
JP 5987780 B2 2016.9.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付箋情報を台紙に貼り付けるための領域を指定する情報であって、少なくとも該領域内
で付箋情報を貼り付けるための始点を示す始点情報と該始点から付箋情報を順に貼り付け
る方向を示す方向情報を受け付ける第１の受付手段と、
　前記第１の受付手段によって受け付けられた始点情報と方向情報に基づいて、前記台紙
に貼り付けられている付箋情報を関連付ける関連付手段と、
　前記関連付手段によって関連付けられた付箋情報群を、前記台紙上において関連付けら
れたことを示すように表示する表示手段
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　端末装置から送信された付箋情報を受け付ける第２の受付手段
　をさらに具備し、
　前記関連付手段は、前記第２の受付手段によって受け付けられた付箋情報を既に関連付
けられている付箋情報のいずれかに関連付け、
　前記表示手段は、前記関連付手段によって関連付けられた付箋情報群における前記方向
情報に基づいて、該付箋情報群の最後の付箋情報から次の位置に前記第２の受付手段によ
って受け付けられた付箋情報を前記台紙上に表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　端末装置から送信された付箋情報と該端末装置における操作者の動作を示す情報であっ
て、方向と速度を示す動作情報を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情報とともに受け付けられた
前記動作情報に基づいて、台紙上の位置を決定して表示する表示手段
　を具備することを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記第２の受付手段は、前記端末装置における操作者の動作を示す情報であって、方向
と速度を示す動作情報を受け付け、
　前記関連付手段は、前記第２の受付手段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情
報とともに受け付けられた前記動作情報に基づいて、既に関連付けられている付箋情報の
いずれかに関連付ける
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の受付手段は、前記領域の折り返し点を示す折り返し点情報と該折り返し点か
らの第２の方向情報を受け付け、
　前記関連付手段は、前記折り返し点情報と前記第２の方向情報に基づいて定められる領
域内の付箋情報を関連付ける
　ことを特徴とする請求項１、２、４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記関連付手段は、未だ関連付けられていない付箋情報に対して、既に関連付けられて
いる付箋情報の領域における前記方向情報又は前記第２の方向情報のいずれかに基づいて
、関連付けを行う
　ことを特徴とする請求項１、２、４、５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記関連付手段は、前記第２の受付手段によって受け付けられた動作情報内の速度を予
め定められた値と比較し、低速と判断した場合と高速と判断した場合とで、前記方向の種
類を異ならせる
　ことを特徴とする請求項３から５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　付箋情報を台紙に貼り付けるための領域を指定する情報であって、少なくとも該領域内
で付箋情報を貼り付けるための始点を示す始点情報と該始点から付箋情報を順に貼り付け
る方向を示す方向情報を受け付ける第１の受付手段と、
　前記第１の受付手段によって受け付けられた始点情報と方向情報に基づいて、前記台紙
に貼り付けられている付箋情報を関連付ける関連付手段と、
　前記関連付手段によって関連付けられた付箋情報群を、前記台紙上において関連付けら
れたことを示すように表示する表示手段
　として機能させるための情報処理プログラム。
【請求項９】
　コンピュータを、
　端末装置から送信された付箋情報と該端末装置における操作者の動作を示す情報であっ
て、方向と速度を示す動作情報を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情報とともに受け付けられた
前記動作情報に基づいて、台紙上の位置を決定して表示する表示手段
　として機能させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１には、ユーザの円滑な作業を促進して利便性の高い会議支援システムを提供
することを課題とし、ＣＰＵは、端末装置から書込データを受信したかどうかを判断し、
端末装置から書込データを受信したと判断した場合には、次に、端末装置から図形データ
を受信したかどうかを判断し、図形データを受信したと判断した場合には、図形データに
基づいて一致する位置関連情報が有るかどうかを判断し、一致する位置関連情報が有ると
判断した場合には、位置関連情報に対応する領域に書込データを表示することが開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０９０４８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、付箋情報が貼り付けられた台紙を表示する場合にあって、始点情報と方向情
報を用いた領域によって、付箋情報を関連付けるようにした情報処理装置及び情報処理プ
ログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、付箋情報を台紙に貼り付けるための領域を指定する情報であって、
少なくとも該領域内で付箋情報を貼り付けるための始点を示す始点情報と該始点から付箋
情報を順に貼り付ける方向を示す方向情報を受け付ける第１の受付手段と、前記第１の受
付手段によって受け付けられた始点情報と方向情報に基づいて、前記台紙に貼り付けられ
ている付箋情報を関連付ける関連付手段と、前記関連付手段によって関連付けられた付箋
情報群を、前記台紙上において関連付けられたことを示すように表示する表示手段を具備
することを特徴とする情報処理装置である。
【０００６】
　請求項２の発明は、端末装置から送信された付箋情報を受け付ける第２の受付手段をさ
らに具備し、前記関連付手段は、前記第２の受付手段によって受け付けられた付箋情報を
既に関連付けられている付箋情報のいずれかに関連付け、前記表示手段は、前記関連付手
段によって関連付けられた付箋情報群における前記方向情報に基づいて、該付箋情報群の
最後の付箋情報から次の位置に前記第２の受付手段によって受け付けられた付箋情報を前
記台紙上に表示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置である。
【０００７】
　請求項３の発明は、端末装置から送信された付箋情報と該端末装置における操作者の動
作を示す情報であって、方向と速度を示す動作情報を受け付ける受付手段と、前記受付手
段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情報とともに受け付けられた前記動作情報
に基づいて、台紙上の位置を決定して表示する表示手段を具備することを特徴とする情報
処理装置である。
【０００８】
　請求項４の発明は、前記第２の受付手段は、前記端末装置における操作者の動作を示す
情報であって、方向と速度を示す動作情報を受け付け、前記関連付手段は、前記第２の受
付手段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情報とともに受け付けられた前記動作
情報に基づいて、既に関連付けられている付箋情報のいずれかに関連付けることを特徴と
する請求項２に記載の情報処理装置である。
【０００９】
　請求項５の発明は、前記第１の受付手段は、前記領域の折り返し点を示す折り返し点情
報と該折り返し点からの第２の方向情報を受け付け、前記関連付手段は、前記折り返し点
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情報と前記第２の方向情報に基づいて定められる領域内の付箋情報を関連付けることを特
徴とする請求項１、２、４のいずれか一項に記載の情報処理装置である。
【００１０】
　請求項６の発明は、前記関連付手段は、未だ関連付けられていない付箋情報に対して、
既に関連付けられている付箋情報の領域における前記方向情報又は前記第２の方向情報の
いずれかに基づいて、関連付けを行うことを特徴とする請求項１、２、４、５のいずれか
一項に記載の情報処理装置である。
【００１１】
　請求項７の発明は、前記関連付手段は、前記第２の受付手段によって受け付けられた動
作情報内の速度を予め定められた値と比較し、低速と判断した場合と高速と判断した場合
とで、前記方向の種類を異ならせることを特徴とする請求項３から５のいずれか一項に記
載の情報処理装置である。
【００１２】
　請求項８の発明は、コンピュータを、付箋情報を台紙に貼り付けるための領域を指定す
る情報であって、少なくとも該領域内で付箋情報を貼り付けるための始点を示す始点情報
と該始点から付箋情報を順に貼り付ける方向を示す方向情報を受け付ける第１の受付手段
と、前記第１の受付手段によって受け付けられた始点情報と方向情報に基づいて、前記台
紙に貼り付けられている付箋情報を関連付ける関連付手段と、前記関連付手段によって関
連付けられた付箋情報群を、前記台紙上において関連付けられたことを示すように表示す
る表示手段として機能させるための情報処理プログラムである。
【００１３】
　請求項９の発明は、コンピュータを、端末装置から送信された付箋情報と該端末装置に
おける操作者の動作を示す情報であって、方向と速度を示す動作情報を受け付ける受付手
段と、前記受付手段によって受け付けられた付箋情報を、該付箋情報とともに受け付けら
れた前記動作情報に基づいて、台紙上の位置を決定して表示する表示手段として機能させ
るための情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の情報処理装置によれば、付箋情報が貼り付けられた台紙を表示する場合にあ
って、始点情報と方向情報を用いた領域によって、付箋情報を関連付けることができる。
【００１５】
　請求項２の情報処理装置によれば、新たに受け付けた付箋情報を既に関連付けられてい
る付箋情報に関連付け、その関連付けの領域内で新たに受け付けた付箋情報を表示するこ
とができる。
【００１６】
　請求項３の情報処理装置によれば、端末装置から送信された付箋情報を表示する場合に
あって、端末装置における操作者の動作によって貼り付ける位置を決定することができる
。
【００１７】
　請求項４の情報処理装置によれば、端末装置から送信された付箋情報を表示する場合に
あって、端末装置における操作者の動作によって関連付ける付箋情報を決定することがで
きる。
【００１８】
　請求項５の情報処理装置によれば、折り返し点情報と第２の方向情報に基づいて定めら
れる領域内の付箋情報を関連付けることができる。
【００１９】
　請求項６の情報処理装置によれば、未だ関連付けられていない付箋情報を対象として関
連付けを行うことができる。
【００２０】
　請求項７の情報処理装置によれば、動作情報内の速度に応じて、方向の種類を異ならせ
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ることができる。
【００２１】
　請求項８の情報処理プログラムによれば、付箋情報が貼り付けられた台紙を表示する場
合にあって、始点情報と方向情報を用いた領域によって、付箋情報を関連付けることがで
きる。
【００２２】
　請求項９の情報処理プログラムによれば、端末装置から送信された付箋情報を表示する
場合にあって、端末装置における操作者の動作によって貼り付ける位置を決定することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を実現するにあたってのシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態が使用される会議室等の例を示す説明図である。
【図４】本実施の形態による共有画面の表示例を示す説明図である。
【図５】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図６】本実施の形態による整列情報の例を示す説明図である。
【図７】整列情報リストのデータ構造例を示す説明図である。
【図８】付箋情報テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図９】台紙情報テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１０】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図１１】本実施の形態による動作情報の例を示す説明図である。
【図１２】動作情報テーブルのデータ構造例を示す説明図である。
【図１３】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（コンピュータ・プ
ログラム）、ハードウェア等の部品を指す。したがって、本実施の形態におけるモジュー
ルはコンピュータ・プログラムにおけるモジュールのことだけでなく、ハードウェア構成
におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の形態は、それらのモジュールとして機能
させるためのコンピュータ・プログラム（コンピュータにそれぞれの手順を実行させるた
めのプログラム、コンピュータをそれぞれの手段として機能させるためのプログラム、コ
ンピュータにそれぞれの機能を実現させるためのプログラム）、システム及び方法の説明
をも兼ねている。ただし、説明の都合上、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等
の文言を用いるが、これらの文言は、実施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、
記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に記憶させるように制御するの意である。また、モ
ジュールは機能に一対一に対応していてもよいが、実装においては、１モジュールを１プ
ログラムで構成してもよいし、複数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１
モジュールを複数プログラムで構成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータ
によって実行されてもよいし、分散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュ
ールが複数コンピュータで実行されてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュール
が含まれていてもよい。また、以下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（デ
ータの授受、指示、データ間の参照関係等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは
、対象としている処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる
前はもちろんのこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている
処理の前であれば、そのときの状況・状態に応じて、又はそれまでの状況・状態に応じて
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定まることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異な
った値であってもよいし、２以上の値（もちろんのことながら、全ての値も含む）が同じ
であってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という意味を有する記載は、「Ａで
あるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし、Ａ
であるか否かの判断が不要である場合を除く。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて構成されるほか、１つの
コンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も含まれる。「装置」と「
システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのことながら、「システム」
には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（社会システム）にすぎないものは含
まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスク、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、外
部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２５】
　本実施の形態である情報処理装置の表示・配置装置１５０は、端末装置１００から送信
されてきた付箋情報（電子付箋、電子カード等ともいわれる）を台紙上に貼り付けて表示
するものであって、図１の例に示すように、通信モジュール１６０、関連付け判断モジュ
ール１７０、整列情報リスト記憶モジュール１７２、付箋情報リスト記憶モジュール１７
４、解釈モジュール１８０、整列指示受付モジュール１８２、配置指示受付モジュール１
８４、表示制御モジュール１９０を有している。また、表示・配置装置１５０に通信回線
を介して接続されている端末装置１００は、受付モジュール１１０、動作情報受付モジュ
ール１１２、付箋情報受付モジュール１１４、通信モジュール１２０を有している。この
通信回線は、有線、無線を問わない。
　表示・配置装置１５０は、付箋情報を用いて、ファシリテーター（一般的には一人）と
複数人の参加者によって行われる会合（会議、アイデア抽出会、検討会等）で利用される
。参加者は参加者用端末としての端末装置（端末装置１００等）を用いて、アイデア等が
記載された付箋情報を作成する。一般的に、図２の例に示すように、端末装置１００とし
て、端末装置１００ａ、端末装置１００ｂ、端末装置１００ｃ等（以下、代表して端末装
置１００という）があり、端末装置１００は複数ある。そして、表示・配置装置１５０は
、端末装置１００から付箋情報を受け取って、台紙上にその付箋情報を貼り付ける。ファ
シリテーターは表示・配置装置１５０の表示先である共有画面を用いて、その台紙上で、
付箋情報の位置を決定又は変更したり、付箋情報をまとめたり、自らも付箋情報の作成等
を行って、その会合を進行させる。
【００２６】
　受付モジュール１１０は、動作情報受付モジュール１１２、付箋情報受付モジュール１
１４、通信モジュール１２０と接続されている。受付モジュール１１０は、動作情報受付
モジュール１１２又は付箋情報受付モジュール１１４が受け付けた情報を通信モジュール
１２０、通信回線を介して表示・配置装置１５０に渡す。
　動作情報受付モジュール１１２は、受付モジュール１１０と接続されている。動作情報
受付モジュール１１２は、端末装置１００の操作者（参加者）の操作によって指定される
方向と速度を示す動作情報を受け付ける。例えば、タッチパネル上の指、ペン等の動きで
あって、そのタッチパネル上で触れた位置からの指、ペン等の動きを検出し、方向と速度
を算出する。なお、方向は、タッチパネル上の指、ペン等が触れた位置とタッチパネルか
ら離れた位置によって定まる値であり、速度は、単位時間あたりの移動量によって定まる
値である。端末装置１００の操作者にとっては、タッチパネル上であたかも付箋情報を「
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射出」するかのような操作を行うことになる。この操作は、指、ペン等の動きによって「
方向」を指定し、そのスピードによって「距離」を指定している。
【００２７】
　付箋情報受付モジュール１１４は、受付モジュール１１０と接続されている。付箋情報
受付モジュール１１４は、端末装置１００の操作者の操作によって記入された付箋情報を
受け付ける。操作としては、端末装置１００のタッチパネル上の指、ペン等の動き、キー
ボード、マウスを用いた入力、マイクを用いた音声入力、カメラを用いた画像入力等があ
る。付箋情報としては、例えば、テキスト情報、手書き文字、図形等を示すベクトルデー
タ、音声情報、写真等の静止画像情報、動画情報等がある。
　通信モジュール１２０は、受付モジュール１１０、表示・配置装置１５０の通信モジュ
ール１６０と接続されている。通信モジュール１２０は、表示・配置装置１５０との通信
を行い、受付モジュール１１０から渡された情報を表示・配置装置１５０へ送信する。ま
た、表示・配置装置１５０から送信された情報を受信し、端末装置１００内の担当するモ
ジュールに渡す。例えば、表示・配置装置１５０から台紙の画面情報（表示制御モジュー
ル１９０によって表示される内容等）を受信し、端末装置１００の表示装置に表示する表
示モジュールに渡すようにしてもよい。
【００２８】
　通信モジュール１６０は、関連付け判断モジュール１７０、端末装置１００の通信モジ
ュール１２０と接続されている。通信モジュール１６０は、端末装置１００から送信され
た付箋情報を受け付ける。
　また、通信モジュール１６０は、端末装置１００から送信された付箋情報とその端末装
置１００における操作者の動作を示す情報であって、方向と速度を示す動作情報を受け付
けるようにしてもよい。
【００２９】
　整列指示受付モジュール１８２は、解釈モジュール１８０と接続されている。整列指示
受付モジュール１８２は、付箋情報を台紙に貼り付けるための領域を指定する情報（以下
、整列情報ともいう）であって、少なくともその領域内で付箋情報を貼り付けるための始
点を示す始点情報とその始点から付箋情報を順に貼り付ける方向を示す方向情報を受け付
ける。整列情報の指定は、例えば、共有画面上でのファシリテーターの指、ペン等の動き
によって指定（以下、整列指示ともいう）によって行われる。整列指示は、複数の付箋情
報を自動的に配置するための領域とその順番を指示する操作をいう。ここでの整列情報は
、始点情報、方向情報を含む。例えば、後述する図６（ａ）の例における始点６０２ａ、
方向６０４ａが該当する。
　また、整列指示受付モジュール１８２は、領域の折り返し点を示す折り返し点情報とそ
の折り返し点からの第２の方向情報を受け付けるようにしてもよい。ここでの整列情報と
して、始点情報、方向情報、折り返し点情報、第２の方向情報があることになる。例えば
、後述する図６（ｃ）の例における始点６０２ｃ、方向６０４ｃ、折り返し点６０６ｃ、
方向６０８ｃが該当する。領域の折り返し点とは、その領域の始点から方向情報が示す方
向へ向けて線を引き、方向が変化した点を示す。方向が変化とは、予め定められた角度以
上に方向が変化したことをいい、例えば、予め定められた角度として７０度等がある。そ
の折り返し点からファシリテーターの指、ペン等が動いた方向をいう。
【００３０】
　配置指示受付モジュール１８４は、解釈モジュール１８０と接続されている。配置指示
受付モジュール１８４は、共有画面上に表示されている付箋情報の移動に関する情報（以
下、配置情報ともいう）を受け付ける。配置情報の指定は、例えば、共有画面上でのファ
シリテーターの指、ペン等の動きによって行われる付箋情報を移動する指示（以下、位置
指示ともいう）によって行われる。
　解釈モジュール１８０は、整列情報リスト記憶モジュール１７２、付箋情報リスト記憶
モジュール１７４、整列指示受付モジュール１８２、配置指示受付モジュール１８４と接
続されている。整列指示受付モジュール１８２から整列情報を受け取って整列情報リスト
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記憶モジュール１７２に記憶させ、配置指示受付モジュール１８４から配置情報を受け取
って整列情報リスト記憶モジュール１７２、付箋情報リスト記憶モジュール１７４に反映
させる。
　解釈モジュール１８０は、整列指示又は配置指示のいずれであるかを判断するのに、最
初に触れた位置に付箋情報があるか否かによって判断してもよい。例えば、最初に触れた
位置に付箋情報がある場合は配置指示であると判断し、最初に触れた位置に付箋情報がな
い場合（台紙の背景部分を触れた場合）は整列指示であると判断してもよい。また、整列
指示モード又は配置指示モードのいずれかを指定して、その指定後は、整列指示又は配置
指示と判断してもよい。
【００３１】
　関連付け判断モジュール１７０は、通信モジュール１６０、整列情報リスト記憶モジュ
ール１７２、付箋情報リスト記憶モジュール１７４、表示制御モジュール１９０と接続さ
れている。関連付け判断モジュール１７０は、整列指示受付モジュール１８２によって受
け付けられた始点情報と方向情報に基づいて、台紙に貼り付けられている付箋情報を関連
付ける。ここで「付箋情報を関連付ける」とは、その複数の付箋情報を要素とするグルー
プを生成することをいう。始点情報と方向情報によって形成される領域内に含まれる付箋
情報群を１つのグループとする。
　また、関連付け判断モジュール１７０は、通信モジュール１６０によって受け付けられ
た付箋情報を既に関連付けられている付箋情報のいずれかに関連付けるようにしてもよい
。
　また、関連付け判断モジュール１７０は、通信モジュール１６０によって受け付けられ
た付箋情報を、その付箋情報とともに受け付けられた動作情報に基づいて、既に関連付け
られている付箋情報のいずれかに関連付けるようにしてもよい。この場合、例えば、動作
情報と整列情報を比較し、最も近い整列情報を選択してもよい。
　また、関連付け判断モジュール１７０は、折り返し点情報と第２の方向情報に基づいて
定められる領域内の付箋情報を関連付けるようにしてもよい。
　また、関連付け判断モジュール１７０は、通信モジュール１６０によって受け付けられ
た動作情報内の速度を予め定められた値と比較し、低速と判断した場合と高速と判断した
場合とで、方向の種類を異ならせるようにしてもよい。「方向の種類を異ならせる」とは
、例えば、低速と判断した場合は４方向（上下左右の方向）、高速と判断した場合は８方
向（上下左右の方向とその間の斜め方向を含む）とする。また、例えば、予め定められた
速度以下であると判断した場合を低速とし、予め定められた速度より高速であると判断し
た場合を高速とする。
　また、関連付け判断モジュール１７０は、未だ関連付けられていない付箋情報に対して
、既に関連付けられている付箋情報の領域における方向情報（始点から付箋情報を順に貼
り付ける方向を示す方向情報）又は第２の方向情報（折り返し点から改行を行って付箋情
報を順に貼り付ける方向を示す方向情報）のいずれかに基づいて、関連付けを行うように
してもよい。第２の方向情報がない場合は方向情報を採用し、第２の方向情報がある場合
は第２の方向情報を採用する。また、「方向情報に基づいて関連付けを行う」とは、例え
ば、その方向に領域を拡張することである。拡張する距離は、予め定められた距離として
もよいし、その領域内に関連付けられている付箋情報の数（グループ内に含まれる付箋情
報の数）に比例又は反比例した距離としてもよい。付箋情報の数に比例した距離とした場
合は、多くの付箋情報を有しているグループはより大きくなる傾向があり、付箋情報の数
に反比例した距離とした場合は、少ない付箋情報のグループが大きくなる傾向がある。い
ずれにするかは、予め定められていてもよいし、ファシリテーターの指定操作に応じて設
定してもよい。
【００３２】
　整列情報リスト記憶モジュール１７２は、関連付け判断モジュール１７０、解釈モジュ
ール１８０と接続されている。整列情報リスト記憶モジュール１７２は、整列情報のリス
トを記憶している。例えば、整列情報リスト７００を記憶している。図７は、整列情報リ
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スト７００のデータ構造例を示す説明図である。整列情報リスト７００は、整列情報ＩＤ
欄７１０、始点座標欄７２０、方向欄７３０、折り返し点座標欄７４０、方向欄７５０、
パターン欄７８０、グループＩＤ欄７９０等を有している。整列情報ＩＤ欄７１０は、整
列情報を本実施の形態で一意に識別するためのＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を
記憶している。始点座標欄７２０は、始点の台紙上の座標（ｘ、ｙ）を記憶している。方
向欄７３０は、始点からの方向（角度等）を記憶している。折り返し点座標欄７４０は、
折り返し点の台紙上の座標（ｘ、ｙ）を記憶している。方向欄７５０は、折り返し点から
の方向（角度等）を記憶している。折り返し点座標欄７４０と方向欄７５０の組み合わせ
は無くてもよいし、複数あってもよい。パターン欄７８０は、整列情報が示している領域
の形状を記憶している。グループＩＤ欄７９０は、その領域に含まれる付箋情報群を指し
示すグループＩＤを記憶している。
　パターンとしては、例えば、以下のものがある。
　（１）始点と方向によって領域を特定するパターン（図６（ａ）、（ｂ）参照）であっ
て、その領域の形状は半直線状になる。したがって、新たな付箋情報が付加された場合は
、その延長上に配置する。
　（２）始点、始点からの方向、折り返し点、その折り返し点からの方向によって領域を
特定するパターン（図６（ｃ）、（ｄ）参照）であって、その領域の形は矩形状になる。
したがって、新たな付箋情報が付加された場合は、その領域を方向欄７３０又は方向欄７
５０の方向に拡張するように配置する。
　（３）始点と方向によって領域を特定するパターン（図６（ｅ）、（ｆ）参照）であっ
て、その領域の形状は楕円（円を含む）形状になる。ただし、ここでの方向とは、右回り
又は左回り、楕円の長軸長、楕円の短軸長、長軸又は短軸の傾き、延長先が外又は内を示
す情報によって構成されている。延長先が外とは、始点よりも終点が外側に位置するよう
になることをいい、図６（ｅ）の例に示すように、付箋情報を楕円上に一周分配置した後
はその外側に付箋情報を配置し、付箋情報を配置していくことによって領域が膨張する。
延長先が内とは、始点よりも終点が内側に位置するようになることをいい、図６（ｆ）の
例に示すように、領域の大きさは定まっており、付箋情報を楕円上に一周分配置した後は
その内側に付箋情報を配置する。
【００３３】
　付箋情報リスト記憶モジュール１７４は、関連付け判断モジュール１７０、解釈モジュ
ール１８０と接続されている。付箋情報リスト記憶モジュール１７４は、例えば、付箋情
報テーブル８００、台紙情報テーブル９００を記憶している。
　図８は、付箋情報テーブル８００のデータ構造例を示す説明図である。付箋情報テーブ
ル８００は、付箋ＩＤ欄８１０、付箋内容欄８２０、作成者ＩＤ欄８３０、作成日時欄８
４０、作成端末ＩＤ欄８５０、送信日時欄８６０、指定付箋ＩＤ欄８７０、コメント欄８
８０、座標欄８９０を有している。付箋ＩＤ欄８１０は、付箋情報を本実施の形態におい
て一意に特定するための付箋ＩＤを記憶している。付箋内容欄８２０は、参加者が付箋情
報に記載した文字、図形、画像、音声等を記憶している。例えば、文字コード列、指又は
ペン等の軌跡を示すベクトルデータ、又はそれらのデータを記憶しているファイル名等で
あってもよい。作成者ＩＤ欄８３０は、その付箋情報を作成した参加者を本実施の形態で
一意に特定するための参加者ＩＤを記憶している。作成日時欄８４０は、その付箋情報が
作成された日時（年、月、日、時、分、秒、秒以下、又はこれらの組み合わせであっても
よい。以下、同様）を記憶している。作成端末ＩＤ欄８５０は、その付箋情報が作成され
た端末装置を本実施の形態で一意に特定するための作成端末ＩＤを記憶している。送信日
時欄８６０は、その付箋情報が送信された日時を記憶している。指定付箋ＩＤ欄８７０は
、その付箋情報（第１の付箋情報）に関係している第２の付箋情報を記憶している。「第
２の付箋情報」は、台紙に既に貼り付けられている付箋情報である。第１の付箋情報を作
成した参加者が指定した第２の付箋情報の付箋ＩＤであって、例えば、第１の付箋情報の
内容は、第２の付箋情報を見たことによって発案したものであって、第２の付箋情報の近
傍に配置すべきであると参加者が考えた場合に、その第２の付箋情報の付箋ＩＤが指定さ
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れる。また、第２の付箋情報の付箋ＩＤの代わりに、整列情報ＩＤ又はグループＩＤであ
ってもよい。なお、参加者が第２の付箋情報を指定しなかった場合は、ＮＵＬＬが記憶さ
れる。また、指定付箋ＩＤ欄８７０がＮＵＬＬの場合は、動作情報テーブル１２００が付
されていてもよい。コメント欄８８０は、その付箋情報に関連したコメントを記憶してい
る。コメントの作成者は、付箋情報を作成した参加者であってもよいし、他の参加者であ
ってもよいし、ファシリテーターであってもよい。座標欄８９０は、その付箋情報を配置
する座標（ｘ、ｙ）を記憶している。座標は付箋が台紙に直接張り付けられているときは
、台紙上の座標（ｘ、ｙ）でもよいし、付箋がグループに属しているときは、グループの
始点からの相対座標（ｘ、ｙ）でもよい。
【００３４】
　図９は、台紙情報テーブル９００のデータ構造例を示す説明図である。台紙情報テーブ
ル９００は、台紙ＩＤ欄９０５、台紙背景欄９１０、参加者ＩＤ欄９１５、ファシリテー
ターＩＤ欄９２０、作成日時欄９２５、終了日時欄９３０、グループ数欄９３５、グルー
プＩＤ欄９４０、グループ名欄９４５、グループ位置欄９５０、グループ内付箋ＩＤ欄９
５５、付箋数欄９６０、付箋ＩＤ欄９６５、付箋位置欄９７０、いいね投票数欄９７５を
有している。台紙ＩＤ欄９０５は、台紙を本実施の形態において一意に特定するための台
紙ＩＤを記憶している。台紙背景欄９１０は、その台紙の背景の模様（例えば、ＸＹ軸、
テンプレート画像等）を記憶している。参加者ＩＤ欄１５は、その台紙を用いる参加者の
参加者ＩＤを記憶している。ファシリテーターＩＤ欄９２０は、その台紙を用いるファシ
リテーターのファシリテーターＩＤを記憶している。作成日時欄９２５は、その台紙の作
成開始日時を記憶している。終了日時欄９３０は、その台紙の作成終了日時を記憶してい
る。グループ数欄９３５は、その台紙内で集合を形成したグループ数を記憶している。そ
のグループ数だけ、グループＩＤ欄９４０、グループ名欄９４５、グループ位置欄９５０
、グループ内付箋ＩＤ欄９５５の組がある。グループＩＤ欄９４０は、そのグループを本
実施の形態において一意に特定するためのグループＩＤ（整列情報リスト７００のグルー
プＩＤ欄７９０と同等）を記憶している。グループ名欄９４５は、そのグループの名称（
例えば、図４等ではグループＡ、グループＢ等）を記憶している。グループ位置欄９５０
は、その台紙内における、そのグループの位置（例えば、台紙内のＸＹ座標）を記憶して
いる。グループ内付箋ＩＤ欄９５５は、そのグループに要素として含まれている付箋情報
の付箋ＩＤを記憶している。付箋数欄９６０は、その台紙上に貼り付けられている付箋情
報の数を記憶している。その付箋情報の数だけ、付箋ＩＤ欄９６５、付箋位置欄９７０、
いいね投票数欄９７５の組がある。付箋ＩＤ欄９６５は、その台紙上に貼り付けられてい
る付箋情報の付箋ＩＤを記憶している。付箋位置欄９７０は、その付箋情報の台紙内にお
ける位置（例えば、台紙内のＸＹ座標であってもよいし、その付箋情報が属しているグル
ープの始点からの相対座標であってもよい）を記憶している。いいね投票数欄９７５は、
その付箋情報に対して参加者から「いいね」ボタンが押下された回数（いいね投票数）を
記憶している。
　なお、前述のグループは、ファシリテーターの領域指定操作によって関連付けられた付
箋情報群を示すものであるが、デフォルトのグループ（例えば、グループＺ等）を設けて
もよい。デフォルトのグループとは、関連付けが行われる前の台紙に貼り付けられた付箋
情報を要素として含むものである。したがって、ファシリテーターの領域指定操作によっ
て関連付けられなかった付箋情報は、デフォルトのグループに含まれることになる。この
ようなデフォルトのグループを設けた場合は、前述の図８の例に示した付箋情報テーブル
８００の座標欄８９０は不要としてもよい。つまり、関連付けが行われていない付箋情報
の位置も、台紙情報テーブル９００の付箋位置欄９７０によって示されることになる。
【００３５】
　表示制御モジュール１９０は、関連付け判断モジュール１７０と接続されている。表示
制御モジュール１９０は、関連付け判断モジュール１７０によって関連付けられた付箋情
報群を、台紙上において関連付けられたことを示すように表示する。ここで、「関連付け
られたことを示すように表示する」とは、例えば、関連付けられた付箋情報群を囲む線を
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表示すること、関連付けられた付箋情報群を同じ色（もちろんのことながら、他の関連付
けられた付箋情報群とは異なる色）に着色する等がある。さらに、その関連付けられた付
箋情報群の近傍にグループ名等を表示するようにしてもよい。また、その際に、関連付け
られた付箋情報の位置を整列情報に沿うように変更するようにしてもよい。
　また、表示制御モジュール１９０は、関連付け判断モジュール１７０によって関連付け
られた付箋情報群における方向情報に基づいて、その付箋情報群の最後の付箋情報から次
の位置に通信モジュール１６０によって受け付けられた付箋情報を台紙上に表示するよう
にしてもよい。
　また、表示制御モジュール１９０は、通信モジュール１６０によって受け付けられた付
箋情報を、その付箋情報とともに受け付けられた動作情報に基づいて、台紙上の位置を決
定して表示するようにしてもよい。
　なお、表示・配置装置１５０は、前述したモジュールのうち、配置指示受付モジュール
１８４、関連付け判断モジュール１７０、表示制御モジュール１９０の組み合わせ、又は
通信モジュール１６０、表示制御モジュール１９０の組み合わせであってもよい。
【００３６】
　図２は、本実施の形態を実現するにあたってのシステム構成例を示す説明図である。端
末装置１００ａ、端末装置１００ｂ、端末装置１００ｃ、端末装置１００ｄ、端末装置１
００ｚ等、表示・配置装置１５０は、通信回線２９９を介してそれぞれ接続されている。
必ずしも、全ての装置が１つの部屋（会議室等）にある必要はないが、一般的には、参加
者が用いる端末装置１００ａ等とファシリテーターが用いる表示・配置装置１５０は、同
じ部屋にある。通信回線２９９は、有線回線であってもよいし、無線回線であってもよい
。
【００３７】
　図３は、本実施の形態が使用される会議室等の例を示す説明図である。
　図３（ａ）の例に示すように、会議室等内に、参加者３１１、３１２、ファシリテータ
ー３２１が集まっている。参加者３１１は端末装置１００ａを利用し、参加者３１２は端
末装置１００ｂを利用する。一般的に、端末装置（端末装置１００ａ等）は参加者一人に
１個付与されており、図３（ｂ）の例に示す端末装置１００のように、ノート程度の大き
さ（例えば、Ａ４、Ｂ５、７～１０インチ等）であり、タブレット型の端末であり、指又
はペン等を用いて操作されるものである。参加者によって、手書きの文字、図形等が記載
された付箋情報が作成される。なお、端末装置は、タブレット型の端末に限られず、キー
ボード、マウス等を備えたＰＣ等であってもよい。
　表示・配置装置１５０ａは、プロジェクターであって、台紙を表示する。大型の画面（
例えば、８０インチ等の大きさ）を備えたものであってもよい。また、表示・配置装置１
５０ｂは、電子白板であって、ファシリテーター３２１の指又はペン等の動きを検知して
、付箋情報を台紙に貼り付けること、付箋情報の関連付け（グループ化）を行うこと等の
操作を受け付けるものである。例えば、表示・配置装置１５０ｂにペンが備えられており
、そのペンが予め定められたペン置きから離れたこと（ファシリテーター３２１が操作す
るためにペンを持ち上げたこと）、そしてペンの先端の位置（ペン先端が表示・配置装置
１５０ｂに触れたこと等）を検知することによって、台紙、付箋情報に対する操作を受け
付ける。例えば、ペン置きにセンサー（ペンの重力でスイッチがオンオフとなるセンサー
等）を設け、複数のペン（黒色のペン、赤色のペン、青色のペン等）のうち、どのペンが
用いられているかを検知すればよい。また、表示・配置装置１５０ｂの表示画面全体がタ
ッチセンサーであり、表示画面に触れられた位置を検知すればよい。
【００３８】
　図４は、本実施の形態による共有画面４００の表示例を示す説明図である。共有画面４
００は、図３（ａ）の例に示されている表示・配置装置１５０ｂに表示されているもので
ある。
　共有画面４００は、台紙領域４１０を有している。台紙領域４１０内には、一般的な付
箋情報（図４内では、小さい長方形）の他に、それらの付箋情報を関連付けたグループ領
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域Ａ４２０、グループ領域Ｃ４４０、グループ領域Ｄ４５０、グループ領域Ｅ４６０、グ
ループ領域Ｆ４７０が表示されている。そして、ファシリテーター３２１の操作に応じて
、付箋情報を台紙領域４１０内で移動させる（例えば、他のグループに移動等）。また、
参加者用端末の参加者によって位置指定（前述の付箋情報をグループに関連付けるための
動作情報を指定する操作）が行われた付箋情報は、台紙領域４１０内のグループ内に配置
される。例えば、グループＡと関係があるとされた付箋情報は、付箋（８）の後（図４で
は下）の位置に配置される。
　また、ファシリテーター３２１の操作によって、複数の付箋情報をグループ化（例えば
、グループ領域Ｃ４４０、グループ領域Ｄ４５０のように）することができる。前述の整
列情報の操作（例えば、関連する付箋情報を一カ所に配置し、それらを囲む線が描かれる
等の操作）を検知して、囲まれた付箋情報をグループ化すればよい。整列情報の操作につ
いては、図６を用いて後述する。
　また、参加者は、台紙に貼り付けられている付箋情報に対して、「いいね投票」を行う
ことができる。例えば、参加者は付箋情報に記載されている内容に賛同する場合は、その
付箋情報を指定して端末装置１００に表示されている「いいね投票」ボタンが押下（又は
それぞれの付箋情報に付加されている「いいね投票」ボタンが押下）される。そして、そ
の押下回数がカウントされて、台紙情報テーブル９００のいいね投票数欄９７５に記憶さ
れる。押下回数が予め定められた数よりも多い付箋情報は、他の付箋情報よりも大きく表
示するようにしてもよい。
　もちろんのことながら、未だ関連付けられていない付箋情報があってもよい。例えば、
図４では、４枚の付箋情報（付箋情報４９１～４９４）がどのグループにも属していない
ものとしてある。これらの付箋情報に対して、関連付け判断モジュール１７０が既存のグ
ループにおける始点からの方向又は折り返し点からの方向に基づいて、既存のグループに
関連付けることを行ってもよい。例えば、グループ領域Ｄ４５０を折り返し点からの方向
（図では下方向）に拡張した場合に、付箋情報４９４が含まれることになるので、付箋情
報４９４をグループＤに関連付けるようにしてもよい。そして、表示において、付箋情報
４９４をグループ領域Ｄ４５０内に１１番目の整列した付箋情報として再配置とする。
　このような会議支援システムに、本実施の形態の表示・配置装置１５０を導入する。
【００３９】
　図５は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
　ステップＳ５０２では、整列指示受付モジュール１８２が、ファシリテーターによる整
列指示を受け付ける。
　ステップＳ５０４では、解釈モジュール１８０が、整列指示を解釈して、整列情報を生
成する。図６は、本実施の形態による整列情報の例を示す説明図である。小さい長方形は
表示されている付箋情報である。整列情報は、少なくとも始点情報と方向情報を含む。図
６（ａ）の例は、始点６０２ａと方向６０４ａによって領域６１０ａを形成したものであ
る。始点６０２ａと方向６０４ａを指定する操作としては、始点６０２ａの位置を触れ、
そのまま方向６０４ａへ移動させる操作が該当する。また、その操作を行った軌跡の近傍
にある付箋情報を関連付ける。ここで近傍とは、軌跡の座標から予め定められた距離内に
あることをいう。もちろんのことながら、図６（ａ）の例のように付箋情報の上側に軌跡
を描いてもよいし、下側に描くようにしてもよい。そして、付箋情報の並びは、方向６０
４ａにしたがって図６（ａ）の例に示すようになる。また、関連付けられた付箋情報の位
置を整列してもよい。付箋情報間の各間隔を予め定められた距離として、方向６０４ａに
したがって並べることである。このグループに新しい付箋情報が増えた場合は、方向６０
４ａにしたがって付箋情報（７）の右隣に配置する。したがって、この場合は１列に付箋
情報が並ぶことになる。図６（ｂ）も同様の例を示したものであり、方向６０４ｂが右斜
め下方向である例を示している。もちろんのことながら、方向情報は上方向、左方向等で
あってもよい。
【００４０】
　図６（ｃ）の例は、始点６０２ｃ、方向６０４ｃ、折り返し点６０６ｃと方向６０８ｃ
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によって領域６１０ｃを形成したものである。始点６０２ｃと方向６０４ｃは、前述の始
点６０２ａと方向６０４ａと同等のものである。方向６０４ｃの軌跡から一旦停止とその
前後での方向が予め定められた角度以上（例えば、７０度以上）の方向変更を検知すれば
よい。また、方向変更だけを検知してもよい。そして、その操作を行った軌跡の近傍にあ
る付箋情報を関連付ける。付箋情報の並びは、方向６０４ｃにしたがって図６（ｃ）の例
に示すように左から右へ並べる。折り返し点６０６ｃの位置まで並べた後は、方向６０８
ｃにしたがって図６（ｃ）の例に示すように、行を上方向に変える。このグループに新し
い付箋情報が増えた場合は、方向６０４ｃ又は方向６０８ｃにしたがって付箋情報（１１
）の右隣に配置する。したがって、この場合は横方向に４つの付箋情報が並ぶ矩形の領域
になる。つまり、始点から折り返し点を一辺とし、その辺と直角する方向に成長する長方
形を形成する。図６（ｄ）も同様の例を示したものであり、方向６０８ｄが下方向である
例を示している。もちろんのことながら、第１の方向情報と第２の方向情報が異なってい
れば、どのような方向の組み合わせであってもよい。
【００４１】
　図６（ｅ）の例は、始点６０２ｅと方向６０４ｅによって領域６１０ｅを形成したもの
である。図６（ｆ）の例は、始点６０２ｆと方向６０４ｆによって領域６１０ｆを形成し
たものである。方向６０４ｅ、方向６０４ｆの軌跡が楕円であると認識した場合は、方向
（方向６０４ｅ、方向６０４ｆ）の終点が、始点（始点６０２ｅ、始点６０２ｆ）と比べ
てその楕円における外側にあるか否かを検知する。図６（ｅ）の例に示すように外側にあ
ると検知した場合は、その楕円を外側に成長させるような領域６１０ｅを形成する。付箋
情報の並びとしては、方向６０４ｅに沿わせて並べて配置し、一周した後は外側へ並べて
配置する。逆に、図６（ｆ）の例に示すように内側にあると検知した場合は、楕円形状の
大きさを固定した領域６１０ｆを形成する。付箋情報の並びとしては、方向６０４ｆに沿
わせて並べて配置し、一周した後は内側へ並べて配置する。
　これらの検知結果は、整列情報リスト７００に記憶させる。
【００４２】
　ステップＳ５０６では、解釈モジュール１８０が、整列情報（整列情報リスト７００）
を整列情報リスト記憶モジュール１７２に記憶させる。
　ステップＳ５０８では、関連付け判断モジュール１７０が、生成された整列情報が示す
領域内に含まれる付箋情報を付箋情報リスト記憶モジュール１７４（台紙情報テーブル９
００）から抽出する。前述したように、軌跡の座標の近傍にある付箋情報を抽出すればよ
い。
　ステップＳ５１０では、関連付け判断モジュール１７０が、抽出した付箋情報を関連付
ける。具体的には、抽出した付箋情報に対して同じグループＩＤを付与する。
　ステップＳ５１２では、表示制御モジュール１９０が、関連付けられた複数の付箋情報
を一群の付箋情報群とわかるような表示を行う。例えば、図４に例示したように同じグル
ープに属している付箋情報を囲む線を描くようにしてもよい。また、同じグループに属し
ている付箋情報は同じ色で着色するようにしてもよい。
【００４３】
　図１０は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。ステップＳ１００
２からステップＳ１００６までの処理は、端末装置１００における処理であり、ステップ
Ｓ１００８から後の処理は、表示・配置装置１５０における処理である。
　ステップＳ１００２では、付箋情報受付モジュール１１４が、操作者（参加者）の操作
に応じて、付箋情報を受け付ける。テキストデータ、手書きのベクトルデータ等が付箋情
報として記載される。
　ステップＳ１００４では、動作情報受付モジュール１１２が、操作者の操作に応じて、
動作情報を受け付ける。例えば、台紙に貼り付けた付箋情報を受付モジュール１１０のタ
ッチパネル上で選択する。次にその付箋情報に対して前述した「射出」操作を行う。この
「射出」操作によって、方向と速度が指定されたことになる。図１２は、動作情報テーブ
ル１２００のデータ構造例を示す説明図である。動作情報テーブル１２００は、動作情報



(14) JP 5987780 B2 2016.9.7

10

20

30

40

50

ＩＤ欄１２１０、始点座標欄１２２０、方向欄１２３０、速度欄１２４０、付箋ＩＤ欄１
２５０を有している。動作情報ＩＤ欄１２１０は、動作情報を本実施の形態において一意
に識別するためのＩＤを記憶している。始点座標欄１２２０は、「射出」操作における最
初に触れた座標を記憶している。方向欄１２３０は、方向（角度）を記憶している。速度
欄１２４０は、速度を記憶している。付箋ＩＤ欄１２５０は、対象としている付箋情報の
付箋ＩＤを記憶している。
　ステップＳ１００６では、通信モジュール１２０が、付箋情報と動作情報を表示・配置
装置１５０へ送信する。
　ステップＳ１００８では、通信モジュール１６０が、付箋情報と動作情報を端末装置１
００から受信する。
【００４４】
　ステップＳ１０１０では、整列情報リスト記憶モジュール１７２が、動作情報を用いて
、整列情報によって関連付けられた情報群（グループ）に対して、付箋情報を関連付ける
度合いを示すスコアを算出する。図１１は、本実施の形態による動作情報の例を示す説明
図である。図１１は共有画面に表示されている台紙（図４の例では台紙領域４１０）であ
るとする。図１１の例に示した中心と台紙の中心を一致させる。動作情報の速度が低速で
あると判断した場合は、低速用方向指定領域１１１０内の範囲にあって、４種類（低速用
上方向指定領域１１１２、低速用右方向指定領域１１１４、低速用下方向指定領域１１１
６、低速用左方向指定領域１１１８）に分けた領域のうち動作情報の方向に合致するいず
れかの領域に位置しているグループを抽出する。動作情報の速度が高速であると判断した
場合は、高速用方向指定領域１１５０内の範囲（低速用方向指定領域１１１０の範囲を除
く）であって、８種類（高速用上方向指定領域１１５２、高速用右上方向指定領域１１５
４、高速用右方向指定領域１１５６、高速用右下方向指定領域１１５８、高速用下方向指
定領域１１６０、高速用左下方向指定領域１１６２、高速用左方向指定領域１１６４、高
速用左上方向指定領域１１６６）に分けた領域のうち動作情報の方向に合致するいずれか
の領域に位置しているグループを抽出する。そして、そのグループにスコア付けを行う。
例えば、抽出したグループが１つであった場合は、そのグループに付箋情報を関連付けて
よい（この場合は、ステップＳ１０１２の処理も行うことになる）。抽出したグループが
複数であった場合は、４つの領域内又は８つの領域内でグループが重なっている面積を算
出し、その面積に応じた（例えば、面積に比例した）スコアを算出する。ここでは、スコ
アが高いほど関連付けるにふさわしいグループであるとする。
【００４５】
　ステップＳ１０１２では、整列情報リスト記憶モジュール１７２が、最もふさわしいス
コアを有する整列情報（グループ）を選択する。ここでは、スコアが最も高いグループを
選択する。
　ステップＳ１０１４では、整列情報リスト記憶モジュール１７２が、整列情報（グルー
プ）に付箋情報を追加する。具体的には、付箋情報に選択されたグループＩＤを付与する
。
　ステップＳ１０１６では、表示制御モジュール１９０が、付箋情報を追加した整列情報
（グループ）に関する表示を更新する。前述したように、そのグループ内の整列情報にし
たがって付箋情報を配置する。
【００４６】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータ（端末装置１００、
表示・配置装置１５０等）のハードウェア構成は、図１３に例示するように、一般的なコ
ンピュータであり、具体的にはパーソナルコンピュータ、サーバーとなり得るコンピュー
タ等である。つまり、具体例として、処理部（演算部）としてＣＰＵ１３０１を用い、記
憶装置としてＲＡＭ１３０２、ＲＯＭ１３０３、ＨＤ１３０４を用いている。ＨＤ１３０
４として、例えばハードディスクを用いてもよい。受付モジュール１１０、動作情報受付
モジュール１１２、付箋情報受付モジュール１１４、通信モジュール１２０、通信モジュ
ール１６０、関連付け判断モジュール１７０、解釈モジュール１８０、整列指示受付モジ
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ュール１８２、配置指示受付モジュール１８４、表示制御モジュール１９０等のプログラ
ムを実行するＣＰＵ１３０１と、そのプログラムやデータを記憶するＲＡＭ１３０２と、
本コンピュータを起動するためのプログラム等が格納されているＲＯＭ１３０３と、補助
記憶装置であるＨＤ１３０４と、キーボード、マウス、タッチパネル等に対する利用者の
操作に基づいてデータを受け付ける受付装置１３０６と、ＣＲＴ、液晶ディスプレイ等の
出力装置１３０５と、ネットワークインタフェースカード等の通信ネットワークと接続す
るための通信回線インタフェース１３０７、そして、それらをつないでデータのやりとり
をするためのバス１３０８により構成されている。これらのコンピュータが複数台互いに
ネットワークによって接続されていてもよい。
【００４７】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図１３に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形
態は、図１３に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能
な構成であればよい。例えば、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えばＡＳＩＣ
等）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内にあり通信回線で接続して
いるような形態でもよく、さらに図１３に示すシステムが複数互いに通信回線によって接
続されていて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、パーソナルコンピュー
タの他、情報家電、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機（スキャナ、プリ
ンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画像処理装置）など
に組み込まれていてもよい。
【００４８】
　なお、前述の実施の形態の説明において、予め定められた値との比較において、「以上
」、「以下」、「より大きい」、「より小さい（未満）」としたものは、その組み合わせ
に矛盾が生じない限り、それぞれ「より大きい」、「より小さい（未満）」、「以上」、
「以下」としてもよい。
【００４９】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録された
コンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリーカー
ド等が含まれる。
　そして、前記のプログラム又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通等させ
てもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、
メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線ネット
ワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用い



(16) JP 5987780 B2 2016.9.7

10

20

て伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に分割して
記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化など、復元可能であればどのような態様で記
録されていてもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１００…端末装置
　１１０…受付モジュール
　１１２…動作情報受付モジュール
　１１４…付箋情報受付モジュール
　１２０…通信モジュール
　１５０…表示・配置装置
　１６０…通信モジュール
　１７０…関連付け判断モジュール
　１７２…整列情報リスト記憶モジュール
　１７４…付箋情報リスト記憶モジュール
　１８０…解釈モジュール
　１８２…整列指示受付モジュール
　１８４…配置指示受付モジュール
　１９０…表示制御モジュール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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