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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置からの入力イベントに応じて描画データを生成する描画データ生成手
段と、この描画データ生成手段により生成された描画データを前記クライアント装置へ送
信する描画データ送信手段とを有するサーバベース・コンピューティング・システムのサ
ーバ装置であって、
　前記クライアント装置からの入力イベントが前記描画データに含まれるオブジェクトの
選択であるか否かを判断するオブジェクト選択判断手段と、
　このオブジェクト選択判断手段により前記クライアント装置からの入力イベントがオブ
ジェクトの選択であると判断された場合に、当該クライアント装置に対して前記描画デー
タ上での表示画面領域を設定している表示領域情報の送信を要求する送信要求手段と、
　この送信要求手段による表示領域情報の送信要求に応答して前記クライアント装置から
送信された表示領域情報を取得する表示領域情報取得手段と、
　この表示領域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領域に前記
描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まるか否かを判断するオブジェクト収
まり判断手段と、
　このオブジェクト収まり判断手段により前記表示領域情報に応じた表示画面領域に前記
描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まらないと判断された場合に、当該オ
ブジェクトの領域が表示画面領域に収まり、且つ、当該オブジェクトの領域が表示画面の
中央になるようにその表示領域情報を変更する表示領域情報変更手段と、
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　この表示領域情報変更手段により変更された表示領域情報を前記クライアント装置へ送
信する表示領域情報送信手段と、
　を備えたことを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
　前記表示領域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領域よりも
前記描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が大きいか否かを判断する領域サイズ
判断手段と、
　この領域サイズ判断手段により前記表示画面領域よりも前記描画データ上で選択された
オブジェクトの領域が大きいと判断された場合に、当該描画データ上のオブジェクトの領
域を前記表示画面領域に合わせて縮小するオブジェクト領域縮小手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項３】
　前記表示領域情報変更手段は、前記表示領域情報の縦横を回転して変更する表示領域情
報回転変更手段を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項４】
　前記オブジェクト領域縮小手段により前記描画データ上のオブジェクトの領域が前記表
示画面領域に合わせて縮小された場合に、当該オブジェクトの領域に記述されている文字
のフォントサイズをその縮小されたオブジェクトの領域に合わせて変更するフォントサイ
ズ変更手段をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　クライアント装置は、
　前記サーバ装置により生成され転送された描画データを受信する描画データ受信手段と
、
　この描画データ受信手段により受信された描画データをクライアント装置の表示画面領
域に切り出して表示する表示制御手段と、
　前記サーバ装置の表示領域情報送信手段より変更された表示領域情報を受信する変更情
報受信手段と、
　この変更情報受信手段により前記変更された表示領域情報が受信された場合に、当該変
更後の表示領域情報に対応させて前記表示制御手段で切り出す表示画面領域を変更する表
示画面領域変更手段と、
　を備え、請求項１に記載のサーバ装置に接続されることを特徴とする。
【請求項６】
　クライアント装置からの入力イベントに応じて描画データを生成する描画データ生成手
段と、この描画データ生成手段により生成された描画データを前記クライアント装置へ送
信する描画データ送信手段とを有するサーバ装置のコンピュータを制御するためのプログ
ラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記クライアント装置からの入力イベントが前記描画データに含まれるオブジェクトの
選択であるか否かを判断するオブジェクト選択判断手段、
　このオブジェクト選択判断手段により前記クライアント装置からの入力イベントがオブ
ジェクトの選択であると判断された場合に、当該クライアント装置に対して前記描画デー
タ上での表示画面領域を設定している表示領域情報の送信を要求する送信要求手段、
　この送信要求手段による表示領域情報の送信要求に応答して前記クライアント装置から
送信された表示領域情報を取得する表示領域情報取得手段、
　この表示領域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領域に前記
描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まるか否かを判断するオブジェクト収
まり判断手段、
　このオブジェクト収まり判断手段により前記表示領域情報に応じた表示画面領域に前記
描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まらないと判断された場合に、当該オ
ブジェクトの領域が表示画面領域に収まり、且つ、当該オブジェクトの領域が表示画面の
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中央になるようにその表示領域情報を変更する表示領域情報変更手段、
　この表示領域情報変更手段により変更された表示領域情報を前記クライアント装置へ送
信する表示領域情報送信手段、
　として機能させるようにしたコンピュータ読み込み可能なサーバ制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＡＮ(Local Area Network)等のネットワークを介して接続されたサーバ・
クライアント・システムにおいて、クライアント装置にて入出力・表示される全てのアプ
リケーションをサーバ装置上で動作させるようにしたサーバベース・コンピューティング
・システム（ＳＢＣ）のサーバ装置及びサーバ制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、社内ＬＡＮなどのネットワークに接続された各端末装置（ＰＣ端末）では、その
個々の端末装置が独立して文書作成や表作成などのアプリケーションを起動実行し、また
これに伴い生成された種々のファイルも当該端末装置において自身の記憶装置に保存、あ
るいは磁気ディスク，光ディスク，小型半導体メモリ等の外部記憶媒体に保存するか、ネ
ットワーク上のサーバ装置が管理する記憶装置に転送して保存している。
【０００３】
　このような従来のサーバ・クライアント・システムでは、各端末装置自身において生成
ファイルが管理されるため、当該端末装置を紛失したり不正に持ち出したりして第３者の
手に渡った場合、保存ファイルが読み出されて重要情報や機密情報が漏洩する恐れがある
。
【０００４】
　しかも、各端末装置が独立してアプリケーションを起動実行していたのでは、当該アプ
リケーションの更新，変更，追加の作業を個々の端末装置毎に行う必要があり、管理が面
倒でコストも掛かってしまう。
【０００５】
　このため近年のサーバ・クライアント・システムでは、各端末装置にて入出力・表示さ
れる全てのアプリケーションをサーバ装置上で起動実行させ、これに伴う全ての生成ファ
イルもサーバ装置側で管理するようにしたＳＢＣ(Server Based Computing)システムが導
入されるようになっている（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００６】
　このようなサーバベース・コンピューティング・システムでは、サーバ装置側で実行さ
れるアプリケーションソフトの描画データが端末装置（クライアント装置）に転送されて
該クライアント装置にてこの描画データを表示するものである（例えば、特許文献３参照
）。
【０００７】
　そして、最近このサーバベース・コンピューティング・システムでも、携帯電話機のよ
うに表示画面の小さな携帯端末をクライアント装置として使用することが考えられている
（例えば、特許文献４参照）。
【特許文献１】特開２００４－１７１０６３号公報
【特許文献２】特開２００３－１５８５３４号公報
【特許文献３】特表２００４－５０３８６２号公報
【特許文献４】特開２００４－３４８３８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前記従来のサーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装置
として表示画面の小さな携帯端末を使用した場合、サーバ装置から取得される表示画面デ
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ータ（描画データ）は通常ＰＣ端末の画面サイズに対応させて生成されているために、当
該携帯端末の表示画面にて表示される描画データの領域はその一部の領域となる。このた
め、描画データのユーザが見たい情報の領域が表示されていない場合、その都度ユーザは
表示領域を変更する画面スクロールなどの操作を行う必要がある。
【０００９】
　特に、描画データ上に存在するリストボックスやテストボックスを頻繁に操作対象とす
る場合など、そのオブジェクト領域を表示領域に合わせて上手く表示させるのは非常に面
倒な問題がある。
【００１０】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、クライアント装置の表示画面が小さ
い場合でも、表示領域の変更操作を頻繁に行う必要なく、ユーザが見たい情報の領域を容
易に表示させることが可能になるサーバベース・コンピューティング・システムのサーバ
装置及びサーバ制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に記載のサーバ装置は、クライアント装置からの入力イベントに応じて描画デ
ータを生成する描画データ生成手段と、この描画データ生成手段により生成された描画デ
ータを前記クライアント装置へ送信する描画データ送信手段とを有するサーバベース・コ
ンピューティング・システムのサーバ装置であって、前記クライアント装置からの入力イ
ベントが前記描画データに含まれるオブジェクトの選択であるか否かを判断するオブジェ
クト選択判断手段と、このオブジェクト選択判断手段により前記クライアント装置からの
入力イベントがオブジェクトの選択であると判断された場合に、当該クライアント装置に
対して前記描画データ上での表示画面領域を設定している表示領域情報の送信を要求する
送信要求手段と、この送信要求手段による表示領域情報の送信要求に応答して前記クライ
アント装置から送信された表示領域情報を取得する表示領域情報取得手段と、この表示領
域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領域に前記描画データ上
で選択されたオブジェクトの領域が収まるか否かを判断するオブジェクト収まり判断手段
と、このオブジェクト収まり判断手段により前記表示領域情報に応じた表示画面領域に前
記描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まらないと判断された場合に、当該
オブジェクトの領域が表示画面領域に収まり、且つ、当該オブジェクトの領域が表示画面
の中央になるようにその表示領域情報を変更する表示領域情報変更手段と、この表示領域
情報変更手段により変更された表示領域情報を前記クライアント装置へ送信する表示領域
情報送信手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１３】
　請求項２に記載のサーバ装置は、前記請求項１に記載のサーバ装置において、前記表示
領域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領域よりも前記描画デ
ータ上で選択されたオブジェクトの領域が大きいか否かを判断する領域サイズ判断手段と
、この領域サイズ判断手段により前記表示画面領域よりも前記描画データ上で選択された
オブジェクトの領域が大きいと判断された場合に、当該描画データ上のオブジェクトの領
域を前記表示画面領域に合わせて縮小するオブジェクト領域縮小手段と、をさらに備えた
ことを特徴としている。
【００１４】
　請求項３に記載のサーバ装置は、前記請求項１または請求項２に記載のサーバ装置にお
いて、前記表示領域情報変更手段は、前記表示領域情報の縦横を回転して変更する表示領
域情報回転変更手段を有することを特徴としている。
【００１５】
　請求項４に記載のサーバ装置は、前記請求項３に記載のサーバ装置において、前記オブ
ジェクト領域縮小手段により前記描画データ上のオブジェクトの領域が前記表示画面領域
に合わせて縮小された場合に、当該オブジェクトの領域に記述されている文字のフォント
サイズをその縮小されたオブジェクトの領域に合わせて変更するフォントサイズ変更手段
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をさらに備えたことを特徴としている。
【００１６】
　請求項５に記載のクライアント装置は、請求項１に記載のサーバ装置に接続されるクラ
イアント装置であって、前記サーバ装置により生成され転送された描画データを受信する
描画データ受信手段と、この描画データ受信手段により受信された描画データをクライア
ント装置の表示画面領域に切り出して表示する表示制御手段と、前記サーバ装置の表示領
域情報送信手段より変更された表示領域情報を受信する変更情報受信手段と、この変更情
報受信手段により前記変更された表示領域情報が受信された場合に、当該変更後の表示領
域情報に対応させて前記表示制御手段で切り出す表示画面領域を変更する表示画面領域変
更手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１７】
　請求項６に記載のサーバ制御プログラムは、クライアント装置からの入力イベントに応
じて描画データを生成する描画データ生成手段と、この描画データ生成手段により生成さ
れた描画データを前記クライアント装置へ送信する描画データ送信手段とを有するサーバ
装置のコンピュータを制御するためのプログラムであって、前記コンピュータを、前記ク
ライアント装置からの入力イベントが前記描画データに含まれるオブジェクトの選択であ
るか否かを判断するオブジェクト選択判断手段、このオブジェクト選択判断手段により前
記クライアント装置からの入力イベントがオブジェクトの選択であると判断された場合に
、当該クライアント装置に対して前記描画データ上での表示画面領域を設定している表示
領域情報の送信を要求する送信要求手段、この送信要求手段による表示領域情報の送信要
求に応答して前記クライアント装置から送信された表示領域情報を取得する表示領域情報
取得手段、この表示領域情報取得手段により取得された表示領域情報に応じた表示画面領
域に前記描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まるか否かを判断するオブジ
ェクト収まり判断手段、このオブジェクト収まり判断手段により前記表示領域情報に応じ
た表示画面領域に前記描画データ上で選択されたオブジェクトの領域が収まらないと判断
された場合に、当該オブジェクトの領域が表示画面領域に収まり、且つ、当該オブジェク
トの領域が表示画面の中央になるようにその表示領域情報を変更する表示領域情報変更手
段、この表示領域情報変更手段により変更された表示領域情報を前記クライアント装置へ
送信する表示領域情報送信手段、として機能させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、オブジェクトの領域が表示画面領域に収まり、且つ、当該オブジェク
トの領域が表示画面の中央になるようにその表示領域情報を変更するので、クライアント
装置の表示画面と合致しない種々のオブジェクトを常に表示画面の中央に表示でき、その
ため見やすいだけでなく、オブジェクトの操作も表示画面の中央になるので操作しやすく
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施形態に係るサーバ装置１０およびそのクライアント装置２０（２
０Ｐ，２０Ｍ），…を備えたサーバベース・コンピューティング・システムの構成を示す
ブロック図である。
【００２３】
　このサーバベース・コンピューティング・システムは、ＬＡＮ(Local Area Network)や
ＷＡＮ(Wide Area Network)からなるネットワークＮ上に接続されたサーバ装置１０およ
び複数のクライアント装置２０（２０Ｐ，２０Ｍ），…を備える。
【００２４】
　サーバ装置１０は、例えばネットワークＮ上に有線接続されたパーソナルコンピュータ
である。クライアント装置２０として、２０ＰはネットワークＮ上のアクセスポイントＡ
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Ｐを介して無線接続された携帯型パーソナルコンピュータ、２０Ｍは同アクセスポイント
ＡＰを介して無線接続された携帯電話である。
【００２５】
　サーバ装置１０は、文書作成処理プログラム，表計算処理プログラム，住所録プログラ
ム，メモ帳プログラム，プレゼン資料作成プログラム，メール処理プログラム，インター
ネット接続処理プログラム、Ｗｅｂ表示プログラムなど、種々のアプリケーション・プロ
グラムを有し、当該サーバ装置１０に接続されたクライアント装置２０（２０Ｐ，２０Ｍ
），…からの操作入力（入力イベント）信号に応じて起動しその処理を実行する。
【００２６】
　このサーバ装置１０において、クライアント装置２０，…からの操作入力信号に応じた
アプリケーション・プログラムの実行に伴い生成された表示出力用の描画データは、転送
用の描画データに変換されると共に圧縮・暗号化され、アクセス元のクライアント装置２
０，…へ送信（転送）される。
【００２７】
　そして、クライアント装置２０（２０Ｐ，２０Ｍ），…では、前記サーバ装置１０から
転送された描画データが解凍・復号化され、その表示部２５に表示される。
【００２８】
　この際、サーバ装置１０では、クライアント装置２０からの操作入力信号が、描画デー
タに存在する予め特定されたオブジェクト領域（リストボックスやテキストボックスなど
）を操作対象として指示する入力信号であった場合に、当該描画データ上のオブジェクト
領域をクライアント装置２０の表示画面（２５）に合わせて表示させるべく、その描画デ
ータ上の表示位置と領域を示す情報を生成してクライアント装置２０へ送信（通知）する
機能を有する。
【００２９】
　そして、クライアント装置２０は、前記サーバ装置１０から通知された描画データ上の
表示位置と領域を示す情報に応じて当該描画データを切り出し、表示画面（２５）に表示
する機能を有する。
【００３０】
　図２は、前記サーバベース・コンピューティング・システムにおけるサーバ装置１０の
回路構成を示すブロック図である。
【００３１】
　サーバ装置１０は、コンピュータとしてのＣＰＵ１１を備え、このＣＰＵ１１には、バ
ス１７を介してハードディスクやフラッシュＲＯＭからなるメモリ１２、ＲＡＭからなる
記憶部１３、クライアント装置２０との送受信制御部１４、表示部１５、入力部１６、そ
して光ディスクや磁気ディスクなどの外部記憶媒体１８ａにデータを読み書きする記憶媒
体読み書き部１８が接続される。
【００３２】
　ＣＰＵ１１は、メモリ１２に予め記憶されている、あるいは外部記憶媒体１８ａからメ
モリ１２に読み込まれて記憶されている、あるいはネットワークＮ上のプログラムサーバ
からメモリ１２に読み込まれて記憶されているシステムプログラムや種々のアプリケーシ
ョン・プログラムに従って記憶部１３を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するもの
で、入力部１６からのキー入力信号や送受信制御部１４を介して受信されるクライアント
装置２０（２０Ｐ，２０Ｍ），…からのユーザ操作（入力イベント）に応じた処理指令信
号などに応じて前記種々のプログラムを起動・実行する。
【００３３】
　このサーバ装置１０において、クライアント装置２０からの入力イベント信号に応じて
起動・実行されるアプリケーション・プログラムに従い生成された種々のデータは、例え
ばそのユーザＩＤに対応付けられてメモリ１２に記憶される。また表示用の描画データは
、メモリ１２内に各クライアント装置２０…に対応させて用意された仮想フレームバッフ
ァ（ＦＢ）１２ａ，１２ｂ，…に書き込まれる。そして、前回描画データと今回描画デー
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タとの画像変化部分（差分）を抽出した転送用描画データに変換され、送受信制御部１４
からクライアント装置２０へ転送されて表示出力される。
【００３４】
　また、サーバ装置１０の記憶装置１３には、表示管理領域１３Ａが確保される。
【００３５】
　図３は、前記サーバ装置１０の記憶部１３に確保された表示管理領域１３Ａにおける管
理データの内容を示す図である。
【００３６】
　この表示管理領域１３Ａには、前記クライアント装置２０…毎にユーザ設定されて通知
されている表示モードの管理データ（“１”または“０”）が当該クライアント装置２０
…毎の識別子（Ａ，Ｂ，…）に対応付けられて記憶されるもので、管理データ“１”“０
”は中央表示モードの設定“有り”“無し”を示す。
【００３７】
　サーバ装置１０は、中央表示モードに設定されているクライアント装置２０から描画デ
ータ上の特定のオブジェクト領域（リストボックスやテキストボックスなど）を操作対象
とする指示信号が受信された場合には、当該描画データ上のオブジェクト領域をクライア
ント装置２０の表示画面（２５）の中央に合わせて表示させるべく、その描画データ上の
表示位置と領域を示す情報を生成してクライアント装置２０へ送信（通知）する。一方、
中央表示モードに設定されてないクライアント装置２０から描画データ上の特定のオブジ
ェクト領域（リストボックスやテキストボックスなど）を操作対象とする指示信号が受信
された場合には、当該描画データ上のオブジェクト領域をクライアント装置２０の表示画
面（２５）の左上に合わせて表示させるべく、その描画データ上の表示位置と領域を示す
情報を生成してクライアント装置２０へ送信（通知）する。
【００３８】
　図４は、前記サーバベース・コンピューティング・システムにおけるクライアント装置
２０（２０Ｐ，２０Ｍ）の回路構成を示すブロック図である。
【００３９】
　クライアント装置２０は、コンピュータとしてのＣＰＵ２１を備え、このＣＰＵ２１に
は、バス２７を介してフラッシュＲＯＭからなるメモリ２２、ＲＡＭからなる記憶部２３
、サーバ装置１０との送受信制御部２４、表示コントローラ２５ａを介した表示部２５、
入力部２６、そしてメモリカードなどの外部記憶媒体２８ａにデータを読み書きする記憶
媒体読み書き部２８が接続される。
【００４０】
　前記表示コントローラ２５ａは、フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂを備え、このフレー
ムバッファ（ＦＢ）２５ｂには、前記サーバ装置１０により生成転送され、その圧縮が解
凍された例えばＶＧＡ(Video Graphics Array)サイズの描画データが記憶される。前記表
示コントローラ２５ａは、前記フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶された描画データ
を、ユーザ操作に応じた表示位置で且つ表示部２５の表示画面サイズに応じた領域で切り
出し、当該表示部２５に表示させる。
【００４１】
　この際、前記サーバ装置１０から前記描画データを表示部２５に表示するその表示位置
および領域について通知されている場合には、当該表示位置および領域に応じた描画デー
タを切り出して表示部２５に表示する。
【００４２】
　ＣＰＵ２１は、メモリ２２に予め記憶されている、あるいは外部記憶媒体２８ａからメ
モリ２２に読み込まれた、あるいはネットワークＮ上のプログラムサーバからメモリ２２
に読み込まれたシステムプログラム（クライアント制御プログラム）に従って記憶部２３
を作業用メモリとし回路各部の動作を制御するもので、入力部２６からのキー入力信号や
送受信制御部２４を介して受信されるサーバ装置１０からのアプリケーション応答信号，
転送描画データ，表示位置・領域情報などに応じて前記クライアント制御プログラムが起
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動され実行される。
【００４３】
　このサーバベース・コンピューティング・システムでは、クライアント装置２０からの
キー入力などのイベントに応じてサーバ装置１０にて生成された描画データは、当該描画
データが生成更新される毎にその描画更新後に画像変化のあった領域が差分抽出され、転
送用描画データとしてクライアント装置２０へ転送される。そして、当該クライアント装
置２０にて既にフレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶され表示されていた描画データに
対しその画像変化の領域のみ順次書き替えられて表示更新されるものである。これにより
、前記サーバ装置１０からクライアント装置２０へのデータ転送量を大幅に削減している
。
【００４４】
　次に、前記構成のサーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアン
ト装置２０の表示画面（２５）に表示された特定のオブジェクト領域（リストボックスＬ
ＢやテスキストボックスＴＢ）を操作対象として選択指示した場合に、サーバ装置１０で
の制御に基づき当該特定のオブジェクト領域を前記表示画面（２５）に合わせて表示させ
るための選択オブジェクト対応表示機能について説明する。
【００４５】
　図５は、前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装
置２０の表示画面（２５）にてリストボックスＬＢを選択指示して開いた場合の表示制御
動作（その１）を示す図である。
【００４６】
　図６は、前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装
置２０の表示画面（２５）にてリストボックスＬＢを選択指示して開いた場合の表示制御
動作（その２）を示す図である。
【００４７】
　図７は、前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装
置２０の表示画面（２５）にてテキストボックスＴＢを選択指示した場合の表示制御動作
を示す図である。
【００４８】
　前記図５～図７において、“Ｇ”はクライアント装置２０のフレームバッファ（ＦＢ）
２５ｂに記憶された例えばＶＧＡサイズの描画データ、“Ｅ”は当該描画データＧの中で
表示部２５に表示すべき表示画面領域、“ＬＢ”は描画データＧ上に存在展開されるリス
トボックス、“Ｍ”は当該リストボックスＬＢを選択指示する際にユーザによりタップ操
作されるタップマーク、“ＴＢ”は描画データＧ上に存在するテキストボックス、“Ｆ”
は当該テキストボックスＴＢを選択指示する際にユーザにより指定操作されるフォーカス
マークである。
【００４９】
　そして、前記描画データＧ（ＦＢ）に対する表示画面領域Ｅ（２５）は、当該表示画面
領域Ｅの左上に対応する始点座標（ＤＸ，ＤＹ）、およびその始点座標（ＤＸ，ＤＹ）を
基準とする縦の長さＤＨと横の長さＤＷにより管理される。
【００５０】
　なお、描画データＧ上に存在する操作対象オブジェクト領域であるリストボックスＬＢ
やテキストボックスＴＢの領域サイズは、縦の長さＬＨと横の長さＬＷにより管理される
。
【００５１】
　すなわち、例えば図５（Ａ）に示すように、描画データＧ上に存在するリストボックス
ＬＢのタップマークＭがタップ操作された場合には、展開後のリストボックスＬＢが表示
画面領域Ｅに収まるように、図５（Ｂ）に示すように当該表示画面領域Ｅの描画データに
対する切り出し位置および領域を変更制御する。
【００５２】
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　また、例えば図６（Ａ）に示すように、描画データＧ上に存在するリストボックスＬＢ
のタップマークＭがタップ操作された場合に、その展開後のリストボックスＬＢの横の長
さＬＷが前記表示画面領域Ｅの横の長さＤＷに収まらない場合には、当該表示画面領域Ｅ
を横長に回転させてそのリストボックスＬＢが収まるように、図６（Ｂ）に示すように当
該表示画面領域Ｅの描画データに対する切り出し位置および領域を変更制御する。
【００５３】
　同様に、例えば図７（Ａ）に示すように、描画データＧ上に存在するテキストボックス
ＴＢにフォーカスマークＦが指定操作された場合に、そのテキストボックスＴＢの横の長
さＬＷが前記表示画面領域Ｅの横の長さＤＷに収まらない場合には、当該表示画面領域Ｅ
を横長に回転させてそのテキストボックスＴＢが収まるように、図７（Ｂ）に示すように
当該表示画面領域Ｅの描画データに対する切り出し位置および領域を変更制御する。
【００５４】
　図８は、前記サーバベース・コンピューティング・システムのサーバ装置１０によるサ
ーバ制御処理を示すフローチャートである。
【００５５】
　図９は、前記サーバ装置１０のサーバ制御処理に伴うオブジェクト選択処理を示すフロ
ーチャートである。
【００５６】
　図１０は、前記サーバベース・コンピューティング・システムのクライアント装置２０
によるクライアント制御処理を示すフローチャートである。
【００５７】
　まず、クライアント装置２０において、入力部２６のユーザ操作によりサーバ装置１０
への接続要求を指示すると、送受信制御部２４からサーバ装置１０に対して接続確立の処
理要求が送信され（図１０のステップＢ１）、当該サーバ装置１０との間での認証処理な
どに基づいた接続確立処理が実行される（ステップＢ２）。
【００５８】
　サーバ装置１０において、前記クライアント装置２０から送信された接続確立の処理要
求が受信されると（図８のステップＳ１）、当該接続要求元のクライアント装置２０との
間での認証処理などに基づいた接続確立処理が実行される（ステップＳ２）。
【００５９】
　これにより、サーバ装置１０とクライアント装置２０との接続が確立した状態で、当該
クライアント装置２０でのユーザ入力に応じて（図１０のステップＢ３（ＹＥＳ））、任
意のＷｅｂページを開くなどの入力イベントが受け付けられると（ステップＢ４（ＹＥＳ
））、当該入力イベントがサーバ装置１０へ送信される（ステップＢ５）。
【００６０】
　サーバ装置１０において、前記クライアント装置２０から送信された例えばＷｅｂペー
ジを開く入力イベントが受信されると（図８のステップＳ３（ＹＥＳ））、これに対応し
たＷｅｂブラウザなどのアプリケーション・プログラムに対して前記入力イベントに応じ
た操作信号が送信され（ステップＳ４）、当該アプリケーション・プログラムによって前
記入力イベントに応じた処理、この場合にはユーザ指定のＷｅｂページを開いて、その描
画データをイベント入力元のクライアント装置２０に対応するメモリ１２内のフレームバ
ッファ（ＦＢ）１２ａに書き込み、転送用描画データに変換して当該クライアント装置２
０へ送信する処理が実行される（ステップＳ５（ＮＯ）→Ｓ６）。
【００６１】
　クライアント装置２０において、前記サーバ装置１０から送信された例えばＷｅｂペー
ジの描画データが受信されると（図１０のステップＢ９（ＹＥＳ））、既にフレームバッ
ファ（ＦＢ）２５ｂに記憶されている描画データＧとの差分画像として判断され（ステッ
プＢ１２（ＹＥＳ））、この差分画像として判断された描画データが当該フレームバッフ
ァ（ＦＢ）２５ｂに書き込まれる（ステップＢ１５）。
【００６２】
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　例えば、Ｗｅｂページを開いた初期には、そのページ全体の描画データが差分画像とし
て受信され、前記フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに書き込まれ、この後、当該Ｗｅｂペ
ージの描画内容が更新された場合には、当該描画更新された部分の差分画像だけがその位
置情報と共に受信され、前記フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶されている描画デー
タＧが更新される（ステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１２（ＹＥＳ）→Ｂ１５）。
【００６３】
　前記フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶された描画データＧは、例えば図５（Ａ）
に示すように、ユーザ操作に応じた表示の始点座標（ＤＸ，ＤＹ）と表示部２５の表示画
面サイズに応じた縦横長さ（ＤＨ×ＤＷ）に対応した表示画面領域Ｅとして表示コントロ
ーラ２５ａにより切り出され（ステップＢ１６）、表示部２５に出力されて表示される（
ステップＢ１７）。
【００６４】
　これにより、クライアント装置２０におけるユーザ入力イベントに応じて、サーバ装置
１０により生成されて転送された描画データＧがフレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに逐次
更新されながら記憶され、ユーザ操作に応じた表示画面領域Ｅとして表示部２５に表示さ
れる。
【００６５】
　クライアント装置２０において、前記表示部２５に表示される描画データＧに存在する
特定のオブジェクト領域（リストボックスＬＢやテキストボックスＴＢ）を操作対象とし
て指示した際に、当該オブジェクト領域を表示画面領域Ｅの中央に位置させて表示させた
い場合には、入力部２６のユーザ操作に応じて中央表示モードを設定する（ステップＢ３
（ＹＥＳ））→Ｂ６）。
【００６６】
　前記中央表示モードの設定入力が行われると（ステップＢ６（ＹＥＳ））、当該中央表
示モードの設定データ“１”がサーバ装置１０へ送信され（ステップＢ７）、また、前記
中央表示モードの設定解除の入力が行われると（ステップＢ６（ＮＯ））、当該中央表示
モードの設定解除データ“０”がサーバ装置１０へ送信される（ステップＢ８）。
【００６７】
　サーバ装置１０において、前記クライアント装置２０から送信された中央表示モードの
設定データ“１”または設定解除データ“０”が受信されると、記憶部１３内の表示管理
領域１３Ａ（図３参照）に記憶管理されている当該クライアント装置２０に対応するとこ
ろの中央表示モードの管理データが、設定有りを示す“１”または設定無しを示す“０”
にセットされる（図８のステップＳ３（ＹＥＳ）→Ｓ４，Ｓ５（ＮＯ）→Ｓ６）。
【００６８】
　（オブジェクト選択に伴う表示画面領域Ｅの変更処理）
　前記サーバ装置１０とクライアント装置２０との制御処理に従い、当該クライアント装
置２０において、例えば図５（Ａ）に示すようにリストボックスＬＢのタップマークＭを
含む描画データＧの表示画面領域Ｅが切り出されて表示部２５に表示された状態で（図１
０のステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１２（ＹＥＳ）→Ｂ１５～Ｂ１７）、当該リストボック
スＬＢを開くべくユーザ操作によりタップマークＭが指定入力されると、当該リストボッ
クスＬＢの選択を示す入力イベント信号がサーバ装置１０へ送信される（ステップＢ３（
ＹＥＳ）→Ｂ４（ＹＥＳ）→Ｂ５）。
【００６９】
　サーバ装置１０において、前記クライアント装置２０から送信されたリストボックスＬ
Ｂの選択を示す入力イベント信号が受信されると（図８のステップＳ３（ＹＥＳ））、当
該リストボックスＬＢ（オブジェクト）の選択ありと判断され（ステップＳ４，Ｓ５（Ｙ
ＥＳ））、図９におけるオブジェクト選択処理へ移行される（ステップＳＡ）。
【００７０】
　このオブジェクト選択処理が起動されると、当該オブジェクト選択のイベント入力が行
われたクライアント装置２０に対して、現在の表示画面領域Ｅに対応する表示領域情報（
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ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）の送信を要求する信号が送信される（ステップＡ１）。
【００７１】
　クライアント装置２０において、前記サーバ装置１０から送信された現在の表示領域情
報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）の送信要求が受信されると（図１０のステップＢ９（ＹＥ
Ｓ）→Ｂ１０（ＹＥＳ））、図５（Ａ）に示すように、現在の表示部２５に表示された描
画データＧの表示画面領域Ｅを設定している表示領域情報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）が
サーバ装置１０へ送信される（ステップＢ１３）。
【００７２】
　サーバ装置１０において、前記クライアント装置２０から送信された表示領域情報（Ｄ
Ｘ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）が受信されると（図９のステップＡ２（ＹＥＳ））、当該表示領
域情報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）により設定された表示画面領域Ｅ内に、今回ユーザ選
択されたオブジェクト領域（この場合は、リストボックスＬＢ（ＬＸ，ＬＹ，ＬＷ，ＬＨ
））が収まるか否か判断される（ステップＡ３）。
【００７３】
　ここで、前記クライアント装置２０の表示領域情報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）により
設定された表示画面領域Ｅ内に、今回ユーザ選択されたオブジェクト領域（ＬＸ，ＬＹ，
ＬＷ，ＬＨ）が収まると判断された場合には（ステップＡ３（ＹＥＳ））、現在フレーム
バッファ（ＦＢ）１２ａに記憶されている描画データＧに対して前記選択されたオブジェ
クトが展開描画され（図８のステップＳ８）、その差分画像データからなる転送用描画デ
ータがクライアント装置２０へ送信される（ステップＳ９）。
【００７４】
　これにより、クライアント装置２０では、前記選択されたオブジェクトの差分画像デー
タが受信されてフレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶されている描画データＧが更新さ
れ（図１０のステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１２（ＹＥＳ）→Ｂ１５）、当該描画データＧ
が、その選択されたオブジェクト領域が表示画面領域Ｅに収まる状態で切り出され、表示
部２５に表示される（ステップＢ１６，Ｂ１７）。
【００７５】
　一方、前記サーバ装置１０のオブジェクト選択処理におけるステップＡ３において、前
記図５（Ａ）で示したように、前記クライアント装置２０の表示領域情報（ＤＸ，ＤＹ，
ＤＷ，ＤＨ）により設定された表示画面領域Ｅ内に、今回ユーザ選択されたリストボック
スＬＢの領域（ＬＸ，ＬＹ，ＬＷ，ＬＨ）が収まらないと判断された場合には（図９のス
テップＡ３（ＮＯ））、前記表示領域情報の横幅ＤＷよりもリストボックスＬＢの横幅Ｌ
Ｗが大きいか否かにより、当該リストボックスＬＢのＸ方向の補正が必要であるか否か判
断される（ステップＡ４）。
【００７６】
　ここで、前記図５（Ａ）で示したように、リストボックスＬＢの横幅ＬＷが表示領域情
報の横幅ＤＷより小さいことで、当該リストボックスＬＢのＸ方向の補正は必要ないと判
断されると（ステップＡ４（ＮＯ））、変更後の表示領域を設定する縦横幅がそのまま変
化なく（ＤＨ→ＤＨ′）（ＤＷ→ＤＷ′）として管理される（ステップＡ６）。
【００７７】
　すると続いて、表示領域情報の縦幅ＤＨ′よりもリストボックスＬＢの縦幅ＬＨが大き
いか否かにより、当該リストボックスＬＢのＹ方向の補正が必要であるか否か判断される
（ステップＡ１２）。
【００７８】
　ここで、前記図５（Ａ）で示したように、リストボックスＬＢの縦幅ＬＨが表示領域情
報の縦幅ＤＨ′より小さいことで、当該リストボックスＬＢのＹ方向の補正は必要ないと
判断されると（ステップＡ１２（ＮＯ））、記憶部１３の表示管理領域１３Ａに記憶され
ている管理データに基づき前記クライアント装置２０が中央表示モード“１”に設定され
ているか否か判断される（ステップＡ１４）。
【００７９】
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　そして、中央表示モード“１”に設定されていると判断された場合には（ステップＡ１
４（ＹＥＳ））、次式（１）に従って、表示領域の横幅ＤＷからリストボックスＬＢの横
幅ＬＷを引いた余りの半分を、当該リストボックスＬＢのＸ方向の始点座標ＬＸから引い
て表示画面領域ＥのＸ方向始点座標（ＤＸ′）が設定される。また次式（２）に従って、
表示領域の縦幅ＤＨからリストボックスＬＢの縦幅ＬＨを引いた余りの半分を、当該リス
トボックスＬＢのＹ方向の始点座標ＬＹから引いて表示画面領域ＥのＹ方向始点座標（Ｄ
Ｙ′）が設定される（ステップＡ１５）。
【００８０】
　ＤＸ′←ＬＸ－（ＤＷ－ＬＷ）／２　　　…式（１）
　ＤＹ′←ＬＹ－（ＤＨ－ＬＨ）／２　　　…式（２）
　するとこの場合、前記ステップＡ６およびＡ１５において設定された変更後の表示領域
情報（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′）がクライアント装置２０へ送信される（ステッ
プＡ１７）。
【００８１】
　そして、現在フレームバッファ（ＦＢ）１２ａに記憶されている描画データＧに対して
前記選択されたリストボックスＬＢが展開描画され（図８のステップＳ８）、その差分画
像データからなる転送用描画データがクライアント装置２０へ送信される（ステップＳ９
）。
【００８２】
　これにより、クライアント装置２０では、前記サーバ装置１０から受信された表示領域
情報（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′）に応じて描画データＧに対する表示画面領域Ｅ
が変更される（図１０のステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１１（ＹＥＳ）→Ｂ１４）。そして
、前記サーバ装置１０から送信されたリストボックスＬＢの差分画像データが受信され、
フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶されている描画データＧが更新され（ステップＢ
９（ＹＥＳ）→Ｂ１２（ＹＥＳ）→Ｂ１５）、当該描画データＧが前記変更された表示画
面領域Ｅ（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′）に従い切り出され、図５（Ｂ）に示すよう
に、リストボックスＬＢを当該表示画面領域Ｅの中央に位置させて表示部２５に表示され
る（ステップＢ１６，Ｂ１７）。
【００８３】
　一方、前記ステップＡ４において、例えば図６（Ａ）（あるいは図７（Ａ））に示すよ
うに、リストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の横幅ＬＷが表示領域情報の横幅Ｄ
Ｗより大きいことで、当該リストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）のＸ方向の補正
が必要であると判断された場合には（図９のステップＡ４（ＹＥＳ））、そのリストボッ
クスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の横幅ＬＷは表示領域情報の横幅ＤＷの３分４倍より
もさらに大きいか否か判断される（ステップＡ５）。
【００８４】
　ここで、前記リストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の横幅ＬＷは、表示領域情
報の横幅ＤＷよりも大きいものの、その３分４倍を超えてはいないと判断された場合には
（ステップＡ５（ＮＯ））、変更後の表示領域を設定する縦横幅はそのまま変化なく（Ｄ
Ｈ→ＤＨ′）（ＤＷ→ＤＷ′）として管理され（ステップＡ７）、前記リストボックスＬ
Ｂ（テキストボックスＴＢ）の横幅ＬＷが表示領域の横幅ＤＷ′に合わせて縮小補正され
る（ステップＡ９）。
【００８５】
　一方、前記ステップＡ５において、例えば図６（Ａ）（あるいは図７（Ａ））で示した
ように、リストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の横幅ＬＷが、表示領域の横幅Ｄ
Ｗの３分４倍よりもさらに大きいと判断された場合には（ステップＡ５（ＹＥＳ））、図
６（Ｂ）（図７（Ｂ））に示すように、現在の表示領域の横幅ＤＷを変更後の表示領域の
縦幅ＤＨ′として設定すると共に、現在の表示領域の縦幅ＤＨを変更後の表示領域の横幅
ＤＷ′として設定することで、描画データＧに対する表示画面領域Ｅの縦横方向を回転さ
せる（ステップＡ８）。そして、前記リストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の横
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幅ＬＷが前記回転された表示領域の横幅ＤＷ′に合わせて縮小補正される（ステップＡ９
）。
【００８６】
　すると、当該オブジェクト選択処理は、前記リストボックスＬＢを操作対象とするため
のタップマークＭの指定操作に応じた入力イベントにより実行されているのか否か、つま
り当該リストボックスＬＢの選択処理であるのか前記テキストボックスＴＢの選択処理で
あるのかが判断される（ステップＡ１０）。
【００８７】
　ここで、前記タップマークＭの指定操作に応じたリストボックスＬＢの選択処理である
と判断された場合には（ステップＡ１０（ＹＥＳ））、当該リストボックスＬＢ内に記述
されている各テキストデータのフォントサイズが、当該リストボックスＬＢの横幅ＤＷ′
をそのリスト中の各項目のうちの最大文字数で割ったフォントサイズに変更される（ステ
ップＡ１１）。これにより、前記ステップＡ９において縮小補正されたリストボックスＬ
Ｂの横幅ＬＷに合わせて、各リスト内のテキストデータが適切に収まるように調整される
。
【００８８】
　この後、ステップＡ１２において、前記リストボックスＬＢ（あるいはテキストボック
スＴＢ）の縦幅ＬＨが表示領域情報の縦幅ＤＨ′より大きいことで、当該リストボックス
ＬＢ（テキストボックスＴＢ）はＹ方向の補正も必要であると判断された場合には（ステ
ップＡ１２（ＹＥＳ））、そのリストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の縦幅ＬＨ
が前記表示領域の縦幅ＤＨ′に合わせて縮小補正される（ステップＡ１３）。
【００８９】
　そして、中央表示モード“１”に設定されていないと判断された場合には（ステップＡ
１４（ＮＯ））、例えば図６（Ｂ）に示すように、前記リストボックスＬＢ（テキストボ
ックスＴＢ）の描画始点座標（ＬＸ，ＬＹ）が、そのまま変更後の表示画面領域Ｅの表示
始点座標（ＤＸ′，ＤＹ′）として設定される（ステップＡ１６）。
【００９０】
　すると、前記図６で示したリストボックスＬＢ、あるいは前記図７で示したテキストボ
ックスＴＢの場合には、前記ステップＡ８～Ａ１４→Ａ１６において設定された変更後の
表示領域情報（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′）がクライアント装置２０へ送信される
（ステップＡ１７）。
【００９１】
　そして、現在フレームバッファ（ＦＢ）１２ａに記憶されている描画データＧに対して
前記選択されたリストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）が展開描画され（図８のス
テップＳ８）、その差分画像データからなる転送用描画データがクライアント装置２０へ
送信される（ステップＳ９）。
【００９２】
　これにより、クライアント装置２０では、前記サーバ装置１０から受信された表示領域
情報（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′）に応じて描画データＧに対する表示画面領域Ｅ
が変更される（図１０のステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１１（ＹＥＳ）→Ｂ１４）。そして
、前記サーバ装置１０から送信されたリストボックスＬＢ（テキストボックスＴＢ）の差
分画像データが受信され、フレームバッファ（ＦＢ）２５ｂに記憶されている描画データ
Ｇが更新される（ステップＢ９（ＹＥＳ）→Ｂ１２（ＹＥＳ）→Ｂ１５）。そして、当該
描画データＧが前記回転・変更された表示画面領域Ｅ（ＤＸ′，ＤＹ′，ＤＷ′，ＤＨ′
）に従い切り出され、図６（Ｂ）（あるいは図７（Ｂ））に示すように、リストボックス
ＬＢ（テキストボックスＴＢ）を当該回転された表示画面領域Ｅの始点位置を合わせて（
ＤＸ′，ＤＹ′＝ＬＸ，ＬＹ）表示部２５に表示される（ステップＢ１６，Ｂ１７）。
【００９３】
　この後、クライアント装置２０において、前記サーバ装置１０との接続を終了する操作
が行われると（ステップＢ１８（ＹＥＳ））、当該サーバ装置１０に対して接続終了処理
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信号が送信される（ステップＢ１９）。そして、サーバ装置１０において、前記クライア
ント装置２０から送信された接続終了処理信号が受信されると（図８のステップＳ７（Ｙ
ＥＳ））、当該クライアント装置２０との接続が終了される（ステップＳ１０）。
【００９４】
　したがって、前記構成のサーバベース・コンピューティング・システムにおける選択オ
ブジェクト対応表示機能によれば、クライアント装置２０に表示されている描画データ上
で特定のオブジェクト（リストボックスＬＢやテキストボックスＴＢ）が操作対象として
選択されると、サーバ装置１０において描画更新されるオブジェクトが前記クライアント
装置２０における現在の表示画面領域Ｅに収まるか否か判断される。そして前記描画更新
されるオブジェクトが前記クライアント装置２０における現在の表示画面領域Ｅに収まら
ないと判断された場合には、前記描画データ上に描画更新されるオブジェクトが前記クラ
イアント装置２０の表示画面領域Ｅに収まるように、その描画データに対する表示画面領
域Ｅの始点座標（ＤＸ′，ＤＹ′）と縦横幅（ＤＨ′×ＤＷ′）の変更情報が生成されて
前記クライアント装置２０へ送信（通知）される。
【００９５】
　これにより、クライアント装置２０では、サーバ装置１０により描画更新されて転送さ
れた描画データ上のオブジェクトに合わせて表示画面領域Ｅが変更され表示部２５に表示
されるので、当該クライアント装置２０が携帯端末（２０Ｍ，２０Ｐ）などであってその
表示画面が小さい場合でも、表示画面領域Ｅの変更操作を行う必要なく、ユーザが操作対
象としたオブジェクトの領域を容易に表示させることができる。
【００９６】
　また、前記構成のサーバベース・コンピューティング・システムにおける選択オブジェ
クト対応表示機能によれば、サーバ装置１０において描画更新されるオブジェクトの横幅
ＬＷがクライアント装置２０の表示画面領域Ｅの横幅ＤＷよりも大きい場合には、当該オ
ブジェクトの横幅ＬＷが表示画面領域Ｅの横幅ＤＷに合わせて縮小補正され、さらに、同
オブジェクトの縦幅ＬＨがクライアント装置２０の表示画面領域Ｅの縦幅ＤＨよりも大き
い場合には、当該オブジェクトの縦幅ＬＨが表示画面領域Ｅの縦幅ＤＨに合わせて縮小補
正される。
【００９７】
　また、前記構成のサーバベース・コンピューティング・システムにおける選択オブジェ
クト対応表示機能によれば、縦長の表示画面領域Ｅを有するクライアント装置２０であっ
て、サーバ装置１０において描画更新されるオブジェクトの横幅ＬＷが前記クライアント
装置２０の表示画面領域Ｅの横幅ＤＷよりも大きい場合には、描画データに対する表示画
面領域Ｅを９０度回転させた始点座標（ＤＸ′，ＤＹ′）と縦横幅（ＤＨ′×ＤＷ′）の
変更情報が生成されて前記クライアント装置２０へ送信（通知）される。
【００９８】
　これにより、クライアント装置２０が携帯端末（２０Ｍ，２０Ｐ）などであってその表
示画面が小さい場合でも、表示画面領域Ｅの変更操作を行う必要なく、ユーザが操作対象
としたオブジェクトの領域を当該表示画面領域Ｅ内に確実に収めて表示させることができ
る。
【００９９】
　さらに、前記構成のサーバベース・コンピューティング・システムにおける選択オブジ
ェクト対応表示機能によれば、前記サーバ装置１０において描画更新されるオブジェクト
がリストボックスＬＢであって、当該リストボックスＬＢの横幅ＬＷが表示画面領域Ｅの
横幅ＤＷに合わせて縮小補正された場合には、当該縮小補正されたリストボックスＬＢの
横幅ＬＷ（＝ＤＷ）に合わせて該リスト中に記述された文字データのフォントサイズが変
更されるので、ユーザが操作対象としたリストボックスＬＢを当該表示画面領域Ｅ内に確
実に収めて表示させることができる。
【０１００】
　（他の実施形態）
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　前記実施形態のサーバベース・コンピューティング・システムでは、クライアント装置
２０からの入力イベントに応じてサーバ装置１０により生成した描画データＧを、当該サ
ーバ装置１０からイベント入力元のクライアント装置２０へ転送し、該クライアント装置
２０において、その表示部２５に対応した表示画面領域Ｅに切り出して表示する構成とな
っている。このため、前記サーバ装置１０は、前記クライアント装置２０に表示されてい
る描画データ上で特定のオブジェクトが操作対象として選択された場合（ステップＳ５（
ＹＥＳ））、当該サーバ装置１０において描画更新されるオブジェクトが前記クライアン
ト装置２０における表示画面領域Ｅに収まるように、その描画データに対する表示画面領
域Ｅの始点座標（ＤＸ′，ＤＹ′）と縦横幅（ＤＨ′×ＤＷ′）の変更情報を生成して前
記クライアント装置２０へ送信（通知）した（ステップＳＡ）。
【０１０１】
　これに対し、他の実施形態のサーバベース・コンピューティング・システムとして、ク
ライアント装置２０は、その入力イベントのサーバ装置１０への送信毎に、当該サーバ装
置１０により生成される描画データＧ上での現在の表示画面領域Ｅの位置およびサイズの
情報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）を送信し、前記サーバ装置１０は、前記入力イベントに
応じて生成した描画データＧから前記現在の表示画面領域Ｅの位置およびサイズの情報（
ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）に対応した部分の描画データを切り出し、前記イベント入力元
のクライアント装置２０へ転送してその表示部２５に表示させるものがある。
【０１０２】
　なお、クライアント装置２０で表示される表示画面領域Ｅの位置およびサイズの情報は
、その初期情報を予めサーバ装置１０に記憶しておき、サーバ装置１０は、前記クライア
ント装置２０から送信された入力イベントを受信する毎に前記初期情報に基づき該クライ
アント装置２０の表示画面領域Ｅの位置およびサイズの情報（ＤＸ，ＤＹ，ＤＷ，ＤＨ）
を算出してもよい。
【０１０３】
　このような他の実施形態のサーバベース・コンピューティング・システムにおいて、ク
ライアント装置２０により描画データ上の特定のオブジェクトが操作対象として選択され
た場合、サーバ装置１０は、当該サーバ装置１０により描画更新される前記特定のオブジ
ェクトが前記クライアント装置２０の表示画面領域Ｅに収まるように、その描画データに
対する表示画面領域Ｅの始点座標（ＤＸ′，ＤＹ′）と縦横幅（ＤＨ′×ＤＷ′）の変更
情報を生成し（図９のステップＡ２～Ａ１６）、この変更後の表示画面領域Ｅに対応する
部分の描画データを切り出して前記クライアント装置２０へ転送する構成にする。これに
より、この他の実施形態のサーバベース・コンピューティング・システムにあっても、前
記実施形態と同様に、クライアント装置２０が携帯端末（２０Ｍ，２０Ｐ）などであって
その表示画面が小さい場合でも、表示画面領域Ｅの変更操作を行う必要なく、ユーザが操
作対象としたオブジェクトの領域を容易に表示させることができる。
【０１０４】
　なお、前記各実施形態において記載したサーバベース・コンピューティング・システム
による各処理の手法、すなわち、図８のフローチャートに示すサーバ装置１０の制御処理
、図９のフローチャートに示す前記サーバ装置１０の制御処理に伴うオブジェクト選択処
理、図１０のフローチャートに示すクライアント装置２０の制御処理等の各手法は、何れ
もコンピュータに実行させることができるプログラムとして、メモリカード（ＲＯＭカー
ド、ＲＡＭカード等）、磁気ディスク（フロッピディスク、ハードディスク等）、光ディ
スク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の外部記録媒体１８ａ，２８ａに格納
して配布することができる。そして、サーバ装置１０やクライアント装置２０のコンピュ
ータ（ＣＰＵ１１，２１）は、この外部記録媒体１８ａ，２８ａに記憶されたプログラム
を記憶装置（メモリ１２，２２や記憶部１３，２３）に読み込み、この読み込んだプログ
ラムによって動作が制御されることにより、前記各実施形態において説明した選択オブジ
ェクト対応表示機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することができる。
【０１０５】
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　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
して通信ネットワーク（Ｎ）上を伝送させることができ、この通信ネットワーク（Ｎ）に
接続されたコンピュータ装置（プログラムサーバ）から前記のプログラムデータを取り込
んで記憶装置（メモリ１２，２２や記憶部１３，２３）に記憶させ、前述した選択オブジ
ェクト対応表示機能を実現することもできる。
【０１０６】
　なお、本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々
の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構
成要件が削除されたり、幾つかの構成要件が異なる形態にして組み合わされても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効
果が得られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽
出され得るものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施形態に係るサーバ装置１０およびそのクライアント装置２０（２０
Ｐ，２０Ｍ），…を備えたサーバベース・コンピューティング・システムの構成を示すブ
ロック図。
【図２】前記サーバベース・コンピューティング・システムにおけるサーバ装置１０の回
路構成を示すブロック図。
【図３】前記サーバ装置１０の記憶部１３に確保された表示管理領域１３Ａにおける管理
データの内容を示す図。
【図４】前記サーバベース・コンピューティング・システムにおけるクライアント装置２
０（２０Ｐ，２０Ｍ）の回路構成を示すブロック図。
【図５】前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装置
２０の表示画面（２５）にてリストボックスＬＢを選択指示して開いた場合の表示制御動
作（その１）を示す図。
【図６】前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装置
２０の表示画面（２５）にてリストボックスＬＢを選択指示して開いた場合の表示制御動
作（その２）を示す図。
【図７】前記サーバベース・コンピューティング・システムにおいて、クライアント装置
２０の表示画面（２５）にてテキストボックスＴＢを選択指示した場合の表示制御動作を
示す図。
【図８】前記サーバベース・コンピューティング・システムのサーバ装置１０によるサー
バ制御処理を示すフローチャート。
【図９】前記サーバ装置１０のサーバ制御処理に伴うオブジェクト選択処理を示すフロー
チャート。
【図１０】前記サーバベース・コンピューティング・システムのクライアント装置２０に
よるクライアント制御処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０８】
　１０　…サーバ装置
　２０　…クライアント装置（携帯端末）
　１１，２１…ＣＰＵ
　１２，２２…メモリ
　１２ａ，１２ｂ，…仮想フレームバッファ（ＦＢ）
　１３，２３…記憶部
　１３Ａ…表示管理領域
　１４，２４…送受信制御部
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　１５，２５…表示部
　２５ａ…表示コントローラ
　２５ｂ…フレームバッファ（ＦＢ）
　１６，２６…入力部
　１７，２７…バス
　１８，２８…記憶媒体読み書き部
　１８ａ，２８ａ…外部記憶媒体
　　Ｎ　…ネットワーク
　ＡＰ　…アクセスポイント
　　Ｇ　…描画データ
　　Ｅ　…表示画面領域
　ＬＢ　…リストボックス
　　Ｍ　…タップマーク
　ＴＢ　…テキストボックス
　　Ｆ　…フォーカスマーク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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