６は、共有アプリケーション表示部の一例である。また、上記の
表示処理部１０６又は上記の表示情報提供部２０８により共有アプリケーションが実行さ
れることにより実現される機能は、識別オブジェクト表示機能の一例である。また、上記
の表示処理部１０６、又は、上記の表示情報提供部２０８、ユーザ管理部２０４、プライ
ベートユーザ管理部２１０により共有アプリケーションが実行されることにより実現され
る機能は、共有領域設定機能の一例である。また、上記の表示処理部１０６、又は、上記
の表示情報提供部２０８、プライベートユーザ管理部２１０、通信部２０２により共有ア
プリケーションが実行されることにより実現される機能は、表示制御機能の一例である。
また、上記の表示処理部１０６は、共有アプリケーション実行部の一例である。また、上
記の表示情報提供部２０８は、情報提供部の一例である。
【０１０７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１０８】
　上記実施形態の説明においては、端末装置１００Ａ、１００Ｂ、及びサーバ装置２００
により構成される情報処理システム１０を想定していた。しかし、サーバ装置２００が有
する機能を端末装置１００Ａ、１００Ｂのいずれか一方又は両方が担うことにより、端末
装置１００Ａ、１００Ｂのみにより情報処理システム１０を構成することも可能である。
この場合、端末装置１００Ａ、１００Ｂはネットワークケーブル又は無線ネットワークに
よりアドホックに接続されていてもよい。また、端末装置１００の台数は３台以上であっ
てもよい。さらに、異なる種類の端末装置１００が情報処理システム１０に混在していて
もよい。そして、サーバ装置２００が複数台設けられていてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　　情報処理システム
　１００、１００Ａ、１００Ｂ　　端末装置
　１０２　　入力デバイス
　１０４　　通信部
　１０６　　表示処理部
　１０８　　表示部
　２００　　サーバ装置
　２０２　　通信部
　２０４　　ユーザ管理部
　２０６　　ユーザデータベース
　２０８　　表示情報提供部
　２１０　　プライベートユーザ管理部
　２１２　　プライベートユーザデータベース
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