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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置であって、
　共有に係る前記画面への書込みを前記入力部から受け付ける操作受付手段と、
　自端末で受け付けた前記書込みのデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサーバ
システムへ前記通信部から送信する送信手段と、
　他のどの端末を操作元としてその端末による書込みを自端末の前記表示内容に反映させ
るかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択手段と、
　各端末での書込みのデータを、又は前記サーバシステムが前記各操作元での書込みを前
記選択にしたがって反映させた表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する
受信手段と、
　受信した前記データに基づいて、前記操作元での書込みを前記選択にしたがって反映し
た表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画手段と、
　を前記制御部により実現し、
　前記描画手段が前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元での書込みのう
ち前記参照選択手段を通じて選択された他の端末による書込みを表示するが前記参照選択
手段を通じて選択されていない他の端末による書込みを表示しないものである
　ことを特徴とする端末装置。
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【請求項２】
　前記描画手段は、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データを前
記記憶部に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後に新たに選択した操作元での書
込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって前記表示内容に反映
させる遡及モードを処理する
　ことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項３】
　前記描画手段は、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記
選択以降の書込みに限って前記表示内容に反映させる非遡及モードを処理する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の端末装置。
【請求項４】
　前記遡及モードと非遡及モードの選択を前記入力部から受け付ける遡及選択手段
　を前記制御部により実現することを特徴とする請求項３記載の端末装置。
【請求項５】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置であって、
　共有に係る前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを変
更するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付手段と、
　自端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサ
ーバシステムへ前記通信部から送信する送信手段と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択手段と、
　各端末でのビュー変更のデータを、又は前記サーバシステムが操作元でのビュー変更を
前記選択にしたがって反映した表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する
受信手段と、
　受信した前記データに基づいて、操作元でのビュー変更を前記選択にしたがって反映し
た表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画手段と、
　を前記制御部により実現し、
　前記描画手段が前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元でのビュー変更
のうち前記参照選択手段を通じて選択された他の端末によるビュー変更を表示するが前記
参照選択手段を通じて選択されていない他の端末によるビュー変更を表示しないものであ
る
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項６】
　前記操作受付手段又は参照選択手段は、他の端末をビュー変更の操作元として選択して
いる場合に、自端末の前記入力部から前記ビュー変更を受け付けたときは、前記選択を解
除する
　ことを特徴とする請求項５記載の端末装置。
【請求項７】
　前記参照選択手段は、前記ビュー変更の操作元として全ての端末又は複数の端末の選択
も受け付け、
　前記描画手段は、上記のように操作元として全て又は複数の端末が選択されているとき
は、どの操作元によるものでも最後のビュー変更を前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項５又は６記載の端末装置。
【請求項８】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置であって、
　共有する前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを変更
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するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付手段と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択手段と、
　自端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所定の規則性に
基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリモコンデータ
を、他の端末へ又は中継用の所定のサーバシステムへ前記通信部から送信する送信手段と
、
　各端末からのビュー変更のデータ、ビューリモコンデータ、又は、これらいずれかのデ
ータに基づき前記サーバシステムが操作元でのビュー変更を前記選択にしたがって反映し
た表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する受信手段と、
　受信した前記データに基づいて、操作元でのビュー変更を前記選択にしたがって反映し
た表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画手段と、
　少なくとも前記操作元と反映先の関係にある端末間で、各端末の前記表示画面の表示サ
イズ情報とビューの情報を、直接に又は中継用の所定のサーバシステムを経て一方向又は
双方向に受け渡すことにより、自端末のビュー内に他端末のビュー範囲を図形により表示
するビュー処理手段と、
　を前記制御部により実現し、
　前記描画手段が前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元でのビュー変更
のうち前記参照選択手段を通じて選択された他の端末によるビュー変更を表示するが前記
参照選択手段を通じて選択されていない他の端末によるビュー変更を表示しないものであ
る
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項９】
　前記ビュー範囲の表示について、全ての端末又は指定する端末ごとの表示／非表示、
　又は、
　自端末のビュー範囲について、他の全ての端末又は指定する端末ごとに対する公開／非
公開
　の少なくとも一方の選択を前記入力部から受け付けるビュー表示選択手段、
　を前記制御部により実現することを特徴とする請求項８記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記操作受付手段は、他の端末でのビュー範囲を示す前記図形について変更操作を前記
入力部から受け付け、
　前記送信手段は、その変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前
記通信部から外部へ送信し、
　そのように他の端末から送信された自端末宛のビューリモコンデータを前記受信手段が
受信した場合に、前記描画手段は、そのビューリモコンデータにしたがって自端末のビュ
ーを変更する
　ことを特徴とする請求項８又は９記載の端末装置。
【請求項１１】
　前記描画手段は、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータにしたがっ
て自端末のビューを変更する場合に、表示倍率は維持したまま、ビューを平行移動する
　ことを特徴とする請求項１０記載の端末装置。
【請求項１２】
　前記描画手段は、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータにしたがっ
て自端末のビューを変更する場合に、操作元における画面表示範囲と同じ範囲を表示でき
るように、自端末における表示倍率を変更する
　ことを特徴とする請求項１０記載の端末装置。
【請求項１３】
　前記描画手段は、前記表示サイズ情報が自端末よりも相対的に大きい端末からのビュー
リモコンデータに基づくビュー変更の際は、共有する画面の全体表示であって変更に係る
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新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前記ビューリモコンデータに基づ
いた新たなビューに変更する
　ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１４】
　前記参照選択手段は、他の端末によるビュー変更を自端末に反映する時間サイクルの設
定を前記入力部から受け付け、
　前記描画手段は、設定された前記時間サイクルを少なくともあけて、操作元のビューを
前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項５から１３のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１５】
　前記描画手段は、他の端末によるビュー変更について、所定値以上の変化量又は変化率
の場合に限って前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項５から１４のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１６】
　前記描画手段は、他の端末からの反映させるべきビュー変更について、所定の一時的な
停止操作を前記入力部から受け付けるとともにその停止操作が継続している間は、前記ビ
ュー変更を前記記憶部へ一時記憶し、前記停止操作が解除されると前記一時記憶された各
ビュー変更を最新状態まで前記表示内容へ反映させる
　ことを特徴とする請求項５から１５のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項１７】
　前記入力部から、前記書込み、前記ビュー又はその変更の少なくともいずれかについて
、他の全てのもしくは指定する端末ごとに、公開／非公開の選択を受け付けて前記記憶部
に記録する公開選択手段
　を前記制御部により実現することを特徴とする請求項１から１６のいずれか一項に記載
の端末装置。
【請求項１８】
　前記送信手段は、前記非公開を選択した書込み、ビュー変更もしくは端末について、前
記送信手段による外部へのデータの送信自体を停止する
　ことを特徴とする請求項１７記載の端末装置。
【請求項１９】
　前記非公開を選択した書込み、ビュー変更もしくは端末について、データの送信側とな
る端末において、前記送信手段により、
　外部へのデータの送信自体は継続する一方、非公開を選択した事実を前記データととも
に属性として又は別途、外部へ通知し、
　この通知の内容に応じて、データの受信側となる端末の前記描画手段が、到着したデー
タを取捨選択する
　ことを特徴とする請求項１７記載の端末装置。
【請求項２０】
　前記公開選択手段は、書込みについての選択を前記非公開から公開へ切り替えようとす
る場合、共有に係る前記画面の表示内容のうち、公開することととなる書込みの要素を強
調表示するとともに、確認操作又は所定時間内の中止操作を受け付けたうえで公開へ切り
替える
　ことを特徴とする請求項１７から１９のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項２１】
　自端末での操作について前記送信手段により、全部又は指定した一部の端末に対しその
端末での操作元の設定にかかわらず、必ず反映すべき特権命令として送信させる、特権命
令手段を前記制御部により実現する
　ことを特徴とする請求項１から２０のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項２２】
　各端末からの操作データについて、その公開／非公開の選択もしくは属性にかかわらず
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、必ず自端末に反映させる、強制読取手段を前記制御部により実現する
　ことを特徴とする請求項１から２１のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項２３】
　情報の記憶部と、端末との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、
を備え、端末間において通信を中継することにより又は通信路確立を仲介することにより
画面表示内容の共有を実現するサーバシステムであって、
　各端末から、他のどの端末を操作元としてその端末による書込み又はビュー変更の操作
を自端末の前記表示内容に反映させるかの選択内容を各端末から前記通信部により受け付
けて前記記憶部に記録する参照受付手段と、
　各端末から前記通信部により、各端末における書込み又はビュー変更の操作データを受
信する受信手段と、
　記録した前記選択内容と、受信した前記操作データと、にしたがって操作元による操作
を反映した画面表示内容のデータを作成し前記通信部により反映先へ配信する作成配信手
段と、
　を前記制御部により実現し、
　前記作成配信手段により反映先へ配信される前記画面表示内容は、前記操作元での書込
み又はビュー変更のうち前記参照受付手段を通じて選択された端末による書込み又はビュ
ー変更を表示するが前記参照受付手段を通じて選択されていない端末による書込み又はビ
ュー変更を表示しないものである
　ことを特徴とするサーバシステム。
【請求項２４】
　前記作成配信手段は、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データ
を前記記憶部に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後にいずれかの端末から新た
に選択された操作元での書込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかの
ぼって前記表示内容に反映させる遡及モードを処理する
　ことを特徴とする請求項２３記載のサーバシステム。
【請求項２５】
　前記作成配信手段は、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みのうち、そ
の選択以降の書込みに限って前記表示内容に反映させる非遡及モードを備え、
　前記遡及モード／非遡及モードの選択を各端末から前記通信部により受け付ける遡及受
付手段を前記制御部により実現する
　ことを特徴とする請求項２３又は２４記載のサーバシステム。
【請求項２６】
　前記参照受付手段は、他の端末をビュー変更の操作元として選択している反映先の端末
から、その反映先独自のビュー変更の操作データを前記通信部により受信したときは、前
記選択を解除する
　ことを特徴とする請求項２３から２５のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項２７】
　情報の記憶部と、外部との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、
を備え、各端末との間で通信により各端末間で画面の表示内容を共有させるサーバシステ
ムであって、
　共有する前記画面のうち各端末における表示範囲であるビューを変更するビュー変更を
端末から前記通信部を通じて受け付ける操作受付手段と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記各端末から前記通信部を通じ受け付けて前記記憶部に記録する参照受
付手段と、
　各端末からその端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所
定の規則性に基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリ
モコンデータを、前記通信部を通じて受信する受信手段と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
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反映した表示内容のデータを作成し前記通信部から反映先の端末へ送信する作成配信手段
と、
　を前記制御部により実現し、
　前記作成配信手段により反映先へ配信される前記表示内容は、前記操作元でのビュー変
更のうち前記参照受付手段を通じて選択された端末によるビュー変更を表示するが前記参
照受付手段を通じて選択されていない端末によるビュー変更を表示しないものであり、
　前記作成配信手段は、各端末からその表示画面の表示サイズ情報とビューの情報を受信
することにより、各端末のビュー内に、その端末と参照の関係にある他の端末のビュー範
囲を図形により表示する画面表示内容のデータを作成し前記通信部により該当の各端末へ
配信する
　ことを特徴とするサーバシステム。
【請求項２８】
　前記受信手段は、各端末でのビュー範囲を示す前記図形に対して行われた変更操作の内
容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前記通信部により受信し、
　前記作成配信手段は、受信したビューリモコンデータにしたがってビューを変更した画
面表示内容のデータを作成し前記反映先端末へ前記通信部により配信する
　ことを特徴とする請求項２７記載のサーバシステム。
【請求項２９】
　前記作成配信手段は、前記ビューリモコンデータにしたがって端末のビューを変更する
場合に、表示倍率は維持したまま、ビューを平行移動する
　ことを特徴とする請求項２８記載のサーバシステム。
【請求項３０】
　前記作成配信手段は、前記ビューリモコンデータにしたがって反映先のビューを変更す
る場合に、操作元における画面表示範囲と同じ範囲を表示できるように、反映先における
表示倍率を変更する
　ことを特徴とする請求項２８又は２９記載のサーバシステム。
【請求項３１】
　前記作成配信手段は、前記表示サイズ情報が反映先の端末よりも相対的に大きい操作元
からのビューリモコンデータに基づくビュー変更の際は、反映先について、共有する画面
の全体表示であって変更に係る新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前
記ビューリモコンデータに基づいた新たなビューに変更する
　ことを特徴とする請求項２８から３０のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項３２】
　前記作成配信手段は、
　ビュー変更を反映する時間サイクル又は変化量もしくは変化率の少なくともいずれかに
ついて、予め設定され又は端末から前記通信部経由で指定を受け付けた所定値を前記記憶
部に記憶するとともに、
　前記時間サイクルを少なくともあけて、又は、ビュー変更の変化量又は変化率が前記所
定値以上の場合に限って、前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項２３から３１のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項３３】
　端末での書込み、ビュー又はその変更の少なくともいずれかについて、他の全てのもし
くは指定する端末ごとに、公開／非公開の選択を各端末から前記通信部により受け付けて
前記記憶部に記録する公開受付手段を前記制御部により実現し、
　前記作成配信手段は、前記公開を選択している端末からの操作データを、その端末を操
作元として選択している端末の表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項２３から３２のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項３４】
　前記公開受付手段は、書込みについての選択を前記非公開から公開へ切り替えようとす
る場合、操作元の端末に対し、共有に係る前記画面の表示内容のうち、公開することとと
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なる書込みの要素を強調表示するとともに、確認操作又は所定時間内の中止操作を受け付
けたうえで公開へ切り替える
　ことを特徴とする請求項３３記載のサーバシステム。
【請求項３５】
　請求項１から２２のいずれか一項に記載の端末装置と、
　請求項２３から３４のいずれか一項に記載のサーバシステムと、
　を通信ネットワーク経由で組み合わせることを特徴とする情報共有システム。
【請求項３６】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置の制御方法であって、
　共有に係る前記画面への書込みを前記入力部から受け付ける操作受付処理と、
　自端末で受け付けた前記書込みのデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサーバ
システムへ前記通信部から送信する送信処理と、
　他のどの端末を操作元としてその端末による書込みを自端末の前記表示内容に反映させ
るかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択処理と、
　各端末での書込みのデータを、又は前記サーバシステムが操作元の各端末での書込みを
前記操作元の選択にしたがって反映させた表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部か
ら受信する受信処理と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の各端末での書込みを前記選択にしたがって反
映した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画処理と、
　を前記制御部により実行し、
　前記描画処理で前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元での書込みのう
ち前記参照選択処理を通じて選択された他の端末による書込みを表示するが前記参照選択
処理を通じて選択されていない他の端末による書込みを表示しないものである
　ことを特徴とする端末装置の制御方法。
【請求項３７】
　前記描画処理は、遡及モードと、非遡及モードと、を処理し、
　前記遡及モードでは、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データ
を前記記憶部に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後に新たに選択した操作元で
の書込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって前記表示内容に
反映させ、
　前記非遡及モードでは、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みについて
、前記選択以降の書込みに限って前記表示内容に反映させ、
　前記遡及モードと前記非遡及モードの選択を前記入力部から受け付ける遡及選択処理を
前記制御部により実行する
　ことを特徴とする請求項３６記載の端末装置の制御方法。
【請求項３８】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置の制御方法であって、
　共有に係る前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを変
更するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付処理と、
　自端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサ
ーバシステムへ前記通信部から送信する送信処理と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択処理と、
　各端末でのビュー変更のデータを、又は前記サーバシステムが操作元の各端末でのビュ
ー変更を前記操作元の選択にしたがって反映した表示内容のデータを、前記通信部を通じ
外部から受信する受信処理と、
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　受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画処理と、
　を前記制御部により実行し、
　前記描画処理で前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元でのビュー変更
のうち前記参照選択処理を通じて選択された他の端末によるビュー変更を表示するが前記
参照選択処理を通じて選択されていない他の端末によるビュー変更を表示しないものであ
る
　ことを特徴とする端末装置の制御方法。
【請求項３９】
　前記操作受付処理又は参照選択処理は、他の端末をビュー変更の操作元として選択して
いる場合に、自端末の前記入力部から前記ビュー変更を受け付けたときは、前記選択を解
除する
　ことを特徴とする請求項３８記載の端末装置の制御方法。
【請求項４０】
　前記参照選択処理は、前記ビュー変更の操作元として全ての端末又は複数の端末の選択
も受け付け、
　前記描画処理は、上記のように操作元として全て又は複数の端末が選択されているとき
は、どの操作元によるものでも最後のビュー変更を前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項３８又は３９記載の端末装置の制御方法。
【請求項４１】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置の制御方法であって、
　共有する前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを変更
するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付処理と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択処理と、
　自端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所定の規則性に
基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリモコンデータ
を、他の端末へ又は中継用の所定のサーバシステムへ前記通信部から送信する送信処理と
、
　各端末からのビュー変更のデータ、ビューリモコンデータ、又はこれらいずれかのデー
タに基づき前記サーバシステムが操作元の各端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する受信処理と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画処理と、
　少なくとも前記操作元と反映先の関係にある端末間で、各端末の前記表示画面の表示サ
イズ情報とビューの情報を、直接に又は中継用の所定のサーバシステムを経て一方向又は
双方向に受け渡すことにより、自端末のビュー内に他端末のビュー範囲を図形により表示
するビュー処理と、
　を前記制御部により実行させ、
　前記描画処理で前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元でのビュー変更
のうち前記参照選択処理を通じて選択された他の端末によるビュー変更を表示するが前記
参照選択処理を通じて選択されていない他の端末によるビュー変更を表示しないものであ
る
　ことを特徴とする端末装置の制御方法。
【請求項４２】
　前記ビュー範囲の表示について、全ての端末又は指定する端末ごとの表示／非表示、
　又は、
　自端末のビュー範囲について、他の全ての端末又は指定する端末ごとに対する公開／非
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公開
　の少なくとも一方の選択を前記入力部から受け付けるビュー表示選択処理、
　を前記制御部により実行することを実現する請求項４１記載の端末装置の制御方法。
【請求項４３】
　前記操作受付処理は、他の端末でのビュー範囲を示す前記図形について変更操作を前記
入力部から受け付け、
　前記送信処理は、その変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前
記通信部から外部へ送信し、
　そのように他の端末から送信された自端末宛のビューリモコンデータを受信した場合に
、前記描画処理は、そのビューリモコンデータにしたがって自端末のビューを変更する
　ことを特徴とする請求項４１又は４２記載の端末装置の制御方法。
【請求項４４】
　前記描画処理は、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータにしたがっ
て自端末のビューを変更する場合に、表示倍率は維持したまま、ビューを平行移動する
　ことを特徴とする請求項４３記載の端末装置の制御方法。
【請求項４５】
　前記描画処理は、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータにしたがっ
て自端末のビューを変更する場合に、操作元における画面表示範囲と同じ範囲を表示でき
るように、自端末における表示倍率を変更する
　ことを特徴とする請求項４３記載の端末装置の制御方法。
【請求項４６】
　前記描画処理は、前記表示サイズ情報が自端末よりも相対的に大きい端末からのビュー
リモコンデータに基づくビュー変更の際は、共有する画面の全体表示であって変更に係る
新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前記ビューリモコンデータに基づ
いた新たなビューに変更する
　ことを特徴とする請求項４３から４５のいずれか一項に記載の端末装置の制御方法。
【請求項４７】
　前記参照選択処理は、他の端末によるビュー変更を自端末に反映する時間サイクルの設
定を前記入力部から受け付け、
　前記描画処理は、設定された前記時間サイクルを少なくともあけて、操作元のビューを
前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項３８から４６のいずれか一項に記載の端末装置の制御方法。
【請求項４８】
　前記描画処理は、他の端末によるビュー変更について、所定値以上の変化量又は変化率
の場合に限って前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項３８から４７のいずれか一項に記載の端末装置の制御方法。
【請求項４９】
　前記描画処理は、他の端末からの反映させるべきビュー変更について、所定の一時的な
停止操作を前記入力部から受け付けるとともにその停止操作が継続している間は、前記ビ
ュー変更を前記記憶部へ一時記憶し、前記停止操作が解除されると前記一時記憶された各
ビュー変更を最新状態まで前記表示内容へ反映させる
　ことを特徴とする請求項３６から４８のいずれか一項に記載の端末装置の制御方法。
【請求項５０】
　前記入力部から、前記書込み、前記ビュー又はその変更の少なくともいずれかについて
、他の全てのもしくは指定する端末ごとに、公開／非公開の選択を受け付けて前記記憶部
に記録する公開選択処理
　を前記制御部により実行することを特徴とする請求項３６から４９のいずれか一項に記
載の端末装置の制御方法。
【請求項５１】
　前記公開選択処理は、書込みについての選択を前記非公開から公開へ切り替えようとす
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る場合、共有に係る前記画面の表示内容のうち、公開することとなる書込みの要素を強調
表示するとともに、確認操作又は所定時間内の中止操作を受け付けたうえで公開へ切り替
える
　ことを特徴とする請求項５０記載の端末装置の制御方法。
【請求項５２】
　自端末での操作について前記送信処理により、全部又は指定した一部の端末に対しその
端末での操作元の設定にかかわらず、必ず反映すべき特権命令として送信させる、特権命
令処理、
　又は、
　各端末からの操作データについて、その公開／非公開の選択もしくは属性にかかわらず
、必ず自端末に反映させる、強制読取処理、
　の少なくとも一方を前記制御部により実現すること
　を特徴とする請求項３６から５１のいずれか一項に記載の端末装置の制御方法。
【請求項５３】
　情報の記憶部と、端末との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、
を備え、端末間において通信を中継することにより又は通信路確立を仲介することにより
画面表示内容の共有を実現するサーバシステムの制御方法であって、
　各端末から、他のどの端末を操作元としてその端末による書込み又はビュー変更の操作
を自端末の前記表示内容に反映させるかの選択内容を各端末から前記通信部により受け付
けて前記記憶部に記録する参照受付処理と、
　各端末から前記通信部により、各端末における書込み又はビュー変更の操作データを受
信する受信処理と、
　記録した前記選択内容と、受信した前記操作データと、にしたがって操作元の端末によ
る操作を反映した画面表示内容のデータを作成し前記通信部により反映先へ配信する作成
配信処理と、
　を前記制御部により実現し、
　前記作成配信処理により反映先へ配信される前記画面表示内容は、前記操作元での書込
み又はビュー変更のうち前記参照受付処理を通じて選択された端末による書込み又はビュ
ー変更を表示するが前記参照受付処理を通じて選択されていない端末による書込み又はビ
ュー変更を表示しないものである
　ことを特徴とするサーバシステムの制御方法。
【請求項５４】
　前記作成配信処理は、遡及モードと、非遡及モードと、を処理し、
　前記遡及モードでは、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データ
を前記記憶部に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後に新たに選択されたた操作
元での書込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって反映先の前
記表示内容に反映させ、
　前記非遡及モードでは、前記共有を開始後に新たに選択された操作元での書込みについ
て、前記選択以降の書込みに限って反映先の前記表示内容に反映させ、
　前記遡及モードと前記非遡及モードの選択を各端末から前記通信部により受け付け手前
記記憶部に記録する遡及受付処理を前記制御部により実行する
　ことを特徴とする請求項５３記載のサーバシステムの制御方法。
【請求項５５】
　前記参照受付処理は、前記ビュー変更の操作元として全ての端末又は複数の端末の選択
も受け付け、
　前記作成配信処理は、上記のように操作元として全て又は複数の端末を選択している反
映先の端末については、どの操作元によるものでも最後のビュー変更を前記表示内容に反
映させる
　ことを特徴とする請求項５３又は５４記載のサーバシステムの制御方法。
【請求項５６】
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　情報の記憶部と、外部との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、
を備え、各端末との間で通信により各端末間で画面の表示内容を共有させるサーバシステ
ムの制御方法であって、
　共有する前記画面のうち各端末における表示範囲であるビューを変更するビュー変更を
端末から前記通信部を通じて受け付ける操作受付処理と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映
するかの選択を前記各端末から前記通信部を通じ受け付けて前記記憶部に記録する参照受
付処理と、
　各端末からその端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所
定の規則性に基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリ
モコンデータを、前記通信部を通じて受信する受信処理と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容のデータを作成し前記通信部から反映先の端末へ送信する作成配信処理
と、
　を前記制御部により実行し、
　前記作成配信処理により反映先へ配信される前記表示内容は、前記操作元でのビュー変
更のうち前記参照受付処理を通じて選択された端末によるビュー変更を表示するが前記参
照受付処理を通じて選択されていない端末によるビュー変更を表示しないものであり、
　前記作成配信処理は、各端末からその表示画面の表示サイズ情報とビューの情報を受信
することにより、各端末のビュー内に、その端末と参照の関係にある他の端末のビュー範
囲を図形により表示する画面表示内容のデータを作成し前記通信部により該当の各端末へ
配信する
　ことを特徴とするサーバシステムの制御方法。
【請求項５７】
　前記受信処理は、各端末でのビュー範囲を示す前記図形に対して行われた変更操作の内
容及び対象の反映先端末を表すビューリモコンデータを前記通信部により受信し、
　前記作成配信処理は、受信したビューリモコンデータにしたがってビューを変更した画
面表示内容のデータを作成し前記反映先端末へ前記通信部により配信する
　ことを特徴とする請求項５６記載のサーバシステムの制御方法。
【請求項５８】
　前記作成配信処理は、前記ビューリモコンデータにしたがって端末のビューを変更する
場合に、表示倍率は維持したまま、ビューを平行移動する
　ことを特徴とする請求項５７記載のサーバシステムの制御方法。
【請求項５９】
　前記作成配信処理は、前記ビューリモコンデータにしたがって反映先のビューを変更す
る場合に、操作元における画面表示範囲と同じ範囲を表示できるように、反映先における
表示倍率を変更する
　ことを特徴とする請求項５７又は５８記載のサーバシステムの制御方法。
【請求項６０】
　前記作成配信処理は、前記表示サイズ情報が反映先の端末よりも相対的に大きい操作元
からのビューリモコンデータに基づくビュー変更の際は、反映先について、共有する画面
の全体表示であって変更に係る新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前
記ビューリモコンデータに基づいた新たなビューに変更する
　ことを特徴とする請求項５７から５９のいずれか一項に記載のサーバシステムの制御方
法。
【請求項６１】
　前記作成配信処理は、
　ビュー変更を反映する時間サイクル又は変化量もしくは変化率の少なくともいずれかに
ついて、予め設定され又は端末から前記通信部経由で指定を受け付けた所定値を前記記憶
部に記憶するとともに、
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　前記時間サイクルを少なくともあけて、又は、ビュー変更の変化量又は変化率が前記所
定値以上の場合に限って、前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項５３から６０のいずれか一項に記載のサーバシステムの制御方
法。
【請求項６２】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置の制御プログラムであって、
　他のどの端末を操作元としてその端末による書込み又はビュー変更の操作を自端末の前
記表示内容に反映させるかの選択を操作元として前記入力部から受け付ける参照選択処理
と、
　共有に係る前記画面への書込み又はビュー変更の操作を前記入力部から受け付ける操作
受付処理と、
　自端末で受け付けた前記操作のデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサーバシ
ステムへ前記通信部から送信する送信処理と、
　各端末での操作のデータを、又は前記サーバシステムが操作元の各端末での操作を前記
操作元の選択にしたがって反映させた表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受
信する受信処理と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の各端末での操作を前記選択にしたがって反映
した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画処理と、
　を前記制御部により実行させ、
　前記描画処理で前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元での書込み又は
ビュー変更のうち前記参照選択処理を通じて選択された他の端末による書込み又はビュー
変更を表示するが前記参照選択処理を通じて選択されていない他の端末による書込み又は
ビュー変更を表示しないものである
　ことを特徴とする端末装置の制御プログラム。
【請求項６３】
　前記描画処理は、遡及モードと、非遡及モードと、を処理し、
　前記遡及モードでは、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データ
を前記記憶部に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後に新たに選択した操作元で
の書込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって前記表示内容に
反映させ、
　前記非遡及モードでは、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みについて
、前記選択以降の書込みに限って前記表示内容に反映させ、
　前記遡及モードと前記非遡及モードの選択を前記入力部から受け付ける遡及選択処理を
前記制御部により実行する
　ことを特徴とする請求項６２記載の端末装置の制御プログラム。
【請求項６４】
　前記参照選択処理は、前記ビュー変更の操作元として全ての端末又は複数の端末の選択
も受け付け、
　前記描画処理は、上記のように操作元として全て又は複数の端末が選択されているとき
は、どの操作元によるものでも最後のビュー変更を前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項６２又は６３記載の端末装置の制御プログラム。
【請求項６５】
　情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の
制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内
容を共有する端末装置の制御プログラムであって、
　共有する前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを変更
するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付処理と、
　他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映



(13) JP 4892653 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択処理と、
　自端末で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所定の規則性に
基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリモコンデータ
を、他の端末へ又は中継用の所定のサーバシステムへ前記通信部から送信する送信処理と
、
　各端末からのビュー変更のデータ、ビューリモコンデータ、又はこれらいずれかのデー
タに基づき前記サーバシステムが操作元の各端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する受信処理と、
　受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画処理と、
　少なくとも前記操作元と反映先の関係にある端末間で、各端末の前記表示画面の表示サ
イズ情報とビューの情報を、直接に又は中継用の所定のサーバシステムを経て一方向又は
双方向に受け渡すことにより、自端末のビュー内に他端末のビュー範囲を図形により表示
するビュー処理と、
　を前記制御部により実行させ、
　前記描画処理で前記表示画面に表示させる前記表示内容は、前記操作元でのビュー変更
のうち前記参照選択処理を通じて選択された他の端末によるビュー変更を表示するが前記
参照選択処理を通じて選択されていない他の端末によるビュー変更を表示しないものであ
る
　ことを特徴とする端末装置の制御プログラム。
【請求項６６】
　前記操作受付処理は、他の端末でのビュー範囲を示す前記図形について変更操作を前記
入力部から受け付け、
　前記送信処理は、その変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前
記通信部から外部へ送信し、
　そのように他の端末から送信された自端末宛のビューリモコンデータを受信した場合に
、前記描画処理は、そのビューリモコンデータにしたがって自端末のビューを変更する
　ことを特徴とする請求項６５記載の端末装置の制御プログラム。
【請求項６７】
　前記描画処理は、
　ビュー変更を反映する時間サイクル又は変化量もしくは変化率の少なくともいずれかに
ついて、予め設定された所定値を前記記憶部に記憶するとともに、
　前記時間サイクルを少なくともあけて、又は、ビュー変更の変化量又は変化率が前記所
定値以上の場合に限って、前記表示内容に反映させる
　ことを特徴とする請求項６２から６６のいずれか一項に記載の端末装置の制御プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の端末間で画面の表示内容を共有するホワイトボードの技術において、
共有画面の表示内容を受け手側で選択可能とするものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットやＬＡＮに代表される通信ネットワークによる情報の流通や共有
といった情報処理技術が急速に普及し、そのなかで、複数の端末装置（単に「端末」とも
表す。本出願の他の部分において同じ）間で画面の表示内容を共有し端末から画面への書
込み等の操作も共有する技術が登場し（例えば、特許文献１参照）、そのような共有画面
をホワイトボードなどと呼ぶ。共有の対象となる操作の代表例は、文字や図形等の描画（
書込み）と、ビューと呼ばれる表示範囲の変更である。
【０００３】
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　このようなホワイトボードにおいて、従来、操作を共有する態様はいくつか用いられて
おり、その一つは、（１）描画やビュー変更の操作をいつでも誰にでも認め、これら操作
を全員に一律に反映させる態様（「常時共有」と呼ぶものとする）で、モード切替などが
無く操作は簡明であった。常時共有の例として、図１３は、誰の書込みも互いに他へ反映
される例を示す。
【０００４】
　常時共有は、ビュー変更についても適用可能で、例えば図１４（１）のように、Ａ画面
（端末Ａ）でのビュー変更が端末ＢやＣのＢ画面、Ｃ画面へ反映され、図１４（２）のよ
うに、Ｃ画面でもビュー（破線の矩形）変更が可能で、その内容はＡ画面、Ｂ画面へ反映
される。
【０００５】
（２）また、誰か一人に操作の権限を独占させ、他はそれを参照（従属）させる態様（「
権限独占」と呼ぶ）では、操作者が一意に決まるので操作の混乱や輻輳は避けることがで
きた。権限独占の例として、図１５の状態では、端末ＡのＡ画面に権限があるため、図形
（三角形）Ａ３のような書込みは、Ａ画面でのみ可能であり、その書込み内容は端末Ｂや
ＣのＢ画面、Ｃ画面へも反映される。一方、権限の無い端末ＢやＣからは書込みは行えな
いが、例えば端末Ｂからの要求に応じ端末Ａからの許可による権限移譲があれば、Ｂ画面
（端末Ｂ）による書込みが可能となる（図１６）。
【０００６】
　また、権限独占をビュー変更に適用する例としては、例えば、図１７（１）に示すよう
に、Ａ画面（端末Ａ）に権限がある場合、Ａ画面でビューを矩形の破線の範囲に変更する
ことが可能で、Ｂ画面、Ｃ画面へ反映されるが、図１７（２）のように、権限の無い例え
ばＣ画面からのビュー変更は行えず、行うためには上記と同様に権限移譲を受ける必要が
あった。
【０００７】
（３）また、他の全員又は指定する相手ごとに、操作を反映させるか否かを操作する側で
公開モードと非公開モードのようにモード切替可能とする態様（「モード切替」と呼ぶも
のとする）では、権限移譲などの煩雑さは無いが、反映先側では操作の内容や集中度など
によっては視認性を損なうなど意に反する表示内容となる問題があった。モード切替の例
として、図１８の状態では、公開モードを選択中の端末Ａ（Ａ画面）と端末Ｃ（Ｃ画面）
による書込み内容（図形Ａ３，Ｃ５）は端末Ｂ（Ｂ画面）に表示されるが、端末Ｂ自身は
非公開モードを選択しているため画面Ｂでの書込み内容（図形Ｂ４）はＡ画面にもＣ画面
にも表示されない。
【０００８】
　このような公開モードや非公開モードは、同じ端末からでも相手先によって異なった選
択が可能な例もあり、例えば図１９の例では、端末Ｂ（画面Ｂ）はその選択により、書込
み（例えば図形Ｂ４）を端末Ａ（画面Ａ）には対しては公開するが、端末Ｃ（画面Ｃ）に
対しては非公開である。
【特許文献１】特表２００４－２６０８２３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上記のうち（１）常時共有では、全ての操作が常に全端末に反映されることか
ら、操作が輻輳すると混乱したり見づらくなり、特にビュー変更が頻発すると視認性を大
きく損なう問題があった。
【００１０】
　また、（２）権限独占では、唯一の権限を操作の際に有している必要があることから、
権限の要求や移譲などの操作が煩雑という問題があった。
【００１１】
　また、（３）モード切替では、操作を反映させるかを操作元側で選択することから、操
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作元側の各端末における操作の内容や集中度などによっては、反映先とされた受信側にお
いて視認性を損なうなど意に反する表示内容となる問題があった。
【００１２】
　本発明は、上記のような従来技術の課題を解決するもので、その目的は、ホワイトボー
ドに代表される情報共有の技術において、共有画面の表示内容を受け手側で選択可能とす
ることにより、権限の要求や移譲などの煩雑な操作無しで、操作が輻輳しても、着目した
い表示対象など受信側の自由意思に沿った見やすい表示を維持可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的をふまえ、本発明の一態様は（請求項１、３６、６２）、情報の入力部と、
記憶部と、表示画面を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理
を行う制御部と、を備え、他の端末との間で通信により画面の表示内容を共有する端末装
置（その制御方法、制御プログラム）であって、共有に係る前記画面への書込みを前記入
力部から受け付ける操作受付手段（処理）と、自端末で受け付けた前記書込みのデータを
、前記他の端末へ又は中継用の所定のサーバシステムへ前記通信部から送信する送信手段
（処理）と、他のどの端末を操作元としてその端末による書込みを自端末の前記表示内容
に反映させるかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択手段（処理）と、各端末での
書込みのデータを、又は前記サーバシステムが操作元の各端末での書込みを前記操作元の
選択にしたがって反映させた表示内容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する受
信手段（処理）と、受信した前記データに基づいて、操作元の各端末での書込みを前記選
択にしたがって反映した表示内容を前記出力部により前記表示画面に表示させる描画手段
（処理）と、を前記制御部により実現することを特徴とする。
【００１４】
　このように、誰の書込みを表示するかを受信側で選択可能とすることにより、権限の要
求や移譲などの煩雑な操作無しで、操作が輻輳しても、着目したい表示内容など受信側の
自由意思に沿った見やすい表示を維持可能となる。
【００１５】
　本発明の他の態様は（請求項２３、５３）、情報の記憶部と、端末装置との通信部と、
前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、端末間において通信を中継する
ことにより又は通信路確立を仲介することにより画面表示内容の共有を実現するサーバシ
ステム（その制御方法）であって、各端末から、他のどの端末を操作元としてその端末に
よる書込み又はビュー変更の操作を自端末の前記表示内容に反映させるかの選択内容を各
端末から前記通信部により受け付けて前記記憶部に記録する参照受付手段（処理）と、各
端末から前記通信部により、各端末における書込み又はビュー変更の操作データを受信す
る受信手段（処理）と、記録した前記選択内容と、受信した前記操作データと、にしたが
って操作元の端末による操作を反映した画面表示内容のデータを作成し前記通信部により
反映先へ配信する作成配信手段（処理）と、を前記制御部により実現することを特徴とす
る。
【００１６】
　このように、サーバシステムで、受け側の端末ごとにどの端末を操作元として書込みや
ビュー変更を反映させるかの選択内容を記録し、その選択内容と他の端末から届く操作デ
ータにより、反映先の各端末用の画面表示内容を作成し配信することにより、そのような
反映の機能を備えない端末を用いる場合でも、権限の要求や移譲などの煩雑な操作無しで
、操作が輻輳しても、受信側の意思に沿った見やすい表示を維持可能となる。
【００１７】
　本発明の他の態様は（請求項２）、上記態様において、前記描画手段（処理）は、前記
共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データを前記記憶部に一時記憶して
おくとともに、前記共有の開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記一時
記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって前記表示内容に反映させる遡及モードを処理
することを特徴とする。
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【００１８】
　このように、新たに選択した操作元での書込みについて、選択以前の分も遡って反映先
で反映させる遡及モードにより、選択のタイミングにかかわらず漏れの無い確実な情報共
有が実現できる。
【００１９】
　本発明の他の態様は（請求項２４）、上記態様のサーバシステムにおいて、前記作成配
信手段は、前記共有の開始後に各端末から送信された各書込みの操作データを前記記憶部
に一時記憶しておくとともに、前記共有の開始後にいずれかの端末から新たに選択された
操作元での書込みについて、前記一時記憶に基づいて前記選択以前にさかのぼって前記表
示内容に反映させる遡及モードを処理することを特徴とする。
【００２０】
　このように、各端末からの操作データをサーバで一時記憶しておくことにより、新たに
操作元となった端末での書込みが選択以前に遡って反映先で反映でき、端末に上記のよう
な一時記憶の負担をかけることなく、選択のタイミングにかかわらず漏れの無い確実な情
報共有が実現できる。
【００２１】
　本発明の他の態様は（請求項３）、上記各態様の端末装置のいずれかにおいて、前記描
画手段は、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記選択以降
の書込みに限って前記表示内容に反映させる非遡及モードを処理することを特徴とする。
【００２２】
　このように、新たに選択された操作元での書込みについて、選択以降の分に限って反映
させる非遡及モードにより、選択以前の書込みについてはデータを反映先や中継サーバ等
で常時蓄積しておく処理や記憶容量の負担が無く、また、過去の書込みが遡って後からの
思わぬ参加者に予期せず漏洩し不都合の発生するリスクも回避可能となる。
【００２３】
　本発明の他の態様は（請求項４）、上記各態様の端末装置のいずれかにおいて、前記遡
及モードと非遡及モードの選択を前記入力部から受け付ける遡及選択手段を前記制御部に
より実現することを特徴とする。
【００２４】
　このように、他の端末を操作元としてその書込みの反映を新たに選択する場合、選択以
前の書込みも遡って表示するかを受け側で選択可能とすることにより、受け側の具体的な
目的や事情に合った表示を容易に利用可能となるので使い勝手が向上する。
【００２５】
　本発明の他の態様は（請求項２５）、上記各態様のサーバシステムのいずれかにおいて
、前記作成配信手段は、前記共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みのうち、そ
の選択以降の書込みに限って前記表示内容に反映させる非遡及モードを備え、前記遡及モ
ード／非遡及モードの選択を各端末から前記通信部により受け付ける遡及受付手段を前記
制御部により実現することを特徴とする。
【００２６】
　本発明の他の態様は（請求項３７，６３，５４）、上記各態様の端末装置（サーバシス
テム）の制御方法（制御プログラム）のいずれかにおいて、前記描画処理（作成配信処理
）は、遡及モードと、非遡及モードと、を処理し、前記遡及モードでは、前記共有の開始
後に各端末から送信された各書込みの操作データを前記記憶部に一時記憶しておくととも
に、前記共有の開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記一時記憶に基づ
いて前記選択以前にさかのぼって前記表示内容に反映させ、前記非遡及モードでは、前記
共有を開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記選択以降の書込みに限っ
て前記表示内容に反映させ、前記遡及モードと前記非遡及モードの選択を受け付ける遡及
選択処理（遡及受付処理）を前記制御部により実行することを特徴とする。
【００２７】
　このように、新たに操作元となった端末での書込みについて、選択以降の分に限って反



(17) JP 4892653 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

映させる非遡及モードも反映先から選択可能とすることにより、反映先の事情に応じ、以
前の部分が不要であれば反映による表示が容易に回避できて画面が見やすくなる。
【００２８】
　本発明の他の態様は（請求項５，３８）、情報の入力部と、記憶部と、表示画面を含む
出力部と、外部との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、
他の端末との間で通信により画面の表示内容を共有する端末装置（その制御方法）であっ
て、共有に係る前記画面のうちその端末の前記表示画面における表示範囲であるビューを
変更するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付手段（処理）と、自端末で受け
付けた前記ビュー変更のデータを、前記他の端末へ又は中継用の所定のサーバシステムへ
前記通信部から送信する送信手段（処理）と、他のどの端末を操作元としてその端末によ
るビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映するかの選択を前記入力部から受け付ける参
照選択手段（処理）と、各端末でのビュー変更のデータを、又は前記サーバシステムが操
作元の各端末でのビュー変更を前記操作元の選択にしたがって反映した表示内容のデータ
を、前記通信部を通じ外部から受信する受信手段（処理）と、受信した前記データに基づ
いて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって反映した表示内容を前記出力
部により前記表示画面に表示させる描画手段（処理）と、を前記制御部により実現するこ
とを特徴とする。
【００２９】
　このように、自端末に誰のビュー変更操作を反映させるかを受信側で選択可能とするこ
とにより、権限の要求や移譲などの煩雑な操作無しで、操作が輻輳しても、着目したい画
面部分など受信側の意思に沿った見やすい表示を維持可能となる。
【００３０】
　本発明の他の態様は（請求項６，３９，２６）、上記各態様の端末装置（その制御方法
、サーバシステム）のいずれかにおいて、前記操作受付手段（処理）又は参照選択手段（
参照選択処理、参照受付手段）は、他の端末をビュー変更の操作元として選択している端
末において、自端末でのビュー変更を受け付けたときは、前記選択を解除することを特徴
とする。
【００３１】
　このように、他の端末のビュー変更を選択している場合でも、自端末でビュー変更すれ
ば選択を解除することにより、自端末のユーザによる所望のビュー変更がいつでも妨げら
れずかつその後も維持尊重される。
【００３２】
　本発明の他の態様は（請求項７，４０，６４，５５）、上記各態様の端末装置（その制
御方法、制御プログラム、サーバシステムの制御方法）のいずれかにおいて、前記参照選
択手段（参照選択処理、参照受付処理）は、前記ビュー変更の操作元として全ての端末又
は複数の端末の選択も受け付け、前記描画手段（描画処理、作成配信処理）は、上記のよ
うに操作元として全て又は複数の端末を選択している反映先の端末については、どの操作
元によるものでも最後のビュー変更を前記表示内容に反映させることを特徴とする。
【００３３】
　このように、複数の端末を操作元とし、うち最後に変更されたビューを反映させる選択
も可能とすることにより、各参加者の閲覧における着眼点の最新動向を常に容易に把握可
能となる。
【００３４】
　本発明の他の態様は（請求項８，４１，６５）、情報の入力部と、記憶部と、表示画面
を含む出力部と、外部との通信部と、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、を
備え、他の端末との間で通信により画面の表示内容を共有する端末装置（その制御方法、
制御プログラム）であって、共有する前記画面のうちその端末の前記表示画面における表
示範囲であるビューを変更するビュー変更を前記入力部から受け付ける操作受付手段（処
理）と、他のどの端末を操作元としてその端末によるビュー変更を自端末の前記表示画面
へ反映するかの選択を前記入力部から受け付ける参照選択手段（処理）と、自端末で受け
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付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所定の規則性に基づいて変換し
て他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリモコンデータを、他の端末へ
又は中継用の所定のサーバシステムへ前記通信部から送信する送信手段（処理）と、各端
末からのビュー変更のデータ、ビューリモコンデータ、又はこれらいずれかのデータに基
づき前記サーバシステムが操作元でのビュー変更を前記選択にしたがって反映した表示内
容のデータを、前記通信部を通じ外部から受信する受信手段（処理）と、受信した前記デ
ータに基づいて、操作元でのビュー変更を前記選択にしたがって反映した表示内容を前記
出力部により前記表示画面に表示させる描画手段（処理）と、少なくとも前記操作元と反
映先の関係にある端末間で、各端末の前記表示画面の表示サイズ情報とビューの情報を、
直接に又は中継用の所定のサーバシステムを経て一方向又は双方向に受け渡すことにより
、自端末のビュー内に他端末のビュー範囲を図形により表示するビュー処理手段（処理）
と、を前記制御部により実現することを特徴とする。
【００３５】
　本発明の他の態様は（請求項２７，５６）、情報の記憶部と、外部との通信部と、前記
各部の制御を含む情報処理を行う制御部と、を備え、各端末との間で通信により各端末間
で画面の表示内容を共有させるサーバシステム（その制御方法）であって、共有する前記
画面のうち各端末における表示範囲であるビューを変更するビュー変更を端末から前記通
信部を通じて受け付ける操作受付手段（処理）と、他のどの端末を操作元としてその端末
によるビュー変更を自端末の前記表示画面へ反映するかの選択を前記各端末から前記通信
部を通じ受け付けて前記記憶部に記録する参照受付手段（処理）と、各端末からその端末
で受け付けた前記ビュー変更のデータを、又はそのビュー変更を所定の規則性に基づいて
変換して他の端末における表示内容のビューに反映させるビューリモコンデータを、前記
通信部を通じて受信する受信手段（処理）と、受信した前記データに基づいて、操作元の
端末でのビュー変更を前記選択にしたがって反映した表示内容のデータを作成し前記通信
部から反映先の端末へ送信する作成配信手段（処理）と、を前記制御部により実現し、前
記作成配信手段（処理）は、各端末からその表示画面の表示サイズ情報とビューの情報を
受信することにより、各端末のビュー内に、その端末と参照の関係にある他の端末のビュ
ー範囲を図形により表示する画面表示内容のデータを作成し前記通信部により該当の各端
末へ配信することを特徴とする。
【００３６】
　このように、解像度や画面サイズなどが異なっている端末間においても、他人の見てい
るビュー範囲を枠などで自端末に表示することにより、他の参加者の着目点についても把
握や配慮をしながら効率的な情報共有が可能となる。
【００３７】
　本発明の他の態様は（請求項９，４２）、上記各態様の端末装置（その制御方法）のい
ずれかにおいて、前記ビュー範囲の表示について、全ての端末又は指定する端末ごとの表
示／非表示、又は、自端末のビュー範囲について、他の全ての端末又は指定する端末ごと
に対する公開／非公開の少なくとも一方の選択を前記入力部から受け付けるビュー表示選
択手段（処理）、を前記制御部により実現することを特徴とする。
【００３８】
　このように、各端末間でそれぞれのビュー範囲について、他の端末のものを表示するか
否か、自端末のものを他の端末へ公開するか否か、の選択を可能とすることにより、端末
間の事情や状況などに応じ、連携の度合いや態様をきめ細かく制御可能となる。
【００３９】
　本発明の他の態様は（請求項１０,４３，６６）、上記各態様の端末装置（その制御方
法、制御プログラム）のいずれかにおいて、前記操作受付手段（処理）は、他の端末での
ビュー範囲を示す前記図形について変更操作を前記入力部から受け付け、前記送信手段（
処理）は、その変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前記通信部
から外部へ送信し、そのように他の端末から送信された自端末宛のビューリモコンデータ
を受信した場合に、前記描画手段（処理）は、そのビューリモコンデータにしたがって自
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端末のビューを変更することを特徴とする。
【００４０】
　本発明の他の態様は（請求項２８,５７）、前記各態様のサーバシステム（その制御方
法）のいずれかにおいて、前記受信手段（処理）は、各端末でのビュー範囲を示す前記図
形に対して行われた変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを前記通
信部により受信し、前記作成配信手段（処理）は、受信したビューリモコンデータにした
がってビューを変更した画面表示内容のデータを作成し前記反映先端末へ前記通信部によ
り配信することを特徴とする。
【００４１】
　このように、他端末のビュー表示により他の参加者の着目点や表示領域の把握に加え、
他端末のビューのリモコン操作も可能とすることにより、見てほしい部分に他人を着目さ
せるなど、より密接な連携による情報共有が可能となる。
【００４２】
　本発明の他の態様は（請求項１１，４４，２９，５８）、上記各態様の端末装置、サー
バシステム（これらの制御方法）のいずれかにおいて、前記描画手段（描画処理、作成配
信手段、作成配信処理）は、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータに
したがって端末のビューを変更する場合に、表示倍率は維持したまま、ビューを平行移動
することを特徴とする。
【００４３】
　このように、他の端末からのビューリモコンデータによるビュー変更の場合、自端末で
のズーム率の設定はそのままでビューを平行移動することにより、受け側において変動す
る要素が限定され混乱が抑制できる。特に、端末により表示画面サイズが異なる場合に、
個々の端末で見やすく設定した最適なズーム率を維持できる利点が生じる。
【００４４】
　本発明の他の態様は（請求項１２，４５，３０，５９）、上記各態様の端末装置、サー
バシステム（これらの制御方法）のいずれかにおいて、前記描画手段（描画処理、作成配
信手段、作成配信処理）は、他の操作元端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデ
ータにしたがって反映先端末のビューを変更する場合に、操作元における画面表示範囲と
同じ範囲を表示できるように、反映先における表示倍率を変更することを特徴とする。
【００４５】
　このように、操作元と受け側で画面サイズが異なる場合も、表示倍率を変更して操作元
と同じ範囲を表示することにより、共通の情報や認識を共有容易となる。
【００４６】
　本発明の他の態様は（請求項１３，４６，３１，６０）、上記各態様の端末装置、サー
バシステム（これらの制御方法）のいずれかにおいて、前記描画手段（描画処理、作成配
信手段、作成配信処理）は、前記表示サイズ情報が自端末よりも相対的に大きい端末から
のビューリモコンデータに基づくビュー変更の際は、反映先について、共有する画面の全
体表示であって変更に係る新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前記ビ
ューリモコンデータに基づいた新たなビューに変更することを特徴とする。
【００４７】
　このように、解像度や画素数などの相違により、リモコンされる側の表示サイズのほう
が小さい場合でも、いったん全体表示に切り替えた中で示した新しいビューに、さらに画
面を変更することにより、ビューがどのように変更されたかの把握が容易になる。
【００４８】
　本発明の他の態様は（請求項１４，４７）、上記各態様の端末装置（その制御方法）の
いずれかにおいて、前記参照選択手段（処理）は、他の端末によるビュー変更を自端末に
反映する時間サイクルの設定を前記入力部から受け付け、前記描画手段（処理）は、設定
された前記時間サイクルを少なくともあけて、操作元のビューを前記表示内容に反映させ
ることを特徴とする。
【００４９】
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　このように、選択した端末からのビューの反映を全ての操作ごとではなく、設定された
時間サイクルごととし、これより短い時間サイクル内のビュー変更は受け側で無視するこ
とにより、操作元でのビュー変更が予期せず頻繁でも、それがそのまま反映されて見づら
くなる事態が回避できる。
【００５０】
　本発明の他の態様は（請求項１５，４８）、上記各態様の端末装置（その制御方法）の
いずれかにおいて、前記描画手段（処理）は、他の操作元端末によるビュー変更について
、所定値以上の変化量又は変化率の場合に限って、反映先端末の前記表示内容に反映させ
ることを特徴とする。
【００５１】
　本発明の他の態様は（請求項３２，６１，６７）、上記各態様の端末装置の制御プログ
ラム、サーバシステム（その制御方法）のいずれかにおいて、前記描画処理（作成配信手
段、作成配信処理）は、ビュー変更を反映する時間サイクル又は変化量もしくは変化率の
少なくともいずれかについて、予め設定され又は端末からの指定を受け付けた所定値を前
記記憶部に記憶するとともに、前記時間サイクルを少なくともあけて、又は、ビュー変更
の変化量又は変化率が前記所定値以上の場合に限って、前記表示内容に反映させることを
特徴とする。
【００５２】
　このように、ビュー変更の変化量や変化率が大きい場合のみ追従することにより、操作
元の端末で小刻みなビュー変更が繰り返されてもいちいち反映されず、再描画などで画面
が見づらくなる問題が回避可能となる。
【００５３】
　本発明の他の態様は（請求項１６，４９）、上記各態様の端末装置（その制御方法）の
いずれかにおいて、前記描画手段（処理）は、他の端末からの反映させるべきビュー変更
について、所定の一時的な停止操作を前記入力部から受け付けるとともにその停止操作が
継続している間は、前記ビュー変更を前記記憶部へ一時記憶し、前記停止操作が解除され
ると前記一時記憶された各ビュー変更を最新状態まで前記表示内容へ反映させることを特
徴とする。
【００５４】
　このように、ビュー反映の一時停止操作を可能とすることにより、他の端末でのビュー
変更に追従しながら、必要なときにいつでもビューを固定し必要な部分を納得するまで閲
覧可能となる。
【００５５】
　本発明の他の態様は（請求項１７，５０，３３）、上記各態様の端末装置（その制御方
法）、サーバシステムのいずれかにおいて、前記入力部から、前記書込み、前記ビュー又
はその変更の少なくともいずれかについて、他の全てのもしくは指定する端末ごとに、公
開／非公開の選択を受け付けて前記記憶部に記録する公開選択手段（処理）を前記制御部
により実現し、サーバシステムにあっては、前記作成配信手段は、前記公開を選択してい
る端末からの操作データを、その端末を操作元として選択している端末の表示内容に反映
させることを特徴とする。
【００５６】
　このように、書込みやビュー変更について、その行う側が、全ての端末に若しくは指定
する端末ごとに公開するか否かを選択可能とすることにより、自分の書込みやビュー変更
の内容、その時点の参加者の顔ぶれといった具体的な事情や目的に応じて、他人への開示
範囲を自主的にきめ細かく指定可能となる。
【００５７】
　本発明の他の態様は（請求項１８）、上記態様の端末装置において、前記送信手段は、
前記非公開を選択した書込み、ビュー変更もしくは端末について、前記送信手段による外
部へのデータの送信自体を停止することを特徴とする。
【００５８】
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　このように、非公開とした書込み、ビュー変更や端末については、そのデータの送信自
体を停止することにより、情報漏れを確実に防止するとともに無駄な通信トラフィックを
抑制可能となる。
【００５９】
　本発明の他の態様は（請求項１９）、上記各態様の端末装置において、前記非公開を選
択した書込み、ビュー変更もしくは端末について、データの送信側となる端末において、
前記送信手段により、外部へのデータの送信自体は継続する一方、非公開を選択した事実
を前記データとともに属性として又は別途、外部へ通知し、この通知の内容に応じて、デ
ータの受信側となる端末の前記描画手段が、到着したデータを取捨選択することを特徴と
する。
【００６０】
　このように、各端末からのデータ送信自体は全ての書込みやビュー変更について行い、
受信側で操作元の選択に応じ取捨選択することにより、送信側の機能や処理が単純で済み
、スーパバイザによる監視など管理の確実度も向上する。
【００６１】
　本発明の他の態様は（請求項２０，５１，３４）、上記各態様の端末装置（その制御方
法）、サーバシステムのいずれかにおいて、前記公開選択手段（公開選択処理、公開受付
手段）は、書込みについての選択を前記非公開から公開へ切り替えようとする場合、操作
元の端末について、共有に係る前記画面の表示内容のうち、公開することとなる書込みの
要素を強調表示するとともに、確認操作又は所定時間内の中止操作を受け付けたうえで公
開へ切り替えることを特徴とする。
【００６２】
　このように、操作側の端末で書込みやビュー変更について非公開を公開へ切り替える場
合、公開することとなる部分の強調表示などにより公開前に警告のうえ、確認や中止の操
作を受け付けることにより、公開を考えずに非公開の時点でした個人メモ的な書込みや、
関心を持って見ているビュー部分の情報などの情報が予期せず漏洩するリスクが回避可能
となる。
【００６３】
　本発明の他の態様は（請求項２１）、上記各態様の端末装置のいずれかにおいて、自端
末での操作について前記送信手段により、全部又は指定した一部の端末に対しその端末で
の操作元の設定にかかわらず、必ず反映すべき特権命令として送信させる、特権命令手段
を前記制御部により実現することを特徴とする。
【００６４】
　本発明の他の態様は（請求項２２）、上記各態様の端末装置のいずれかにおいて、各端
末からの操作データについて、その公開／非公開の選択もしくは属性にかかわらず、必ず
自端末に反映させる、強制読取手段を前記制御部により実現することを特徴とする。
【００６５】
　本発明の他の態様は（請求項５２）、上記各態様の端末装置の制御方法のいずれかにお
いて、自端末での操作について前記送信処理により、全部又は指定した一部の端末に対し
その端末での操作元の設定にかかわらず、必ず反映すべき特権命令として送信させる、特
権命令処理、又は、各端末からの操作データについて、その公開／非公開の選択もしくは
属性にかかわらず、必ず自端末に反映させる、強制読取処理、の少なくとも一方を前記制
御部により実現することを特徴とする。
【００６６】
　このように、会議管理者などのスーパバイザが、受け側の設定にかかわらず、自分の書
込みやビュー変更などの操作を全部又は所望の端末に強制的に反映可能とすることにより
、議事の円滑な進行等の管理が容易になる。また、各端末から非公開として送信されてい
る書込みやビュー変更について、スーパーバイザ用の特別な権限を持つ端末では、強制的
に反映可能とすることにより、不適切な書込みの把握など確実な管理の実現が容易になる
。



(22) JP 4892653 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

【００６７】
　本発明の他の態様は（請求項３５）、情報共有システムであって、上記各態様のいずれ
かに記載の端末装置と、上記各態様のいずれかに記載のサーバシステムと、を通信ネット
ワーク経由で組み合わせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００６８】
　以上のように、本発明によれば、ホワイトボードに代表される情報共有の技術において
、共有画面の表示内容を受け手側で選択可能とすることにより、権限の要求や移譲などの
煩雑な操作無しで、操作が輻輳しても、着目したい表示対象など受信側の自由意思に沿っ
た見やすい表示を維持可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　次に、本発明を実施するための最良の実施形態について、図を参照して説明する。なお
、背景技術や課題での説明と共通する前提事項は繰り返さない。
【００７０】
〔１．構成〕
　本実施形態は、図１の構成図に示すように、端末装置（単に「端末」とも呼ぶ）Ｔ（Ｔ
１，Ｔ２）と、サーバシステムＳ（以下「サーバ」と呼ぶ）とを、インターネットに代表
される通信ネットワークＮによって接続し、端末間やサーバと端末間の通信により画面の
表示内容を共有する、情報共有システム（以下「本システム」と呼ぶ）である。なお、本
発明は、本システム、端末、サーバに対応する方法やプログラムとしても把握可能である
。
【００７１】
　ここで、共有の対象とする画面、いわゆるホワイトボードの実現態様は二つに大別でき
、一つは、ＨＴＭＬやＧＩＦ画像などによるウェブページのようなサーバ上のコンテンツ
を、端末からウェブブラウザなどで閲覧する態様で、仮にウェブ型と呼ぶ。ウェブ型は、
サーバの存在が前提で、端末からへ例えばＴＣＰ／ＩＰによりｈｔｔｐ用の＃８０ポート
へアクセスし、ｈｔｔｐ要求に対しサーバがウェブコンテンツを返す形で共有が実現され
る。
【００７２】
　実現態様の他の一つは、上記のようなウェブコンテンツに代えて、又はウェブコンテン
ツは固定のものとして閲覧しながらそれとは別のホワイトボードとして、端末の専用ソフ
トウェアによる専用画面を用いる態様で、仮にローカル型と呼ぶ。
【００７３】
　ローカル型でもウェブ型でも、端末が他の端末やサーバと授受する情報には、典型的に
は、ホワイトボードや他のウェブコンテンツに関する参照ＵＲＬなど保存位置等の情報、
種別、ホワイトボードにおける書込みやビューの情報などがある。このうち書込みは、各
参加者がホワイトボード内容として各端末で入力操作する図形、文字、注釈（アノーテー
ション）など描画すべき要素の情報で、ビューは、ホワイトボードの中で端末の表示画面
に実際に表示する範囲で、ズーム率（表示倍率）や、中心座標等で表されるパンなどの情
報を伴ってもよい。
【００７４】
　ローカル型では、書込みの情報を座標列で表現されるベクターデータ（円、矩形などの
オブジェクトでの表現でもよい）などで表して他の端末へ伝達し、受け側の端末の備える
専用プログラムによりホワイトボードへ反映させるので、サーバの存在は必須ではないが
、端末間の通信経路確立などのためのサーバを用いることが現実的と思われる。また、上
記のような専用プログラムを搭載したローカル型と、単にウェブブラウザを備えたパソコ
ンや携帯電話端末といったサーバ型、の２種類の端末を用意し、サーバでのプロトコル変
換により併用することも可能で、本システムはそのような例である。すなわち、個々の端
末に合わせ、ホワイトボードの表示内容データを、ローカル型の端末Ｔ１にはベクターデ
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ータとして送り、サーバ型の端末Ｔ２にはウェブコンテンツとして送る。
【００７５】
　特に、本実施形態では、必須ではないが、会議システムのようにカメラ、スピーカ、マ
イクなどを用いて音声や動画も同時に扱うＭｏＩＰ（Multimedia over Internet Protoco
l）を用いる例を示し、サーバと端末との間の通信は、ＶｏＩＰ（ＳＩＰ）の手順を適用
し、その通信内容には、ｈｔｔｐ、音声ＲＴＰ、動画ＲＴＰ、制御信号などを含むものと
する。
【００７６】
　具体的には、本システムの中で、端末装置Ｔ１は、情報の入力部Ｅと、記憶部Ｍと、出
力部としての表示画面Ｄと、外部との通信部ＬＴと、前記各部の制御を含む情報処理を行
う制御部Ｃと、を備え、を制御部Ｃにより、図１に示す後述の各要素を実現する。
【００７７】
　また、サーバＳは、端末Ｔ間のデータ中継用の役割もあり、情報の記憶部Ｍと、端末と
の通信部ＬＳと、前記各部の制御を含む情報処理を行う制御部Ｃと、を備え、端末装置間
において通信を中継することにより又は通信路確立を仲介することにより画面表示内容の
共有を実現するもので、やはり制御部Ｃにより、図１に示す後述の各要素を実現する。
【００７８】
　どのような構成をとるにしても、各端末の種類（例えば、パソコンか、ＰＤＡか、携帯
電話端末かなど）、サーバの種類、ＯＳやプログラムの種類や構成は任意で、また、通信
ネットワークＮとしてもＬＡＮやＷＡＮの種別や組合せは自由で、システムを事業所等の
構内のみで構築してもよいし、例えば、携帯電話端末やＰＤＡの場合、サーバとの間は携
帯電話網を用いてもよい。
【００７９】
　ところで、ＡＤＳＬのように、下り速度が上り速度よりも大きい非対称の通信環境では
、端末ごとの帯域幅格差によるボトルネックの発生など、端末間での通信にはデメリット
が多い。このため、ホワイトボードの一態様としてであれ、単なる参照コンテンツとして
であれば、コンテンツはサーバ上にない場合でも端末間で直接授受はせず、端末がサーバ
にアップロードしたものを他の端末が参照（ダウンロード）することが望ましい。
【００８０】
　ホワイトボードデータ（７０）が座標列で表現されるベクターデータの場合、それ以外
の単なる参照コンテンツなどウェブコンテンツデータ８５は、ＨＴＭＬやＸＭＬ等で表さ
れ、ウェブサーバ機能部８０からリクエストに応じて端末に提供する。また、会議サーバ
機能部７５がＳＩＰ等による呼制御処理を行う。端末Ｔにおいて音声や動画のエンコーデ
ィングやデコーディング等の処理は音声処理部６５や動画処理部６０が行う。
【００８１】
〔２．作用効果〕
　本実施形態は、以下のような作用効果を有する。
〔２－１．書込みの反映〕
　本システムでは、操作元の端末から他の端末へ書込み等の操作のデータが送信され、受
信側は選択した端末からの操作のみを自端末での表示に反映させる。具体的には、各端末
の操作受付部５（操作受付手段）が、ホワイトボードへの書込みを入力部Ｅから受け付け
ると（操作受付処理）、送信部１０（送信手段）は、その書込みのデータを座標列で表現
されるベクターデータに変換したうえＶｏＩＰのＲＴＰにして、他の端末へ通信部ＬＴか
ら送信する（送信処理）。
【００８２】
　一方、参照選択部１５（参照選択手段）は、他のどの端末による書込みを自端末の表示
内容に反映させるかの選択を操作元として入力部Ｅから受け付ける（参照選択処理）。ま
た、受信部２０（受信手段）が、各端末装置での書込みのデータを、通信部ＬＴを通じ外
部から受信する（受信処理）。このように受信したデータに基づいて描画部２５（描画手
段）は、操作元の各端末での書込みを前記選択にしたがって反映した表示内容を表示画面
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Ｄに表示させる（描画処理）。
【００８３】
　このように、誰の書込みを表示するかを受信側で選択可能とすることにより、権限の要
求や移譲などの煩雑な操作無しで、操作が輻輳しても、着目したい表示内容など受信側の
自由意思に沿った見やすい表示を維持可能となる。
【００８４】
　なお、上記のような書込みの反映は、サーバＳで処理してもよい。例えば、サーバ型の
端末Ｔ２については、書込みはウェブページへの操作により行い、それによる操作データ
は端末でベクターデータに変換したうえＶｏＩＰのＲＴＰとしてサーバＳへ送られ、サー
バＳが操作元の各端末での書込みを前記操作元の選択にしたがって反映させた表示内容の
データを作成し反映先の端末へ送信し表示させる。
【００８５】
〔２－２．遡及モードと非遡及モード〕
　また、画面の共有開始後に新たに選択された操作元での書込みのうち、選択以前の分も
遡及して反映先に反映させるか否かの点で、遡及モードと非遡及モードが考えられる。
【００８６】
　遡及モードの処理では、端末Ｔ１の描画部２５は、共有の開始後に他の端末から送信さ
れた各書込みの操作データを記憶部Ｍの操作データバッファ３０に一時記憶しておくとと
もに、共有の開始後に新たに選択した操作元での書込みについて、前記一時記憶に基づい
て選択以前にさかのぼって表示内容に反映させる。
【００８７】
　すなわち、図２の例（遡及モード）において、図２（１）に示すように、Ａ，Ｂ，Ｃの
三つの画面のうち、ＢとＣがそれぞれ残りの２つずつを操作元として選択しているが、Ａ
画面はＢだけ選択しＣは選択していない（破線の楕円を参照）。この場合、図２（２）の
ように、Ｂ画面に書込まれた図形Ｂ４は、ＡとＣの画面にも反映するが、図２（３）のよ
うに、Ｃ画面に書き込まれた図形Ｃ５は、Ｃ画面を選択していないＡ画面には反映されな
い。
【００８８】
　遡及モードの場合、この後、図２（４）においてＡ画面からＣ画面も選択すると、既に
Ｃ画面にあった図形Ｃ５が遡ってＡ画面に反映される（破線の楕円を参照）。選択後に、
図２（５）のようにＣ画面に書き込まれた図形Ｃ６は、当然にＡ画面にも反映される。
【００８９】
　このように、新たに選択した操作元での書込みについて、選択以前の分も遡って受け側
で反映させる遡及モードは、必須ではないが、これにより、選択のタイミングにかかわら
ず漏れの無い確実な情報共有が実現できる。
【００９０】
　また、非遡及モードの処理では、描画部２５は、共有の開始後に新たに選択した操作元
での書込みについて、選択以降の書込みに限って自端末の表示内容に反映させる。すなわ
ち、図３の例（非遡及モード）では、図２（遡及モード）と比べ、図３（４）でＡ画面か
ら操作元としてＣ画面を選択しても、過去の書込みである図形Ｃ４はＡ画面に反映されな
い。
【００９１】
　このように、新たに選択された操作元での書込みについて、選択以降の分に限って反映
させる非遡及モードは、必須ではないが、これにより、選択以前の書込みについてはデー
タを受け側や中継サーバ等で常時蓄積しておく処理や記憶容量の負担が無く、また、過去
の書込みが遡って後からの思わぬ参加者に予期せず漏洩し不都合の発生するリスクも回避
可能となる。なお、非遡及モードでは、他端末からの操作データについて予め無差別に一
時記憶しておくことは不要である。
【００９２】
　また、上記のような遡及モードと非遡及モードについては、端末の遡及選択部３０（遡
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及選択手段）が、どちらを利用するかの選択を前記入力部から受け付ける（遡及選択処理
）。このように、他の端末を操作元としてその書込みの反映を新たに選択する場合に、選
択以前の書込みも遡って表示するかを受け側で選択可能とすることは、必須ではないが、
これにより、受け側の具体的な目的や事情に合った表示を容易に利用可能となるので使い
勝手が向上する。
【００９３】
　また、上記のような遡及モードの処理を、サーバＳの作成配信部１２５によって行って
もよく、このように、各端末からの操作データをサーバで一時記憶しておくことにより、
新たに操作元となった端末での書込みが選択以前に遡って受け側で反映でき、端末に上記
のような一時記憶の負担をかけることなく、選択のタイミングにかかわらず漏れの無い確
実な情報共有が実現できる。
【００９４】
　同様に、上記のような非遡及モードの処理を、サーバＳの作成配信部１２５によって行
ったり、さらに、サーバＳの遡及受付部１３０（遡及受付手段）により、前記遡及モード
／非遡及モードの選択を各端末から通信部Ｌにより受け付けてもよい（遡及受付処理）。
このように、新たに操作元となった端末での書込みについて、選択以降の分に限って反映
させる非遡及モードも受け側の端末から選択可能とすることにより、受け側の事情に応じ
、以前の部分が不要であれば反映による表示が容易に回避できて画面が見やすくなる。
【００９５】
〔２－３．ビューの反映〕
　また、共有に係る前記画面のうち端末の表示画面Ｄにおける表示範囲であるビューにつ
いてもその変更操作を、上記の書込みに準じて、端末間で選択に基づき反映させることが
できる。この場合、操作受付部５が、ビュー変更についても入力部Ｅから受け付け、送信
部１０が、自端末で受け付けたビュー変更のデータを、他の端末へ又はサーバＳへ通信部
Ｌから送信する。このように送信するビューのデータの具体的形式は自由で、例えば、コ
ンテンツ上のビュー中心位置、ビューサイズ、ズーム率（又は自端末の最大ビューサイズ
）のほか、ビュー中心位置とビューサイズの代わりに、ビューを規定する座標（矩形の場
合は対角の２座標）などでも良い。
【００９６】
　そして、参照選択部１５は、他のどの端末装置を操作元としてビュー変更を自端末の表
示画面へ反映するかの選択を入力部Ｅから受け付け、受信部２０は、各端末装置でのビュ
ー変更のデータを、又はサーバＳが操作元の各端末でのビュー変更を前記操作元の選択に
したがって反映した表示内容のデータを、通信部Ｌを通じ外部から受信し、描画部２５は
、受信した前記データに基づいて、操作元の端末でのビュー変更を前記選択にしたがって
反映した表示内容を表示画面Ｄに表示させる。
【００９７】
　例えば、図４の例では、図４（１）のように、Ｃ画面がＡ画面を選択し、さらにそのＡ
画面がＢ画面を選択しているので、Ｂ画面のＢビュー（破線）が図４（２）のように変更
されると、そのビュー変更は、矢印で示すように、Ａ画面を経て、Ｃ画面まで波及的に反
映する。
【００９８】
　このように、自端末に誰のビュー変更操作を反映させるかを受信側で選択可能とするこ
とは、必須ではないが、これにより、権限の要求や移譲などの煩雑な操作無しで、操作が
輻輳しても、着目したい画面部分など受信側の意思に沿った見やすい表示を維持可能とな
る。
【００９９】
　ビューの反映をサーバＳによって実現する場合、サーバＳにおいて、参照受付部１１５
（参照受付手段）が、他のどの端末を操作元としてその端末による書込み又はビュー変更
の操作を自端末の前記表示内容に反映させるかの選択内容を、各端末Ｔから通信部ＬＳに
より受け付けて記憶部Ｍに記録する（参照受付処理）。そして、受信部１２０（受信手段
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）が、各端末Ｔから通信部ＬＴにより、各端末Ｔにおける書込み又はビュー変更の操作デ
ータを受信する（受信処理）。そして、作成配信部１２５（作成配信手段）が、記録した
前記選択内容と、受信した前記操作データと、にしたがって操作元の端末による操作を反
映した画面表示内容のデータを作成し通信部Ｌにより反映先へ配信する（作成配信処理）
。
【０１００】
　このように、サーバシステムで、受け側の端末ごとにどの端末を操作元として書込みや
ビュー変更を反映させるかの選択内容を記録し、その選択内容と他の端末から届く操作デ
ータにより、受け側の各端末用の画面表示内容を作成し配信することにより、そのような
反映の機能を備えない端末Ｔ２を用いる場合でも、権限の要求や移譲などの煩雑な操作無
しで、操作が輻輳しても、受信側の意思に沿った見やすい表示を維持可能となる。
【０１０１】
〔２－４．ビューの選択解除〕
　上記のように他の端末をビュー変更の操作元として選択している場合でも、操作受付部
５又は参照選択部１５は、自端末の入力部Ｅからビュー変更を受け付けたときは、前記選
択を解除する。このように、他の端末のビュー変更を選択している場合でも、自端末でビ
ュー変更すれば選択を解除することは、必須ではないが、これにより、自端末のユーザに
よる所望のビュー変更がいつでも妨げられずかつその後も維持尊重される。
【０１０２】
　例えば、図４（３）のように、ＣはＡを、ＡはＢを選択していても、図４（４）のよう
にＣが独自にビュー変更の操作を行うと、それによってＣはＡに対し選択が解除され非参
照となる。また、図４（５）のように、Ａの選択がＢからＣに変わると、ＣのビューがＡ
に反映される。
【０１０３】
　なお、このようなビューの選択解除をサーバＳによる処理で実現する場合は、参照受付
部１１５が、他の端末をビュー変更の操作元として選択している反映先の端末から、その
反映先独自のビュー変更の操作データを前記通信部により受信したときは、前記選択を解
除する。
【０１０４】
〔２－５．複数端末の選択〕
　また、参照選択部１５は、ビュー変更の操作元として全ての端末又は複数の端末の選択
も受け付ける。全ての端末を選択している状態を全参照モードと呼ぶ。そして、描画部２
５は、上記のように操作元として全て又は複数の端末が選択されているときは、そのよう
に選択されているどの操作元によるものでも最後のビュー変更を自端末の表示内容に反映
させる。このように、複数の端末を操作元とし、うち最後に変更されたビューを反映させ
る選択も可能とすることは、必須ではないが、これにより、各参加者の閲覧における着眼
点の最新動向を常に容易に把握可能となる。
【０１０５】
〔２－６．ビュー範囲の表示〕
　反映先と操作元の画面サイズが異なる場合のビュー変更については、反映先のビュー範
囲について、操作元側に表示してそれをリモコン操作するなど、上記とは若干異なる以下
のような対応が望ましい。なお、この例でも、自端末でのビュー変更については上記と同
様、操作受付部５が入力部Ｅから受け付け、また、他のどの端末装置を操作元としてビュ
ー変更を自端末へ反映するかの選択も上記と同様、参照選択部１５が入力部Ｅから受け付
ける。
【０１０６】
　但し、少なくとも操作元と反映先の関係にある端末間では、ビュー処理部３５（ビュー
処理手段）が、ビュー処理手段各端末の表示画面の表示サイズ情報（例えば、表示解像度
、表示画素数又は表示情報量）とビューの情報を、直接に又はサーバＳを経て一方向又は
双方向に受け渡すことにより、自端末のビュー内に他端末のビュー範囲を図形により表示
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する（ビュー処理）。例えば、図５の例では、Ａ画面内に、Ｂ画面とＣ画面のビュー範囲
がそれぞれ破線の矩形で表示されている。
【０１０７】
　操作元側では、送信部１０が、自端末で受け付けたビュー変更のデータを、又はそのビ
ュー変更を所定の規則性に基づいて変換して他の端末における表示内容のビューに反映さ
せるビューリモコンデータを、他の端末へ又はサーバＳへ通信部Ｌから送信する。この場
合の規則性の一例として、例えば、図６に示すように、Ａ画面のビューを右上（実線の矩
形の位置）へずらした場合、Ａ画面内に破線の矩形で表示されていたＢ画面とＣ画面のビ
ュー位置は、ホワイトボード画面全体の中で、ずらされたＡ画面のビューと中心座標が一
致（センター合わせ）するように変更される。
【０１０８】
　反映先側では、受信部２０が、各端末からのビュー変更のデータ、ビューリモコンデー
タ、又はこれらいずれかのデータに基づきサーバＳが操作元の各端末でのビュー変更を反
映先での選択にしたがって反映した表示内容のデータを、通信部Ｌを通じ外部から受信し
、受信したデータに基づいて、描画部２５が、操作元の端末でのビュー変更を、反映先側
での選択にしたがって反映した表示内容を表示画面Ｄに表示させる。
【０１０９】
　このように、解像度や画面サイズなどが異なっている端末間においても、他人の見てい
るビュー範囲を枠などで自端末に表示することは、必須ではないが、これにより、他の参
加者の着目点についても把握や配慮をしながら操作するなど効率的な情報共有が可能とな
る。
【０１１０】
　なお、サーバＳによる処理では、作成配信部１２５が、各端末からその表示画面の表示
サイズ情報とビューの情報を受信することにより、端末のビュー内に、その端末と参照の
関係にある他の端末のビュー範囲を図形により表示する画面表示内容のデータを作成し通
信部ＬＳにより該当の各端末へ配信する。
【０１１１】
〔２－７．ビュー範囲表示についての選択〕
　上記のようなビュー範囲については、表示／非表示や公開／非公開の選択を可能とする
ことが望ましい。この場合、ビュー表示選択部３７（ビュー表示選択手段）が、ビュー範
囲の自端末への表示について、他の全ての端末又は指定する端末ごとの表示又は非表示に
ついて、又は、自端末のビュー範囲について、他の全ての端末又は指定する端末ごとに対
する公開又は非公開、の少なくとも一方の選択を入力部Ｅから受け付ける（ビュー表示選
択処理）。
【０１１２】
　このように、各端末間でそれぞれのビュー範囲について、他の端末のものを表示するか
否か、自端末のものを他の端末へ公開するか否か、の選択を可能とすることは、必須では
ないが、これにより、端末間の事情や状況などに応じ、連携の度合いや態様をきめ細かく
制御可能となる。
【０１１３】
〔２－８．ビュー範囲表示によるリモコン〕
　上記のような他端末のビュー範囲表示を操作することにより、他端末のビュー範囲をリ
モコンできることが望ましい。この場合、操作受付部５は、自端末の表示画面で他端末の
ビュー範囲を示す図形について、マウス操作や方向キー操作などによる移動等の変更操作
を入力部Ｅから受け付け、送信部１０は、その変更操作の内容及び対象の端末を表すビュ
ーリモコンデータを通信部Ｌから外部へ送信し、リモコン対象の端末では、そのように他
の端末から送信された自端末宛のビューリモコンデータを受信部２０が受信した場合に、
描画部２５が、そのビューリモコンデータにしたがって自端末のビューを変更する。
【０１１４】
　例えば、図７に矢印で示すように、Ａ画面から破線の矩形を操作することでそれぞれＢ
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画面とＣ画面をリモコンできる場合、例えばＡ画面でＢ画面のビュー範囲の図形を図７と
比べて左下にずらすと（図８）それがＢ画面のビューに反映するが、Ｃ画面のビューは変
わらない（図８）。
【０１１５】
　このように、他端末のビュー表示により他の参加者の着目点や表示領域の把握に加え、
他端末のビューのリモコン操作も可能とすることは、必須ではないが、これにより、見て
ほしい部分に他人を着目させるなど、より密接な連携による情報共有が可能となる。
【０１１６】
　なお、サーバＳによる処理では、受信部１２０が、各端末でのビュー範囲を示す図形に
対して行われた変更操作の内容及び対象の端末を表すビューリモコンデータを通信部ＬＳ
により受信し、そのように受信したビューリモコンデータにしたがって、作成配信部１２
５が、反映先の端末について、ビューを変更した画面表示内容のデータを作成し配信する
。
【０１１７】
　また、ある端末を反映先としてリモコンする権限を、操作元の端末間で移譲するように
したり、スーパーバイザからは常時リモコン可能といった機能を採用してもよい。
【０１１８】
〔２－９．ビューの平行移動〕
　上記のように他の端末によるビュー変更又はビューリモコンデータにしたがって自端末
のビューを変更する場合に、端末の描画部２５が、又はサーバＳの作成配信部１２５が、
表示倍率（ズーム率）は維持したまま、ビューを平行移動（パン）するようにしてもよい
。例えば、図５や図７の状態からみて、図６や図８の状態が平行移動の例である。
【０１１９】
　このように、他の端末からのビューリモコンデータによるビュー変更の場合、自端末で
のズーム率の設定はそのままでビューを平行移動することは、必須ではないが、これによ
り、受け側において変動する要素が限定され混乱が抑制できる。特に、端末により表示画
面サイズが異なる場合に、個々の端末で見やすく設定した最適なズーム率を維持できる利
点が生じる。
【０１２０】
〔２－１０．ズーム率の変更〕
　また、他の端末によるビュー変更又は前記ビューリモコンデータにしたがって自端末の
ビューを変更する場合、上記とは逆に、描画部２５が、又はサーバＳの作成配信部１２５
が、操作元における画面表示範囲と同じ範囲を表示できるように、自端末における表示倍
率（ズーム率）を変更するようにしてもよい。例えば、図５や図７の状態からみて、図９
の状態は、Ａ画面で破線矩形の位置にあったビューを右上の実線矩形のずらしているが、
その表示範囲に合わせ、Ｂ画面とＣ画面の表示倍率も変更され、Ａ画面から見れば、ホワ
イトボード中での表示範囲は同じで、サムネイルやミニチュアと呼ばれるような縮小表示
になっている。
【０１２１】
　このように、操作元と受け側で画面サイズが異なる場合も、表示倍率を変更して操作元
と同じ範囲を表示することは、必須ではないが、これにより、共通の情報や認識を共有容
易となる。
【０１２２】
〔２－１１．ビュー変更時の表示切替〕
　また、描画部２５は、前記表示サイズ情報が自端末よりも相対的に大きい端末からのビ
ューリモコンデータに基づくビュー変更の際は、共有する画面の全体表示であって変更に
係る新たなビューを表示するものにいったん切替えたうえ、前記ビューリモコンデータに
基づいた新たなビューに変更することが望ましい。
【０１２３】
　例えば、図５の状態からセンター合わせにより図６の状態へ移行する前後を考える場合
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、Ｂ画面では同じ図形Ａ３が見えているので混乱が少ないが、小さなＣ画面では、移動が
大きく、見えている図形もＢ４からＡ３に変わってしまい、ビューがどこからどこへ動い
たのかわかりにくく混乱が生じやすい。そこで、図１０のように、ビュー範囲の枠表示を
含む全体表示をいったん経由すれば混乱が避けられる。
【０１２４】
　このように、解像度や画素数などの相違により、リモコンされる側の表示サイズのほう
が小さい場合でも、いったん全体表示に切り替えた中で示した新しいビューに、さらに画
面を変更することは、必須ではないが、これにより、突然の大きなビュー変更が回避でき
、ビューがどのように変更されたかの把握が容易になる。なお、端末の処理能力が低い場
合、遷移途中の全体表示を簡略的な表示とするなどして、処理負荷すなわち処理時間を低
減するようにしてもよい。
【０１２５】
〔２－１２．ビュー変更反映の制限〕
　以上いずれの場合におけるビュー変更の反映においても、全てを反映させるのではなく
、参照選択部１５により、操作元のビュー変更を自端末に反映する時間サイクルの設定を
前記入力部から受け付け、描画部２５が、前記のように設定された前記時間サイクルを少
なくともあけて、操作元のビューを前記表示内容に反映させるようにしてもよい。このよ
うに、選択した端末からのビューの反映を全ての操作ごとではなく、設定された時間サイ
クルごととし、これより短い時間サイクル内のビュー変更を受け側で無視することは、必
須ではないが、これにより、操作元でのビュー変更（例えばビュー位置やズーム率の変更
）が予期せず頻繁でも、それがそのまま反映されて見づらくなる事態が回避できる。
【０１２６】
　また、描画部２５により、他の端末によるビュー変更について、所定値以上の変化量又
は変化率の場合に限って前記表示内容に反映させるようにしてもよい。このように、ビュ
ー変更の変化量や変化率が大きい場合のみ追従することは、必須ではないが、これにより
、操作元の端末で小刻みなビュー変更が繰り返されてもいちいち反映されず、再描画など
で画面が見づらくなる問題が回避可能となる。なお、ビュー変更を反映させるかの判定閾
値は、元データ上の座標系ではなく、自端末のビュー上での変化量、あるいは変化率とし
て設定することが望ましい。
【０１２７】
〔２－１３．ビュー変更の一時停止〕
　また、ビュー変更は反映先の端末側の操作で一時停止できるようにしてもよい。この場
合、描画部２５は、他の端末からの反映させるべきビュー変更について、所定の一時的な
停止操作（例えば、キーボードのエスケープキー押下など）を受け付けるとともにその停
止操作が継続している間は、前記ビュー変更を前記記憶部へ一時記憶し、停止操作が解除
されると前記一時記憶された各ビュー変更を最新状態まで表示内容へ反映させる。このよ
うに、ビュー反映の一時停止操作を可能とすることは、必須ではないが、これにより、他
の端末でのビュー変更に追従しながら、必要なときにいつでもビューを固定し必要な部分
を納得するまで閲覧可能となる。
【０１２８】
〔２－１４．反映する操作の公開の選択〕
　公開選択部４０（公開選択手段）により、自端末での書込み、ビュー又はその変更の少
なくともいずれかについて、他の全てのもしくは指定する端末ごとに、公開／非公開の選
択を入力部Ｅから受け付けて記憶部Ｍに記録するようにしてもよい（公開選択処理）。
【０１２９】
　これをサーバＳによる処理で実現する場合は、公開受付部１４０（公開受付手段）によ
り、端末での書込み、ビュー又はその変更の少なくともいずれかについて、他の全てのも
しくは指定する端末ごとに、公開／非公開の選択を各端末から通信部Ｌにより受け付けて
記憶部Ｍに記録し（公開受付処理）、作成配信部１２５（作成配信手段）は、公開を選択
している端末からの操作データを、その端末を操作元として選択している端末の表示内容
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に反映させる。
【０１３０】
　このように、書込みやビュー変更について、その行う側が、全ての端末に若しくは指定
する端末ごとに公開するか否かを選択可能とすることは、必須ではないが、これにより、
自分の書込みやビュー変更の内容、その時点の参加者の顔ぶれといった具体的な事情や目
的に応じて、他人への開示範囲を自主的にきめ細かく指定可能となる。
【０１３１】
〔２－１５．非公開データの取扱い〕
　上記のように非公開を選択した書込み、ビュー変更もしくは端末の取扱いとしては、ま
ず、送信部１０により外部へのデータの送信自体を停止することが考えられる。このよう
に、非公開とした書込み、ビュー変更や端末について、そのデータの送信自体を停止する
ことは、必須ではないが、これにより、情報漏れを確実に防止するとともに無駄な通信ト
ラフィックを抑制可能となる。
【０１３２】
　もう一つの取扱いとして、同様に非公開を選択した書込み、ビュー変更もしくは端末に
ついて、データの送信側となる端末の送信部１０により外部へのデータの送信自体は継続
する一方、非公開を選択した事実をそれらデータとともに属性として又は別途、外部へ通
知し、この通知の内容に応じて、データの受信側となる端末の描画部２５が、到着したデ
ータを取捨選択するようにすることも考えられる。このように、各端末からのデータ送信
自体は全ての書込みやビュー変更について行い、受信側で選択に応じ取捨選択することに
より、送信側の機能や処理が単純で済み、スーパバイザは参照可能とするなど管理の確実
度も向上する。
【０１３３】
　なお、公開／非公開の選択は、ＨＴＭＬなどのウェブコンテンツと、ホワイトボードで
描画されるアノーテーションと、のそれぞれに対して別個独立に行えるようにしてもよい
。
【０１３４】
〔２－１６．公開内容の警告〕
　また、書込みについての選択を非公開から公開へ切り替えようとする場合、公開選択部
４０により、共有に係る前記画面の表示内容のうち、公開することととなる書込みの要素
、（例えば、文字、図形、アノーテーションなど）を、点滅などにより強調表示するとと
もに、確認操作又は所定時間内の中止操作を受け付けたうえで公開へ切り替えるようにし
てもよい。
【０１３５】
　このように、操作側の端末で書込みやビュー変更について非公開を公開へ切り替える場
合、公開することとなる部分の強調表示などにより公開前に警告のうえ、確認や中止の操
作を受け付けることは、必須ではないが、これにより、公開を考えずに非公開の時点でし
た個人メモ的な書込みや、関心を持って見ているビュー部分の情報などの情報が予期せず
漏洩するリスクが回避可能となる。
【０１３６】
〔２－１７．スーパーバイザに関する処理〕
　スーパーバイザなどの用いる所定の端末から、他の端末での参照や公開等の選択にかか
わらず、操作を他の端末に強制的に反映させてもよい。この場合、特権命令部４５（特権
命令手段）が、自端末での操作について、全部又は指定した一部の端末に対しその端末で
の操作元（参照）の設定にかかわらず、必ず反映すべき特権命令として送信部１０により
送信させる（特権命令処理）。
【０１３７】
　このように、会議管理者などのスーパバイザが、受け側の設定にかかわらず、自分の書
込みやビュー変更などの操作を、全ての又は所望の端末装置に強制的に反映可能とするこ
とは、必須ではないが、これにより、議事の円滑な進行等の管理が容易になる。
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【０１３８】
　また、スーパーバイザなどの用いる所定の端末から、他の端末での参照や公開等の選択
にかかわらず、他の端末による操作を強制的に読み取って自端末に反映させるようにして
もよい。この場合、強制読取部５０（強制読取手段）が、各端末からの操作データについ
て、操作元における公開／非公開の選択もしくは属性にかかわらず、必ず自端末に反映さ
せる（強制読取処理）。
【０１３９】
　このように、各端末から非公開として送信されている書込みやビュー変更について、ス
ーパーバイザ用の特別な権限を持つ端末装置において、強制的に反映可能とすることは、
必須ではないが、これにより、不適切な書込みの把握など確実な管理の実現が容易になる
。
【０１４０】
〔２－１８．処理手順の例〕
　以上のような各処理を、操作元と反映先の端末同士で実現する処理手順の例を示す。す
なわち、操作元側端末では、図１１のフローチャートに示すように、書き込みやビュー変
更の操作を受け付けると（ステップ１１）、操作に従い自端末で表示更新のうえ（ステッ
プ１２）、スーパバイザとして操作を強制送信する設定の場合は（ステップ１３）操作を
特権命令として送信する（ステップ１４）。強制送信しない場合で（ステップ１３）、操
作が自ビュー内に表示されている他ビューに対する操作ならば（ステップ１５）、操作内
容に応じたビューリモコンデータを送信する（ステップ１６）。他ビューに対する操作で
もない場合で（ステップ１５）、公開している操作ならば（ステップ１７）、通常の操作
データであって公開しているものとして送信する（ステップ１８）。
【０１４１】
　一方、反映側端末としては、図１２のフローチャートに示すように、データを受信し（
ステップ２１）、それがビュー変更でなく書込みの場合（ステップ２２）、その書込みを
自端末の表示内容に反映するのは（ステップ４５）、その書込みがスーパバイザからの強
制命令の場合（ステップ４１）、自端末がスーパバイザとして全ての書込みを強制読取中
の場合（ステップ４２）、書込みが公開されていて（ステップ４３）自端末の参照対象の
場合（ステップ４４）であり、非公開や（ステップ４３）参照対象でないものは（ステッ
プ４４）反映されない。
【０１４２】
　受信したデータが（ステップ２１）ビュー変更のとき（ステップ２２）、それを自端末
へ反映する第一条件は、届いたデータがスーパバイザからの強制命令であるか（ステップ
２３）、自端末がスーパバイザとして強制読取中であるか（ステップ２４）、届いたデー
タがビューリモコンデータでかつ自端末がリモコン受付中であるか（ステップ２５）、届
いたデータが公開されている操作データで（ステップ２６）参照対象であるか又は自端末
が全参照モードの場合（ステップ２７）、のいずれかである。
【０１４３】
　この第一条件が満たされた場合、さらなる第二条件は、前回のビュー反映後に反映時間
サイクルが経過済で（ステップ２８）、かつ、今回のビュー変更の変化量又は変化率が所
定以上（ステップ２９）ということである。これら第一条件又は第二条件を満たさないビ
ュー変更の操作データは反映されない。
【０１４４】
　第一条件と第二条件を満たした場合でも、ビュー変更は所定の一時停止操作の終了まで
保留され（ステップ３０）、また、操作元より反映先の表示解像度が小さいような場合は
（ステップ３１）、新たなビュー範囲の表示を含むホワイトボード全体表示にいったん切
り替えたうえ（ステップ３２）、新しいビューを反映した表示に更新するとともに（ステ
ップ３３）、反映時間サイクルのタイマーをリセットする（ステップ３４）。場合によっ
ては（例えば、特権命令や強制読取など）、図１２に破線で示すように、ステップ２８～
３０の全部又は一部を要件をスキップしてもよい。
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【０１４５】
〔３．他の実施形態〕
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、以下の例およびそれ以外の他
の実施形態を含むものである。例えば、上記実施形態で説明した個々の機能が全て必須な
わけではなく、適宜組み合わせて実施したり省略することは自由であり、例えば、サーバ
型又はローカル型のいずれか一方のみの端末を扱うシステムとしてもよい。また、実装に
おいては、ウェブブラウザ画面に透明なホワイトボードのレイヤーを重畳し、そのデータ
のうち、前者のウェブブラウザ画面についてはサーバから受信し、後者のホワイトボード
については端末間で直接授受する形が考えられる。また、ビュー変更の反映は、画像やア
プリケーション画面やウェブコンテンツなどの表示を適用対象に含めることもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の実施形態の構成を示す機能ブロック図。
【図２】本発明の実施形態における書込みの反映（遡及モード）を例示する図。
【図３】本発明の実施形態における書込みの反映（非遡及モード）を例示する図。
【図４】本発明の実施形態におけるビュー変更の反映を例示する図。
【図５】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反映
を例示する図。
【図６】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反映
を例示する図。
【図７】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反映
を例示する図。
【図８】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反映
を例示する図。
【図９】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反映
を例示する図。
【図１０】本発明の実施形態において、表示画面サイズの異なる端末間でのビュー変更反
映を例示する図。
【図１１】本発明の実施形態における操作元側としての処理手順を示すフローチャート。
【図１２】本発明の実施形態における反映先側としての処理手順を示すフローチャート。
【図１３】従来技術による書込みの共有を例示する図。
【図１４】従来技術による書込みの共有を例示する図。
【図１５】従来技術による書込みの共有を例示する図。
【図１６】従来技術による書込みの共有を例示する図。
【図１７】従来技術によるビュー変更の共有を例示する図。
【図１８】従来技術によるビュー変更の共有を例示する図。
【図１９】従来技術によるビュー変更の共有を例示する図。
【符号の説明】
【０１４７】
Ｔ（Ｔ１，Ｔ２）…端末（端末装置）
Ｓ…サーバ（サーバシステム）
Ｎ…通信ネットワーク
ＬＴ，ＬＳ…通信部
Ｍ…記憶部
Ｃ…制御部
５…操作受付部
１０…送信部
１５…参照選択部
２０…受信部
２５…描画部



(33) JP 4892653 B2 2012.3.7

10

３０…遡及選択部
３５…ビュー処理部
３７…ビュー表示選択部
４０…公開選択部
４５…特権命令部
５０…強制読取部
６０…動画処理部
６５…音声処理部
７０…ホワイトボードデータ
７５…会議サーバ機能部
８０…ウェブサーバ機能部
８５…ウェブコンテンツデータ
１１５…参照受付部
１２０…受信部
１２５…作成配信部
１３０…遡及受付部
１４０…公開受付部

【図１】 【図２】
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