
JP 4735384 B2 2011.7.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発表者によって説明されるドキュメントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換
に用いられる相互に書込可能な端末と、会議に用いられたドキュメントと書込まれた情報
を記憶するドキュメント記憶手段と、を含む電子会議システムにおいて、
　ドキュメント記憶手段は、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または
参加者から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参
加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶し、
　端末は、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データと
、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、をドキュメント記憶手段から選択的に読み
出す読出手段を有し、
　読出手段は、
　ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定手段と、
　書込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ
毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集
約手段と、を有することを特徴とする電子会議システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子会議システムにおいて、
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　書込判定手段は、
　ドキュメント記憶手段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層デー
タのうち所定データ量以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書
込み有りと判定することを特徴とする電子会議システム。
【請求項３】
　発表者によって説明されるドキュメントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換
に用いられる相互に書込可能な電子会議用端末において、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または
参加者から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参
加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶するド
キュメント記憶手段と通信する通信手段と、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データと
、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、を通信手段を用いてドキュメント記憶手段
から選択的に読出す読出手段と、
　を有し、
　読出手段は、
　ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定手段と、
　書込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ
毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集
約手段と、
　を有することを特徴とする電子会議用端末。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子会議用端末において、
　書込判定手段は、
　ドキュメント記憶手段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層デー
タのうち所定データ量以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書
込み有りと判定することを特徴とする電子会議用端末。
【請求項５】
　発表者によって説明されるドキュメントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換
に用いられる相互に書込可能な電子会議用端末を制御する制御プログラムにおいて、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または
参加者から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参
加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶するド
キュメント記憶手段と通信する通信ステップと、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データと
、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、を通信ステップを用いてドキュメント記憶
手段から選択的に読出す読出ステップと、
　をコンピュータに実行させ、
　読出ステップは、
　ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定ステップと、
　書込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ
毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集
約ステップと、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする電子会議用端末の制御プログラム。
【請求項６】
　請求項５に記載の電子会議用端末の制御プログラムにおいて、
　書込判定ステップは、
　ドキュメント記憶手段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層デー
タのうち所定データ量以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書
込み有りとコンピュータに判定させることを特徴とする電子会議用端末の制御プログラム
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【請求項７】
　請求項６に記載の電子会議用端末の制御プログラムにおいて、
　さらに、個人用上書層データは、参加者によって書込まれる複数のメモデータを記憶し
、
　読出ステップは、
　ドキュメント記憶手段に記憶されたドキュメントのうち取り出すべきページの選択を参
加者から受け付けると共に、取り出すべきページの共有用上書層データの選択と、個人用
上書層データに書込まれたメモデータの選択と、を参加者から受け付ける選択受付ステッ
プをコンピュータに実行させることを特徴とする電子会議用端末の制御プログラム。
【請求項８】
　発表者によって説明されるドキュメントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換
に用いられる相互に書込可能とする端末制御工程と、会議に用いられたドキュメントと書
込まれた情報を記憶するドキュメント記憶工程と、を含む電子会議システムの制御方法に
おいて、
　ドキュメント記憶工程は、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または
参加者から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参
加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶し、
　端末制御工程は、
　発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データと
、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、をドキュメント記憶工程から選択的に読み
出す読出工程を有し、
　読出工程は、
　ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定工程と、
　書込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ
毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集
約工程と、を有することを特徴とする電子会議システムの制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子会議システムに関し、特に会議で配布される元ドキュメントに上書層を
設け、上書層に書込まれたメモ書きと元ドキュメントと共に集約する電子会議用端末を含
む電子会議システムと、電子会議システムの制御方法及び電子会議用端末の制御プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナル・コンピュータ（以下、ＰＣという。）の高性能化、ネットワークの
発達、大型ディスプレイの普及、デジタルカメラ等の普及により、離れた少なくとも２拠
点をネットワークで接続し、音声と画像を相互に共有する遠隔会議に電子会議システムが
広く利用されるようになった。電子会議システムは、ＰＣなどの端末毎にカメラやマイク
などの画像と音声の入力手段と、大型ディスプレイとスピーカなどの画像と音声の出力手
段と、を有している。
【０００３】
　特許文献１には、発表者が説明に用いるＰＣと参加者が注目する大型ディスプレイとの
間に、参加者が用いるペン入力が可能なディスプレイと、映像信号の分配・合成を行う装
置と、を接続した電子会議システムが開示されている。この電子会議システムは、ＰＣに
表示された画面を、大型ディスプレイ及びペン入力可能なディスプレイに表示する。
【０００４】
　特許文献１の電子会議システムは、ＰＣを操作する発表者のみならず大型ディスプレイ
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及びペン入力可能なディスプレイを見ている参加者が、共有している画面に対し自由に文
字等のメモ書きを記入することができ、会議を効率よく進めることを可能としている。
【０００５】
　特許文献１の電子会議システムにおいて、発表者が電子文書等の元ドキュメントを画面
に表示させる。発表者をはじめ参加者は、議論した事項やアイデア等を発表者の画面に書
込むことができる。しかし、この書込みは、発表者及び参加者で共有するものであるため
、自分の為の備忘録としてのメモ書きや、この会議に参加していない人に対する指示等の
個人のメモ書きはプリントアウトした紙に書込むか、別の電子文書として記録する必要が
ある。
【０００６】
　紙に書込む場合は、再利用が難しくなり、書込まれた情報を活用するためには電子化す
る必要がある。また、別の電子文書に記録する場合は、発表者が配布した元ドキュメント
と、参加者が記録した電子文書と、を同時に表示させ、対応関係を確認しながら読む必要
がある。
【０００７】
　このような問題を解決する技術として、発表者が配布した元ドキュメントに対して各参
加者がメモ書きを書込み、参加者毎のメモ書き付き元ドキュメントとして全ページを保存
する電子会議システムが特許文献２に開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特許第３０３９４７６号明細書
【特許文献２】特開２００３－９１０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２の電子会議システムは、会議の元ドキュメントにメモ書きを付加することで
、配布された元ドキュメントとメモ書きの対応づけを容易とし、理解しやすくしている。
しかし、会議で配布された複数の元ドキュメントに参加者が、新たなアイデア又は指示な
どのメモ書きを残し、会議に参加していない者にメモ書きされた元ドキュメント（電子文
書）を送る場合、次のような問題がある。
【００１０】
　メモ書きされた複数の元ドキュメントには、メモ書きのアイデア又は指示などに直接関
係しないページも多く含まれる。受け取った者は、メモ書きを頼りにページをめくりなが
らアイデア又は指示などを調べる煩わしさがあった。
【００１１】
　また、既存の考え方の殻を破る斬新なアイデアを検討する場や、発表された説明から思
いついたアイデアをさらに練り上げる時は、思いついた時に、元となる情報とメモ書きを
元ドキュメントから取り出して集約したいという要望があるが、編集操作が必要となり煩
わしさがあった。
【００１２】
　さらに、企業の取締役会において、取締役が書込んだ自分の為のメモ書き及び、この会
議に参加していない部下に対する指示などを元ドキュメントに書込んだ場合、書込まれた
メモ書きに応じて会議終了後に整理し、該当する元ドキュメントの一部とメモ書きと共に
集約する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　以上のような問題を解決するために、本発明に係る電子会議システムは、発表者によっ
て説明されるドキュメントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換に用いられる相
互に書込可能な端末と、会議に用いられたドキュメントと書込まれた情報を記憶するドキ
ュメント記憶手段と、を含む電子会議システムにおいて、ドキュメント記憶手段は、発表
されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または参加者
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から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参加者か
ら書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶し、端末は、
発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データと、
ページ毎の参加者の個人用上書層データと、をドキュメント記憶手段から選択的に読み出
す読出手段を有し、読出手段は、ドキュメント記憶手段への書込があったことを判定する
書込判定手段と、書込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層デ
ータと、ページ毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に
集約する画像集約手段と、を有することを特徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明に係る電子会議システムにおいて、書込判定手段は、ドキュメント記憶
手段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層データのうち所定データ
量以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書込み有りと判定する
ことを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る電子会議用端末は、発表者によって説明されるドキュメントを表示し、会
議に参加した参加者との意見交換に用いられる相互に書込可能な電子会議用端末において
、発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または
参加者から書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参
加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶するド
キュメント記憶手段と通信する通信手段と、発表されるドキュメントの各ページの画像デ
ータと、ページ毎の共有用上書層データと、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、
を通信手段を用いてドキュメント記憶手段から選択的に読み出す読出手段と、を有し、読
出手段は、ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定手段と、書
込判定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ毎の
個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集約手
段と、を有することを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明に係る電子会議用端末において、書込判定手段は、ドキュメント記憶手
段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層データのうち所定データ量
以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書込み有りと判定するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る電子会議用端末の制御プログラムは、発表者によって説明されるドキュメ
ントを表示し、会議に参加した参加者との意見交換に用いられる相互に書込可能な電子会
議用端末を制御する制御プログラムにおいて、発表されるドキュメントの各ページの画像
データと、ページ毎に設けられ発表者または参加者から書込まれた共有書込情報を含む共
有用上書層データと、ページ毎に設けられ参加者から書込まれた個人メモ情報を含む参加
者用の個人用上書層データと、を記憶するドキュメント記憶手段と通信する通信ステップ
と、発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層データ
と、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、を通信ステップを用いてドキュメント記
憶手段から選択的に読出す読出ステップと、をコンピュータに実行させ、読出ステップは
、ドキュメント記憶手段への書込みがあったことを判定する書込判定ステップと、書込判
定手段により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上書層データと、ページ毎の個人
用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データと共に集約する画像集約ステッ
プと、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２１】
　さらに、本発明に係る電子会議用端末の制御プログラムにおいて、書込判定ステップは
、ドキュメント記憶手段に記憶されたページ毎の共有用上書層データと個人用上書層デー
タのうち所定データ量以上と判定された共有用上書層データと個人用上書層データとを書
込み有りとコンピュータに判定させることを特徴とする。
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【００２２】
　さらにまた、本発明に係る電子会議用端末の制御プログラムにおいて、さらに、個人用
上書層データは、参加者によって書込まれる複数のメモデータを記憶し、読出ステップは
、ドキュメント記憶手段に記憶されたドキュメントのうち取り出すべきページの選択を参
加者から受け付けると共に、取り出すべきページの共有用上書層データの選択と、個人用
上書層データに書込まれたメモデータの選択と、を参加者から受け付ける選択受付ステッ
プをコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る電子会議システムの制御方法は、発表者によって説明されるドキュメント
を表示し、会議に参加した参加者との意見交換に用いられる相互に書込可能とする端末制
御工程と、会議に用いられたドキュメントと書込まれた情報を記憶するドキュメント記憶
工程と、を含む電子会議システムの制御方法において、ドキュメント記憶工程は、発表さ
れるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎に設けられ発表者または参加者か
ら書込まれた共有書込情報を含む共有用上書層データと、ページ毎に設けられ参加者から
書込まれた個人メモ情報を含む参加者用の個人用上書層データと、を記憶し、端末制御工
程は、発表されるドキュメントの各ページの画像データと、ページ毎の共有用上書層デー
タと、ページ毎の参加者の個人用上書層データと、をドキュメント記憶工程から選択的に
読み出す読出工程を有し、読出工程は、ドキュメント記憶手段への書込があったことを判
定する書込判定工程と、書込判定工程により書込み有りと判定されたページ毎の共有用上
書層データと、ページ毎の個人用上書層データとを、それぞれドキュメントの画像データ
と共に集約する画像集約工程と、を有することを特徴とする。

                                                                                
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、会議で使用した元ドキュメントの中から注目したページやメモ書きを
集約することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態（以下実施形態という）を、図面に従って説明する。
【００２６】
　図１に示す電子会議システム１００の全体構成と、図２の制御処理ブロックと、を用い
てシステムの概要を示す。電子会議システム１００は、大きく４つに分けられる。第１は
、発表のためのメイン端末１０と制御装置１２。第２は、発表を視聴するためのサブ端末
（１６ａ，１６ｂ）。第３は、会議で発表されるドキュメントなどの電子文書を管理する
サーバ群２０。第４は、ドキュメントを印刷するプリンタ２８と、サブ端末１６の代わり
としても使用できるデスクトップＰＣ３２と、を含む補助設備である。これらはネットワ
ーク１５で各々接続されている。
【００２７】
　さらにサーバ群２０は、認証サーバ２９と、文書サーバ２２と、メールサーバ２４と、
プリントサーバ２６と、を有している。また、メイン端末１０と、サブ端末（１６ａ，１
６ｂ）と、プリンタ２８及びデスクトップＰＣ３２は、情報漏洩を防止するためのＩＣカ
ードリーダライタ（１４，１８ａ，１８ｂ，３１，３３）と各々接続されている。
【００２８】
　次に、各サーバの機能を示す。認証サーバ２９は、セキュリティに関する情報を管理し
、発表者や参加者を認証するサーバである。文書サーバ２２は、発表に用いられるドキュ
メントやメモ書きが付加されたドキュメントなどの電子文書を管理するサーバである。メ
ールサーバ２４は、電子文書の送受信などに用いられ、プリントサーバ２６は、電子文書
の印刷に用いられる。この電子会議システム１００を用いることにより、会議に必要なド
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キュメントの管理から、会議で使用した電子文書の管理、印刷、送信まで円滑に処理でき
る。
【００２９】
　図２には、メイン端末１０とサブ端末１６へのドキュメントの表示と、各端末からのメ
モ書きを受け付け、ドキュメントとメモ書きを選択的に読み出す機能を有する制御処理ブ
ロックが示されている。
【００３０】
　制御装置１２は、文書サーバ２２から発表に用いられるドキュメントを取得してドキュ
メント記憶手段５０に格納するアクセス制御手段５９を有している。アクセス制御手段５
９は、ドキュメントの取得と、メイン端末１０やサブ端末１６へのドキュメントの送信と
、メイン端末１０やサブ端末１６からのメモ書き書込などのアクセスを制御する。
【００３１】
　メイン端末１０は、制御装置１２から取得したドキュメントの表示を行うメイン端末表
示手段５５と、ドキュメントにメモ書きを書込むメモ書込手段６８と、を有している。
【００３２】
　サブ端末１６は、制御装置１２から取得したドキュメントの表示を行うサブ端末表示手
段６１と、ドキュメントにメモ書きを書込むメモ書込手段５４と、書込んだメモ書きを選
択的に取り出すことが可能な、前選択手段６７と、選択受付手段６９と、画像集約手段５
６と、画像出力手段５８と、を有している。
【００３３】
　サブ端末１６の選択受付手段６９は、参加者からの指示を受け付けるための、ページ選
択手段６３と、上書層選択手段６５と、を有している。さらに、画像出力手段５８は出力
処理として、文書サーバ２２へ保存する保存処理６４と、メールサーバ２４へ送信するメ
ール処理６６と、プリントサーバ２６へ送信するプリント処理６２と、を有している。
【００３４】
　前述したアクセス制御手段５９によって制御されるドキュメント記憶手段５０は、ドキ
ュメント５１と、共有用上書層５３と、個人用上書層５２と、を有している。なお、個人
用上書層５２は、参加者毎に複数の個人用上書層５２（メモデータ記憶領域）を有してい
るが、詳細は後述する。以下、ドキュメント５１、個人用上書層５２及び共有用上書層５
３を有する電子文書を多層ドキュメントという。
【００３５】
　次に、制御処理の概要について制御処理ブロックを用いて示す。発表者がドキュメント
の内容を発表する場合において、発表されるドキュメントは、ネットワーク１５を経由し
て文書サーバ２２から制御装置１２のドキュメント記憶手段５０に記憶される。
【００３６】
　ドキュメント記憶手段５０に格納されたドキュメント５１を含む多層ドキュメントは、
アクセス制御手段５９によりメイン端末１０とサブ端末１６に同時に送信され、メイン端
末表示手段５５と、サブ端末表示手段６１と、で表示される。
【００３７】
　例えば、アクセス制御手段５９が書込を許可している場合において、発表者がメモ書き
をメイン端末１０に入力すると、入力されたメモ書きは、メモ書込手段６８により共有用
上書層５３に記録される。同様に参加者がメモ書きをサブ端末１６に入力すると、入力さ
れたメモ書きは、メモ書込手段５４により共有用上書層５３又は個人用上書層５２のいず
れかに記録される。
【００３８】
　次に、図２には、サブ端末１６で会議終了後に実行されるドキュメント整理に関する処
理が示されている。前選択手段６７は、例えば、ドキュメント記憶手段５０に記録された
メモ書きのストローク数又はビットマップのデータサイズを読み出し、予め設定されたし
きい値を越えるメモ書きを候補として選択する。この処理により、取り出すべきメモ書き
の絞り込みが行われる。
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【００３９】
　ページ選択手段６３は、前選択手段６７からメモ書きの候補を取得し、参加者が選択し
た各ページを受け付ける。次に、上書層選択手段６５は、取り出すべきページの個人用上
書層５２と共有用上書層５３との少なくとも一つの層の選択を参加者から受け付ける。こ
の処理により、取り出すべき各ページと各層が決定される。
【００４０】
　画像集約手段５６は、これらの選択手段により選択された各ページと、選択された各層
と、を集約して集約ページを作成する。画像出力手段５８は、サブ端末１６から入力され
た参加者の出力指示に基づいて作成された集約ページを、プリント処理６２、メール処理
６６又は保存処理６４の少なくとも一つに出力する。
【００４１】
　このように、制御装置１２がドキュメント等の電子文書を記憶することにより各端末と
サーバ群との間の通信量が低減され、各端末のレスポンス時間の短縮が可能となる。また
、制御装置１２は、発表者の指示に応じてドキュメント記憶手段５０のアクセスを制御す
るアクセス制御手段により会議の進行支援が制御可能である。
【００４２】
　図３には、上述したサブ端末１６の構成とユーザインターフェースを説明するための画
面イメージが示されている。サブ端末１６は、キーボートが接続されていない電子ペン入
力式のコンピュータであり、画面８０と、カメラ７１と、マイク７２と、電子ペン７３と
、スピーカ７７と、ＩＣカードリーダライタ１８と、を有している。
【００４３】
　サブ端末１６の画面８０は、操作エリア７０と、縮小表示エリア８５と、拡大表示エリ
ア８６と、サムネイル表示エリア９０と、に区分されている。また、操作エリア７０は、
共有ボタン７４と、印刷ボタン７５と、まとめボタン７６と、退席ボタン８２と、白紙ボ
タン８４と、を含んでいる。なお、各ボタンの機能は後述する。
【００４４】
　図３の拡大表示エリア８６に表示されている「個人メモ表示」は、元になるドキュメン
トのページと個人用上書層５２が重ねて表示されている例である。また、縮小表示エリア
８５に表示されている「共有表示」は、元になるドキュメントのページと共有用上書層５
３が同様に重ねて表示される例である。
【００４５】
　図３に示す縮小表示エリア８５と拡大表示エリア８６は、例えば、「共有表示」となっ
ている縮小表示エリア８５を電子ペン７３でダブルクリックすることで、縮小表示エリア
８５と拡大表示エリア８６の表示内容が入れ替わり、「共有表示」と「個人メモ表示」と
を切替えることができる。この機能により、参加者は会議の進行中に画面の切替を自由に
行える。
【００４６】
　図４には、前述したドキュメント記憶手段５０に記憶されている多層ドキュメントの表
示例となるサムネイル表示エリア９０の拡大図が示されている。サムネイル表示エリア９
０は、縮小画面であるサムネイル９５と、選択可能なページ選択チェックボックス９１と
、参加者がページ選択チェックボックス９１を選択することにより表示される上書層切替
サブパネル９２と、を有している。
【００４７】
　上書層切替サブパネル９２は、カウントアップボタン９６と、カウントダウンボタン９
８と、番号表示窓９９と、上書層選択チェックボックス９７と、を有している。
【００４８】
　参加者により、ページ選択チェックボックス９１がクリックされて印がつくと、上書層
切替サブパネル９２が表示される。参加者は、サムネイル表示エリア９０の上書層切替サ
ブパネル９２を操作することにより「個人メモ表示」又は「共有表示」を選択可能である
。さらに、サムネイル９５をダブルクリックすると、拡大表示エリア８６に表示すること
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ができる。
【００４９】
　番号表示窓９９に表示される番号は、多層ドキュメントの各層に割り当てられた番号で
ある。サムネイル９５の画像は、カウントアップボタン９６とカウントダウンボタン９８
により変更可能である。
【００５０】
　図５には、元ドキュメントの上に、一つの共有用上書層と、参加者毎に割り当てられた
２つの個人用上書層と、が重ね合わされた多層ドキュメントが示されている。多層ドキュ
メントは、元ドキュメントページ［０］１２２と、共有用上書層ページ［１］１２４と、
第１の個人用上書層［２］１２６と、第２の個人用上書層［３］１２８と、を含んでいる
。各層は、［ｎ］が割り当てられ、個別に選択ができる（以下、［ｎ］は割り当てられた
層の番号である層番号を示す。）。
【００５１】
　元ドキュメントページ［０］１２２と、共有用上書層ページ［１］１２４と、は発表及
び議論で使用され、元ドキュメントページ［０］１２２と、第１の個人用上書層［２］１
２６と、第２の個人用上書層［３］１２８と、は個人メモ用のメモデータ記憶領域として
使用される。
【００５２】
　このような多層ドキュメントとすることで、発表に用いられる元ドキュメント、元ドキ
ュメントと個人用上書層、ドキュメント５１と共有用上書層５３、若しくはドキュメント
５１と個人用上書層５２と共有用上書層５３などの組み合わせが可能となる。
【００５３】
　例えば、図４の番号表示窓９９には、「１」が表示されているときは、元ドキュメント
ページ［０］１２２と共有用上書層ページ［１］１２４が重ね合わせて表示される。また
、全ての層を表示する場合は、例えば、図示しない「＊」（ワイルドカード）を選ぶこと
で表示可能である。
【００５４】
　番号表示窓９９は、元ドキュメントページ［０］１２２から第２の個人用上書層［３］
１２８までの層番号が表示でき、番号が表示されている時に上書層選択チェックボタン９
７に印を付けることで、各層を個別に選択することが可能である。
【００５５】
　サムネイル表示エリア９０は、画像がスクロール可能な状態で縮小表示されている。こ
のため、簡単に会議の一連の画像を見ることができる。なお、ページ選択チェックボック
ス９１に印を付けない場合は、上書層切替サブパネル９２は表示されず、メモ書きは選択
できない。これは、メモ書きが書込まれているかを参加者に示すインジケータの役割も兼
ねているためである。
【００５６】
　メモ書きが書込まれており、かつ、ページ選択チックボックス９１に印が無い場合は、
サムネイル９５にメモ書き有りの画像が表示される。
【００５７】
　さらに、上書層選択チェックボタン９７を例えば３秒間長押しすると、第１又は第２の
個人用上書層全てを選択する。この機能により、参加者が層別に残したメモ書きを簡単に
選択できる。なお、誤って選択した場合は、再度長押しをすることにより、図示しないヒ
ストリ機能で元に戻すことが可能である。
【００５８】
　表１には、本実施形態における多層ドキュメントのデータ構造の例が示されている。表
１は、文書サーバ２２と、認証サーバ２９で管理される会議ジョブと、参加者と、に対応
するページＩＤ及び多層ドキュメントの関係を示している。例えば、表に示される「特許
検討会議ジョブ」は、会議ジョブであり、会議に参加する参加者（Ａ，Ｂ，Ｃ）それぞれ
に多層ドキュメントがリンク情報として関連付けられている。また、リンク情報（表の矢
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たデータ構造と共に文書サーバ２２で管理されている。
【００５９】
　このため、共有用上書層５３や個人用上書層５２毎にメモ書きを管理するのではなく、
表１に示すようにジョブ名及び参加者の情報が付加された多層ドキュメントの各ページに
検索可能なページＩＤを割り当て、各参加者のページ毎のデータをリンク情報として管理
している。この管理により、ページ毎のアクセス管理が容易となり、ジョブ名をはじめと
するページＩＤと認証情報にてセキュリティが確保される。
【００６０】
　
【表１】

【００６１】
　表２には、例えば、「特許検討会議ジョブ」における「参加者Ａ」の多層ドキュメント
の具体的なデータリストが示され、ページ選択手段６３と上書層選択手段６５によって選
択された情報が示されている。表２の「Ｗ」（Ｗｒｉｔｅ）印は画像又はメモ書きが有る
ことを示しており、「Ｍ」（Ｍａｒｋ）印はそれらの情報を選択したことを示す。ここで
、網がけ部は、前選択手段６７で書込み有りと判断されたデータである。
【００６２】
　次に、表２を用いてデータリストの入力処理の流れを示す。メモ書込手段（５４，６８
）で書込まれたメモ書きは、共有用上書層５３と、第１の個人用上書層５２と、第２の個
人用上書層５２に挿入される（表２の「Ｗ」印）。
【００６３】
　例えば、表２の最初のページＩＤ「２００５０９０５０１３２０」は、「元ドキュメン
ト」と、「共有用上書層」と、「第１の個人用上書層」と、「第２の個人用上書層」と、
にデータを有している（「Ｗ」印有り）。破線で囲んだ「共有用上書層」のデータに「選
択」を示す「Ｍ」印があるため、「元ドキュメント」のデータも同様に「Ｍ」印が付く（
破線で囲まれた部分）。
【００６４】
　その後、画像集約手段５６は、表２に示す上書層の「Ｗ」印、かつ、「Ｍ」印があるペ
ージをまとめて集約ページを作成する。ここで、表２に示す「集約ページ」は作成された
集約ページの通し番号（１～４）である。
【００６５】
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【表２】

【００６６】
　次に、電子会議システム１００の具体的な処理の流れをフローチャート（図６～図１２
）と、処理中に表示される画面イメージ（図１３～図１４）と、で示す。フローチャート
は、メイン処理と、サブルーチン処理と、サブルーチンからコールされる処理の３つに区
分される。
【００６７】
　第１の区分は、図６に示すユーザ認証に関するメイン処理と、図７に示すユーザ認証を
除く全てのメイン処理である。第２の区分は、図８～図１０に示すデータカード読込処理
、集約処理、印刷処理などである。さらに、第３の区分は、図１１と図１２に示すサブル
ーチンからコールされるジョブ名生成処理とデータカード保存処理などである。
【００６８】
　なお、図１３は集約確認画面、図１４はリンク情報格納確認画面、図１５は印刷確認画
面のイメージであり、これらはサブ端末１６に表示される。
【００６９】
　次に、処理の流れを図６から順に示す。ユーザ認証のメイン処理に示すように、会議が
始まる前に発表者と参加者は、認証を受けるために各人の端末にＩＣカードをかざす。こ
の時、各端末は、ＩＣカードを検出し（ステップＳ１０）、認証サーバ２９からユーザ情
報を取得する（ステップＳ１２）。
【００７０】
　各端末は、認証サーバ２９から取得したユーザ情報に基づいて認証を行い（ステップＳ
１４）、会議が終了するまで認証情報を各端末で保持する（ステップＳ１６）。この認証
情報により後述する処理が許可されるからである。ユーザ認証が終了すると、図７に示す
メイン処理に移る。
【００７１】
　図７には、ユーザ認証を除く全てのメイン処理が示されている。発表者が、発表用のド
キュメントを呼び出すためのデータカードをＩＣカードリーダライタ１４にかざす。する
とメイン端末１０は、図７に示すデータカード読込処理のサブルーチン（ステップＳ２０
０）において、データカードからリンク情報の読込を行い、メイン端末１０とサブ端末１
６にドキュメントを表示させる。
【００７２】
　なお、データカードはＩＣカードに電子文書のリンク情報（管理情報等）が記憶された
ものである。このデータカードにより、データ検索などの操作が不要となり、ドキュメン
トの表示が容易となる。
【００７３】
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　図８には、データカード読込処理のサブルーチン（Ｓ２００）が示されている。データ
カード読込処理では、最初にデータカードを検出し（ステップＳ２０２）、データカード
からリンク情報を取得する（ステップＳ２０４）。例えば、データカードに記憶されてい
るリンク情報「特許検討会議２００５年０９月０５日０１」等を読み出し、リンク情報に
基づいて文書サーバ２２よりドキュメントを取得する。
【００７４】
　取得されたドキュメントにより、メイン端末１０とサブ端末１６に画像が表示される。
サブ端末１６を操作している参加者は、サブ端末に表示された画像に対して、必要な時に
電子ペン７３にてメモ書きを書込み、発表者の説明を視聴する。
【００７５】
　図８のステップＳ２０６において、サブ端末１６は、書込まれたメモ書きデータを取得
し、表２に示したデータリストへ情報を追加（ステップＳ２０８）する処理を行う。以後
、メモ書きデータ取得処理とデータリストへ追加する処理は継続して実行される。以上で
サブルーチンが終了し、図７のメイン処理へ戻る。
【００７６】
　会議中、参加者が書込んだメモ書きデータは、上述したメモ書きデータ取得処理（ステ
ップＳ２０６）とデータリストへ追加処理（ステップＳ２０８）によりドキュメント記憶
手段５０に記録される。なお、発表者の書込んだメモ書きも同様に記録される。
【００７７】
　会議が終了すると、参加者は、まとめたい画像を選択するために、図４に示すページ選
択チェックボックス９１を電子ペン７３でクリックして、「選択」を示す印を残す。
【００７８】
　図７に示すメイン処理のステップＳ２４において、サブ端末１６は、サムネイル表示エ
リア９０のページ選択チェックボックス９１がクリックされたこと（ペンイベント）を検
知する。ステップＳ２６において、「選択」を示す印を検知すると、サブ端末１６は、ペ
ージ選択チェックボックス９１がクリックされたメモ書きデータをデータリストから検出
し（ステップＳ２８）、すでにデータリストに書込まれているかを調べる（ステップＳ２
９）。
【００７９】
　もし、データリストに無い場合は、データリストに追加する（ステップＳ３０）。また
、すでにデータリストにあれば、検出されたメモ書きデータを一度データリストから消去
して最新のメモ書きデータを書込む（ステップＳ３２）。以上で、一連の処理が終わりス
テップＳ２４に戻り、処理を繰り返す。
【００８０】
　画像の選択が終了した後、参加者は、まとめた画像を得るために集約処理を実行する。
例えば、参加者が図３のまとめボタン７６を電子ペン７３でクリックして、「まとめ」を
実行させた場合、サブ端末１６は、まとめボタン７６がクリックされたことを検知し（図
７のステップＳ２４～ステップＳ３４）、ステップＳ３００の集約処理のサブルーチンを
実行する。
【００８１】
　図９に示す集約処理のサブルーチン（ステップＳ３００）が実行されると、サブ端末１
６は、ステップＳ３０２において、表２に示すデータリストから「Ｍ」印があるメモ書き
データを取得する。次に、ステップＳ３０４において、得られた元ドキュメントとメモ書
きデータから画像をまとめる。次に、新たなジョブ名を生成するためにサブ端末１６は、
ステップＳ４０４を実行する。なお、ステップＳ４０４はジョブ名作成サブルーチンであ
る。
【００８２】
　図１１にジョブ名生成処理（ステップＳ４０４）を示す。サブ端末１６は、文書サーバ
２２から会議名「特許検討会議」を取得する（ステップＳ４１０）。次に、文書サーバ２
２から現在の日時「２００５年０９月０５日」を取得する（ステップＳ４１２）。さらに
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、文書サーバ２２から先頭のページＩＤ「２００５０９０５０１３２０」を取得し（ステ
ップＳ４１４）、サブルーチンを終了して図９の集約処理のサブルーチンに戻る。この処
理により新しいジョブ名が付与され、集約ページの管理が行われる。
【００８３】
　図９に示すステップＳ３０８において、サブ端末１６は、取得した新しいジョブ名と、
保持している認証情報を用いて文書サーバ２２に格納するための確認を参加者にする。図
１３には、新しいジョブ名である「特許検討会議２００５年０９月０５日０２」を表示し
て参加者の確認を得るための集約確認画面２０２が示されている。なお、まとめる場合に
は、参加者はＯＫボタン２０４をクリックし、キャンセルする場合には取消ボタン２０６
をクリックする。
【００８４】
　サブ端末１６が、ＯＫボタン２０４を検知すると、図９に示すステップＳ３１０におい
て、集約された電子文書が文書サーバ２２に格納される。次に、ステップＳ３１２におい
て、データカードにリンク情報が保存される。なお、ステップＳ３１２はデータカード保
存処理のサブルーチンであり、図１２にデータカード保存処理のサブルーチンを示す。
【００８５】
　図１２に示すステップＳ３３０において、サブ端末１６は、参加者に対してリンク情報
の確認を行う。図１４には、リンク情報格納確認画面２０８において「特許検討会議２０
０５年０９月０５日０２」に格納することを確認する画面イメージが示されている。ステ
ップＳ３３２において、ＯＫボタン２１０がクリックされると、ステップＳ３３４におい
てデータカードを確認する。データカードが確認されると、ステップＳ３３６においてリ
ンク情報をデータカードに保存して集約処理のサブルーチンが終了し、図７のメイン処理
に戻る。
【００８６】
　もし、ステップＳ３３２において、取消ボタン２１２がクリックされたことをサブ端末
１６が検知すると、データカード保存処理を終了し、図７のメイン処理に戻る。図７に示
す集約処理Ｓ３００が終了すると、ステップＳ２４のペンイベント検出判定に戻る。
【００８７】
　例えば、まとめ作業終了後、参加者が図３に示す印刷ボタン７５をクリックして「印刷
」を実行させた場合、サブ端末１６は、印刷ボタン７５がクリックされたことを検知し（
ステップＳ３８）、ステップＳ４００の印刷処理のサブルーチンを実行する。
【００８８】
　図１０に示す印刷処理のステップＳ４０２において、サブ端末１６は、メモ書きデータ
を文書サーバ２２から取得し、ステップＳ４０４においてジョブ名を生成する。次に、サ
ブ端末１６は、ステップＳ４０６において印刷履歴に記録するために認証情報を読み出す
。次に、ステップＳ４０８において印刷ジョブを作成してプリントサーバ２６を介してプ
リンタ２８に出力させて印刷処理を終了し、図７のメイン処理に戻る。なお、印刷処理の
ジョブ名を含む印刷履歴は、セキュリティ管理のため、認証サーバ２９に記録される。
【００８９】
　図７に示す印刷処理Ｓ４００が終了すると、ステップＳ２４のペンイベント検出判定に
戻る。例えば、会議終了後、参加者が退席ボタン８２をクリックした場合、図７のステッ
プＳ４２の「退席」と判定し、一連の処理が終了する。なお、終了がキャンセルされると
、ステップＳ４４を実行してメモ書き処理を続行する。また、記入した個人メモ書きを消
去したい場合は、白紙ボタン８４をクリックすると個人メモ書きが消去される。
【００９０】
　以上、上述したように、本実施形態を用いると会議で使用した資料の中から注目したペ
ージやメモ書きをまとめ、ページ数を少なくすることが可能となり、プリントアウトやメ
ール送信又はファイルの保存などが容易に実行できる。なお、同様の処理は、電子ペン入
力によるサブ端末１６の他に、デスクトップＰＣ３２、その他のＰＣなどにおいて実行で
きるのはいうまでもない。
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【００９１】
　本実施形態では、個人用上書層データにさらに複数のメモデータを個別に格納及び選択
ができるため、参加者が情報を伝達する相手を意識してメモ書きを行うことで、集約する
設定作業が容易となる。
【００９２】
　なお、本実施形態では、個人用メモの記入に関する組み合わせ例と、個人用上書層５２
に二つのメモデータを記憶させる例を示したが、これに限定するものではない。さらに、
本実施形態では、参加者の要求に応じてメモ書きを選択して集約ページとする選択受付手
段６９を用いたが、これに限定するものではなく、例えば、メモ書きがある全ての上書層
を集約ページとして取り出してもよい。
【００９３】
　さらに、本実施形態では、会議終了後にメモ書きを選択してまとめる処理を行ったが、
会議中に選択してまとめる処理を行ってもよい。
【００９４】
　また、本実施形態では、ドキュメントの画像データの他に共有用上書層データと個人用
上書層データがある例を示したが、これらの上書層データがなく、発表者または参加者に
よる書込み情報がドキュメントの画像データとともに一つの画像データとして扱われるよ
うにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本実施形態に係る電子会議システムの全体構成図である。
【図２】本実施形態に係る電子会議システムの制御処理ブロック図である。
【図３】本実施形態に係る電子会議用サブ端末の構成と画面イメージを示すイメージ図で
ある。
【図４】本実施形態に係るサムネイル表示エリアの拡大図を示すイメージ図である。
【図５】本実施形態に係る多層ドキュメントにおける元ドキュメントと上書層の関係を示
す説明図である。
【図６】本実施形態に係る電子会議用サブ端末におけるメイン処理の流れを示すフローチ
ャート図である。
【図７】本実施形態に係る電子会議用サブ端末におけるメイン処理の流れを示すフローチ
ャート図である。
【図８】本実施形態に係る電子会議用サブ端末のデータカード読込（サブルーチン）処理
の流れを示すフローチャート図である。
【図９】本実施形態に係る電子会議用サブ端末の集約（サブルーチン）処理の流れを示す
フローチャート図である。
【図１０】本実施形態に係る電子会議用サブ端末の印刷（サブルーチン）処理の流れを示
すフローチャート図である。
【図１１】本実施形態に係る電子会議用サブ端末のジョブ名生成（サブルーチン）処理の
流れを示すフローチャート図である。
【図１２】本実施形態に係る電子会議用サブ端末のデータカード保存（サブルーチン）処
理の流れを示すフローチャート図である。
【図１３】本実施形態に係る電子会議用サブ端末の集約処理における確認画面のイメージ
図である。
【図１４】本実施形態に係る電子会議用サブ端末のリンク情報格納における確認画面のイ
メージ図である。
【図１５】本実施形態に係る電子会議用サブ端末の印刷処理における確認画面のイメージ
図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１０　メイン端末、１２　制御装置、１４，１８，３１，３３　ＩＣカードリーダライ
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タ、１５　ネットワーク、１６　サブ端末、２０　サーバ群、２２　文書サーバ、２４　
メールサーバ、２６　プリントサーバ、２８　プリンタ、２９　認証サーバ、３２　デス
クトップＰＣ、５０　ドキュメント記憶手段、５１　ドキュメント、５２　個人用上書層
、５３　共有用上書層、５４，６８　メモ書込手段、５５　メイン端末表示手段、５６　
画像集約手段、５８　画像出力手段、５９　アクセス制御手段、６１　サブ端末表示手段
、６２　プリント処理、６３　ページ選択手段、６４　保存処理、６５　上書層選択手段
、６６　メール処理、６７　前選択手段、６９　選択受付手段、７０　操作エリア、７１
　カメラ、７２　マイク、７３　電子ペン、７５　印刷ボタン、７６　まとめボタン、７
７　スピーカ、８０　画面、８２　退席ボタン、８４　白紙ボタン、８５　表示エリア、
９０　サムネイル表示エリア、９１　ページ選択チェックボックス、９２　上書層切替サ
ブパネル、９５　サムネイル、９６　カウントアップボタン、９７　上書層選択チェック
ボックス、９８　カウントダウンボタン　９９　番号表示窓、１００　電子会議システム
、１２２　元ドキュメントページ［０］、１２４　共有用上書層ページ［１］、１２６　
個人用上書層［２］、１２８　個人用上書層［３］、２０２　集約確認画面、２０４，２
１０　ＯＫボタン、２０６　取消ボタン、２０８　リンク情報格納確認画面、２１２　取
消ボタン。

【図１】 【図２】
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【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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