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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置と、前記クライアント装置にグループウェア機能を提供するサーバ装
置とがネットワークを介して接続されるネットワークシステムであって、
　前記サーバ装置は、
　グループウェア機能を実現するための作業フィールドであって、少なくともスケジュー
ル管理を行うスケジュールウインドウを含む複数のウインドウに関する情報と、前記ウイ
ンドウ上に重畳して表示させる画像オブジェクトに関する情報と、前記画像オブジェクト
を前記複数のウインドウのいずれのウインドウ上にも表示可能とする、前記画像オブジェ
クトに付帯するデータとを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された複数のウインドウに関する情報と、画像オブジェクトに
関する情報と、当該画像オブジェクトに付帯するデータとを、前記クライアント装置に送
信する送信手段と
を有し、
　前記クライアント装置は、
　表示手段と、
　前記送信手段により送信された複数のウインドウに関する情報に基づいて、スケジュー
ルウインドウとスケジュールウインドウ以外のウインドウとを前記表示手段に表示させる
ウインドウ表示手段と、
　前記送信手段により送信された画像オブジェクトに関する情報と当該画像オブジェクト
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に付帯するデータとに基づいて、前記画像オブジェクトを前記スケジュールウインドウ又
は前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上に重畳させて前記表示手段に表示させ
る画像オブジェクト表示手段と、
　前記表示手段によりウインドウ上に重畳させて表示されている画像オブジェクトを、当
該ウインドウ上から他のウインドウ上へ移動又は複写操作させる操作手段と、
　前記操作手段により画像オブジェクトが移動又は複写操作されたとき、前記サーバ装置
に当該画像オブジェクトに付帯するデータの更新要求を行う更新要求手段と
を有し、
　前記操作手段により前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上に重畳させて表示
されている画像オブジェクトを前記スケジュールウインドウ上へ移動又は複写操作された
とき、前記記憶手段は、前記更新要求手段からの更新要求に基づいて、前記移動又は複写
操作された画像オブジェクトに付帯するデータを継承しつつ、前記スケジュールウインド
ウに対応付けた情報を当該データに格納し、
　前記画像オブジェクト表示手段は、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトを、
当該画像オブジェクトに付帯するデータの前記スケジュールウインドウに対応付けられた
情報に基づいて、前記スケジュールウインドウ上に重畳して前記表示手段に表示させるこ
と、
　を特徴とするネットワークシステム。
【請求項２】
　前記画像オブジェクト表示手段によって、前記移動又は複写操作された画像オブジェク
トが前記スケジュールウインドウ上に重畳して前記表示手段に表示された後であって、前
記操作手段により前記スケジュールウインドウ上に重畳させて表示されている画像オブジ
ェクトを前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上へ移動又は複写操作されたとき
、
　前記記憶手段は、前記更新要求手段からの更新要求に基づいて、前記移動又は複写操作
された画像オブジェクトに付帯するデータを継承しつつ、前記スケジュールウインドウ以
外のウインドウに対応付けた情報を当該データに格納し、
　前記画像オブジェクト表示手段は、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトを、
当該画像オブジェクトに付帯するデータの前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ
に対応付けられた情報に基づいて、前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上に重
畳して前記表示手段に表示させること、
　を特徴とする請求項１に記載のネットワークシステム。
【請求項３】
　前記複数のウインドウ毎に、少なくともウインドウ閲覧の可否を含むユーザアクセス権
限を設定させる権限設定手段を有し、
　ユーザアクセス権限が設定されたウインドウにおいて、当該ウインドウ内で表示される
画像オブジェクトは、ユーザアクセス権限を有するユーザ間で移動又は複写操作されるこ
と、
　を特徴とする請求項１又は２に記載のネットワークシステム。
【請求項４】
　前記ウインドウ表示手段は、前記表示手段に、画像オブジェクトを一時的に保持するた
めの作業フィールドであるメモ帳ウインドウを表示させ、
　前記メモ帳ウインドウ上、若しくは、前記スケジュールウインドウ又は前記スケジュー
ルウインドウ以外のウインドウ上の画像オブジェクトを、相互のウインドウ上へ、当該画
像オブジェクトに付帯するデータを継承しつつ、移動又は複写操作させることが可能であ
ること、
　を特徴とする請求項１ないし３いずれか一項に記載のネットワークシステム。
【請求項５】
　前記クライアント装置は、
　画像オブジェクトが、前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上から前記スケジ
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ュールウインドウ上へ、前記移動又は複写操作されたとき、前記スケジュールウインドウ
以外のウインドウから継承された当該画像オブジェクトに付帯するデータと、前記前記ス
ケジュールウインドウで利用されるべきデータとの差異に基づき、不足するデータを補完
させる補完手段と、
　を有することを特徴とする請求項１ないし４いずれか一項に記載のネットワークシステ
ム。
【請求項６】
　クライアント装置とネットワークを介して接続され、前記クライアント装置にグループ
ウェア機能を提供するサーバ装置であって、
　グループウェア機能を実現するための作業フィールドであって、少なくともスケジュー
ル管理を行うスケジュールウインドウを含む複数のウインドウに関する情報と、前記ウイ
ンドウ上に重畳して表示させる画像オブジェクトに関する情報と、前記画像オブジェクト
を前記複数のウインドウのいずれのウインドウ上にも表示可能とする、前記画像オブジェ
クトに付帯するデータとを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された複数のウインドウに関する情報と、画像オブジェクトに
関する情報と、当該画像オブジェクトに付帯するデータとを、前記クライアント装置に送
信する送信手段と
を有し、
　前記クライアント装置上において、前記複数のウインドウのうちスケジュールウインド
ウ以外のウインドウ上に重畳して表示されている画像オブジェクトが、スケジュールウイ
ンドウ上へ移動又は複写操作され、前記クライアント装置により当該移動又は複写操作に
伴い当該サーバ装置に当該画像オブジェクトに付帯するデータの更新要求が行われると、
前記記憶手段は、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトに付帯するデータを継承
しつつ、前記スケジュールウインドウに対応付けた情報を当該データに格納し、
　前記送信手段は、前記クライアント装置が前記移動又は複写操作された画像オブジェク
トを前記スケジュールウインドウ上へ重畳して表示させるために、前記スケジュールウイ
ンドウに対応付けられた情報が格納されたデータを前記クライアント装置に送信すること
、
　を特徴とするサーバ装置。
【請求項７】
　クライアント装置とネットワークを介して接続され、前記クライアント装置にグループ
ウェア機能を提供するサーバ装置を、
　グループウェア機能を実現するための作業フィールドであって、少なくともスケジュー
ル管理を行うスケジュールウインドウを含む複数のウインドウに関する情報と、前記ウイ
ンドウ上に重畳して表示させる画像オブジェクトに関する情報と、前記画像オブジェクト
を前記複数のウインドウのいずれのウインドウ上にも表示可能とする、前記画像オブジェ
クトに付帯するデータとを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された複数のウインドウに関する情報と、画像オブジェクトに
関する情報と、当該画像オブジェクトに付帯するデータとを、前記クライアント装置に送
信する送信手段として
機能させるためのグループウェアプログラムであって、
　前記クライアント装置上において、前記複数のウインドウのうちスケジュールウインド
ウ以外のウインドウ上に重畳して表示されている画像オブジェクトが、スケジュールウイ
ンドウ上へ移動又は複写操作され、前記クライアント装置により当該移動又は複写操作に
伴い当該サーバ装置に当該画像オブジェクトに付帯するデータの更新要求が行われると、
前記記憶手段は、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトに付帯するデータを継承
しつつ、前記スケジュールウインドウに対応付けた情報を当該データに格納し、
　前記送信手段は、前記クライアント装置が前記移動又は複写操作された画像オブジェク
トを前記スケジュールウインドウ上へ重畳して表示させるために、前記スケジュールウイ
ンドウに対応付けられた情報が格納されたデータを前記クライアント装置に送信すること
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、
　を特徴とするグループウェアプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークシステム、サーバ装置、及びグループウェアプログラムの分野
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、グループウェア環境の普及により情報の伝達や共有をスムーズに行うことができ
るようになった。例えば企業等のオフィス環境では、業務効率を向上すべく、広くグルー
プウェアシステムが利用されている。グループウェアシステム（コラボレーションシステ
ム）では、メール、掲示板、スケジュール管理、タスク管理といった各種ツールや各種機
能が提供されており、ユーザは個人又はグループメンバー単位で、情報管理、情報伝達、
情報共有を行うことができる。このようなグループウェアシステムは、一般的に、グルー
プウェアシステムの機能を提供するサーバ装置と、ユーザが利用する複数のクライアント
端末とがネットワークを介して接続されて構成される。
【０００３】
　このようなグループウェアシステムにおいては、様々な種類の情報が取り扱われるが、
この種のシステムが追求されるべき課題は、ユーザにとって有益な情報をいかに容易にア
クセスできるかという点にある。具体的には、例えばＵＩ（ユーザインターフェース）の
視覚性や直感的な操作性、情報の多様性、複数の機能間における情報の連携性、等の向上
や改善が要求される。
【０００４】
　これに関し、例えば情報の多様性という観点から、特許文献１には、グループ内の各作
業者のスケジュール、作業項目、アドレス、依頼事項等を管理する個人情報管理システム
と、グループウェアシステム側で管理しているグループウェア情報を一致（同期）させる
ことができる情報管理システムが提案されている。本発明によれば、従来個人情報管理シ
ステムで管理されていた情報をグループウェアシステムで一元的に扱えるようになり、ユ
ーザにとって利便性の高い様々な情報をグループウェアからアクセスできるようになる。
【０００５】
　また、例えばＵＩの視覚性や直感的な操作性という観点から、特許文献２には、グルー
プワークを効率よく進められるよう、ネットワーク上にてディスカッションの場を提供す
るグループワーク支援装置が提案されている。そしてディスカッションの場では、参加者
の発言内容(意見)を付箋形式で表現して、その付箋の位置を変更したり色付けを行うこと
により、発言内容(意見)の識別や分類を容易にする技術が開示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の情報管理システムにおいて、作業項目や依頼事項等の
他の必要な項目の同期を取る場合、それぞれ個人の情報を管理しているシステム(ソフト
ウェア)毎の対応が必要となってくる。また、元々二重管理ありきの考え方であるために
、本質的に複数種類のシステム(ソフトウェア)での操作が必要となり、より単純で明快な
ユーザ操作を提供することは難しい。つまり、操作性の点において依然改善の余地がある
。
【０００７】
　また、グループウェアシステム側で個人スケジュール、作業項目、依頼事項等の個人の
情報も合わせて管理するシステムも存在しているが、スケジュールや作業項目、依頼事項
等それぞれの機能が独立して実現されているので、単に同じ操作性の中で、個々の機能を
利用できるという状況にとどまっている。例えば、掲示板やスケジュール等の機能ビュー
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に表示される項目は、ぞれぞれの機能ビューに応じたデータやフォーマット（記載事項）
が決まっていた。そのために、ある機能ビューの情報に基づいて他の機能ビューに情報を
設定する必要が発生した場合には、再度同じ内容の情報を設定する必要があった。これは
、掲示板に掲示された情報に基づいて自分のスケジュールを設定する必要がある場合、掲
示板の掲示内容を確認しながら、自分のスケジュール情報を再入力する必要があるという
ことである。つまり、同一のグループウェアにも関わらず、別機能を利用するためには、
複数回の設定作業が必要になってしまうので、操作性や情報の連携性の点において問題が
ある。
【０００８】
　また、特許文献２記載のグループワーク支援装置においては、あくまで一機能を提供す
るに過ぎず、その一機能内におけるＵＩの視覚性や直感的な操作性を容易にしようとする
ものである。いうまでもなく、グループワークにおけるコラボレーションは、ディスカッ
ション機能に限定されるものではなく、またディスカッションに参加する個人(又は各メ
ンバー)からすれば、ディスカッションはグループワークにおける一つのイベントに過ぎ
ない。つまり、ディスカッション機能と、その他のグループワーク機能等との連続性がな
いので、情報の連携性の点において問題がある。この為、ディスカッション機能を利用す
る際の準備等に負荷が発生してしまう。
【０００９】
　本発明では上記のような問題に鑑み、グループウェアの機能間における多様な情報を連
携させ、利用者の操作性を向上するネットワークシステム、サーバ装置、及びグループウ
ェアプログラムを提供することを目的とする。より詳細には、グループウェアの各機能で
利用される多様な情報（例えば、伝達情報、スケジュール情報、タスク情報等）を、各機
能間でシームレスに連携させるように管理し、一貫した操作性をもって、グループウェア
が目的とするところの、効率的な情報共有を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明に係るネットワークシステムは、クライアント装置と
、前記クライアント装置にグループウェア機能を提供するサーバ装置とがネットワークを
介して接続されるネットワークシステムであって、前記サーバ装置は、グループウェア機
能を実現するための作業フィールドであって、少なくともスケジュール管理を行うスケジ
ュールウインドウを含む複数のウインドウに関する情報と、前記ウインドウ上に重畳して
表示させる画像オブジェクトに関する情報と、前記画像オブジェクトを前記複数のウイン
ドウのいずれのウインドウ上にも表示可能とする、前記画像オブジェクトに付帯するデー
タとを記憶する記憶手段と、前記記憶手段により記憶された複数のウインドウに関する情
報と、画像オブジェクトに関する情報と、当該画像オブジェクトに付帯するデータとを、
前記クライアント装置に送信する送信手段とを有し、前記クライアント装置は、表示手段
と、前記送信手段により送信された複数のウインドウに関する情報に基づいて、スケジュ
ールウインドウとスケジュールウインドウ以外のウインドウとを前記表示手段に表示させ
るウインドウ表示手段と、前記送信手段により送信された画像オブジェクトに関する情報
と当該画像オブジェクトに付帯するデータとに基づいて、前記画像オブジェクトを前記ス
ケジュールウインドウ又は前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上に重畳させて
前記表示手段に表示させる画像オブジェクト表示手段と、前記表示手段によりウインドウ
上に重畳させて表示されている画像オブジェクトを、当該ウインドウ上から他のウインド
ウ上へ移動又は複写操作させる操作手段と、前記操作手段により画像オブジェクトが移動
又は複写操作されたとき、前記サーバ装置に当該画像オブジェクトに付帯するデータの更
新要求を行う更新要求手段とを有し、前記操作手段により前記スケジュールウインドウ以
外のウインドウ上に重畳させて表示されている画像オブジェクトを前記スケジュールウイ
ンドウ上へ移動又は複写操作されたとき、前記記憶手段は、前記更新要求手段からの更新
要求に基づいて、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトに付帯するデータを継承
しつつ、前記スケジュールウインドウに対応付けた情報を当該データに格納し、前記画像
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オブジェクト表示手段は、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトを、当該画像オ
ブジェクトに付帯するデータの前記スケジュールウインドウに対応付けられた情報に基づ
いて、前記スケジュールウインドウ上に重畳して前記表示手段に表示させることを特徴と
する。
【００１１】
　また上記課題を解決するため、前記ネットワークシステムにおいて、前記画像オブジェ
クト表示手段によって、前記移動又は複写操作された画像オブジェクトが前記スケジュー
ルウインドウ上に重畳して前記表示手段に表示された後であって、前記操作手段により前
記スケジュールウインドウ上に重畳させて表示されている画像オブジェクトを前記スケジ
ュールウインドウ以外のウインドウ上へ移動又は複写操作されたとき、前記記憶手段は、
前記更新要求手段からの更新要求に基づいて、前記移動又は複写操作された画像オブジェ
クトに付帯するデータを継承しつつ、前記スケジュールウインドウ以外のウインドウに対
応付けた情報を当該データに格納し、前記画像オブジェクト表示手段は、前記移動又は複
写操作された画像オブジェクトを、当該画像オブジェクトに付帯するデータの前記スケジ
ュールウインドウ以外のウインドウに対応付けられた情報に基づいて、前記スケジュール
ウインドウ以外のウインドウ上に重畳して前記表示手段に表示させることを特徴とする。
【００１２】
　また上記課題を解決するため、前記ネットワークシステムにおいて、前記複数のウイン
ドウ毎に、少なくともウインドウ閲覧の可否を含むユーザアクセス権限を設定させる権限
設定手段を有し、ユーザアクセス権限が設定されたウインドウにおいて、当該ウインドウ
内で表示される画像オブジェクトは、ユーザアクセス権限を有するユーザ間で移動又は複
写操作されることを特徴とする。
【００１３】
　また上記課題を解決するため、前記ネットワークシステムにおいて、前記ウインドウ表
示手段は、前記表示手段に、画像オブジェクトを一時的に保持するための作業フィールド
であるメモ帳ウインドウを表示させ、前記メモ帳ウインドウ上、若しくは、前記スケジュ
ールウインドウ又は前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上の画像オブジェクト
を、相互のウインドウ上へ、当該画像オブジェクトに付帯するデータを継承しつつ、移動
又は複写操作させることが可能であることを特徴とする。
【００１４】
　また上記課題を解決するため、前記ネットワークシステムにおいて、前記クライアント
装置は、画像オブジェクトが、前記スケジュールウインドウ以外のウインドウ上から前記
スケジュールウインドウ上へ、前記移動又は複写操作されたとき、前記スケジュールウイ
ンドウ以外のウインドウから継承された当該画像オブジェクトに付帯するデータと、前記
前記スケジュールウインドウで利用されるべきデータとの差異に基づき、不足するデータ
を補完させる補完手段とを有することを特徴とする。
【００１５】
　なお、本発明の構成要素、表現または構成要素の任意の組合せを、方法、装置、システ
ム、コンピュータプログラム、記録媒体などに適用したものも本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、グループウェアの機能間における多様な情報を連携させ、利用者の操
作性を向上するネットワークシステム、サーバ装置、及びグループウェアプログラムを提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るグループウェアシステム１００のネットワーク構成図を示す。
【図２】本発明の実施形態に係るサーバ装置１のハードウェア構成の一例を示す。
【図３】本発明の実施形態に係るクライアント端末２のハードウェア構成の一例を示す。
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【図４】サーバ装置１及びクライアント端末２の一実施形態の主要な機能の構成を示す機
能ブロック図である。
【図５】サーバ装置１の一実施形態の主要な機能コンポーネントの構成を示す図である。
【図６】本発明に係るグループウェアの基本画面例を示す。
【図７】付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。
【図８】付箋データの構造例を示す。
【図９】掲示板・ウインドウ９００の一例を示す。
【図１０】掲示板作成画面例を示す。
【図１１】掲示板・ウインドウ９００の一例を示す。
【図１２】付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。
【図１３】掲示板・ウインドウ９００の一例を示す。
【図１４】マトリクス・ウインドウ１４００の一例を示す。
【図１５】マトリクス作成画面を示す。
【図１６】マトリクス・ウインドウ１４００の一例を示す。
【図１７】付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。
【図１８】マトリクス・ウインドウ１４００の一例を示す
【図１９】スケジュール・ウインドウ１９００の一例を示す。
【図２０】週表示のスケジュール・ウインドウ２０００及び日表示のスケジュール・ウイ
ンドウ２１００の一例を示す。
【図２１】付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。
【図２２】スケジュール・ウインドウ１９００の一例を示す。
【図２３】本発明に係るグループウェアの基本画面例を示す。
【図２４】付箋データｅの例を示す。
【図２５】付箋データｇの例を示す。
【図２６】付箋データｈの例を示す。
【図２７】付箋データｉの例を示す。
【図２８】付箋ｇのコピーを説明する図である。
【図２９】新たな付箋データの例を示す。
【図３０】新たな付箋データの例を示す。
【図３１】必須項目のデータ値の入力を促す画面例を示す。
【図３２】新たな付箋データの例を示す。
【図３３】新たな付箋データの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明を実施するための形態を各実施形態において図面を用いて説明する。なお、本発
明を説明するにあたって、本発明のネットワークシステムの一実施形態であるグループウ
ェアシステムに本発明を適用した例を以下に示す。
【００１９】
　[構成]
　（ネットワーク）
　図１は、本発明に係るグループウェアシステム１００のネットワーク構成図を示す。本
発明に係るグループウェアシステム１００においては、サーバ装置１及びクライアント端
末２が、ネットワーク３を介して接続される。
【００２０】
　サーバ装置１は、本発明に係るグループウェアサーバであり、ＤＢ（Data Base）等を
備え各種グループウェア機能をクライアント端末２に提供する。クライアント端末２は、
いわゆるユーザ端末である。サーバ装置１を介して、クライアント端末２間で情報の共有
等を行う。クライアント端末２は、望ましくはＰＣ（Personal Computer）により構成さ
れるが、これに限られずＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、携帯電話等の情報処
理機器により構成されうる。ネットワーク３は、有線、無線を含むネットワークで、例え
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ばＬＡＮ（Local Area Network）やＷＡＮ（Wide Area Network）で構成される。
【００２１】
　なお、図１は本発明の一実施形態を説明するにあたっての一ネットワーク構成例を示し
たものであり、サーバ装置１及びクライアント端末２は、アクセス可能な限り異なるネッ
トワーク上に構築してもよいし、さらに後述する内部の機能部やＤＢは異なるサーバ上に
構築されてもよい。
【００２２】
　（サーバ装置のハードウェア）
　図２は、本発明の実施形態に係るサーバ装置１のハードウェア構成の一例を示す。サー
バ装置１は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)１１、ＲＯＭ(Read Only Memory)１２、
ＲＡＭ(Random Access Memory)１３、通信装置１４、補助記憶装置１５を含み、相互にバ
スライン１６で接続され構成される。
【００２３】
　ＣＰＵ１１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路から構成され、各種のプログラム
に従って動作して各種の情報処理や演算処理、サーバ装置１各部又は全体の制御を行う中
央演算処理装置である。
【００２４】
　ＲＯＭ１２は、読み込み専用の所定の制御プログラムを格納するメモリであり、例えば
サーバ装置１を動作させるための基本的なプログラムやパラメータなどが記憶される。
【００２５】
　ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１２や補助記憶装置１５に格納されたプログラムを
実行して各種の制御や動作を行うときの作業エリアとして使用するメモリである。
【００２６】
　通信装置１４は、ネットワーク３に接続され、サーバ装置１がクライアント端末２と行
う通信を実現する通信装置である。
【００２７】
　補助記憶装置１５は、例えば不揮発性のハードディスクなどによって構成された大容量
記憶装置である。補助記憶装置１５には、各種動作を実現するプログラムや、各種データ
を格納したデータベースが記憶される。プログラムは、例えばサーバ装置１を動作させる
ための基本的なプログラムであるＯＳ(Operating System)や、通信装置１４を制御する制
御プログラム、本発明に係るグループウェアシステムを実現する為のグループウェアプロ
グラム、及びその他のプログラムである。データベースは、例えば本発明に係るグループ
ウェアシステムで利用される情報データベースである。ＣＰＵ１１が実行するグループウ
ェアプログラムにより、機能ビューや付箋（電子付箋）などの画面データが生成されクラ
イアント端末２に提供される。また、クライアント端末２からの情報はデータベースに格
納される。
【００２８】
　なお、サーバ装置１は、サーバ管理やメンテナンス用に、ディスプレイ装置で構成され
た表示装置、マウスやキーボードで構成された入力装置を備えることもできる（非図示）
。
【００２９】
　（クライアント端末のハードウェア）
　図３は、本発明の実施形態に係るクライアント端末２のハードウェア構成の一例を示す
。クライアント端末２は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ディスプレイ２４、キーボード２５
、マウス２６、通信装置２７、補助記憶装置２８を含み、相互にバスライン２９で接続さ
れ構成される。
【００３０】
　ＣＰＵ２１は、マイクロプロセッサ及びその周辺回路から構成され、各種のプログラム
に従って動作して各種の情報処理や演算処理、クライアント端末２各部又は全体の制御を
行う中央演算処理装置である。



(9) JP 5212310 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

【００３１】
　ＲＯＭ２２は、読み込み専用の所定の制御プログラムを格納するメモリであり、例えば
クライアント端末２を動作させるための基本的なプログラムやパラメータなどが記憶され
る。
【００３２】
　ＲＡＭ２３は、ＣＰＵ２１がＲＯＭ２２や補助記憶装置２８に格納されたプログラムを
実行して各種の制御や動作を行うときの作業エリアとして使用するメモリである。
【００３３】
　ディスプレイ２４は、例えばＣＲＴ（Cathode Ray Tube）ディスプレイ、液晶ディスプ
レイ又はプラズマディスプレイなどの、ディスプレイ装置で構成される表示装置である。
ディスプレイ２４は、文字や画像などを表示し、本実施形態では、サーバ装置１が送信す
る機能ビューや付箋などの画面データで定義された画面などを表示したり、ユーザが入力
した文字情報や画像を表示できる。
【００３４】
　キーボード２５は、文字、数字、記号などを入力する文字キーやスペースやデリート、
バックスペースなどの各種機能を指定する機能キーを備える。これら各種キーを押し下げ
ることによりキーボード２５から文字情報、数値情報の入力や機能の指定を行う。本実施
形態では、キーボード２５を用いて、付箋内容の入力や各種機能ビューの名称などの設定
を行う。
【００３５】
　マウス２６は、ポインティングデバイスであり、マウス２６を移動させると、この移動
に伴い、ディスプレイ２４に表示されたマウスポインタや付箋なども移動するようになっ
ている。またマウス２６は、左ボタン、右ボタンなどのボタンを備えており、ディスプレ
イ２４に表示された付箋やアイコン、ラジオボタン、チェックボックス、コンボボックス
などのオブジェクトにマウスポインタを合わせてマウス２６のボタンを操作することで、
これらオブジェクトに対応した機能を選択することができる。本実施形態では、マウス２
６を用いて、サーバ装置１が提供する付箋、アイコン、ラジオボタン、チェックボックス
、コンボボックスなどのオブジェクトや各種機能ビューなどの画面を操作する。
【００３６】
　通信装置２７は、ネットワーク３に接続され、クライアント端末２がサーバ装置１と行
う通信を実現する通信装置である。クライアント端末２は、通信装置２７を介してサーバ
装置１と通信し、機能ビューや付箋などの画面データの受信及びユーザが入力したデータ
の送信を行う。
【００３７】
　補助記憶装置２８は、例えば不揮発性のハードディスクなどによって構成された大容量
記憶装置である。補助記憶装置１５には、例えば、クライアント端末２を動作させるため
の基本的なプログラムであるＯＳや通信装置２７を制御するプログラム、サーバ装置１が
提供するグループウェアサービスを利用する為の閲覧プログラム（例えば、ウェブブラウ
ザプログラムや専用ビューアプログラム）、仮名漢字変換プログラムといった各種プログ
ラムやデータなどが記憶される。これらのプログラムのうち、閲覧プログラムは、グルー
プウェアのビューア機能を実現するプログラムである。
【００３８】
　なお、閲覧プログラムとしてウェブブラウザを適用した場合、ＣＰＵ２１は、このブラ
ウザ機能により、ディスプレイ２４にブラウザ画面を表示する。ブラウザ画面は、接続先
のウェブサイトを特定するＵＲＬ(Uniform Resource Locator)を入力するＵＲＬ入力欄を
備えており、サーバ装置１が送信した画面データで定義される画面を表示する。ＣＰＵ２
１は、ブラウザ機能を用いてＵＲＬ入力欄に入力されたＵＲＬで特定されるウェブサイト
にクライアント端末２を接続したり、サーバ装置１から受信した画面データを解釈して、
機能ビューや付箋などの画面をブラウザ画面に表示したりする。
【００３９】
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　またＣＰＵ２１は、ブラウザ機能を用いてユーザがブラウザ画面から入力した情報をサ
ーバ装置１に送信することもできる。例えば、ブラウザ画面に表示されたアイコン、ラジ
オボタン、チェックボックス、ボタン、付箋などの画像オブジェクトをマウス操作でクリ
ックすることにより、これらオブジェクトが選択された旨を示す信号をサーバ装置１に送
信したり、或いはブラウザ画面に表示された入力欄から文字情報を入力して、サーバ装置
１に送信したりすることができる。また、補助記憶装置２８に記憶される画像ファイル、
テキストファイル、ワープロや表計算などのアプリケーションで利用されるファイルなど
、各種ファイルをブラウザ画面上で指定してサーバ装置１に送信することもできる。
【００４０】
　このようにウェブブラウザプログラムをＣＰＵ２１に実行させることにより、ユーザは
サーバ装置１と双方向に情報の送受信を行うことができる。本実施形態では、ＣＰＵ２１
はブラウザ機能を用いて、サーバ装置１が提供する各種グループウェア機能をユーザに提
供する。
【００４１】
　（サーバ装置及びクライアント端末の機能）
　本発明に係る実施形態のサーバ装置１及びクライアント端末２の主な機能について説明
する。本発明に係る実施形態のサーバ装置１は、上述したようにグループウェアサーバで
あるので、一般的な各種グループウェア機能を、ネットワークを介してクライアント端末
２に提供する。例えば、クライアント端末２は、サーバ装置１にアクセスして、「掲示板
」、「スケジュール」、「マトリクス」等の機能ビューを表示させる。そして、クライア
ント端末２は、表示画面等に表示された各機能ビューを操作し、個人又はグループメンバ
ー単位で情報管理、情報伝達、情報共有等を行いながら、個人又はグループ業務等を遂行
する。
【００４２】
　図４は、サーバ装置１及びクライアント端末２の一実施形態の主要な機能の構成を示す
機能ブロック図である。図に示されるように、サーバ装置１は、記憶部１０１、送信部１
０２を含む構成である。また、クライアント端末２は、ウインドウ表示部２０１、画像オ
ブジェクト表示部２０２、操作部２０３、更新要求部２０４を含む構成である。より詳し
くは後述するので、各機能についてここでは簡単に説明する。なお、図４は本発明を便宜
的に説明する為の機能ブロック図であり、上述している通り本発明に係るサーバ装置１は
グループウェアサーバであるので、グループウェア機能を実現する為の各種一般機能は当
然に有している（非図示）。またクライアント端末２についても、上述している通り本発
明に係るクライアント端末２はクライアント端末であるので、グループウェア機能を利用
操作する為の各種一般機能は当然に有している（非図示）。
【００４３】
　まず、サーバ装置１の記憶部１０１は、グループウェア機能を実現するための作業フィ
ールドであるウインドウに関する情報と、ウインドウ上に重畳して表示させる画像オブジ
ェクトに関する情報と、画像オブジェクトに付帯するデータとを記憶する機能を有してい
る。ウインドウは、例えば機能ビューのウインドウなどが相当し、画像オブジェクトは、
例えば付箋などに相当する。また画像オブジェクトに付帯するデータは、例えば付箋に紐
付いくデータ情報である。つまり、記憶部１０１は、クライアント端末２側でグループウ
ェア利用にあたって必要とされる表示情報やデータを記憶している。これら情報やデータ
は、クライアント端末２に送信され、ユーザがグループウェア機能を好適に利用できるよ
うな表示形態で表示画面上に表示される。
【００４４】
　ここで記憶部１０１では、画像オブジェクトに付帯するデータを、重畳して表示される
ウインドウに対応付けて記憶し、画像オブジェクトに付帯するデータが複数いずれのウイ
ンドウ上にあっても画像オブジェクトが付帯するデータを全てデータ項目内に格納可能と
なっている。具体的に、まず各機能ビューはそれぞれ本来の役割があるので、機能ビュー
毎に求められる情報には差異がある。スケジュール等の機能ビューであれば、時間情報は
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必須であるが、一方マトリクス等の機能ビューであれば必ずしも時間情報は必須でなく、
むしろタスクの重要度を示す位置情報が必須である。従って記憶部１０１がＤＢで構成さ
れる場合、ＤＢ１０１は画像オブジェクトがどの機能ビュー上に配置されていても、保持
されるべきデータを全て格納可能にスキーマ構築される。このため画像オブジェクトがど
の機能ビュー上に配置されても全てのデータを格納できるようになっている。これはいず
れの機能ビュー上であっても、機能ビュー毎で利用される多様な情報をシームレスに利用
できるようにするためである。この点、詳細は再度後述する。なお、以下の実施形態にお
いて、記憶部１０１はＤＢ１０１として説明する。
【００４５】
　送信部１０２は、記憶部１０１により記憶されたウインドウに関する情報、画像オブジ
ェクトに関する情報、画像オブジェクトに付帯するデータなどを、クライアント端末２に
送信する機能を有する。これら情報やデータは、クライアント端末２に送信され、ユーザ
がグループウェア機能を好適に利用できるような表示形態で表示画面上に表示される。
【００４６】
　次に、クライアント端末２のウインドウ表示部２０１は、サーバ装置１より送信された
ウインドウに関する情報に基づいて、複数のウインドウを表示手段（例えばディスプレイ
２４）に表示させる機能を有する。具体的に、例えば機能ビューである「掲示板」、「ス
ケジュール」、「マトリクス」の機能ビューをクライアント端末２のディスプレイ２４に
表示させる。クライアント端末２は、ディスプレイ２４上、この機能ビューを同時に複数
表示させることができる。ユーザは、クライアント端末２の画面に表示されたこれら機能
ビューを使用して、ユーザは個人又はグループメンバー単位で、情報管理、情報伝達、情
報共有等を行う。
【００４７】
　また、画像オブジェクト表示部２０２は、サーバ装置１より送信された画像オブジェク
トに関する情報に関する情報に基づいて、画像オブジェクトをウインドウ上に重畳して表
示手段に表示させる機能を有する。具体的に、画像オブジェクトの一例としての「付箋」
を各機能ビュー上に表示させる。付箋には、「掲示板」機能ビューであれば、掲示すべき
掲示情報などが保持される。「スケジュール」機能ビューであれば、ユーザ個人やグルー
プの管理すべきスケジュール情報などが保持される。「マトリクス」機能ビューであれば
、ユーザ個人やグループの管理すべきタスク情報などが保持される。
【００４８】
　操作部２０３は、表示手段により表示される第一のウインドウ上の画像オブジェクトを
、第一のウインドウ上から第二のウインドウ上へ移動又は複写操作させる機能を有する。
具体的に、クライアント端末２の画面上に表示される複数の機能ビュー間で、上述の付箋
を移動又は複写操作させる機能を提供する。その際、付箋に付帯されているデータ（複数
のデータ項目を含む）は、移動先の機能ビューにおいても利用可能なように継承される。
この点詳細は再度後述する。
【００４９】
　更新要求部２０４は、画像オブジェクトが前記移動又は複写操作されたとき、サーバ装
置１に当該画像オブジェクトに付帯するデータの更新要求を行う機能を有する。なお、　
前更新要求が行われたとき、サーバ装置１の記憶部１０１は、移動又は複写操作された画
像オブジェクトに付帯するデータを継承しつつ移動先の第二のウインドウに対応付けて、
付帯するデータをデータ項目内に格納する。
【００５０】
　以上これらの機能は、実際には上述のＣＰＵ１１及びＣＰＵ２１が実行するプログラム
によりコンピュータに実現させるものである。
【００５１】
　（機能コンポーネント）
　次に、本発明に係る実施形態のサーバ装置１に具体的に実装される機能コンポーネント
について説明する。図５は、サーバ装置１の一実施形態の主要な機能コンポーネントの構
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成を示す図である。本発明に係る実施形態のサーバ装置１は、上述した各機能部の機能を
より具体的に実現する為、以下の機能コンポーネント（機能プログラム）を有している。
なお、一実施形態としてのサーバ装置１は、機能ビューに関し、「掲示板」、「スケジュ
ール」、「マトリクス」の機能ビューをクライアント端末２に提供するが、これら機能ビ
ューに限定されず、グループウェアに関するその他の機能ビューを備えるようにすること
も可能である。以下、各機能コンポーネントを説明する。
【００５２】
　表示コンポーネント５０１は、クライアント端末２に対して入出力に関する画面制御を
行ない、グループウェア機能の基本画面（基本ウインドウ）等の表示全般を行なうコンポ
ーネントである。表示コンポーネント５０１による基本画面の操作を介して、各種コンポ
ーネントへ各種操作指示がなされる。例えば、ユーザは基本画面の操作を介して、付箋コ
ンポーネント５０２に付箋作成指示を行ったり、掲示板コンポーネント５１１に掲示板を
表示する指示を行うことで、サーバ装置１によるグループウェア機能全般を利用すること
ができるようになっている。
【００５３】
　付箋（画像オブジェクト）コンポーネント５０２は、各種機能ビュー及びメモ帳上に自
由に配置される付箋(画像オブジェクト)の作成、付帯される情報内容の表示、機能ビュー
及びメモ帳間の付箋画像イメージの操作（例えば移動等）及び操作に伴うデータ設定等の
制御を行なうコンポーネントである。なお、付箋に付帯されるデータについての詳細は後
述する。
【００５４】
　メモ帳コンポーネント５０３は、付箋(画像オブジェクト)を一時的に保持する一時作業
フィールドであるメモ帳フィールドの表示を行うコンポーネントである。メモ帳には、自
由に付箋を貼り付けて置いておくことができるので、各機能ビューに配置する前の情報の
整理スペースや、詳細が決定されていないＴｏＤｏリストの保管場所などとして利用でき
る。
【００５５】
　ＤＢアクセスコンポーネント５０４は、他のコンポーネントからの要求に応じて、デー
タが格納された上述のＤＢ１０１に対し、データの検索、更新、追加、及び削除の処理を
行うコンポーネントである。
【００５６】
　機能ビュー５１０は、掲示板コンポーネント５１１、マトリクスコンポーネント５１２
、スケジュールコンポーネント５１３等で構成される。上述したように、グループウェア
機能に応じて、その他の機能コンポーネントを含んで構成されることも可能である。
【００５７】
　掲示板コンポーネント５１１は、グループウェア機能の一構成要素である掲示板の作成
や、閲覧や操作可能なユーザの権限を設定するコンポーネントである。掲示板は、付箋(
画像オブジェクト)を掲示板上に配置（貼り付け）することで情報掲示板として活用され
る。
【００５８】
　マトリクスコンポーネント５１２は、グループウェア機能のマトリクスの作成や、基本
画面上の機能ビューの一構成要素である。マトリクスは、遂行されるべきタスク情報とし
ての付箋をマトリクス上に配置（貼り付け）することで、タスク管理等に利用される。
【００５９】
　スケジュールコンポーネント５１３は、グループウェア機能のスケジュールの表示を行
うコンポーネントである。スケジュールは、日、週、月、年単位などの暦（カレンダー）
形式のスケジュール表に、付箋を配置することで、スケジュール管理等に利用される。ス
ケジュールコンポーネント５１３は、スケジュール表の付箋をユーザやグループに伝言と
して送信することもできる。また、スケジュール表の選択を行うことで、ユーザ個人のス
ケジュールや他のユーザのスケジュール、グループのスケジュールといった表示対象を選
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んで表示できる。
【００６０】
　以上、本発明のネットワークシステムの一実施形態であるグループウェアシステム１０
０の構成として、サーバ装置１及びクライアント端末２のハードウェア、各機能ブロック
、及びサーバ装置１の機能コンポーネントについて説明したが、次に具体的な画面例等を
参照しながらより具体的に説明をしていく。
【００６１】
　[実施形態１：概要]
　まず本実施形態１においては、本発明に係るグループウェアの概要（基本画面、機能ビ
ュー、メモ帳、付箋、付箋データ）、及び付箋の操作概要（作成、編集、移動等）につい
て説明を行う。その上で、後述の実施形態２～５において、各機能ビューについて個々説
明していく。
【００６２】
　ユーザはクライアント端末２において、当該基本画面６００を操作しグループウェア機
能全般を利用することができるようになっており、例えば、掲示板における情報閲覧や情
報掲載、スケジュール表における個人又はグループメンバーのスケジュール管理、マトリ
クスにおけるタスク管理といったサーバ装置１が提供するグループウェア機能を利用する
ことができる。
【００６３】
　クライアント端末２の閲覧プログラムとしてウェブブラウザを適用した場合、ディスプ
レイ２４にブラウザ画面が表示される。ブラウザ画面６００は、接続先のウェブサイトを
特定するＵＲＬを入力するＵＲＬ入力欄６４０を備えており、サーバ装置１が送信した画
面データで定義される画面が表示される。
【００６４】
　基本画面６００は、大きく機能ビュー・ウインドウ６１０と、メモ帳・ウインドウ６２
０とに分けて構成される。機能ビュー・ウインドウ６１０は、各種機能ビューを切替えな
がら、又は同時に表示させながら、サーバ装置１が提供するグループウェア機能を利用す
ることができるいわばメインウインドウである。図６においては、掲示板６１１の機能ビ
ューが表示され、掲示板のウインドウ内には掲示物としての付箋ａ～ｄが掲示されている
。また掲示板といっても、複数の掲示板を作成できるので、切替え操作により参照したい
掲示板の切替えを行うことができる。但し、後述するように、ユーザの権限によっては表
示されない掲示板も存在する。また、その他のスケジュール６１２やマトリクス６１３の
機能ビューについては、機能ビュー選択タブ６１１～６１３を操作すれば、機能ビューの
切替え、又は同時にも表示（マルチウインドウ形式という）させることができる。
【００６５】
　メモ帳・ウインドウ６２０は、付箋を一時的に保持する一時作業フィールドとして利用
される。メモ帳には、新たに作成、又は機能ビューから移動又は複写してきた付箋を暫定
的に置いておくことができるので、各機能ビューに配置する前の情報の整理スペースや、
詳細が決定されていないＴｏＤｏリストの保管場所などとして利用できる。図６のメモ帳
・ウインドウ６２０においては、付箋ｅ、ｆが置かれており、これら付箋ｅ、ｆは、各種
機能ビュー上に移動又は複写することができる。
【００６６】
　新たに付箋を作成する場合、付箋作成(アイコン)６３０を押下することにより、各機能
ビュー又はメモ帳上に、画像オブジェクトとしての付箋を作成することができる。続いて
、付箋の作成等について説明する。
【００６７】
　（付箋の作成）
　本実施形態において、付箋（電子付箋）はグループウェアで取り扱われる情報を伝達す
る為の情報伝達媒体である。一般に付箋は書類整理等の用途で用いられる小さな紙として
知られている。紙製の付箋には微力な粘着物が塗られているので、付箋内にメモを記載し



(14) JP 5212310 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

て至る所に自由に貼り付けたり剥したりできる。本実施形態においては、そのような紙製
の付箋イメージを、ＵＩや操作性の向上の観点から直感的にグループウェアを利用できる
よう、付箋をグループウェアの情報伝達媒体として適用したものである。従って、本実施
形態の付箋はあくまで画像オブジェクトの一例であり、付箋という画像オブジェクトに限
られるものでないことはいうまでもない。
【００６８】
　図７は、付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。付箋を作成する場合、ユーザはクライ
アント端末２の画面（表示画面）上において、図６の付箋作成(ボタン)６３０を、マウス
２６を用いて例えば左クリック操作を行う。すると図７に示される付箋作成画面７００が
表示される。タイトル入力欄７０１、内容入力欄７０２をそれぞれ入力し、確定７０３を
押下すると、付箋が作成（登録）され、機能ビュー６１１～６１３やメモ帳６２０上の作
業フィールド上に付箋が貼り付けられて表示される。
【００６９】
　なお、いずれの機能ビュー６１１～６１３、又はメモ帳６２０上に付箋を配置するかは
、例えばポインティングデバイスでターゲットとなる機能ビューやメモ帳を指定してもよ
いし、付箋作成画面７００内で指定できるようにしてもよい。
【００７０】
　一方、付箋作成画面７００においてキャンセル７０４を押下すると付箋作成をキャンセ
ルできる。
【００７１】
　なお、図７に示される付箋作成画面７００は、メモ帳上に付箋が作成される場合の付箋
作成画面例とする。各機能ビューによって入力される必須項目に差異があるので、付箋作
成画面もまた各機能ビューによって少々異なるからである。各機能ビューにおける付箋作
成画面は各機能ビューの説明において別途説明する。
【００７２】
　付箋作成動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付
箋作成指示機能、付箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の付箋作成機能、内容表示
機能、入力設定機能と、機能ビュー５１０の各機能ビューコンポーネント５１１～５１３
及びメモ帳コンポーネント５０３の付箋貼り付け機能とを用いて行われる。また、ＤＢア
クセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データがＤＢ１０１に登録される。
【００７３】
　（付箋データ）
　ここで、作成された付箋（画像オブジェクト）に付帯されるデータについて説明する。
以下、便宜的にこれを付箋データという。
【００７４】
　図８は、付箋データの構造例を示す。付箋コンポーネント５０２が作成する付箋は図に
示されるようなデータ構造を有している。本発明に係る付箋は、いずれの機能ビュー上、
メモ帳上においても作成、配置可能であるので、いずれの作業フィールド上に配置されて
もよいように、予めデータ項目を全てが格納可能なようなデータ構造とされる。上述の付
箋作成画面７００で一の付箋が作成されると、ＤＢ１０１において一の付箋毎につきデー
タがこれらデータ項目が格納される。
【００７５】
　図８の付箋データの構造例において、「項目名（データ項目名）」、「項目の説明」、
「メモ帳」、「掲示板」、「マトリクス」、「スケジュール」の欄が示されている。「項
目名」は、各データ項目の名称を示し、「項目の説明」には、項目の説明が説明されてい
る。「メモ帳」、「掲示板」、「マトリクス」、「スケジュール」は、付箋の配置可能な
各作業フィールドにおいて各項目（データ項目）が必須、任意であるかを示すものである
。例えば、Ｎｏ６、７、９、１０の項目は、作業フィールド上の付箋の配置位置及び形状
（大きさ）を示すデータ項目であるが、そのデータ項目の性格上、「メモ帳」や、「掲示
板」及び「マトリクス」の機能ビューにおいては必須の情報である。これらデータ項目が
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ない場合、作業フィールド上のどこに、どのような大きさの付箋を配置すればよいか決定
できない。一方、「スケジュール」の機能ビューは、後述するように、日、週、月、年単
位などの暦（カレンダー）形式のスケジュール表内に付箋が配置されるので、特段これら
の情報は必要でない。従って任意とされる。任意という意味は、付箋が「スケジュール」
で利用される場合、任意データ項目の値は参照（使用）されないが、データ項目として値
を保持していてもよいということである。この点、各項目（各データ項目）は、各機能ビ
ューコンポーネント５１０やメモ帳コンポーネント５０３により、各機能ビュー又はメモ
帳に対応する表示形式で表示コントロールが行われる。
【００７６】
　なお、各「項目名」の説明は、図８の「項目の説明」の欄にここでは一旦譲るとして、
以下説明していく実施例中において適宜触れて説明していくものとする。
【００７７】
　早速、上述の付箋の作成に振り返り、図８を参照して説明する。例えば、メモ帳上に付
箋が作成された場合に当てはめてみると、付箋データには、少なくとも必須項目であるＮ
ｏ１、２、５～７、９、１０、１８～２１、２３が設定される。また、タイトル入力欄７
０１や内容入力欄７０２が入力されていれば（図７）、Ｎｏ３、４も併せて設定される。
そして、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データがＤＢ１０１に
登録される。なお、Ｎｏ６、７、９、１０、２３（公開）は、付箋データ上必須項目であ
るが、付箋作成時のデフォルト値としては所定値が設定されればよい（後にも変更可能）
。またＮｏ１、２、５、１８～２１は、直接ユーザにより入力されなくとも自動的にこれ
ら情報は取得されて入力される。
【００７８】
　（付箋の編集、内容表示の動作例）
　再び図６を参照する。メモ帳・ウインドウ６２０内や機能ビュー・ウインドウ６１０内
に作成された付箋の編集又は付箋の内容の表示を行う場合、ユーザは、マウス２６を用い
て図６の付箋ａ～ｆに対し、例えばダブルクリック操作を行う。すると図７の付箋作成画
面７００が表示される。付箋の編集を行う場合であるので、タイトル入力欄７０１、内容
入力欄７０２には、何らかの情報が入力されている。
【００７９】
　付箋の編集を行う場合、ユーザはタイトル入力欄７０１、内容入力欄７０２を編集し、
確定７０３を押下することで、当該編集内容を反映させる。付箋編集動作は、機能コンポ
ーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付箋表示機能と、付箋コンポーネ
ント５０２の内容表示機能、入力設定機能とを用いて行われる。また例えば、図８の付箋
データの構造例におけるＮｏ３、４、２０、２１が少なくとも更新され、ＤＢアクセスコ
ンポーネント５０２の更新機能により、ＤＢ１０１上の付箋データが更新される。
【００８０】
　付箋の内容表示を行う場合、ユーザは、マウス２６を用いて図６の付箋ａ～ｆに対し、
例えばダブルクリック操作を行う。すると図７の付箋作成画面７００が表示される。付箋
内容表示を行う場合であるので、タイトル入力欄７０１、内容入力欄７０２には、何らか
の情報が入力されており、ユーザは内容表示されたこれら情報を確認する。また、付箋作
成画面７００においてキャンセル７０４を押下すると付箋作成画面７００を閉じることが
できる。内容表示動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０
１の付箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の内容表示機能と、ＤＢアクセスコンポ
ーネント５０２の検索機能とを用いて行われる。
【００８１】
　（付箋の移動、コピーの動作例）
　付箋の移動を行う場合、ユーザは、マウス２６を用いて図６の付箋ａ～ｆに対し、例え
ばドラッグ操作を行なって付箋の移動を行い、任意の移動先にドロップする。移動は、同
一の機能ビュー６１１～６１３内、同一のメモ帳６２０内、もしくは機能ビュー６１１～
６１３及びメモ帳６２０間において、同一の操作（例えばドラッグ・アンド・ドロップ操



(16) JP 5212310 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

作）によって行うことができる。機能ビュー６１１～６１３間で付箋の移動を行う場合は
、複数の機能ビューを同時に表示させてから移動操作を行う。移動動作は、機能コンポー
ネント構成（図５）中の付箋コンポーネント５０２の移動機能と、各機能ビュー５１０の
付箋貼り付け機能又はメモ帳コンポーネント５０３の付箋貼り付け機能を用いて行われる
。また、図８の付箋データの構造例におけるＮｏ５（機能ビュー間又はメモ帳間移動の場
合）、６、７、２０、２１が少なくとも更新され、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の
更新機能により、ＤＢ１０１上の付箋データが更新される。
【００８２】
　付箋のコピー（複写）を行う場合、ユーザは、マウス２６を用いて図６の付箋ａ～ｆに
対し、例えば右クリック操作を行う。メニュー・ボックスが表示され、メニュー・ボック
スには、例えば「コピー」、「貼り付け」、「削除」等の付箋に対する操作指示内容が選
択できるようになっている。ユーザは「コピー」を選択してから、任意の移動先上で右ク
リックして再度メニュー・ウインドウを表示し「貼り付け」を選択することにより、付箋
のコピーを行うことができる。コピー動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の付箋
コンポーネント５０２の処理選択機能と、各機能ビュー５１０の付箋貼り付け機能又はメ
モ帳コンポーネント５０３の付箋貼り付け機能を用いて行われる。また、図８の付箋デー
タの構造例におけるＮｏ２～４、８～１７、２２、２３がコピーされ、Ｎｏ１、５、６、
７、１８～２１が新たに設定され、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の追加機能により
、ＤＢ１０１上の新たな付箋データが登録される。
【００８３】
　（付箋の削除の動作例）
　付箋の削除を行う場合、ユーザは、マウス２６を用いて図６の付箋ａ～ｆに対し、例え
ば右クリック操作を行う。メニュー・ボックスが表示され、メニュー・ボックスには、例
えば「コピー」、「貼り付け」、「削除」等の付箋に対する操作指示内容が選択できるよ
うになっている。ユーザは「削除」を選択することにより、付箋の削除を行うことができ
る。それまで表示されていた付箋は、その削除後、非表示となる。削除動作は、機能コン
ポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付箋表示機能と、付箋コンポー
ネント５０２処理選択機能とを用いて行われる。また、図８の付箋データの構造例におけ
るＮｏ２３において削除フラグ「1：非表示」に設定され、ＤＢアクセスコンポーネント
５０３の削除機能により、ＤＢ１０１上の付箋データが更新される。削除フラグが「1：
非表示」とされた付箋データは一定期間経過後、付箋データ自体ＤＢ１０１から削除され
るようにしてもよい。
【００８４】
　以上、本実施形態１においては、本発明に係るグループウェアの概要（基本画面、機能
ビュー、メモ帳、付箋、付箋データ）、及び付箋の操作概要（作成、編集、移動等）につ
いて説明を行った。このように、本発明に係るグループウェアにおいては、付箋の操作に
関して、基本画面内の各機能ビュー及びメモ帳によらず、上述のような同一（共通）の操
作性を持って付箋の操作を行うことができる。次に各機能ビューについて個々説明してい
く。
【００８５】
　[実施形態２：掲示板]
　続いて、機能ビューの一つを構成する「掲示板」機能ビュー（以下単に掲示板という場
合がある）について説明する。
【００８６】
　（掲示板作成の動作例）
　図９は、掲示板・ウインドウ９００の一例を示す。図に示される掲示板・ウインドウに
は、いずれの掲示板も作成されていない初期の状態にある。新たな掲示板を作成する場合
、掲示板・ウインドウ９００内に設けられた掲示板作成（アイコン）９０１を例えば左ク
リックすると、図１０に示される掲示板作成画面１０００が表示される。掲示板作成画面
１０００において、ユーザは作成しようとする掲示板の名称を掲示板名称１００１の欄に
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入力する。また、ユーザ一覧１００２から閲覧許可させるユーザを選択してドラッグし、
閲覧対象ユーザ一覧１００３へドロップする。ユーザ一覧１００２は、予め本発明に係る
グループウェアを利用しうるユーザの一覧が表示され、これらユーザの中から閲覧対象ユ
ーザ一覧１００３に設定（登録）されたユーザのみが、ここで作成中の掲示板を閲覧でき
る。また複数のユーザからなるユーザグループが設定されている場合、ユーザ一覧１００
２にはグループ単位でユーザグループは表示され、同様な操作により閲覧対象ユーザ一覧
１００３への設定が可能である。ここで例えば、掲示板名称１００１に「○○プロジェク
ト掲示板」と入力され、閲覧対象ユーザ一覧１００３には「user001」、「usergroup002
」が設定されるものとする。
【００８７】
　設定完了後、掲示板作成画面１０００内の確定（ボタン）１００４が押下されると、掲
示板作成画面１０００は閉じられ、図１１に示されるように、掲示板・ウインドウ９００
内に新たな掲示板が作成され表示される。また複数の掲示板が作成されている場合、選択
ボックス９０２から表示する掲示板を選択できるようになっている。なおこの時点では、
付箋（掲示情報）は作成されていないので、掲示板には付箋は掲示されていない。一方、
キャンセル１００５が押下されると、掲示板作成画面１０００は閉じられ、掲示板の作成
はキャンセルされる。
【００８８】
　掲示板作成動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の
掲示板表示機能と、掲示板コンポーネント５１１の掲示板プロパティ設定機能とを用いて
行われる。掲示板コンポーネント５１１の掲示板プロパティが設定され、最終的にＤＢア
クセスコンポーネント５０３の追加機能により、新たな掲示板がＤＢ１０１に登録される
。
【００８９】
　（付箋の作成の動作例）
　図１２は、付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。掲示板において付箋を作成する場合
、上述したように、ユーザは、例えばポインティングデバイスでターゲットとなる掲示板
機能ビューを指定した上で、図６の付箋作成６３０を、マウス２６を用いて例えば左クリ
ック操作を行う。すると図１２に示される付箋作成画面１２００が表示される。そしてタ
イトル入力欄１２０１、内容入力欄１２０２をそれぞれ入力する。また、掲示板上の付箋
であるので、付箋データ上は必須項目とされる掲示日１２０５、掲示者１２０６、掲示期
限１２０７を入力する。掲示日１２０５は、当該付箋を掲示板に掲示した日を入力する欄
である。ここは自動入力されてもよい。掲示者１２０６は、当該付箋を掲示したユーザを
入力する欄である。ここもユーザが認識されているので自動入力されてもよい。掲示期限
１２０７は、当該付箋を掲示板に掲示する期限を入力する欄である。期限を経過すると当
該付箋は掲示板から自動的に削除される。そして最終的に、確定１２０３が押下されると
、付箋が作成（登録）され掲示板上に新たな付箋が表示される。ここで例えば、次のよう
に入力されて付箋が新たに作成されたものとする。
タイトル入力欄１２０１：初回ミーティングのお知らせ
内容入力欄１２０２：○○プロジェクト発足につき、初回ミーティングを行います。メン
バーは、必ず参加してください。日時：２００９／７／１０、時間：１０：００、場所：
第一会議室。不参加の場合、本プロジェクトリーダ△△まで事前に連絡願います。
掲示日１２０５：２００９／７／１
掲示者１２０６：△△
掲示期限１２０７：２００９／７／１１
　掲示板上の付箋作成動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント
５０１の付箋作成指示機能、付箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の付箋作成機能
、内容表示機能、入力設定機能と、掲示板コンポーネント５１１の付箋貼り付け機能とを
用いて行われる。また、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データ
がＤＢ１０１に登録される。
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【００９０】
　なお、再び図８を参照して、掲示板上に付箋が作成された場合、少なくとも必須項目で
あるＮｏ１、２、５～７、９、１０、１１（掲示日）、１２（掲示者）、１３（掲示期限
）、１８～２１、２３が設定される。また通常、Ｎｏ３（タイトル）、４（内容）も併せ
て設定される。そして、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データ
がＤＢ１０１に登録される。Ｎｏ６、７、９、１０、２３は、必須項目であるが、付箋作
成時のデフォルト値としては所定値が設定されればよい。Ｎｏ１、２、５、１８～２１は
、直接ユーザにより入力されなくとも自動的にこれら情報は取得されて入力される。
【００９１】
　図１３は、付箋が作成された掲示板・ウインドウ９００の一例を示す。図に示されるよ
うに、新たに作成された付箋ｇが入力されたタイトル及び掲示者が表示され掲示板に貼り
付けられている。掲示板に貼り付けられた付箋ｇをより詳細に確認する場合、ユーザは、
例えば付箋ｇをダブルクリックすると、図１２の付箋作成画面１２００が表示される。付
箋内容表示を行う場合であるので、タイトル入力欄１２０１、内容入力欄１２０２、掲示
日１２０５、掲示者１２０６、掲示期限１２０７には、上述のような情報が入力されてお
り、ユーザは内容表示されたこれら情報を確認できる。
【００９２】
　内容表示動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付
箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の内容表示機能と、ＤＢアクセスコンポーネン
ト５０２の検索機能とを用いて行われる。
【００９３】
　（掲示板の実施例）
　掲示板で情報共有を行う動作例について説明する為、再び図１３を参照する。掲示板名
称「○○プロジェクト掲示板」は、閲覧対象ユーザ一覧１００３に「usergroup002」が設
定されているので、「usergroup002」に登録されているユーザメンバーは、各々のクライ
アント端末２から「○○プロジェクト掲示板」を閲覧することができるようになっている
。
【００９４】
　掲示板作成者（メンバーＡとする）以外のメンバー（メンバーＢとする）は、メンバー
Ａによって掲示された「○○プロジェクト掲示板」上の付箋ｇの内容を確認する。その後
、メンバーＢが付箋の内容に対し訂正又は追加説明が必要である場合、メンバーＢは付箋
ｇの編集を行うことができる。上述したように、掲示板に貼り付けられた付箋ｇをより詳
細に確認する場合、メンバーＢは、例えば付箋ｇをダブルクリックすると、図１２の付箋
作成画面１２００が表示される。そして例えば、内容入力欄１２０２の記載事項の訂正又
は追加説明を記載する。編集操作を終えると、「○○プロジェクト掲示板」上の付箋ｇは
更新される。なお、更新後の付箋においては、付箋の詳細を確認する場合、更新者の情報
が表示されるようにする。またもしくは付箋ｇの詳細プロパティ（付箋データ一覧）を参
照できるように構成する。すると更新者はメンバーＡからメンバーＢと更新されている。
またこれに伴い当該付箋の付箋データにおいて、Ｎｏ４（内容）、２０（更新日）、２１
（更新者）は、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の更新機能により更新される。
【００９５】
　また、メンバーＢがメンバーＡ又はその他のメンバーに伝達したい事項がある場合、新
たに付箋を作成できる。上述したように、図６の付箋作成６３０を、マウス２６を用いて
例えば左クリック操作を行う。すると図１２に示される付箋作成画面１２００が表示され
る。そしてタイトル入力欄１２０１、内容入力欄１２０２をそれぞれ入力する。また、掲
示板上の付箋であるので、付箋データ上は必須項目とされる掲示日１２０５、掲示者１２
０６、掲示期限１２０７を入力する。作成操作を終えると、「○○プロジェクト掲示板」
上に新たな付箋（非図示）が掲示者名はメンバーＢとして表示された付箋が掲示（配置）
される。これに伴い新たな付箋データが、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の追加機能
により登録される。
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【００９６】
　このように、ユーザ間で掲示板への付箋の貼り付けや編集を相互に行うことで、容易に
情報の共有や意見交換を行うことができる(シームレスな情報の連携、効率的な情報共有)
。
【００９７】
　[実施形態３：マトリクス]
　続いて、機能ビューの一つを構成する「マトリクス」機能ビュー（以下単にマトリクス
という場合がある）について説明する。
【００９８】
　（マトリクス作成の動作例）
　図１４は、マトリクス・ウインドウ１４００の一例を示す。図に示されるマトリクス・
ウインドウには、いずれのマトリクスも作成されていない初期の状態にある。新たなマト
リクスを作成する場合、マトリクス・ウインドウ１４００内に設けられたマトリクス作成
（アイコン）１４０１を例えば左クリックすると、図１５に示されるマトリクス作成画面
１５００が表示される。マトリクス作成画面１５００において、ユーザは作成しようとす
るマトリクスの名称をマトリクス名称１５０１の欄に入力する。またマトリクスの表示形
式（２軸、４軸、表形式など）を表示形式選択１５０２から選択し、その選択に対応した
軸名又は項目名等を軸／項目名入力１５０３に入力する。そして、ユーザ一覧１５０４か
ら閲覧許可させるユーザを選択してドラッグし、閲覧対象ユーザ一覧１５０５へドロップ
する。ユーザ一覧１５０４は、予め本発明に係るグループウェアを利用しうるユーザの一
覧が表示され、これらユーザの中から閲覧対象ユーザ一覧１５０５に設定（登録）された
ユーザのみが、ここで作成中のマトリクスを閲覧できる。また、グループ単位による閲覧
対象ユーザ一覧１５０５への設定が可能である。ここで例えば、マトリクス名称１５０１
に「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」と入力され、表示形式選択１５０２から「２軸形式
」が選択され、軸／項目名入力１５０３に「重要度」、「緊急度」が入力され、閲覧対象
ユーザ一覧１５０５には「user001」、「usergroup002」が設定されるものとする。
【００９９】
　設定完了後、マトリクス作成画面１５００内の確定１００６が押下されると、マトリク
ス作成画面１５００は閉じられ、図１６に示されるように、マトリクス・ウインドウ１４
００内に新たなマトリクスが作成され表示される。また複数のマトリクスが作成されてい
る場合、選択ボックス１４０２から表示するマトリクスを選択できるようになっている。
なおこの時点では、付箋（掲示情報）は作成されていないので、マトリクスには付箋は貼
り付けられていない。一方、キャンセル１５０７が押下されると、マトリクス作成画面１
５００は閉じられ、マトリクスの作成はキャンセルされる。
【０１００】
　マトリクス作成動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０
１の掲示板表示機能と、マトリクスコンポーネント５１２のマトリクスプロパティ設定機
能とを用いて行われる。マトリクスコンポーネント５１２のマトリクスプロパティが設定
され、最終的にＤＢアクセスコンポーネント５０３の追加機能により、新たなマトリクス
がＤＢ１０１に登録される。
【０１０１】
　（付箋の作成の動作例）
　図１７は、付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。マトリクスにおいて付箋を作成する
場合、上述したように、ユーザは、例えばポインティングデバイスでターゲットとなるマ
トリクス機能ビューを指定した上で、図６の付箋作成６３０を、マウス２６を用いて例え
ば左クリック操作を行う。すると図１７に示される付箋作成画面１７００が表示される。
そしてタイトル入力欄１７０１、内容入力欄１７０２をそれぞれ入力する。また、付箋デ
ータ上必須項目とされる貼付け日１７０３、貼付け者１７０４を入力する。貼付け日１７
０３は、当該付箋をマトリクスに貼り付けた日を入力する欄（自動入力可）である。貼付
け者名１７０４は、当該付箋をマトリクスに貼り付けたユーザを入力する欄（自動入力可
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）である。そして最終的に、確定１７０５が押下されると、付箋が作成（登録）されマト
リクス上に新たな付箋が表示される。ここで例えば、次のように入力されて付箋が新たに
作成されたものとする。
タイトル入力欄１７０１：仕様書作成
内容入力欄１７０２：仕様書の作成。設計部のヒアリング内容を盛り込むこと。
貼付け日１７０３：２００９／７／２
貼付け者１７０４：△△
　なお、再び図８を参照して、マトリクス上に付箋が作成された場合、少なくとも必須項
目であるＮｏ１、２、５～７、９、１０、１４（貼付け日）、１５（貼付け者）、１８～
２１、２３が設定される。また通常、Ｎｏ３（タイトル）、４（内容）も併せて設定され
る。そして、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データがＤＢ１０
１に登録される。Ｎｏ６、７、９、１０、２３は、必須項目であるが、付箋作成時のデフ
ォルト値としては所定値が設定されればよい。Ｎｏ１、２、５、１８～２１は、直接ユー
ザにより入力されなくとも自動的にこれら情報は取得されて入力される。
【０１０２】
　図１８は、付箋が作成されたマトリクス・ウインドウ１４００の一例を示す。図に示さ
れるように、新たに作成された付箋ｈが入力されたタイトル及び貼付け者が表示されマト
リクスに貼り付けられている。付箋は自由に移動可能であるので、作成後の付箋の初期位
置としては、例えば画面右上付近や中央など、所定位置に貼り付けられてよい。マトリク
スに貼り付けられた付箋ｈをより詳細に確認する場合、ユーザは、例えば付箋ｈをダブル
クリックすると、図１７の付箋作成画面１７００が表示される。付箋内容表示を行う場合
であるので、タイトル入力欄１７０１、内容入力欄１７０２、貼付け日１７０３、貼付け
者１７０４には、上述のような情報が入力されており、ユーザは内容表示されたこれら情
報を確認できる。
【０１０３】
　内容表示動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付
箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の内容表示機能と、ＤＢアクセスコンポーネン
ト５０２の検索機能とを用いて行われる。
【０１０４】
　（マトリクスの実施例）
　マトリクスで情報共有や意見交換を行う動作例について説明する為、再び図１８を参照
する。マトリクス名称「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」は、閲覧対象ユーザ一覧１００
３に「usergroup002」が設定されているので、「usergroup002」に登録されているユーザ
メンバーは、各々のクライアント端末３から「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」を閲覧す
ることができるようになっている。
【０１０５】
　掲示板作成者（メンバーＡとする）以外のメンバー（メンバーＢとする）は、メンバー
Ａによって掲示された「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」上の付箋ｈの位置及び内容を確
認する。図１８のマトリクス上の付箋ｈの配置位置からすると、メンバーＡは「仕様書作
成」なるタスクは緊急度及び重要度いずれも高いタスクであると判断していることが分か
る。しかしながら、監督者であるメンバーＢとしては、重要度は高いが緊急度はさして高
くないと判断した場合、メンバーＢは付箋ｈの配置位置を移動させる。またこのとき、同
時に編集操作を行って、内容入力欄１７００（図１７）にその理由や補足事項を記載でき
る。再度メンバーＡが「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」を閲覧したとき、配置位置を移
動されている点、内容入力欄１７００が編集されている点、またもしくは更新者（監督者
）がメンバーＢである点を確認し、付箋ｈのタスクについて再考することができる。これ
に伴い当該付箋の付箋データにおいて、Ｎｏ４（内容）、６（付箋のＸ座標）、７（付箋
のＹ座標）、２０（更新日）、２１（更新者）は、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の
更新機能により更新されることはいうまでもない。
【０１０６】
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　このように、ユーザ間でマトリクスへの付箋の貼り付け（配置位置の移動）や編集を相
互に行うことで、簡単に情報共有や意見交換を行うことができる(シームレスな情報の連
携、効率的な情報共有)。
【０１０７】
　[実施形態４：スケジュール]
　続いて、機能ビューの一つを構成する「スケジュール」機能ビュー（以下単にスケジュ
ールという場合がある）について説明する。
【０１０８】
　（スケジュールの表示形式選択の動作例）
　図１９は、スケジュール・ウインドウ１９００の一例を示す。図に示されるスケジュー
ル・ウインドウ１９００には、月表示のスケジュール表が表示されている。ユーザは、ス
ケジュール・ウインドウ１９００内の表示切替１９０１から暦（カレンダー）の種類（月
単位、週単位、日単位等）を選択することにより、スケジュール表の表示切替を行えるよ
うになっている。スケジュール機能ビューの場合、上述の掲示板やマトリクスの例と異な
り、予めＤＢ１０１に暦の情報が登録されているので、スケジュール表自体を作成する必
要はない。図２０に、それぞれ週表示のスケジュール・ウインドウ２０００、日表示のス
ケジュール・ウインドウ２００１の一例も示しておく。
【０１０９】
　表示形式選択動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１
のスケジュール表示機能と、スケジュールコンポーネント５１３の表示対象選択機能、月
単位表示機能、週単位表示機能、日単位表示機能とを用いて行われる。
【０１１０】
　（付箋の作成の動作例）
　図２１は、付箋作成の為の付箋作成画面例を示す。再び図１９のスケジュール・ウイン
ドウ１９００を参照して説明する。スケジュールにおいて付箋を作成する場合、図６の付
箋作成６３０を、マウス２６を用いて例えば左クリック操作を行う。すると図２１に示さ
れる付箋作成画面２１００が表示される。そしてタイトル入力欄２１０１、内容入力欄２
１０２をそれぞれ入力する。また、開始予定日時２１０３、終了予定日時２１０４、公開
設定２１０５を入力する。開始予定日２１０３は、スケジュールの開始予定日時を入力す
る欄である。終了予定日２１０４は、スケジュールの終了予定日時を入力する欄である。
公開設定２１０５は、当該スケジュールを自分以外のユーザに公開するか否かの設定を行
う設定欄である。そして最終的に、確定２１０６が押下されると、付箋が作成（登録）さ
れスケジュール表の指定日に新たな付箋が表示される。指定日が複数日に渡る場合は、例
えばスケジュール表上、複数の指定日を包含するような大き目の付箋等が表示される。こ
こで例えば、次のように入力されて付箋が新たに作成されたものとする。
タイトル入力欄２１０１：設計部とのミーティング
内容入力欄２１０２：仕様書作成のため。第２会議室、予約済み。
開始予定日時２１０３：２００９／７／６　１５：００
終了予定日時２１０４：２００９／７／６　１７：００
公開設定２１０５：公開
　スケジュール表上の付箋動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネ
ント５０１の付箋作成指示機能、付箋表示機能と、付箋コンポーネント５０２の付箋作成
機能、内容表示機能、入力設定機能と、スケジュールコンポーネント５１３の付箋貼り付
け機能とを用いて行われる。また、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により
付箋データがＤＢ１０１に登録される。
【０１１１】
　なお、再び図８を参照して、スケジュール上に付箋が作成された場合、少なくとも必須
項目であるＮｏ１、２、５、１６（開始予定日時）、１７（終了予定日時）、１８～２３
が設定される。また通常、Ｎｏ３（タイトル）、４（内容）も併せて設定される。そして
、ＤＢアクセスコンポーネント５０４の追加機能により付箋データがＤＢ１０１に登録さ
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れる。Ｎｏ２２は、必須項目であるが、付箋作成時のデフォルト値としては所定値（公開
又は非公開）が設定されればよい。Ｎｏ１、２、５、１８～２１は、直接ユーザにより入
力されなくとも自動的にこれら情報は取得されて入力される。
【０１１２】
　図２２は、付箋が作成されたスケジュール・ウインドウ１９００の一例を示す。図に示
されるように、新たに作成された付箋ｉが入力されたタイトルが表示されスケジュール表
の指定日上に貼り付けられている。指定日上に貼り付けられた付箋ｉをより詳細に確認す
る場合、ユーザは、例えば付箋ｉをダブルクリックすると、図２１の付箋作成画面２１０
０が表示される。付箋内容表示を行う場合であるので、タイトル入力欄２１０１、内容入
力欄２１０２、開始予定日時２１０３、終了予定日時２１０４、公開設定２１０５には、
上述のような情報が入力されており、ユーザは内容表示されたこれら情報を確認できる。
内容表示動作は、機能コンポーネント構成（図５）中の表示コンポーネント５０１の付箋
表示機能と、付箋コンポーネント５０２の内容表示機能と、ＤＢアクセスコンポーネント
５０２の検索機能とを用いて行われる。
【０１１３】
　なお、ここではスケジュール表(月表示)を例に挙げて付箋作成の動作例を説明したが、
週表示及び日表示のスケジュール表上における付箋作成についても、同様に、付箋の作成
を行うことができる。
【０１１４】
　（スケジュールの実施例）
　スケジュールでの付箋貼り付けにより予定整理の動作例について説明する為、再び図２
２を参照する。月表示のスケジュール表において、７／６には「設計部とのミーティング
」なるスケジュールの付箋ｉが貼り付けられている。
【０１１５】
　スケジュールを変更する場合、付箋ｉを例えば７／１３にドラッグ・アンド・ドロップ
操作により移動させる。すると７／６に配置されていた付箋ｉは、スケジュール変更日で
ある例えば７／１３に貼り付けられ表示される（非図示）。このように容易な操作により
予定の変更操作を行うことができる。
【０１１６】
　また、付箋ｉが公開設定されていれば、他のメンバーは当該スケジュールを閲覧するこ
とが可能である。このように、付箋の公開設定を操作することで、自分のスケジュール内
容を簡単に他のユーザのスケジュール上に表示させることができ（効率的な情報共有）、
打ち合わせ等の予定を立てたりする際に役立てることができる。
【０１１７】
　[実施形態５：付箋データの連携]
　実施形態１でも述べたように、これまで説明を行ってきた付箋は、各機能ビュー及びメ
モ帳間を跨いでの移動やコピーを行うことができるが、このとき付箋データの連携が行わ
れる。本実施形態５においては、いくつかの実施例を具体的に示しながら、付箋の各機能
ビュー及びメモ帳間の移動等、及び付箋データの連携について詳しく説明する。本発明に
係る付箋は、上述したように、その付箋データ構造においていずれの機能ビュー及びメモ
帳の全データ項目に対応しているので、機能ビュー及びメモ帳間において、同一の操作に
より付箋の移動やコピーをシームレスに行うことができるものである。
【０１１８】
　図２３は、本発明に係るグループウェアの基本画面例を示す。図６に示される基本画面
６００とほぼ同じであるが、図２３の基本画面２３００は、実施形態５を説明する為、表
示形式が一部変更されている。具体的に、機能ビュー間で付箋の移動を行うので、複数の
機能ビューを同時に表示（マルチウインドウ形式という）させてある。また各機能ビュー
については、これまで説明してきた実施形態２～４で取り上げた機能ビューを採用して表
示させてある。
【０１１９】
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　上述したように、基本画面２３００は、大きく機能ビュー・ウインドウと、メモ帳・ウ
インドウとに分けて構成される。機能ビュー・ウインドウは、これまで説明してきた各種
機能ビューが表示される。メモ帳・ウインドウは、付箋を一時的に保持する一時作業フィ
ールドとして利用される。メモ帳には、新たに作成、又は機能ビューから移動（又は複写
）してきた付箋を暫定的に置いておくことができるので、各機能ビューに配置する前の情
報の整理スペースや、詳細が決定されていないＴｏＤｏリストの保管場所などとして利用
できる。また付箋について優先度等があるのであれば、メモ帳上の配置位置を優先順に上
から配置したりすることもできる。
【０１２０】
　再び図２３を参照し、本画面２３００において、メモ帳６２０、掲示板（機能ビュー）
９００、マトリクス（機能ビュー）１４００、及びスケジュール（機能ビュー）１９００
が同時に表示され、それぞれ付箋ｅ、ｇ、ｈ、ｉが貼り付けられている（配置されている
）。
【０１２１】
　ここで、付箋ｅ、ｇ、ｈ、ｉに対応する付箋データ（それぞれ付箋データｅ、ｇ、ｈ、
ｉとする）について確認しておく。各機能ビューが有する付箋データｅ、ｇ、ｈ、ｉは、
シーケンスナンバー（Ｎｏ１）によってＤＢ１０１上管理されている。例えば、メモ帳６
２０は付箋データｅを管理し、掲示板９００は付箋データｇを管理しているといったよう
に、自身が有する付箋を把握している。
【０１２２】
　図２４～２７は、付箋データｅ、ｇ、ｈ、ｉの例を示す。データ値は、なるべく前述の
実施形態２～４で示した具体的を用いている。また各付箋データは、少なくとも必須項目
とされる項目についてはデータ値を有する。
【０１２３】
　（連携例１）
　まず連携例１として、掲示板９００とマトリクス１４００間での付箋の移動等の例を挙
げて説明する。具体的に、掲示板９００からマトリクス１４００に対して付箋のコピーを
行う。
【０１２４】
　図２３の基本画面２３００において、掲示板９００上の付箋ｇは、「初回ミーティング
のお知らせ」（タイトル）に関するものであるが、例えば、○○プロジェクト発足につき
初回のミーティングであるので、○○プロジェクト遂行あたりメンバー全員が一度集まっ
て打ち合わせをすることはタスクとしても非常に重要である、とユーザが考えた場合、付
箋ｇを「○○プロジェクトＴｏＤｏ管理」マトリクス上に貼り付けて（コピーして）タス
ク管理を行うことができる。
【０１２５】
　付箋のコピー（複写）を行う場合、これまで説明してきた通り同様の操作を行える。ユ
ーザは、マウス２６を用いて掲示板９００上の付箋ｇに対し、例えば右クリック操作を行
う。メニュー・ボックスが表示されるので、「コピー」を選択してから、マトリクス１４
００上の移動先で右クリックして再度メニュー・ウインドウを表示し「貼り付け」を選択
することにより、付箋ｇのコピーを行うことができる。図２８は、付箋ｇのコピーを説明
する図である。付箋ｇは、掲示板９００上からマトリクス１４００上にコピーされている
ことが分かる。
【０１２６】
　付箋ｇのコピー動作に伴い、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の追加機能により、新
たな付箋データがマトリクス機能ビューと対応付けられて登録される。図２９は、新たな
付箋データの例を示す。Ｎｏ１、５、１４、１５、２０は自動的に入力され、２～４、１
８、１９、２１～２３は、コピー元の付箋データがそのまま継承される。なおここで、Ｎ
ｏ１４（貼り付け日）、１５（貼り付け者）については、マトリクス機能ビューにおいて
必須のデータ項目であるが、掲示板機能ビューにおいては任意のデータ項目であるのでデ
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ータ値を有していない場合がある。実際、付箋データｇはＮｏ１６（開始予定日時）、１
７（終了予定日時）のデータ値を有していない（図２５）。従って、付箋ｇのコピー動作
に伴い、これら必須項目のデータ値は自動取得可能なデータ値であるので自動入力される
。
【０１２７】
　（連携例２）
　連携例２として、マトリクス１４００と掲示板９００間での付箋の移動等の例を挙げて
説明する。具体的に、マトリクス１４００から掲示板９００に対して付箋のコピーを行う
。
【０１２８】
　図２３の基本画面２３００において、マトリクス１４００上の付箋ｈは、タスクである
「仕様書作成」（タイトル）に関するものであるが、例えば、仕様書作成作業は、複数の
メンバーの共同作業（又は分担作業）で作成されるものであるとすると、タスク内容に記
載される「設計部のヒアリング内容を盛り込む」点について、「○○プロジェクト掲示板
」である掲示板９００で他のメンバーに周知させたい場合がある。なお掲示板９００には
、閲覧対象ユーザ一覧として「usergroup002」が設定されているので他のメンバーも同掲
示板を閲覧可能である。
【０１２９】
　付箋のコピーを行う場合、これまで説明してきた通り同様の操作を行える。ユーザは、
マウス２６を用いてマトリクス１４００上の付箋ｈに対し、例えば右クリック操作を行う
。メニュー・ボックスが表示されるので、「コピー」を選択してから、掲示板９００上の
移動先で右クリックして再度メニュー・ウインドウを表示し「貼り付け」を選択すること
により、付箋ｈのコピーを行うことができる（非図示）。
【０１３０】
　付箋ｈのコピー動作に伴い、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の追加機能により、新
たな付箋データがマトリクス機能ビューと対応付けられて登録される。図３０は、新たな
付箋データの例を示す。Ｎｏ１、５、２０は自動的に入力され、２～４、１４、１５、１
８、１９、２１、２３は、コピー元の付箋データがそのまま継承される。なおここで、Ｎ
ｏ１１（掲示日時）、１２（掲示者）、１３（掲示期限）については、掲示板機能ビュー
において必須のデータ項目であるが、マトリクス機能ビューにおいては任意のデータ項目
であるのでデータ値を有していない場合がある。実際、付箋データｈはＮｏ１１（掲示日
時）、１２（掲示者）、１３（掲示期限）のデータ値を有していない（図２６）。従って
、付箋ｈのコピー動作に伴い、これら必須項目のデータ値の入力を促す画面を表示させる
ことで、必須のデータ項目を補完することができる。
【０１３１】
　図３１は、必須項目のデータ値の入力を促す画面例を示す。当該画面にて、掲示日時、
掲示者、掲示期限が入力されない場合、コピーを中止させる。なお図に示されるように、
掲示日時、掲示者は、自動取得可能なデータ値であるので仮入力されることができる。
【０１３２】
　（連携例３）
　連携例３として、掲示板９００とスケジュール１９００間での付箋の移動等の例を挙げ
て説明する。具体的に、掲示板９００からスケジュール１９００に対して付箋のコピーを
行う。
【０１３３】
　図２３の基本画面２３００において、掲示板９００上の付箋ｇは、「初回ミーティング
のお知らせ」（タイトル）に関するものであり、例えば、掲示内容には「○○プロジェク
ト発足につき、初回ミーティングを行います。メンバーは、必ず参加してください。日時
：２００９／７／１０、時間：１０：００、場所：第一会議室。不参加の場合、本プロジ
ェクトリーダ△△まで事前に連絡願います。」と掲示されている。つまり、初回ミーティ
ングの日時が掲示されているので、これをスケジュールとしてスケジュール表に登録した
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い場合がある。
【０１３４】
　付箋のコピー（複写）を行う場合、これまで説明してきた通り同様の操作を行える。ユ
ーザは、マウス２６を用いて掲示板９００上の付箋ｇに対し、例えば右クリック操作を行
う。メニュー・ボックスが表示されるので、「コピー」を選択してから、スケジュール１
９００上の移動先（暦の日付上）で右クリックして再度メニュー・ウインドウを表示し「
貼り付け」を選択することにより、付箋ｇのコピーを行うことができる（非図示）。
【０１３５】
　付箋ｇのコピー動作に伴い、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の追加機能により、新
たな付箋データがスケジュール機能ビューと対応付けられて登録される。図３２は、新た
な付箋データの例を示す。Ｎｏ１、５、２０は自動的に入力され、２～４、１１、１２、
１３、１８、１９、２１、２３は、コピー元の付箋データがそのまま継承される。なおこ
こで、Ｎｏ１６（開始予定日時）、１７（終了予定日時）、２２（公開フラグ）について
は、スケジュール機能ビューにおいて必須のデータ項目であるが、掲示板機能ビューにお
いては任意のデータ項目であるのでデータ値を有していない場合がある。実際、付箋デー
タｇはＮｏ１６（開始予定日時）、１７（終了予定日時）、２２（公開フラグ）のデータ
値を有していない（図２５）。従って、付箋ｇのコピー動作に伴い、上述と同様に、これ
ら必須項目のデータ値の入力を促す画面を表示させることで、必須のデータ項目を補完す
ることができる（非図示）。
【０１３６】
　なお、ここではスケジュール表(月表示)を例に挙げて付箋のコピーの動作例を説明した
が、週表示及び日表示のスケジュール表上における付箋のコピーについても、同様にして
行うことができる。
【０１３７】
　（連携例４）
　連携例４として、メモ帳６２０とスケジュール１９００間での付箋の移動等の例を挙げ
て説明する。具体的に、メモ帳６２０からスケジュール１９００に対して付箋の移動を行
う。
【０１３８】
　図２３の基本画面２３００において、メモ帳６２０上の付箋ｅは、「グループミーティ
ング」（タイトル）に関するものであるが、それ以外の情報は入力されていないものとす
る。これは、「グループミーティング」は予定されているものの具体的な開催日時が決定
されておらず、ひとまず付箋を作成はしたものの、開催日時の詳細等が決定されるまでの
間、一時的にメモ帳６２０上に保持させているような状態であると考えられる。ここで「
グループミーティング」の開催日時が決定されたので、付箋ｅをスケジュール１９００の
暦上に移動を行う。なお、本連携例４では、付箋はコピーより移動させる方が適切である
。
【０１３９】
　付箋の移動を行う場合、これまで説明してきた通り同様の操作を行える。ユーザは、マ
ウス２６を用いてメモ帳６２０上の付箋ｅに対し、例えばドラッグ操作を行なって付箋の
移動を行い、スケジュール１９００上の移動先（暦の日付上）上でドロップすることによ
り、付箋ｅの移動を行うことができる（非図示）。また移動した付箋ｅを編集することで
、ミーティング場所等の情報を追加できる。
【０１４０】
　付箋ｅの移動動作に伴い、ＤＢアクセスコンポーネント５０２の更新機能により、ＤＢ
１０１上の付箋データが更新される。図３３は、新たな（更新された）付箋データの例を
示す。Ｎｏ５、２０は自動的に入力され、１～３、１８、１９、２１、２３は、移動元の
付箋データがそのまま継承される。なおここで、Ｎｏ１６（開始予定日時）、１７（終了
予定日時）、２２（公開フラグ）については、スケジュール機能ビューにおいて必須のデ
ータ項目であるが、掲示板機能ビューにおいては任意のデータ項目であるのでデータ値を
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有していない場合がある。実際、付箋データｅはＮｏ１６（開始予定日時）、１７（終了
予定日時）、２２（公開フラグ）のデータ値を有していない（図２５）。従って、付箋ｇ
の移動動作に伴い、上述と同様に、これら必須項目のデータ値の入力を促す画面を表示さ
せることで、必須のデータ項目を補完することができる（非図示）。
【０１４１】
　なおいうまでもなく、同様にしてメモ帳６２０上の付箋を、他の機能ビューである掲示
板９００やマトリクス１４００へ移動又はコピーを行うことが可能であるが、付箋の内容
によっていずれの機能ビューに移動等させるかはユーザ次第である。
【０１４２】
　[総括]
　以上の実施形態の説明において、各機能ビュー及びメモ帳内、各機能ビュー及びメモ帳
内間を跨いでの付箋の移動やコピー動作、及び付箋データの連携について説明してきた。
付箋（画像オブジェクト）は、共通の情報保持媒体であり、いずれの機能ビュー上、メモ
帳上においても自在に作成、配置可能とする為に、付箋データは予めデータ項目を全てが
格納可能なようなデータ構造を有している。従って、本発明の実施形態に係るサーバ装置
１により提供されるグループウェア機能において、付箋データの連携を実現し、いずれの
機能ビュー及びメモ帳においても、またもしくはこれら間を跨ぐような付箋の操作におい
ても、ユーザは多種多様な情報を一貫した同一の、且つ直感的な操作性をもって取り扱う
ことが可能となる。この点、従来（グループウェアシステム等）においては、各機能ビュ
ーで情報の互換性が問題となったり、同様な情報を再び入力したり、またもしくは各機能
ビューによっては互換の為の操作に手間がかかったり、異なる操作が必要であった。
【０１４３】
　即ち本発明によれば、グループウェアの機能間における多様な情報を連携させ、利用者
の操作性を向上するネットワークシステム、サーバ装置、及びグループウェアプログラム
を提供することが可能となる。より詳細には、グループウェアの各機能で利用される多様
な情報（例えば、伝達情報、スケジュール情報、タスク情報等）を、各機能間でシームレ
スに連携させるように管理し、一貫した操作性をもって、グループウェアが目的とすると
ころの、効率的な情報共有を実現することができる。
【０１４４】
　なお、本発明は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載
された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。付箋は、その付
箋データ構造においていずれの機能ビュー及びメモ帳の全データ項目に対応しているので
、実施形態で示した以外の機能ビュー及びメモ帳間においても、同一の操作により付箋の
移動やコピーを行うことができる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　　　　サーバ装置
　２　　　　クライアント端末
　３　　　　ネットワーク
　１０１　　記憶部
　１０２　　送信部
　１１、２１　　ＣＰＵ
　１２、２２　　ＲＯＭ
　１３、２３　　ＲＡＭ
　１４、２７　　通信装置
　１５、２８　　補助記憶装置
　１６、２９　　バスライン
　２４　　　　ディスプレイ
　２５　　　　キーボード
　２６　　　　マウス
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　２０１　　ウインドウ表示部
　２０２　　画像オブジェクト表示部
　２０３　　操作部
　２０４　　更新要求部
　５０１　　表示コンポーネント
　５０２　　付箋コンポーネント
　５０３　　メモ帳コンポーネント
　５０４　　ＤＢアクセスコンポーネント
　５１０　　機能コンポーネント
　５１１　　掲示板コンポーネント
　５１２　　マトリクスコンポーネント
　５１３　　スケジュールコンポーネント
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１４６】
【特許文献１】特許４０５７１７１号
【特許文献２】特開２００４‐３１０２７２号
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