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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコンピュータと、電子会議制御装置を含
む電子会議システムであって、
　前記各会議サーバコンピュータは、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されている画面イ
メージに書き込まれた情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記
複数の会議サーバコンピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示し
ている表示装置を接続した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュー
タに接続された表示装置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバコンピュー
タと連係動作する手段と、
　接続した前記表示装置に表示されている画面イメージの部分に基づき生成された描画オ
ブジェクトに対して入力指定された属性情報を取得する属性取得手段と、
　前記表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理する画面データ処理制御手
段と、
　前記属性取得手段が取得した描画オブジェクトに対する属性情報を電子会議制御装置へ
送信する属性情報送信手段と、
　を有し、
　前記電子会議制御装置は、
　前記各表示装置に共通して表示される画面データに関する情報を管理する画面データ管
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理手段と、
　前記画面データ管理手段により管理された画面データが前記各表示装置に共通して表示
されたときの画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領
域に含まれる画面イメージ部分に基づき前記描画オブジェクトを生成するとともに、生成
した描画オブジェクトの情報を管理する描画オブジェクト管理手段と、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータの前記属性情報送信手段より送信された描画オ
ブジェクトに対する属性情報を受け付ける属性指定処理手段と、
　前記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情
報が入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通
知する属性通知処理手段と、
　を有し、
　前記画面データ処理制御手段は、前記属性通知処理手段からの描画オブジェクトに対す
る属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知された
属性情報に対応する表示となるよう処理する、
　ことを特徴とする電子会議システム。
【請求項２】
　電子会議の全体的な制御を行う電子会議制御装置を有する電子会議システムに含まれる
会議サーバコンピュータであって、
　接続した表示装置と、
　前記電子会議システムに含まれる複数の会議サーバコンピュータのうちいずれかの会議
サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されている画面イメージに書き込まれた
情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記複数の会議サーバコン
ピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示している表示装置を接続
した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータに接続された表示装
置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバコンピュータと連係動作する手段
と、
　前記接続した表示装置に表示されている画面イメージ上にユーザ操作によって形成され
た閉領域に含まれる画面イメージ部分に基づき生成された描画オブジェクトであって前記
連係動作する手段により共有化された描画オブジェクトに対して入力指定された属性情報
を取得する属性取得手段と、
　前記接続した表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理する画面データ処
理制御手段と、
　前記属性取得手段が取得した描画オブジェクトに対する属性情報を前記電子会議制御装
置へ送信する属性情報送信手段と、
　を有し、
　前記画面データ処理制御手段は、前記電子会議制御装置からの描画オブジェクトに対す
る属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知された
属性情報に対応する表示となるよう処理する、
　ことを特徴とする会議サーバコンピュータ。
【請求項３】
　各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコンピュータを有する電子会議システム
に含まれる電子会議制御装置であって、
　前記各表示装置に共通して表示される画面データに関する情報を管理する画面データ管
理手段と、
　前記画面データ管理手段により管理された画面データが前記各表示装置に共通して表示
されたときの画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領
域に含まれる画面イメージ部分に基づき描画オブジェクトを生成するとともに、生成した
描画オブジェクトの情報を管理する描画オブジェクト管理手段と、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータより送信された描画オブジェクトに対する属性
情報を受け付ける属性指定処理手段と、
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　前記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情
報が入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通
知することにより、当該描画オブジェクトについては前記通知した属性情報に対応する表
示となるよう処理させる属性通知処理手段と、
　を有することを特徴とする電子会議制御装置。
【請求項４】
　電子会議の全体的な制御を行う電子会議制御装置を有する電子会議システムに含まれる
会議サーバコンピュータを、
　前記電子会議システムに含まれる複数の会議サーバコンピュータのうちいずれかの会議
サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されている画面イメージに書き込まれた
情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記複数の会議サーバコン
ピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示している表示装置を接続
した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータに接続された表示装
置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバコンピュータと連係動作する手段
、
　接続した前記表示装置に表示されている画面イメージ上にユーザ操作によって形成され
た閉領域に含まれる画面イメージ部分に基づき生成された描画オブジェクトであって前記
連係動作する手段により共有化された描画オブジェクトに対して入力指定された属性情報
を取得する属性取得手段、
　接続した前記表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理する画面データ処
理制御手段、
　前記属性取得手段が取得した描画オブジェクトに対する属性情報を前記電子会議制御装
置へ送信する属性情報送信手段、
　として機能させ、
　前記画面データ処理制御手段は、前記電子会議制御装置からの描画オブジェクトに対す
る属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知された
属性情報に対応する表示となるよう処理する、
　ことを特徴とする電子会議支援プログラム。
【請求項５】
　各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコンピュータを有する電子会議システム
に含まれるコンピュータを、
　前記各表示装置に共通して表示される画面データに関する情報を管理する画面データ管
理手段、
　前記画面データ管理手段により管理された画面データが前記各表示装置に共通して表示
されたときの画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領
域に含まれる画面イメージ部分に基づき描画オブジェクトを生成するとともに、生成した
描画オブジェクトの情報を管理する描画オブジェクト管理手段、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータより送信された描画オブジェクトに対する属性
情報を受け付ける属性指定処理手段、
　前記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情
報が入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通
知することにより、当該描画オブジェクトについては前記通知した属性情報に対応する表
示となるよう処理させる属性通知処理手段、
　として機能させるための電子会議支援プログラム。
【請求項６】
　請求項４記載の電子会議支援プログラムにおいて、
　前記画面データ処理制御手段は、接続した前記表示装置に表示される描画オブジェクト
に関する情報に、当該描画オブジェクトの識別情報と、画面イメージ上における当該描画
オブジェクトの表示領域特定情報と、当該描画オブジェクトの属性情報とが対応付けられ
て前記電子会議制御装置により管理されている場合、当該描画オブジェクトを処理するた
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めの属性情報として、前記属性取得手段が取得した当該描画オブジェクトに対する属性情
報ではなく、前記電子会議制御装置により管理されている当該描画オブジェクトに対する
属性情報を用いて当該画面イメージの画面データを処理することを特徴とする電子会議支
援プログラム。
【請求項７】
　請求項４又は５記載の電子会議支援プログラムにおいて、
　属性情報には、当該描画オブジェクトの共有／非共有、編集の可否、表示の是非、前面
表示の是非、常時表示の是非、保存の是非又は表示の拡縮情報のいずれかが含まれること
を特徴とする電子会議支援プログラム。
【請求項８】
　各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコンピュータと、電子会議制御装置を含
む電子会議システムに含まれる前記各会議サーバコンピュータは、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されている画面イ
メージに書き込まれた情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記
複数の会議サーバコンピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示し
ている表示装置を接続した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュー
タに接続された表示装置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバコンピュー
タと連係動作するステップと、
　接続した前記表示装置に表示されている画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ
操作によって形成された閉領域に含まれる画面イメージ部分に基づき生成された描画オブ
ジェクトに対して入力指定された属性情報を取得する属性取得ステップと、
　前記表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理する画面データ処理制御ス
テップと、
　前記属性取得ステップにより取得された描画オブジェクトに対する属性情報を電子会議
制御装置へ送信する属性情報送信手段と、
　を実施し、
　前記電子会議制御装置は、
　いずれかの前記会議サーバコンピュータより送信された描画オブジェクトに対する属性
情報を受け付ける属性指定ステップと、
　前記属性指定ステップにより受け付けられた当該描画オブジェクトに対する属性情報を
、属性情報が入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュ
ータへ通知する属性通知ステップと、
を実施し、
　前記画面データ処理制御ステップは、前記属性通知ステップからの描画オブジェクトに
対する属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知さ
れた属性情報に対応する表示となるよう処理する、
　ことを特徴とする電子会議支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各会議室に設置の表示装置をそれぞれ接続した会議サーバコンピュータを有
する電子会議システム、特に表示装置に表示する画面イメージを形成する一部分の画面イ
メージの表示等に関する取扱いに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、会議の効率化等を図るために電子会議システムを導入する企業は少なくない。従
来の電子会議システムには、例えば富士ゼロックス社製のＩｎｔｅｒａｃｔｉｖｅＷａｌ
ｌ（登録商標）で代表されるように会議室にいる会議参加者全員から見える位置に設置さ
れるタッチパネル表示デバイスと、タッチパネル表示デバイスへの表示制御を行う会議サ
ーバコンピュータを備えている。このような構成を持つ電子会議システムを利用して行わ
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れる電子会議では、タッチパネル表示デバイスへの表示内容を参照に議論すべきテーマの
共通認識化、更には表示された画面イメージに対する書込み等が会議参加者により行われ
ながら会議が進行される。また、複数拠点に設置した会議サーバコンピュータをネットワ
ーク接続し、各タッチパネル表示デバイスへの表示を同一内容とすることで、複数拠点で
共通のテーマについて議論を行うことが可能になる。
【０００３】
　また、電子会議システムにおいて、画面上にされた描画をオブジェクトとして管理する
ことで、オブジェクト単位でのドラッグ＆ドロップや保存などの技術も提案されている（
例えば、特許文献１）。
【０００４】
　ところで、複数拠点で共通のテーマについて議論している場合でも、検討事項などによ
っては、自拠点のタッチパネル表示デバイスに表示した内容を部分的に他拠点に見せたく
ない場合など自拠点と他拠点の表示内容を異ならせたい場合がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２７２４７３号公報
【特許文献２】特開平１１－１８７１７８号公報
【特許文献３】特開平１１－２３２１８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来においては、画面イメージの一部分だけをオブジェクトとして取り
扱うことはできても、そのオブジェクトは、全拠点において共通に画面表示されることに
なる。つまり、各拠点において独立して画面イメージの一部分だけを表示しなくしたり編
集したりするなど、オブジェクトに対して何らかの処理を拠点毎に独立して行うことがで
きなかった。このため、例えば複数拠点全体で会議を行っている途中で拠点毎に分かれて
議論を行いたい場合、その際にタッチパネル表示デバイスに書き込んだメモ等は、他拠点
にも表示されてしまうことになるので、拠点毎の使用には不便であった。
【０００７】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたものであり、複数拠点に共通し
て表示される画面イメージに対して各拠点個々に処理可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上のような目的を達成するために、本発明に係る電子会議システムは、各々別の表示
装置を接続する複数の会議サーバコンピュータと、電子会議制御装置を含む電子会議シス
テムであって、前記各会議サーバコンピュータは、いずれかの前記会議サーバコンピュー
タに接続された表示装置に表示されている画面イメージに書き込まれた情報及び描画オブ
ジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記複数の会議サーバコンピュータで共有し
、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示している表示装置を接続した前記会議サー
バコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータに接続された表示装置にも当該情報が
表示されるように他の前記会議サーバコンピュータと連係動作する手段と、接続した前記
表示装置に表示されている画面イメージの部分に基づき生成された描画オブジェクトに対
して入力指定された属性情報を取得する属性取得手段と、前記表示装置に表示される画面
イメージの画面データを処理する画面データ処理制御手段と、前記属性取得手段が取得し
た描画オブジェクトに対する属性情報を電子会議制御装置へ送信する属性情報送信手段と
を有し、前記電子会議制御装置は、前記各表示装置に共通して表示される画面データに関
する情報を管理する画面データ管理手段と、前記画面データ管理手段により管理された画
面データが前記各表示装置に共通して表示されたときの画面イメージのうち該画面イメー
ジ上にユーザ操作によって形成された閉領域に含まれる画面イメージ部分に基づき前記描
画オブジェクトを生成するとともに、生成した描画オブジェクトの情報を管理する描画オ
ブジェクト管理手段と、いずれかの前記会議サーバコンピュータの前記属性情報送信手段
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より送信された描画オブジェクトに対する属性情報を受け付ける属性指定処理手段と、前
記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情報が
入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通知す
る属性通知処理手段と、を有し、前記画面データ処理制御手段は、前記属性通知処理手段
からの描画オブジェクトに対する属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェ
クトについては前記通知された属性情報に対応する表示となるよう処理することを特徴と
する。
【０００９】
　本発明に係る会議サーバコンピュータは、子会議の全体的な制御を行う電子会議制御装
置を有する電子会議システムに含まれる会議サーバコンピュータであって、接続した表示
装置と、前記電子会議システムに含まれる複数の会議サーバコンピュータのうちいずれか
の会議サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されている画面イメージに書き込
まれた情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記複数の会議サー
バコンピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメージを表示している表示装置
を接続した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータに接続された
表示装置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバコンピュータと連係動作す
る手段と、前記接続した表示装置に表示されている画面イメージ上にユーザ操作によって
形成された閉領域に含まれる画面イメージ部分に基づき生成された描画オブジェクトであ
って前記連係動作する手段により共有化された描画オブジェクトに対して入力指定された
属性情報を取得する属性取得手段と、前記接続した表示装置に表示される画面イメージの
画面データを処理する画面データ処理制御手段と、前記属性取得手段が取得した描画オブ
ジェクトに対する属性情報を前記電子会議制御装置へ送信する属性情報送信手段とを有し
、前記画面データ処理制御手段は、前記電子会議制御装置からの描画オブジェクトに対す
る属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知された
属性情報に対応する表示となるよう処理することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る電子会議制御装置は、各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコン
ピュータを有する電子会議システムに含まれる電子会議制御装置であって、前記各表示装
置に共通して表示される画面データに関する情報を管理する画面データ管理手段と、前記
画面データ管理手段により管理された画面データが前記各表示装置に共通して表示された
ときの画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領域に含
まれる画面イメージ部分に基づき描画オブジェクトを生成するとともに、生成した描画オ
ブジェクトの情報を管理する描画オブジェクト管理手段と、いずれかの前記会議サーバコ
ンピュータより送信された描画オブジェクトに対する属性情報を受け付ける属性指定処理
手段と、前記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、
属性情報が入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュー
タへ通知することにより、当該描画オブジェクトについては前記通知した属性情報に対応
する表示となるよう処理させる属性通知処理手段とを有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る電子会議支援プログラムは、電子会議の全体的な制御を行う電子会議制御
装置を有する電子会議システムに含まれる会議サーバコンピュータを、前記電子会議シス
テムに含まれる複数の会議サーバコンピュータのうちいずれかの会議サーバコンピュータ
に接続された表示装置に表示されている画面イメージに書き込まれた情報及び描画オブジ
ェクトを、前記電子会議制御装置を介して前記複数の会議サーバコンピュータで共有し、
当該情報が書き込まれた画面イメージを表示している表示装置を接続した前記会議サーバ
コンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータに接続された表示装置にも当該情報が表
示されるように他の前記会議サーバコンピュータと連係動作する手段、接続した前記表示
装置に表示されている画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領域に含まれる
画面イメージ部分に基づき生成された描画オブジェクトであって前記連係動作する手段に
より共有化された描画オブジェクトに対して入力指定された属性情報を取得する属性取得
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手段、接続した前記表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理する画面デー
タ処理制御手段、前記属性取得手段が取得した描画オブジェクトに対する属性情報を前記
電子会議制御装置へ送信する属性情報送信手段として機能させ、前記画面データ処理制御
手段は、前記電子会議制御装置からの描画オブジェクトに対する属性情報の通知に応じて
、前記通知された描画オブジェクトについては前記通知された属性情報に対応する表示と
なるよう処理することを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る電子会議支援プログラムは、各々別の表示装置を接続する複数の会議サー
バコンピュータを有する電子会議システムに含まれるコンピュータを、前記各表示装置に
共通して表示される画面データに関する情報を管理する画面データ管理手段、前記画面デ
ータ管理手段により管理された画面データが前記各表示装置に共通して表示されたときの
画面イメージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領域に含まれる
画面イメージ部分に基づき描画オブジェクトを生成するとともに、生成した描画オブジェ
クトの情報を管理する描画オブジェクト管理手段、いずれかの前記会議サーバコンピュー
タより送信された描画オブジェクトに対する属性情報を受け付ける属性指定処理手段、前
記属性指定処理手段が受け付けた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情報が
入力指定された前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通知す
ることにより、当該描画オブジェクトについては前記通知した属性情報に対応する表示と
なるよう処理させる属性通知処理手段として機能させる。
                                                                                
【００１５】
　また、前記画面データ処理制御手段は、接続した前記表示装置に表示される描画オブジ
ェクトに関する情報に、当該描画オブジェクトの識別情報と、画面イメージ上における当
該描画オブジェクトの表示領域特定情報と、当該描画オブジェクトの属性情報とが対応付
けられて前記電子会議制御装置により管理されている場合、当該描画オブジェクトを処理
するための属性情報として、前記属性取得手段が取得した当該描画オブジェクトに対する
属性情報ではなく、前記電子会議制御装置により管理されている当該描画オブジェクトに
対する属性情報を用いて当該画面イメージの画面データを処理することを特徴とする。
【００１６】
　また、属性情報には、当該描画オブジェクトの共有／非共有、編集の可否、表示の是非
、前面表示の是非、常時表示の是非、保存の是非又は表示の拡縮情報のいずれかが含まれ
ることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る電子会議支援方法は、各々別の表示装置を接続する複数の会議サーバコン
ピュータと、電子会議制御装置を含む電子会議システムに含まれる前記各会議サーバコン
ピュータは、いずれかの前記会議サーバコンピュータに接続された表示装置に表示されて
いる画面イメージに書き込まれた情報及び描画オブジェクトを、前記電子会議制御装置を
介して前記複数の会議サーバコンピュータで共有し、当該情報が書き込まれた画面イメー
ジを表示している表示装置を接続した前記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバ
コンピュータに接続された表示装置にも当該情報が表示されるように他の前記会議サーバ
コンピュータと連係動作するステップと、接続した前記表示装置に表示されている画面イ
メージのうち該画面イメージ上にユーザ操作によって形成された閉領域に含まれる画面イ
メージ部分に基づき生成された描画オブジェクトに対して入力指定された属性情報を取得
する属性取得ステップと、前記表示装置に表示される画面イメージの画面データを処理す
る画面データ処理制御ステップと、前記属性取得ステップにより取得された描画オブジェ
クトに対する属性情報を電子会議制御装置へ送信する属性情報送信手段とを実施し、前記
電子会議制御装置は、いずれかの前記会議サーバコンピュータより送信された描画オブジ
ェクトに対する属性情報を受け付ける属性指定ステップと、前記属性指定ステップにより
受け付けられた当該描画オブジェクトに対する属性情報を、属性情報が入力指定された前
記会議サーバコンピュータ以外の前記会議サーバコンピュータへ通知する属性通知ステッ
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プとを実施し、前記画面データ処理制御ステップは、前記属性通知ステップからの描画オ
ブジェクトに対する属性情報の通知に応じて、前記通知された描画オブジェクトについて
は前記通知された属性情報に対応する表示となるよう処理することを特徴とする。
 
 
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、各拠点において共通して表示される画面イメージの一部分に対して拠
点毎に処理を施すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００２０】
　図１は、本発明に係る電子会議システムの一実施の形態を示した概略的な全体構成図で
ある。図１には、会議情報管理サーバ３０と、各サイトＡ，Ｂそれぞれに設置された会議
サーバコンピュータ（以下、単に「会議サーバ」）１０，２０及びタッチパネル表示デバ
イス１１，２１が示されている。会議情報管理サーバ３０は、本実施の形態における電子
会議システムを利用して行われる電子会議の全体的な制御を行うと共に、会議室の管理情
報、会議に参加する個人に関するユーザ情報、ユーザがメンバとして属する会議を識別す
るための会議体に関する情報等電子会議の実施に必要な情報を統括的に保持管理する。会
議サーバ１０，２０は、ネットワーク２を介して他のサーバとの情報交換に接続され、接
続したタッチパネル表示デバイス１１，２１への表示制御を連携動作しながら行う。タッ
チパネル表示デバイス１１，２１は、それぞれ会議室に接続され、会議室内にいる会議参
加者から見える位置に設置される。会議サーバ１０，２０は、連携動作することによって
それぞれが接続するタッチパネル表示デバイス１１，２１の表示制御を行うことで、全サ
イトのタッチパネル表示デバイス１１，２１に表示する画面イメージを同一内容とするこ
とができ、各サイトＡ，Ｂにいる会議参加者は、画面表示された共通のテーマについて議
論を行うことができる。また、タッチパネル表示デバイス１１，２１には、表示中の画面
イメージに対する書込みが可能であり、会議参加者は、必要に応じて電子ペン１２，２２
を用いてタッチパネル表示デバイス１１，２１の表示画面上に書込みを行いながら議論を
行う。電子会議システムが持つ基本機能により、いずれかのサイトにて書き込まれた情報
は、他のサイトのタッチパネル表示デバイスにも表示されるので、各サイトでの表示内容
は、基本的に同一内容となる。ただ、本実施の形態が提供する機能を利用すれば、サイト
毎に異なる画面イメージを表示可能になるので、この限りではない。
【００２１】
　なお、図１には、便宜的に２台の会議サーバ１０，２０のみを示したが、より多くの会
議サーバをネットワーク接続してシステムを構築することができる。また、ネットワーク
２は、電子会議システムを使用する事業所内に設置したＬＡＮ等種々の通信網により実現
されているが、ネットワーク構成自体は、本実施の形態の要旨でないため、本実施の形態
では簡略して図示する。本実施の形態においては、富士ゼロックス社製のＩｎｔｅｒａｃ
ｔｉｖｅＷａｌｌ（登録商標）を利用することを想定しており、本実施の形態における電
子会議システムは、本実施の形態において特徴とする電子会議支援プログラムを、既存の
ＩｎｔｅｒａｃｔｉｖｅＷａｌｌ（登録商標）に搭載して形成される。
【００２２】
　図２は、本実施の形態における電子会議システムのブロック構成図である。本実施の形
態における会議サーバ１０と会議サーバ２０は、同一構成を有しているので、会議サーバ
１０を代表して説明する。
【００２３】
　会議サーバ１０は、ペン入力処理部１３及び画面データ処理制御部１４を有している。
ペン入力処理部１３は、会議参加者が電子ペン１２を用いてタッチパネル表示デバイス１
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１に対して操作した内容を入力する。具体的には、会議参加者は、電子ペン１２を用いて
書き込み（描画）をしたり、画面上のいずれかの位置を指したり、あるいは描画オブジェ
クトの生成操作などを行うが、ペン入力処理部１３は、その操作内容の種別の特定に必要
な情報やペン先でのタッチパネル表示デバイス１１への接触位置等を入力する。画面デー
タ処理制御部１４は、タッチパネル表示デバイス１１への画面イメージの表示、画面イメ
ージと描画オブジェクトとの合成による画面イメージの生成等タッチパネル表示デバイス
１１の表示制御、特に本実施の形態では描画オブジェクトに対する表示制御、処理制御を
行う。会議サーバ１０の上記各手段１３～１４における処理機能は、会議サーバ１０を構
築するコンピュータと、そのコンピュータ搭載のＣＰＵで動作する電子会議支援プログラ
ムとの協調動作により実現される。
【００２４】
　会議情報管理サーバ３０は、描画オブジェクト生成処理部３１、属性指定処理部３２、
属性通知処理部３３、情報管理部３４、会議制御部３５、画面データ情報記憶部３６及び
描画オブジェクト情報記憶部３７を有している。描画オブジェクト生成処理部３１は、い
ずれかのサイトにいる会議参加者による描画オブジェクト生成操作に応じて描画オブジェ
クトを生成する。なお、構成の説明においては、便宜的にサイトＡにいる会議参加者が操
作するものとする。属性指定処理部３２は、タッチパネル表示デバイス１１に表示されて
いる画面イメージに含まれる描画オブジェクトに対してユーザにより入力指定された属性
を受け付ける。属性通知処理部３３は、属性指定処理部３２が受け付けた当該描画オブジ
ェクトに対する属性を、属性が入力指定された会議サーバ１０以外の会議サーバ２０へ送
る。本実施の形態では、属性情報を会議サーバ２０へ直接送るのではなく、描画オブジェ
クト情報記憶部３７にいったん登録する。会議サーバ２０は、描画オブジェクト情報記憶
部３７から読み出すことで属性情報を取得する。画面データ情報記憶部３６には、各タッ
チパネル表示デバイス１１，２１に表示される画面データに関する情報が記憶される。描
画オブジェクトは、画面イメージの一部分を形成する部分画面イメージであり、予め形成
されていたり、あるいはユーザ操作に応じて描画オブジェクト生成処理部３１が生成した
りするが、描画オブジェクト情報記憶部３７には、この描画オブジェクトに関する情報が
記憶される。情報管理部３４は、要求に応じて各記憶部３６，３７に記憶された情報の更
新、読出し、情報の新規登録等各記憶部３６，３７で取り扱う情報の管理を行う。会議制
御部３５は、上記各手段３１～３４の起動等ユーザ操作に応じて電子会議全体の制御を行
う。会議情報管理サーバ３０の上記各手段３１～３５における処理機能は、会議情報管理
サーバ３０を構築するコンピュータと、そのコンピュータ搭載のＣＰＵで動作する電子会
議支援プログラムとの協調動作により実現される。また、各記憶部３６，３７は、ＨＤＤ
等の外部記憶装置により実現することを想定している。
【００２５】
　図３は、本実施の形態における描画オブジェクト情報記憶部３７に登録される情報のデ
ータ構成例を示した図である。登録される描画オブジェクトには、他と識別するためのオ
ブジェクトＩＤが割り振られるが、この描画オブジェクトＩＤに対応させて、属性指定サ
ーバＩＤ、表示領域情報、ビットマップデータ及び各種属性情報が登録される。属性指定
サーバＩＤには、後述するように当該描画オブジェクトに対して属性を設定するユーザが
使用する会議サーバのサーバＩＤが設定される。本実施の形態においては、ユーザが電子
ペン１２を利用してタッチパネル表示デバイス１１に表示された画面イメージ上に閉空間
を形成したとき、その閉空間に含まれる画面イメージ部分を描画オブジェクトとして取り
扱うが、表示領域情報には、画面イメージ上における閉空間の表示位置を特定するための
情報であり、ビットマップデータは、その閉空間内に含まれる実データである。閉空間は
、線分がつながれて形成されるので、表示領域情報は、各線分の端点の座標データ及び形
状で表すことができる。また、閉空間を囲む矩形形状を求め、その矩形形状の角の座標デ
ータを設定するようにしてもよい。
【００２６】
　本実施の形態では、「非共有」、「編集禁止」、「前面表示」、「拡大・縮小」、「常
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に表示」、「保存しない」及び「透明」という属性を、各描画オブジェクトに対して設定
し、また変更できるようにした。各属性並びに各属性に対して設定される属性値について
は、以下の動作の説明において詳述する。
【００２７】
　次に、本実施の形態における動作について説明する。最初に、描画オブジェクトの生成
について、その後に本実施の形態において特徴とする描画オブジェクトへの属性設定につ
いて説明する。
【００２８】
　図４は、本実施の形態において描画オブジェクトを生成するユーザ操作を説明するため
に用いる図である。ここでは、サイトＡにいる会議参加者が描画オブジェクトを生成する
場合を例にして説明する。
【００２９】
　まず、会議参加者は、描画オブジェクトの生成モードを選択する。会議参加者は、例え
ば電子ペン１２に設けられたモード切替スイッチの操作、各モードに対応させて用意され
た電子ペンの中から生成モード用の電子ペンの利用等で所望するモードを選択でき、会議
制御部３５は、このユーザ操作を検出することで描画オブジェクトの生成モードが選択さ
れたと判断すると、描画オブジェクト生成処理部３１を起動する。会議参加者が画面上で
電子ペン１２を用いて閉曲線を描画して閉空間を形成すると、描画オブジェクト生成処理
部３１は、その閉空間内に含まれる画面イメージを抽出してビットマップデータを得る。
また、画面イメージ上における閉空間内の表示位置を特定し表示領域情報を生成する。そ
して、描画オブジェクト生成処理部３１は、生成された描画オブジェクトに描画オブジェ
クトＩＤを割り当て、描画オブジェクトが生成された会議サーバ１０のサーバＩＤを取得
し、前述した表示領域情報及びビットマップデータを対応付けして描画オブジェクト情報
記憶部３７に登録する。このようにして、会議参加者による描画オブジェクトの生成操作
に応じて、描画オブジェクト生成処理部３１は、生成された描画オブジェクトに関する情
報を生成して描画オブジェクト情報記憶部３７に登録する。
【００３０】
　そして、各画面データ処理制御部１４，２４は、描画オブジェクト情報記憶部３７に登
録された当該描画オブジェクトに関する情報を情報管理部３４に依頼することで取得し、
その取得した当該描画オブジェクトに関する情報に基づき描画オブジェクトと表示中の画
面イメージとを合成することで画面イメージを新たに生成し、それぞれタッチパネル表示
デバイス１１，２１に表示する。
【００３１】
　電子会議システムでは、前述したように複数サイトに設置された会議サーバ１０，２０
を接続し、その会議サーバ１０，２０並びに会議情報管理サーバ３０の連携動作によって
、各サイトに設置のタッチパネル表示デバイス１１，２１に同一内容の画面イメージを表
示させることができる。サイトＢにいる会議参加者がタッチパネル表示デバイス２１に書
き込むことで描画オブジェクトを生成した場合にも上記と同様にして、各タッチパネル表
示デバイス１１，２１に同一内容の画面イメージが表示される。
【００３２】
　この各サイトにおける表示内容が同じ状態から、本実施の形態の特徴である描画オブジ
ェクトに対する属性設定について、更に属性設定後の当該描画オブジェクトの状態につい
て説明する。本実施の形態では、全ての会議サーバ１０，２０に同じ構成を持たせている
ので、どの会議サーバ１０，２０からでも後述する処理は可能である。ここでは、特に断
らない限り、サイトＡにいる会議参加者が描画オブジェクトに属性を設定するものとして
説明する。
【００３３】
　図５は、描画オブジェクトに「非共有」という属性が設定されたときの当該描画オブジ
ェクトの取扱いを説明するために用いる図であり、各サイトにおけるタッチパネル表示デ
バイス１１，２１の要部を示した画面表示例を示した。上記の通り、本実施の形態では、



(11) JP 5211430 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

各サイトにおいて表示内容を同一にすることを基本としているため、画面表示される描画
オブジェクトも基本的には各サイトにおいて同一内容でかつ編集可能な状態で表示される
。つまり、描画オブジェクトは、共有されている状態にある。「非共有」という属性は、
この共有状態を解消し、他のサイトでの当該描画オブジェクトに対する処理を制限させる
属性である。
【００３４】
　まず、会議参加者の立場から説明する。図５（ａ）では、各サイトにおいて２つの描画
オブジェクト４１，４２が表示されている状態にある。本実施の形態における各図面では
、図５（ａ）に示したように属性が未設定の描画オブジェクト４１，４２を実線で囲んで
図示することにしている。サイトＡにいる会議参加者は、電子ペン１２に設けられたモー
ド切替スイッチの操作等によって属性設定モードを選択した後、属性を設定変更したい描
画オブジェクト４２の表示領域内をペンでポイントする。これにより、プルダウンメニュ
ー４３が画面表示される。プルダウンメニュー４３には、設定変更可能な属性の各項目が
リスト表示されるので、会議参加者は、その中から所望の属性、ここでは「非共有」を選
択する。なお、本実施の形態における各図面では、図５（ａ）のプルダウンメニュー４３
内の「非共有」のように、設定された属性を破線で囲んで図示することにしている。会議
参加者が「非共有」を選択すると、設定対象の描画オブジェクト４２には、「非共有」と
いう属性が設定される。図５（ｂ）に例示したように、サイトＡにおいて「非共有」が設
定された描画オブジェクト４２の表示形態を破線で囲んで図示した。
【００３５】
　このように、「非共有」が設定された描画オブジェクト４２は、他のサイトと非共有と
なるので、図５（ｂ）に例示したように、サイトＢでは、「・経営環境について」と表示
されるべき描画オブジェクトが表示されなくなる。つまり、描画オブジェクト４２は、共
有されない状態に変更される。
【００３６】
　また、図５（ｂ）では、サイトＢにおける描画オブジェクト４２の表示を消した。換言
すると、描画オブジェクト４２は、透明な形態にて表示されているということもできる。
ただ、完全に消してしまうと、都合が悪い場合もあるので、本実施の形態では、半透明と
いう表示形態を設定した。すなわち、「非共有」という属性が選択された場合には、更に
サブメニュー４４を画面表示する。このようにして、会議参加者が図５（ｂ）に例示した
ように描画オブジェクト４２を透明に表示するか、あるいは図５（ｄ）に例示したように
半透明に表示するかを選択できるようにしてもよい。なお、図５（ｄ）は、便宜上、描画
オブジェクト４２内の文字を表示した。
【００３７】
　各サイトのタッチパネル表示デバイス１１，２１には、以上のように画面表示されるが
、このように画面表示させるための本実施の形態の動作について説明する。まず、最初に
本実施の形態における属性設定処理に関する基本的な動作について図６に示したフローチ
ャートを用いて説明し、その後、図５に対応する具体的な動作について説明する。
【００３８】
　サイトＡにいる会議参加者が属性設定モードを選択すると、会議制御部３５は、属性指
定処理部３２を起動する。続いて、会議参加者によりタッチパネル表示デバイス１１がペ
ンポイントされると、属性指定処理部３２は、そのポイントされた位置と、描画オブジェ
クト情報記憶部３７に記憶されているタッチパネル表示デバイス１１に表示中の各描画オ
ブジェクト４１，４２の表示領域とを比較、照合することにより、どの描画オブジェクト
がポイントされたかを特定する（ステップ１１０）。そして、特定した描画オブジェクト
にプルダウンメニュー４３を重ねて表示させる（ステップ１２０）。本実施の形態では、
属性設定対象の描画オブジェクトを明確に提示するためにプルダウンメニュー４３を重ね
て表示させるようにしたが、属性設定対象の描画オブジェクトが明確にできる形態であれ
ば、重ねて表示に限定する必要はない。例えば、属性設定対象の描画オブジェクトの表示
色、輝度等の表示属性を他の描画オブジェクトと異ならせるようにしてもよい。
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【００３９】
　会議参加者がプルダウンメニュー４３の中からいずれかの属性を選択すると、属性指定
処理部３２は、その選択した属性を特定する（ステップ１３０）。これは、電子ペン１２
のペン先の位置とプルダウンメニュー４３内の属性名の表示位置との比較、照合により認
識できる。また、図５（ｃ）に例示したように選択された属性にサブメニュー４４が用意
されている場合には、サブメニュー４４を表示して、その中から選択された属性を更に特
定する。
【００４０】
　以上のように、属性を設定すべき描画オブジェクトと当該描画オブジェクトに設定すべ
き属性を認識すると、属性指定処理部３２は、描画オブジェクト情報記憶部３７によって
保持されている当該描画オブジェクトの属性情報のうち選択された属性に対して設定され
た内容を情報管理部３４に設定させる（ステップ１４０）。このようにして、当該描画オ
ブジェクトに対して設定された内容で属性情報を更新する。なお、設定する情報の具体的
な内容は、選択された属性によって異なってくるので、設定内容の詳細については追って
説明する。
【００４１】
　描画オブジェクトに関する登録情報の内容が変更されると、属性通知処理部３３は、そ
の更新された内容を他のサイトに通知する（ステップ１５０）。通知を受けたサイトの画
面データ処理制御部２４は、通知された内容に従い、当該描画オブジェクトに対する表示
を必要に応じて更新する（ステップ１６０）。
【００４２】
　次に、図５を用いて説明した設定される属性が「非共有」である場合について、より具
体的な動作について説明する。
【００４３】
　サイトＡにいる会議参加者によって電子ペン１２の操作によりタッチパネル表示デバイ
ス１１上で描画オブジェクト４２と描画オブジェクト４２に設定する属性「非共有」とが
指定されると（ステップ１１０～１３０）、属性指定処理部３２は、描画オブジェクト情
報記憶部３７によって保持されている描画オブジェクト４２の属性情報のうち「非共有」
に関する情報を情報管理部３４に設定させる（ステップ１４０）。属性に設定する値は、
基本的には、非共有とするか否かであれば、フラグ情報でもよいが、本実施の形態では、
非共有の場合には更に透明及び半透明という情報もあわせて設定する必要がある。従って
、例えば非共有でない場合には、「非共有」が未設定を示す属性値０を、非共有であって
半透明表示の場合には属性値１を、非共有であって透明表示（非共有）の場合には属性値
２を、それぞれ設定するようにする。もちろん、数字データでなく記号でもよい。属性指
定処理部３２が以上のように選択された「非共有」に関する属性情報を更新させると、属
性通知処理部３３は、その更新された内容を他のサイトＢに通知する（ステップ１５０）
。通知を受けたサイトＢの画面データ処理制御部２４は、通知された内容に従い、描画オ
ブジェクト４２に対する表示を更新する（ステップ１６０）。つまり、描画オブジェクト
４２に対して非共有であって透明表示が設定されている場合には、図５（ｃ）のように、
非共有であって半透明表示が設定されている場合には、図５（ｄ）のように、それぞれ画
面表示を更新する。なお、本実施の形態では、属性を設定したサイトＡでは、描画オブジ
ェクト４２を非共有に表示させたままの状態であり、その他のサイトＢでは、設定内容に
応じて描画オブジェクト４２を透明若しくは半透明に表示することになる。この属性を設
定したサイトとそうでないサイトは、属性情報に対応して設定登録される属性指定サーバ
ＩＤにより判断することができる。
【００４４】
　以上のように、通常は各サイトにおいて同一内容の画面表示がされるのに対し、本実施
の形態によれば、ユーザの操作指示に応じて他のサイトにおける表示画面の一部分（描画
オブジェクトの表示領域）を異ならせることができる。
【００４５】
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　図７は、描画オブジェクトに「非共有」という属性が設定されたときの他の利用形態を
説明するために用いる図であり、各サイトにおけるタッチパネル表示デバイス１１，２１
の要部を示した画面表示例を示した。このうち、図７（ａ）では、各サイトＡ，Ｂにおい
てそれぞれ描画オブジェクト４５，４６が新たに生成され、それぞれに「非共有」（この
例では透明表示）という属性が設定される場合を示した。そして、図７（ｂ）には、各サ
イトＡ，Ｂにおいて描画オブジェクト４５，４６の中にそれぞれ書き込みがされた例が示
されている。各サイトＡ，Ｂの会議参加者は、このように自サイトのタッチパネル表示デ
バイス１１，２１上に非共有の表示領域（描画オブジェクト）を設定し、その中に書き込
みを行うようにすれば、自サイトのタッチパネル表示デバイス１１，２１の非共有表示領
域に書き込んだ内容を他のサイトに表示させずにすむ。従って、例えば、全サイト共通で
会議を行っていた最中に、各サイトに分かれて議論を行うような場合、以上のように表示
画面上に「非共有」の表示領域（描画オブジェクト）を生成し、そこに書き込みを行うよ
うにすれば、各タッチパネル表示デバイス１１，２１をローカルで行う議論の際に有効利
用することができる。
【００４６】
　もちろん、非共有の描画オブジェクトをその後共有化することは可能である。すなわち
、サイトＡの会議参加者は、属性設定モード選択後、描画オブジェクト４５の表示領域内
をペンでポイントし、図７（ｃ）に示したようにプルダウンメニュー４３を表示させ、そ
の中の「非共有」の選択を解除する。これは、選択済みの「非共有」を再選択すればよい
。「非共有」が選択されると、その属性が解除され、通常の表示内容が共有化された状態
に戻る。他方、サイトＢにおいても同様に操作されることで描画オブジェクト４６を通常
の共通化された状態に戻すことができる。この通常の共有化状態に戻ったときの各サイト
Ａ，Ｂにおける画面表示例を図７（ｄ）に示す。各サイトＡ，Ｂの画面データ処理制御部
１４，２４は、表示すべき画面データとその画面データと共に表示すべき描画オブジェク
トを合成して画面イメージを生成するので、図７（ｄ）に例示したように、描画オブジェ
クト４５と描画オブジェクト４６は、重畳表示されることになる。なお、図７（ｄ）では
、サイトＡ，Ｂ共に描画オブジェクト４５が前面に表示されるように図示したが、例えば
、どちらを前面に表示させるかという情報を設定可能にしたり、自サイトを優先的に前面
に表示させたりするなど設定できるようにしてもよい。また、描画オブジェクトは、個別
に表示領域を設定できるので、会議参加者は、所定の移動操作で所望する描画オブジェク
トの表示位置を移動させることができる。例えば、電子ペン１２に設けられたモード切替
スイッチの操作等で描画オブジェクト移動モードを選択し、電子ペン１２，２２を利用し
たドラッグ＆ペースト操作で移動させる。
【００４７】
　従って、例えば、全サイト共通で会議を行っていた最中に各サイトに分かれて議論を行
い、その後に各サイトにおいて議論した内容を持ち寄って再度全体で議論を行いたいよう
な場合、以上のように「非共有」の表示領域（描画オブジェクト）の属性設定を解除して
表示を共有化状態に戻すことで、全体での会議への移行を迅速かつ容易に行うことができ
る。
【００４８】
　続いて、他の属性の設定について説明するが、本実施の形態における動作は、基本的に
は「非共有」の場合と同じなので、タッチパネル表示デバイス１１，２１への表示内容の
例を用いた属性設定変更対象の描画オブジェクトの表示、操作の制限等について説明する
。
【００４９】
　図８は、描画オブジェクトに「編集禁止」という属性が設定されたときの当該描画オブ
ジェクトの取扱いを説明するために用いる図であり、各サイトにおけるタッチパネル表示
デバイス１１，２１の要部を示した画面表示例を示した。本実施の形態において各サイト
にて表示される内容は、基本的には同一であり、どのサイトからでも共通して表示されて
いる内容に書き込みを行うことができ、また編集を行うことが可能である。これは、描画
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オブジェクトに対しても同様で、原則いずれのサイトからでも書き込みや編集は可能であ
る。但し、場合によっては、書き込まれた内容を固定化したい、つまり編集を禁止したい
場合がある。
【００５０】
　このような場合、サイトＡにいる会議参加者は、属性設定モードを選択した後、属性を
設定変更したい描画オブジェクト４１の表示領域内をペンでポイントして図８（ａ）に示
したようにプルダウンメニュー４３を画面表示させる。そして、プルダウンメニュー４３
の中から所望の属性、ここでは「編集禁止」を選択する。会議参加者が「編集禁止」を選
択すると、設定対象の描画オブジェクト４１には、「編集禁止」という属性が設定される
。なお、「編集禁止」という属性は、禁止するか否かのいずれかが設定されることになる
ので、設定する属性値はフラグ情報でもよい。図８（ｂ）に例示したように、サイトＡに
おいて「編集禁止」が設定された描画オブジェクト４１の表示形態を一点鎖線で囲んで図
示した。なお、「編集禁止」が設定されたことは、他のサイトＢにも通知されるため、図
８（ｂ）のサイトＢにおける画面表示例のように、他のサイトにおいても描画オブジェク
ト４１の表示領域を示す線は、一点鎖線に変更される。
【００５１】
　「非共有」の場合と同様に、プルダウンメニュー４３を再表示させ、その中の「編集禁
止」を再選択することで「編集禁止」という属性設定を解除することができる。
【００５２】
　図９は、描画オブジェクトに「前面表示」という属性が設定されたときの当該描画オブ
ジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。図７（ｄ）において表示内容の重畳
表示について記載したが、ここでは前面に表示することを属性設定により明示できるよう
にした。
【００５３】
　このような場合、サイトＡにいる会議参加者は、属性設定モードを選択した後、属性を
設定変更したい描画オブジェクト４１の表示領域内を電子ペン１２でポイントして図９（
ａ）に示したようにプルダウンメニュー４３を画面表示させる。そして、プルダウンメニ
ュー４３の中から所望の属性、ここでは「前面表示」を選択する。会議参加者が「前面表
示」を選択すると、設定対象の描画オブジェクト４１には、「前面表示」という属性が設
定される。なお、「前面表示」という属性は、他の表示の前面に表示するか否かのいずれ
かが設定されることになるので、設定する属性値はフラグ情報でもよい。但し、重ねられ
た状態で表示される描画オブジェクトそれぞれに対して「前面表示」という属性が設定さ
れる可能性もあるので、このような場合を考慮すると、優先順位、設定順番若しくは属性
設定時刻等、どちらを前面に表示させるかという判断の指標となる付加情報を合わせて設
定することが望ましい。
【００５４】
　サイトＡにおいて「前面表示」が設定されたことにより描画オブジェクト４１の属性が
変更されたことは、他のサイトＢにも通知されるので、他のサイトＢにおいても描画オブ
ジェクト４１の属性は「前面表示」となる。このときの表示状態を図９（ｂ）に示す。そ
して、会議参加者が描画オブジェクト移動モードを選択し、所定操作により描画オブジェ
クト４１を下方へ移動させると、図９（ｃ）に例示したように、描画オブジェクト４１は
、他の表示内容の前面に表示されることになる。
【００５５】
　「非共有」の場合と同様に、プルダウンメニュー４３を再表示させ、その中の「前面表
示」を再選択することで「前面表示」という属性設定を解除することができる。
【００５６】
　図１０は、描画オブジェクトに「拡大・縮小」という属性が設定されたときの当該描画
オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。「前面表示」と属性が設定され
た描画オブジェクトは、表示内容が重畳する場合に前面に表示されることになるが、この
重ねられた状態での表示を解消したい場合もある。あるいは、文字を拡大表示したい場合
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もある。そこで、本実施の形態では、描画オブジェクトの表示サイズを拡縮できるように
した。
【００５７】
　サイトＡにいる会議参加者は、属性設定モードを選択した後、属性を設定変更したい描
画オブジェクト４１の表示領域内を電子ペン１２でポイントして図１０（ａ）に示したよ
うにプルダウンメニュー４３を画面表示させる。そして、プルダウンメニュー４３の中か
ら所望の属性、ここでは「拡大・縮小」を選択する。会議参加者が「拡大・縮小」を選択
すると、設定対象の描画オブジェクト４１を囲む矩形形状の枠４７が表示されると共にそ
の枠４７の各角には、描画オブジェクト４１の表示サイズを任意に変更させるためのサイ
ズ変更用ボタン４８が表示される。このときの表示状態を図１０（ｂ）に示す。そして、
会議参加者は、電子ペン１２のペン先をいずれかのサイズ変更用ボタン４８に合わせて矢
印Ａの方向にドラッグ＆ドロップ操作することにより枠４７のサイズを変更する。この枠
４７のサイズの変更に応じて描画オブジェクト４１の表示サイズも変更される。図１０（
ｃ）には、描画オブジェクト４１を縮小表示したときの例を示す。
【００５８】
　属性が「拡大・縮小」の場合に描画オブジェクト情報記憶部３７に設定される属性値は
、例えば属性情報に属性が設定された旨を示すフラグ値と合わせて表示領域情報の更新を
したり、あるいは属性情報に倍率を設定したりして属性値を設定する。なお、本実施の形
態では、原則全サイトにて同じ表示サイズにて表示することを想定したため、描画オブジ
ェクトに関する情報を図３に示したように構成して、属性情報を全サイトで共通するよう
にしたが、複数のサイトにて個々に異なる表示サイズを設定可能にするために、属性情報
をサイト毎に設定できるようにデータ構成してもよい。
【００５９】
　「非共有」の場合と同様に、プルダウンメニュー４３を再表示させ、その中の「拡大・
縮小」を再選択することで、「拡大・縮小」という属性設定を解除することができる。こ
れにより、描画オブジェクト４１は、元の表示サイズにて表示されることになる。
【００６０】
　図１１は、描画オブジェクトに「常に表示」という属性が設定されたときの当該描画オ
ブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。サイトＡにいる会議参加者は、属
性設定モードを選択した後、表示された画面イメージ４９において属性を設定変更したい
描画オブジェクト４１の表示領域内を電子ペン１２でポイントして図１１（ａ）に示した
ようにプルダウンメニュー４３を画面表示させる。そして、プルダウンメニュー４３の中
から所望の属性、ここでは「常に表示」を選択する。会議参加者が「常に表示」を選択す
ると、設定対象の描画オブジェクト４１には、「常に表示」という属性が設定される。な
お、「常に表示」という属性は、常に表示するか否かのいずれかが設定されることになる
ので、設定する属性値はフラグ情報でもよい。図１１（ｂ）に例示したように、サイトＡ
において「常に表示」が設定された描画オブジェクト４１の表示形態を二点鎖線で囲んで
図示した。なお、「常に表示」が設定されたことは、他のサイトＢにも通知されるため、
図１１（ｂ）のサイトＢにおける画面表示例のように、他のサイトにおいても描画オブジ
ェクト４１の表示領域を示す線は、二点鎖線に変更される。
【００６１】
　その後、電子会議システムが提供する既存の新規ページ作成機能（白紙機能）を利用し
て画面イメージ５０を新規に作成、表示したときの画面表示例を図１１（ｃ）に示す。こ
の新規に作成されたページの画面イメージ５０に示したように、「常に表示」という属性
が設定された描画オブジェクト４１は、白紙の画像データと合成されて画面表示される。
従って、図１１（ｃ）に例示したように、新たに作成されたページ上にも自動的に表示さ
れる。これにより、例えば、会議の議題等常に表示しておきたい事項は、表示されるペー
ジが更新されたとしても常に画面表示させることができる。
【００６２】
　「非共有」の場合と同様に、プルダウンメニュー４３を再表示させ、その中の「常に表



(16) JP 5211430 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

示」を再選択することで、「常に表示」という属性設定を解除することができる。これに
より、描画オブジェクト４１は、新規生成されたページには表示されなくなる。
【００６３】
　ところで、プルダウンメニュー４３には、「保存しない」という属性が含まれている。
描画オブジェクトは、基本的に描画オブジェクト情報記憶部３７に情報が登録されること
になるが、「保存しない」という属性を設定すると、その属性が設定された描画オブジェ
クトに関する情報は、描画オブジェクト情報記憶部３７に登録対象外とすることができる
。これにより、例えば、タッチパネル表示デバイス１１に書いた走り書き程度のメモ等保
存する必要のない表示内容や他のサイトと共有させたくない表示内容は、記録しないよう
にすることができる。「保存しない」の場合も「非共有」の場合と同様に再選択すること
で、属性の設定を解除することができる。
【００６４】
　図１２は、描画オブジェクトに「透明」という属性が設定されたときの当該描画オブジ
ェクトの取扱いを説明するために用いる図である。端的に言うと、「透明」という属性は
、他のサイトＢのタッチパネル表示デバイス２１に表示させないようにする前述した「非
共有」とは反対に、自サイトＡのタッチパネル表示デバイス１１に表示させないようにす
るための属性である。すなわち、サイトＡにいる会議参加者は、属性設定モードを選択し
た後、属性を設定変更したい描画オブジェクト４２の表示領域内を電子ペン１２でポイン
トして図１２（ａ）に示したようにプルダウンメニュー４３を画面表示させる。そして、
プルダウンメニュー４３の中から所望の属性、ここでは「透明」を選択する。会議参加者
が「透明」を選択すると、設定対象の描画オブジェクト４２には、「透明」という属性が
設定される。なお、「透明」という属性は、透明に表示（非共有に）するか否かのいずれ
かが設定されることになるので、設定する属性値はフラグ情報でもよい。図１２（ｂ）に
例示したように、サイトＡにおいて「透明」が設定された描画オブジェクトは、タッチパ
ネル表示デバイス１１から消去される。他方、他のサイトＢの画面データ処理制御部２４
は、描画オブジェクト４２に「透明」という属性が設定されたという通知を受け取るが、
この属性の場合、表示内容を変更する必要がないため、タッチパネル表示デバイス２１の
表示内容は変化無しである。これにより、例えば、不要な表示内容を画面上から削除する
ことで、画面上に書き込みスペースを確保することができる。
【００６５】
　なお、属性の設定を解除する操作として、前述した各属性に関しては、属性が設定され
た描画オブジェクトを選択してプルダウンメニュー４３を表示させ、そのプルダウンメニ
ュー４３の中から該当する属性を再選択すると説明した。ただ、「透明」という属性の場
合は、該当する描画オブジェクトが透明表示、すなわち非共有の状態なので、上記各属性
と同様の操作にて画面上から選択することはできない。従って、例えば透明表示された描
画オブジェクトの表示領域若しくは描画オブジェクトを囲む矩形形状の枠だけを薄く表示
して、他の書き込みを邪魔しないようにすると共に上記各属性と同様の操作にて設定を解
除できるようにする。あるいは、画面上の所定領域に「透明」という属性が設定された描
画オブジェクトが存在する旨のインジケータを表示し、それを選択させることで属性設定
を解除できるようにする。このように、「透明」という属性設定を解除する手段を講じる
ことで、他の属性と同様に属性設定を解除することができる。
【００６６】
　本実施の形態によれば、以上説明した属性を所望の描画オブジェクトに対して個々に設
定することができるので、複数サイトを接続して開催される電子会議を円滑かつ効率的に
実施させることができる。
【００６７】
　なお、本実施の形態では、図２に示したように会議情報管理サーバ３０に画面データ情
報記憶部３６及び描画オブジェクト情報記憶部３７を設けて、各サイトで生成される描画
オブジェクトの管理や、各サイトにおいて設定変更された属性の他のサイトへの通知等各
サイトに設置のタッチパネル表示デバイス１１，２１への表示の全体制御を行わせるよう
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にしたが、システムの全体構成は、これに限定されるものではない。例えば、各会議サー
バ１０，２０に各構成要素３１～３７を個々に持たせることで、自サイトにおける画面制
御を個別に実行させ、会議情報管理サーバ３０に、会議サーバ１０，２０が個別に保持管
理する情報の整合性をとるための共通化、同期化処理を行わせるように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明に係る電子会議システムの一実施の形態を示した概略的な全体構成図であ
る。
【図２】本実施の形態における電子会議システムのブロック構成図である。
【図３】本実施の形態における描画オブジェクト情報記憶部に登録される情報のデータ構
成例を示した図である。
【図４】本実施の形態において描画オブジェクトを生成するユーザ操作を説明するために
用いる図である。
【図５】本実施の形態において描画オブジェクトに「非共有」という属性が設定されたと
きの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【図６】本実施の形態における属性設定処理を示したフローチャートである。
【図７】本実施の形態において描画オブジェクトに「非共有」という属性が設定されたと
きの他の利用形態を説明するために用いる図である。
【図８】本実施の形態において描画オブジェクトに「編集禁止」という属性が設定された
ときの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【図９】本実施の形態において描画オブジェクトに「前面表示」という属性が設定された
ときの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【図１０】本実施の形態において描画オブジェクトに「拡大・縮小」という属性が設定さ
れたときの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【図１１】本実施の形態において描画オブジェクトに「常に表示」という属性が設定され
たときの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【図１２】本実施の形態において描画オブジェクトに「透明」という属性が設定されたと
きの当該描画オブジェクトの取扱いを説明するために用いる図である。
【符号の説明】
【００６９】
　２　ネットワーク、１０，２０　会議サーバコンピュータ、１１，２１　タッチパネル
表示デバイス、１２，２２　電子ペン、１３，２３　ペン入力処理部、１４，２４　画面
データ処理制御部、３０　会議情報管理サーバ、３１　描画オブジェクト生成処理部、３
２　属性指定処理部、３３　属性通知処理部、３４　情報管理部、３５　会議制御部、３
６　画面データ情報記憶部、３７　描画オブジェクト情報記憶部。
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