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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の情報処理装置と共有する表示ページを含む対象データの表示範囲のうち、指定され
た表示範囲の画像を表示手段に表示させる情報処理装置であって、
　前記対象データを予め記憶する記憶手段と、
　前記他の情報処理装置から送信されたメッセージに基づいて前記記憶手段から取得した
前記他の情報処理装置の表示手段に表示された対象データの表示ページと同じ表示ページ
を、前記表示手段に表示する表示制御手段と、
　前記他の情報処理装置から送信された表示範囲を指定する情報であって、前記他の情報
処理装置の表示手段における操作に応じて表示範囲が変更された後の前記表示ページの表
示範囲を指定する情報を含むメッセージを受信する受信手段と、
　を有し、
　前記表示制御手段は、前記受信した表示範囲を指定する情報と前記表示手段における前
記対象データの表示ページの表示領域の情報とに基づいて、前記表示範囲を指定する情報
によって特定される前記表示範囲の画像が前記表示手段における前記対象データの表示ペ
ージの表示領域に含まれるように、前記受信手段によって受信したメッセージに基づいて
前記記憶手段から取得した前記対象データの表示ページの前記表示範囲及びその周囲の画
像を拡大又は縮小して前記表示手段に表示させること、
　を特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
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　前記表示制御手段は、前記表示範囲の画像のアスペクト比を維持して前記拡大又は縮小
を行う請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記表示範囲の画像の対向する２辺が前記表示領域の対向する２
辺に近接するように前記拡大又は縮小を行う請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記対象データの画像に重ねて表示される付加情報を、前記対象
データの画像との位置関係を維持して拡大又は縮小する請求項１乃至３のいずれか一項に
記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記対象データはサーバからダウンロードしたデータであって、該サーバと前記対象デ
ータに対する操作情報を送受信することにより、前記他の情報処理装置と前記対象データ
に対する操作を同期する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記対象データはＰＤＦデータであって、前記表示範囲はＣｒｏｐＢｏｘの情報を用い
る請求項１乃至５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　当該情報処理装置の前記表示手段における前記対象データの表示ページの表示領域を検
知する検知手段を有し、
　前記検知手段は、当該情報処理装置の向きが変更された場合、又は前記表示領域が変更
された場合、変化した前記表示領域を前記表示制御手段に通知する請求項１乃至６のいず
れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記受信手段によって受信したメッセージに含まれるページ番号
に基づいて、前記記憶手段から前記対象データの表示ページを取得する請求項１乃至７の
いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　他の情報処理装置と共有する表示ページを含む対象データの表示範囲のうち、指定され
た表示範囲の画像を表示手段に表示させる情報処理装置に、
　前記対象データを記憶手段に予め記憶する記憶ステップと、
　前記他の情報処理装置から送信されたメッセージに基づいて前記記憶手段から取得した
前記他の情報処理装置の表示手段に表示された対象データの表示ページと同じ表示ページ
を、前記表示手段に表示する表示制御ステップと、
　前記他の情報処理装置から送信された表示範囲を指定する情報であって、前記他の情報
処理装置の表示手段における操作に応じて表示範囲が変更された後の前記表示ページの表
示範囲を指定する情報を含むメッセージを受信する受信ステップと、
　を実行させ、
　前記表示制御ステップは、前記受信した表示範囲を指定する情報と前記表示手段におけ
る前記対象データの表示ページの表示領域の情報とに基づいて、前記表示範囲を指定する
情報によって特定される前記表示範囲の画像が前記表示手段における前記対象データの表
示ページの表示領域に含まれるように、前記受信ステップで受信したメッセージに基づい
て前記記憶手段から取得した前記対象データの表示ページの前記表示範囲及びその周囲の
画像を拡大又は縮小して前記表示手段に表示させること、
　を特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　他の情報処理装置と共有する表示ページを含む対象データの表示範囲のうち、指定され
た表示範囲の画像を表示手段に表示させる一つ以上の第１情報処理装置を含む情報処理シ
ステムであって、
　前記第１情報処理装置は、
　前記対象データを予め記憶する記憶手段と、
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　前記他の情報処理装置から送信されたメッセージに基づいて前記記憶手段から取得した
前記他の情報処理装置の表示手段に表示された表示データの表示ページと同じ表示ページ
を、前記表示手段に表示する表示制御手段と、
　前記他の情報処理装置から送信された表示範囲を指定する情報であって、前記他の情報
処理装置の表示手段における操作に応じて表示範囲が変更された後の前記表示ページの表
示範囲を指定する情報を含むメッセージを受信する受信手段と、
　を有し、
　前記表示制御手段は、前記受信した表示範囲を指定する情報と前記表示手段における前
記対象データの表示ページの表示領域の情報とに基づいて、前記表示範囲を指定する情報
によって特定される前記表示範囲の画像が前記表示手段における前記対象データの表示ペ
ージの表示領域に含まれるように、前記受信手段によって受信したメッセージに基づいて
前記記憶手段から取得した前記対象データの表示ページの前記表示範囲及びその周囲の画
像を拡大又は縮小して前記表示手段に表示させること、
　を特徴とする情報処理システム。
【請求項１１】
　前記対象データのうち自装置で表示している範囲を示す情報を、前記表示範囲を示す情
報として送信する第２情報処理装置を含む請求項１０に記載の情報処理システム。
【請求項１２】
　前記表示範囲を示す情報を送信するサーバ装置を含む請求項１０又は１１に記載の情報
処理システム。
【請求項１３】
　他の情報処理装置と共有する表示ページを含む対象データの表示範囲のうち、指定され
た表示範囲の画像を表示手段に表示させる情報処理装置が実行する情報処理方法であって
、
　前記情報処理装置が、
　前記対象データを記憶手段に予め記憶する記憶ステップと、
　前記他の情報処理装置から送信されたメッセージに基づいて前記記憶手段から取得した
前記他の情報処理装置の表示手段に表示された対象データの表示ページと同じ表示ページ
を、前記表示手段に表示する表示制御ステップと、
　前記他の情報処理装置から送信された表示範囲を指定する情報であって、前記他の情報
処理装置の表示手段における操作に応じて表示範囲が変更された後の表示ページの表示範
囲を指定する情報を含むメッセージを受信する受信ステップと、
　を実行し、
　前記表示制御ステップは、前記受信した表示範囲を指定する情報と前記表示手段におけ
る前記対象データの表示ページの表示領域の情報とに基づいて、前記表示範囲を指定する
情報によって特定される前記表示範囲の画像が前記表示手段における前記対象データの表
示ページの表示領域に含まれるように、前記受信ステップで受信したメッセージに基づい
て前記記憶手段から取得した前記対象データの表示ページの前記表示範囲及びその周囲の
画像を拡大又は縮小して前記表示手段に表示させること、
　を特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、プログラム、情報処理システム、及び情報処理方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　タブレット端末等の端末装置を用いたペーパーレス会議システムが知られている（例え
ば、特許文献１参照）。ペーパーレス会議システムでは、発表者の操作等に従って、発表
者の端末装置の表示画面と、参加者の端末装置の表示画面とを同期させ、表示画面を共有
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することができる。表示画面の同期の種類としては、例えば、ページ送りの同期、手書き
メモの同期、拡大縮小の同期等が考えられる。
【０００３】
　また、交信しているパーソナルコンピュータ間又は端末装置間で、例えば、表示画面へ
の文字データの入力、表示画面のスクロール操作、表示画面の拡大、縮小等を同期させる
ことができる通信システムが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　タブレット端末、スマートフォン等の複数の端末を用いたペーパーレス会議等で表示画
面の共有を行う場合、端末毎に表示画面の向き、アスペクト比等が異なる場合がある。ま
た、タブレット端末、スマートフォン等の端末は、端末の向きに応じて表示画面のアスペ
クト比が変化する。
【０００５】
　一方、特許文献１及び２に開示された技術は、サーバにネットワークを介して接続され
た複数の端末装置に同じ表示画面を表示させ、例えば、表示画面のスクロール、拡大、又
は縮小等の表示状態を同期させるものであった。つまり、従来の技術は、表示画面の向き
、アスペクト比等が同等の複数の端末間で表示画面の共有を行うものであり、表示画面の
向き、アスペクト比等が異なる複数の端末間で表示画面の同期を行うことには困難を伴っ
ていた。
【０００６】
　本発明の実施の形態は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、表示画面の向き、
アスペクト比等が異なる複数の端末間で、表示画面の同期を行うことを容易化する情報処
理装置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】
【０００７】
　上記課題を解決するため、一実施の形態に係る情報処理装置は、他の情報処理装置と共
有する表示ページを含む対象データの表示範囲のうち、指定された表示範囲の画像を表示
手段に表示させる情報処理装置であって、前記対象データを予め記憶する記憶手段と、前
記他の情報処理装置から送信されたメッセージに基づいて前記記憶手段から取得した前記
他の情報処理装置の表示手段に表示された対象データの表示ページと同じ表示ページを、
前記表示手段に表示する表示制御手段と、前記他の情報処理装置から送信された表示範囲
を指定する情報であって、前記他の情報処理装置の表示手段における操作に応じて表示範
囲が変更された後の前記表示ページの表示範囲を指定する情報を含むメッセージを受信す
る受信手段と、を有し、前記表示制御手段は、前記受信した表示範囲を指定する情報と前
記表示手段における前記対象データの表示ページの表示領域の情報とに基づいて、前記表
示範囲を指定する情報によって特定される前記表示範囲の画像が前記表示手段における前
記対象データの表示ページの表示領域に含まれるように、前記受信手段によって受信した
メッセージに基づいて前記記憶手段から取得した前記対象データの表示ページの前記表示
範囲及びその周囲の画像を拡大又は縮小して前記表示手段に表示させること、を特徴とす
る。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本実施の形態によれば、表示画面の向き、アスペクト比等が異なる複数の端末間で、表
示画面の同期を行うことを容易化する情報処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る会議システムの一例を示す図である。
【図２】一実施形態に係る会議クライアント装置のハードウェア構成図である。
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【図３】一実施形態に係る会議システムの機能構成図である。
【図４】一実施形態に係る会議システムの表示画面の同期処理のシーケンスチャートであ
る。
【図５】一実施形態に係る表示画面の同期メッセージの例を示す図である。
【図６】一実施形態に係る参加者端末の表示画面の向きに応じた拡大縮小の処理のシーケ
ンスチャートである。
【図７】一実施形態に係る発表者端末の表示画面の同期処理の流れを示すフローチャート
である。
【図８】一実施形態に係る参加者端末の表示画面の同期処理の流れを示すフローチャート
である。
【図９】一実施形態に係る参加者の操作に対する参加者端末の拡大縮小の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１０】一実施形態に係る拡大縮小の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１１】一実施形態に係る処理対象領域の幅と高さを求める処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１２】一実施形態に係る発表者端末で対象データを等倍表示させた場合の表示画面の
例を示す図である。
【図１３】一実施形態に係る発表者端末で対象データを拡大表示させた場合の表示画面の
例を示す図である。
【図１４】一実施形態に係る参加者端末の表示画面の一例を示す図である。
【図１５】表示範囲又は表示領域が矩形でない場合の処理を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１１】
　＜システム構成＞
　図１は、一実施形態に係る会議システムの一例を示す図である。会議システム１００は
、例えば、社内ＬＡＮ（Local Area Network）、インターネット等のネットワーク１０４
に接続された会議サーバ装置１０１、及び複数の会議クライアント装置１０２を有する。
また、会議システム１００は、会議室等に設置して、共有画面を大きな画面で閲覧するた
めの１つ以上の会議表示装置１０３を有していても良い。尚、会議システム１００は、本
発明に係る情報処理システムの一例である。
【００１２】
　会議サーバ装置１０１は、例えば、会議情報の管理、会議資料の管理、及び会議参加者
の管理等を行うサーバである。会議を開催するユーザは、会議の開催日時、場所、参加者
、議題等の会議情報、及び配布資料等の情報を会議サーバ装置１０１に登録することがで
きる。また、会議に参加するユーザは、会議サーバ装置１０１から、会議情報、配布資料
等の情報を取得することができる。
【００１３】
　会議クライアント装置１０２は、会議の進行に必要な操作及び会議資料の閲覧を行うた
めの端末装置である。会議クライアント装置１０２は、例えば、タブレット端末１０２ａ
、スマートフォン１０２ｂ、ＰＣ（Personal Computer）２０ｃ等の情報処理装置（画像
処理装置）であり、その数と組合せは任意で良い。また、会議クライアント装置１０２は
、複合機やプリンタ等の画像形成装置、プロジェクタ等の投影装置、会議専用の端末装置
、電子黒板装置等であっても良い。
【００１４】
　会議表示装置１０３は、例えば、ディスプレイ１０３ａ、プロジェクタ１０３ｂ等の表
示装置である。
【００１５】
　会議システム１００で会議を行うユーザは、例えば、各自の会議クライアント装置１０
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２で、会議システム１００に対応する会議クライアントアプリケーションを起動させて、
会議に参加する。
【００１６】
　会議システム１００では、複数の会議クライアント装置１０２のうちの任意の１台を発
表者端末に設定して、発表者端末の表示画面を他の会議クライアント装置１０２、及び／
又は会議表示装置１０３の画面に表示させる画面共有機能を有している。
【００１７】
　例えば、会議に参加するユーザは、会議サーバ装置１０１等に登録された会議資料等の
対象データをダウンロードして、予め自装置の記憶手段等に記憶させておく。会議システ
ム１００において、会議クライアント装置１０２は、会議サーバ１０１と対象データの表
示範囲を指定する操作情報を送受信することにより、他の会議クライアント装置１０２と
対象データに対する操作を同期する。各会議クライアント装置１０２は、記憶手段に記憶
された対象データと、受信した表示範囲を指定する情報に基づいて、共有画面を表示する
。
【００１８】
　さらに、本実施の形態に係る会議クライアント装置１０２は、対象データの表示範囲を
指定する情報を受信すると、指定された表示範囲の画像が表示手段の表示領域に含まれる
ように、指定された表示範囲及びその周囲の画像を拡大又は縮小して表示する。また、こ
のとき、会議クライアント装置１０２は、指定された表示範囲の画像のアスペクト比（横
縦比）を維持して、対象データの表示範囲及びその周囲の画像の拡大又は縮小を行う。
【００１９】
　さらに、好適な例として、会議クライアント装置１０２は、表示範囲の画像が表示領域
に含まれる範囲内で、表示範囲及びその周囲の画像を最大の拡大率で表示する。これによ
り、会議システム１００では、表示画面の向き、アスペクト比等が異なる複数の会議クラ
イアント装置１０２において、対象データの表示範囲を含み、かつ適切な大きさで表示範
囲及びその周囲の画像を表示することができる。
【００２０】
　また、上記構成によれば、各会議クライアント装置１０２の表示画面の向き、アスペク
ト比等は任意で良いので、各参加者は、会議クライアント装置１０２、例えば、タブレッ
ト端末の表示画面の向きを、会議中に任意に変更することができるようになる。
【００２１】
　さらに、表示対象データの表示範囲だけではなく、その周囲の画像も合わせて拡大又は
縮小して表示するので、例えば、横長の表示範囲を縦長の表示領域に表示する場合等、表
示領域のデッドスペースに表示範囲の周囲の画像を表示することができる。
【００２２】
　このように、本実施の形態に係る会議クライアント装置１０２（情報処理装置）によれ
ば、表示画面の向き、アスペクト比等が異なる複数の端末間で、表示画面の同期を行うこ
とを容易化することができる。
【００２３】
　＜ハードウェア構成＞
　図２は、一実施形態に係る会議クライアント装置１０２のハードウェア構成図である。
尚、会議クライアント装置１０２は、本発明に係る情報処理装置の一例である。会議クラ
イアント装置１０２は、一般的なコンピュータの構成を有しており、例えば、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）２０１、ＲＡＭ（Random Access Memory）２０２、ＲＯＭ（Rea
d Only Memory）２０３、ストレージ部２０４、ドライブ装置２０５、入力部２０６、表
示部２０７、通信部２０８、センサ部２０９、システムバス２１０等を有する。
【００２４】
　ＣＰＵ２０１は、例えば、ＲＯＭ２０３、ストレージ部２０４等に記憶されたプログラ
ムを実行することにより、会議クライアント装置１０２全体の制御を行う演算装置である
。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１のワークエリア等として利用される揮発性のメモリであ
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る。ＲＯＭ２０３は、電源を切っても内部データを保持することができる不揮発性のメモ
リである。ＲＯＭ２０３には、例えば、会議クライアント装置１０２の起動時に実行され
るＢＩＯＳ（Basic Input/Output System）、各種設定情報等のプログラム及びデータ等
が格納される。ＣＰＵ２０１、ＲＡＭ２０２及びＲＯＭ２０３は、例えば、制御部２１１
等として、会議クライアント装置１０２全体の制御を行う。
【００２５】
　ストレージ部２０４は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State D
rive）又はフラッシュＲＯＭ等のストレージデバイスとその制御部を含む。ストレージ部
２０４は、例えば、ＯＳ（Operating System）、各種アプリケーション等のプログラム、
及び会議資料等のデータ等を記憶する。
【００２６】
　ドライブ装置２０５は、着脱可能な記録媒体２１３とのインタフェースである。会議ク
ライアント装置１０２は、ドライブ装置２０５を介して、記録媒体２１３の読み取り及び
／又は書き込みを行うことができる。
【００２７】
　入力部２０６は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力デバイスとその
制御部を含む。表示部２０７は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示デバ
イスとその制御部を含む。尚、入力部２０６及び表示部２０７は、例えば、一体化された
タッチパネルディスプレイ等の表示入力部２１２であっても良い。
【００２８】
　通信部２０８は、会議クライアント装置１０２をネットワーク１０４等に接続する通信
インタフェースである。会議クライアント装置１０２は、通信部２０８を介して、会議サ
ーバ装置１０１、及び他の会議クライアント装置１０２等と通信を行うことができる。通
信部２０８は、例えば、有線／無線ＬＡＮ、移動体通信等のインタフェース部とその制御
部等を含む。
【００２９】
　センサ部２０９は、会議クライアント装置１０２、または会議クライアント装置１０２
の表示部２０７の傾き等を検知するセンサである。会議クライアント装置１０２が、例え
ば、タブレット端末、スマートフォン等の場合、センサ部２０９からの出力信号に基づい
て、縦画面と横画面の切替の判断を行うことができる。システムバス２１０は、アドレス
、データ信号及び各種制御信号を伝達するバスである。
【００３０】
　尚、図２のハードウェア構成は、あくまでも一例であって、会議クライアント装置１０
２には、例えば、カメラ、スピーカ、マイク等、他の構成が含まれていても良い。
【００３１】
　上記構成により、一実施形態に係る会議クライアント装置１０２は、上記ハードウェア
構成により、会議クライアント装置１０２としての各種機能を提供することができる。
【００３２】
　尚、図１の会議表示装置１０３についても、図２の会議クライアント装置１０２と同等
の構成を有しているものとする。例えば、会議表示装置１０３がプロジェクタ１０３ｂの
場合、図２の表示部２０７で画像の投影を行い、センサ部２０９の出力信号により、自装
置の傾き等を検知して台形補正等の各種補正を行う。
【００３３】
　＜機能構成＞
　図３は、一実施形態に係る会議システム１００の機能構成である。
【００３４】
　（会議クライアント装置の機能構成）
　図３において、複数の会議クライアント装置１０２の各々は、受信手段３０１、検知手
段３０２、表示制御手段３０３、送信手段３０４、表示入力部２１２、ストレージ部（記
憶手段）２０４、通信部２０８等を有する。
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【００３５】
　受信手段３０１は、通信部２０８等を介して会議資料等、他の情報処理装置と共有する
対象データの表示範囲を指定する情報を受信し、表示制御手段３０３に通知する。対象デ
ータの表示範囲は、対象データのうち発表者の会議クライアント装置１０２（以下、発表
者端末と称す）で表示している範囲を示す情報である。表示範囲は、例えば、対象データ
の表示ページ、原点の座標（Ｘ座標及びＹ座標）、幅、及び高さ等で表すことができる。
尚、表示範囲を示す座標は、対象データの論理座標系の情報を用いる。例えば、本実施の
形態では、対象データとしてＰＤＦ（Portable Document Format）フォーマットのデータ
を想定しており、表示範囲を示す座標として、ＰＤＦのＣｒｏｐＢｏｘの論理座標系を示
す情報を用いることを想定している。つまり、ＰＤＦのＣｒｏｐＢｏｘの論理座標系を示
す情報は予めＰＤＦに対して規定された論理座標の情報であるため、ＰＤＦを表示する機
器に依存しない情報である。
【００３６】
　尚、ＰＤＦは対象データの一例であり、他のフォーマットのデータであっても良い。ま
た、ＣｒｏｐＢｏｘは表示範囲の一例であり、表示範囲は、対象データを表示する機器に
依存しない情報であって、対象データの範囲を一意に特定できる情報であれば他の情報で
あっても良い。例えば、ＳＶＧ（Scalable Vector Graphics）フォーマットのＶｉｅｗＢ
ｏｘ、又はＸＰＳ（XML Paper Specification）フォーマットのＣｏｎｔｅｎｔＢｏｘ等
の情報を、対象データ及びその表示範囲として用いることができる。
【００３７】
　検知手段３０２は、表示手段の表示領域を検知する。表示手段の表示領域とは、会議ク
ライアント装置１０２で会議資料等の対象データを表示する画面の領域のことである。例
えば、会議クライアントのアプリケーションがウェブブラウザであった場合、表示手段の
表示領域は、表示部２０７、表示入力部２１２等のサイズではなく、ウェブブラウザ上で
対象データを表示している部位のサイズとなる。尚、検知手段３０２が検知する表示手段
の表示領域は、参加者端末の論理座標系で表される。
【００３８】
　検知手段３０２は、参加者端末の向きが変更された場合、表示領域のサイズ、アスペク
ト比等が変更された場合等、表示領域に変化が生じたときに、変化した表示領域を表示制
御手段３０３に通知する。
【００３９】
　また、検知手段３０２は、発表者端末において、表示範囲の変化を検知する。例えば、
検知手段３０２は、発表者が拡大縮小操作を行った場合等、変化した表示範囲の情報を取
得し、送信手段３０４に通知する。
【００４０】
　表示制御手段３０３は、参加者端末において、通知された表示範囲、又は検知された表
示領域の変化に応じて、表示範囲の画像が、表示領域に含まれるように、対象データの表
示範囲及びその周囲の画像を拡大又は縮小して表示手段に表示させる。このとき、表示制
御手段３０３は、表示範囲の画像のアスペクト比（横縦比）を維持して、対象データの表
示範囲及びその周囲の画像の拡大又は縮小を行う。
【００４１】
　また、表示制御手段３０３は、参加者端末の論理座標系を対象データの論理座標系に変
換する処理を行う。尚、対象データの論理座標系から物理座標系への変換は、参加者端末
のシステムライブラリ（ＯＳ）にて行うことを想定しているが、表示制御手段３０３が行
っても良い。
【００４２】
　また、好適な例として、表示制御手段３０３は、対象データの表示範囲の画像の対向す
る２辺が、表示手段の表示領域の対向する２辺と接するように、対象データの表示範囲及
びその周囲の画像の拡大又は縮小を行う。すなわち、表示制御手段３０３は、表示範囲の
画像が表示領域に含まれる範囲内で、表示範囲及びその周囲の画像を最大の拡大率で表示
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させる。
【００４３】
　さらに、別の好適な一例として、表示範囲の対向する２辺と表示領域の対向する辺とを
、完全に一致させるのではなく、所定のマージンを空けて近接させるものであっても良い
。例えば、最大の拡大率の９８％、９５％、又は９０％等の拡大率で表示させるものであ
っても良い。
【００４４】
　また、表示制御手段３０３は、発表者端末において、発表者の拡大縮小操作、又は端末
の向きの変更等に応じて、対象データの表示範囲を表示手段に表示させる制御も行う。
【００４５】
　送信手段３０４は、発表者端末の表示範囲に変化が発生した場合、後述する拡大縮小の
同期メッセージ等を用いて、新たな表示範囲を参加者端末に通知する。表示範囲に変化が
発生した場合とは、例えば、発表者が表示範囲の拡大縮小操作を行った場合、又は発表者
が発表者端末の向きを変更した場合等、検知手段３０２が表示範囲の変化を検知した場合
等である。
【００４６】
　ストレージ部２０４は、例えば、会議資料等の対象データ等を記憶する記憶手段である
。本実施の形態では、参加者は、会議開始前等に会議サーバ装置１０１に登録された対象
データを取得し、例えば、ストレージ部２０４等の記憶手段に記憶しておく。参加者端末
は、記憶手段に記憶された対象データと、取得した表示範囲を示す情報に基づいて、対象
データの表示範囲及びその周囲を表示することができる。尚、対象データを記憶する記憶
手段は、例えば、サーバ、クラウド、ＵＳＢメモリ等の外部記憶手段であっても良い。
【００４７】
　上記、受信手段３０１、検知手段３０２、表示制御手段３０３、及び送信手段３０４は
、例えば、制御部２１１で動作するプログラム（画像処理プログラム）によって実現され
る。また、会議クライアント装置１０２を、受信手段３０１、検知手段３０２、表示制御
手段３０３、及び送信手段３０４等として機能させるためのプログラムは、コンピュータ
が読み取り可能な記録媒体２１３等に格納することができる。これにより、例えば、上記
プログラムは、ドライブ装置２０５を介して、会議クライアント装置１０２にインストー
ルすることができる。
【００４８】
　尚、上記説明では、受信手段３０１及び送信手段３０４が、制御部２１１で動作するプ
ログラムによって実現されるものとして説明したが、受信手段３０１及び送信手段３０４
は、例えば、通信部２０８等に含まれていても良い。
【００４９】
　（会議サーバ装置の機能構成）
　図３において、会議サーバ装置１０１は、例えば、通信部３０９、情報管理部３１０、
及び会議情報記憶部３１１等を有する。
【００５０】
　通信部３０９は、ネットワーク１０４を介して、会議クライアント装置１０２、及び会
議表示装置１０３等と通信を行うためのネットワークインタフェース、及びその制御部を
含む。通信部３０９は、複数の会議クライアント装置１０２間で送受信される、各種メッ
セージ、データ等の転送処理も行う。
【００５１】
　情報管理部３１０は、会議システム１００で行われる会議の会議名、会議資料、開催日
時、出席者等の会議情報を管理する。会議情報記憶部３１１は、前述した会議情報を記憶
するストレージ等の記憶部である。
【００５２】
　尚、会議サーバは、例えば、機能毎に複数のサーバに分かれていても良い。
【００５３】
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　＜会議システムの処理の流れ＞
　図４は、一実施形態に係る会議システムの表示画面の同期処理のシーケンスチャートで
ある。尚、以下の説明では、ページ送り、拡大縮小、資料の変更等の操作が行える会議ク
ライアント装置１０２を発表者端末（第２情報処理装置）、資料の閲覧のみが行える会議
クライアント装置１０２を参加者端末（第１情報処理装置）とする。また、会議システム
１００において、発表者端末は１台であり、参加者端末は１台以上であるものとする。尚
、会議システム１００では、所定の操作により、任意の会議クライアント装置１０２を発
表者端末とすることができるものとする。
【００５４】
　図４において、発表者が発表者端末を用いて、例えば、拡大、縮小、ページ送り等の表
示画面の操作を行うと（ステップＳ４０１）、発表者端末の検知手段３０２は、表示範囲
の変化を検知する（ステップＳ４０２）。尚、表示画面の操作は、例えば、スクロール操
作、又は、タッチパネル入力が可能な場合にはピンチイン・ピンチアウト操作、スワイプ
操作、フリック操作、ダブルタップ操作等であっても良い。
【００５５】
　表示範囲の変化を検知した検知手段３０２は、表示範囲の変化を送信手段３０４に通知
する（ステップＳ４０３）。通知を受けた送信手段３０４は、表示範囲を指定する情報を
含むページ同期メッセージを会議サーバ装置１０１に送信する（ステップＳ４０４）。尚
、送信手段３０４は、表示範囲を指定する情報を含むページ同期メッセージを、会議サー
バ装置１０１を介さずに、参加者端末に送信するものであっても良い。
【００５６】
　本実施の形態では、ページ同期メッセージ等の表示画面の同期メッセージの送受信に、
ＸＭＰＰ（Extensible Messaging and Presense Protocol）を用いることを想定している
が、他の通信プロトコルを用いても良い。
【００５７】
　発表者端末からページ同期メッセージを受信した会議サーバ装置１０１は、受信したペ
ージ同期メッセージを１つ以上の参加者端末に転送する（ステップＳ４０５）。
【００５８】
　参加者端末の受信手段３０１は、ページ同期メッセージを受信すると、表示制御手段３
０３にページ同期メッセージを受信したことを通知する（ステップＳ４０６）。通知を受
けた表示制御手段３０３は、検知手段３０２から表示手段の表示領域を取得する（ステッ
プＳ４０７、Ｓ４０８）。また、表示制御手段３０３は、指定された表示範囲に応じて、
ストレージ部２０４から対象データを取得する（ステップＳ４０９、Ｓ４１０）。このと
き、例えば、ページ番号の変化が無い場合等、新たにデータを取得する必要がない場合に
は、表示制御手段３０３は、ステップＳ４０９及びＳ４１０の処理を省略するものであっ
ても良い。
【００５９】
　表示制御手段３０３は、指定された表示範囲の画像が検知手段が検知した表示領域に含
まれるように、例えば、ストレージ部２０４等の記憶手段に記憶した対象データの指定さ
れた表示範囲及びその周囲の画像を拡大又は縮小する（ステップＳ４１１）。このとき、
表示制御手段３０３は、表示範囲の画像のアスペクト比（横縦比）を維持したまま、表示
範囲の画像の拡大又は縮小を行う。また、表示制御手段３０３は、例えば、表示範囲の画
像の対向する２辺が、表示領域の対向する２辺と接するように、記憶手段に記憶した対象
データの表示範囲及びその周囲の画像の拡大又は縮小を行う。
【００６０】
　次に、表示制御手段３０３は、拡大又は縮小された画像を表示手段に表示させる（ステ
ップＳ４１２）。
【００６１】
　上記処理により、参加者端末は、発表者端末からの表示範囲を指定する情報に応じて、
表示範囲の画像が表示手段の表示領域に含まれるように、表示範囲及びその周囲の画像を
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拡大又は縮小して表示手段に表示することができるようになる。
【００６２】
　ここで、ページ同期メッセージを含む、表示画面の同期メッセージについて説明を行う
。
【００６３】
　図５は、一実施形態に係る表示画面の同期メッセージの例を示す図である。表示画面の
同期メッセージ５００は、例えば、会議識別ＩＤ（Identification）５０１、メッセージ
識別ＩＤ５０２、リクエスト識別ＧＵＩＤ５０３、時刻５０４、資料ＩＤ５０５、ページ
番号５０６、及び同期データ５０７等の情報を有している。
【００６４】
　会議識別ＩＤ５０１は、会議を識別するための識別情報である。ネットワーク１０４で
は、複数の会議が並行して行われている場合があるので、会議サーバ装置１０１は、会議
毎に異なる会議識別ＩＤ５０１を付与して管理を行う。会議クライアント装置１０２は、
会議で使用する送信データに所定の会議識別ＩＤを付加して送信する。また、会議クライ
アント装置１０２は、会議で使用するデータを受信すると会議識別ＩＤ５０１を確認し、
所定の会議識別ＩＤ５０１を有するデータに対して処理を行う。
【００６５】
　メッセージ識別ＩＤ５０２は、同期メッセージ５００の種別を識別するための情報であ
る。図５において、メッセージ識別ＩＤ５０２の値が「１００」である場合、同期メッセ
ージ５００が「ページ同期（拡大・縮小・ページ送り）メッセージ」であることを示す。
また、メッセージ識別ＩＤ５０２の値が「２００」である場合、同期メッセージ５００が
「手書きメモ同期メッセージ」であることを示す。
【００６６】
　リクエスト識別ＧＵＩＤ５０３は、会議の中で使われるすべての同期メッセージ５００
（リクエスト）の識別に用いられる識別情報である。尚、ＧＵＩＤ（Globally Unique Id
entifier）とは、世界で一意の値となることを意図して生成されたＩＤであり、例えば１
２８ビットの値で表される。
【００６７】
　時刻５０４は、メッセージ等の送信時刻を示す情報である。資料ＩＤ５０５は、会議ク
ライアント装置１０２で表示する対象データを特定するための識別情報である。ページ番
号５０６は、対象データの表示対象ページを示す。
【００６８】
　同期データ５０７は、ページ同期、手書きメモ同期に用いられるデータ（情報）である
。
【００６９】
　例えば、同期メッセージ５００がページ同期メッセージである場合、同期データ５０７
は、対象データの表示範囲を示す情報である。対象データの表示範囲は、例えば、表示範
囲の原点の座標を示す「ｘ０」、「ｙ０」、表示範囲のｘ軸方向の横幅を示す「ｗ」、表
示範囲のｙ軸方向の縦幅（高さ）を示す「ｈ」等の情報を含み、対象データの表示範囲を
一意に計算することが可能な情報である。
【００７０】
　また、同期メッセージ５００が、手書きメモ同期メッセージである場合、同期データ５
０７は、手書きメモの描画データを示す情報である。手書きメモの描画データは、例えば
、手書きメモの色、太さ等を示すストローク情報と、手書きメモの各点のＸ、Ｙ座標を示
す複数の点情報等で表される。このストローク情報と複数の点情報により、手書きメモを
示すの線分又は曲線を表す。
【００７１】
　尚、本実施形態における各処理は、対象データの論理座標系、例えば、ＰＤＦデータの
論理座標系を用いて行われる。
【００７２】
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　参加者端末は、例えば、所定の会議識別ＩＤ５０１、及びメッセージ識別ＩＤ５０２の
値「１００」を有する表示画面の同期メッセージ５００を受信すると、ページ同期メッセ
ージであると認識し、例えば、図４のステップＳ４０７以降の処理を実行する。
【００７３】
　尚、図５に示す同期メッセージはあくまでも一例であって、例えば、図５に示すページ
同期メッセージは、拡大、縮小、ページ送り等、複数のメッセージに分かれていても良い
。例えば、拡大メッセージ（メッセージ識別ＩＤ：１００）、縮小メッセージ（メッセー
ジ識別ＩＤ：２００）、スクロールメッセージ（メッセージ識別ＩＤ：３００）、ページ
送りメッセージ（メッセージ識別ＩＤ：４００）、手書きメモメッセージ（メッセージ識
別ＩＤ：５００）等としても良い。
【００７４】
　次に、参加者端末の表示画面の向き等に応じた拡大縮小の処理について説明する。
【００７５】
　図６は、一実施形態に係る参加者端末の表示画面の向きに応じた拡大縮小の処理のシー
ケンスチャートである。
【００７６】
　参加者端末がタブレット装置又はスマートフォンの場合、端末の向きを、例えば、縦か
ら横に変化させることにより、表示領域のアスペクト比が変化する。また、参加者端末が
ＰＣ等の場合、例えば、会議クライアントのアプリケーションのウインドウサイズを変更
することにより、表示領域の解像度、及びアスペクト比が変化する。ここでは、参加者端
末がタブレット端末であるものとして説明を行う。
【００７７】
　図６において、参加者が参加者端末の向きを、例えば、縦から横に変更することにより
、表示領域のアスペクト比を変更すると（ステップＳ６０１）、検知手段３０２は、表示
領域のアスペクト比が変化したことを検出する（ステップＳ６０２）。検知手段３０２は
、表示領域の変化を検知すると、変更された表示領域を表示制御手段３０３に通知する（
ステップＳ６０３）。通知を受けた表示制御手段３０３は、通知された表示範囲の画像が
、表示手段の表示領域に含まれるように、対象データのうちの表示範囲及びその周囲の画
像を拡大又は縮小する（ステップＳ６０４）。このとき、表示制御手段３０３は、表示範
囲の画像のアスペクト比（横縦比）を維持したまま、表示範囲の画像の拡大又は縮小を行
う。また、表示制御手段３０３は、表示対象データの表示範囲を含み、かつ見易い大きさ
となるように、例えば、表示範囲の画像が最大となるように拡大又は縮小を行う。
次に、表示制御手段３０３は、拡大又は縮小された画像を表示手段に表示させる（ステッ
プＳ６０５）。
【００７８】
　＜会議クライアント装置の処理の流れ＞
　次に、会議クライアント装置１０２の具体的な処理の流れについて説明する。
【００７９】
　図７は、一実施形態に係る発表者端末の表示画面の同期処理の流れを示すフローチャー
トである。発表者が、発表者端末で表示画面の操作を行うと（ステップＳ７０１）、発表
者端末の検知手段３０２は、表示範囲の変更を検知し、変更後の表示範囲の原点（ｘ，ｙ
）、幅ｗ、高さｈ、及び拡大率α等の情報を取得する（ステップＳ７０２）。
尚、原点（ｘ，ｙ）は、表示対象ページの基準点、例えば、右上の角等からのｘ方向及び
ｙ方向のオフセットを示す。
【００８０】
　検知手段３０２は、取得した情報より、等倍の表示画像（表示対象ページ）における表
示範囲の原点（ｘ／α，ｙ／α）、幅ｗ／α、及び高さｈ／α等を算出し（ステップＳ７
０３）、送信手段３０４に通知する。
【００８１】
　通知を受けた送信手段は、算出した等倍の表示画像における表示範囲を示す情報（ｘ／
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α，ｙ／α，ｗ／α，ｈ／α）を含むページ同期メッセージを会議サーバ装置１０１等に
送信する（ステップＳ７０４）。
【００８２】
　上記処理により、発表者端末である会議クライアント装置１０２は、発表者の表示画面
の操作に応じて、変更された表示範囲を指定する情報を含むページ同期メッセージを送信
することができる。尚、発表者の表示画面の操作は操作の一例であって、例えば、発表者
端末がタブレット端末である場合、端末の向きを、例えば、縦から横に変化させると発表
者端末の表示範囲が変化する。このような場合も、発表者端末である会議クライアント装
置１０２は、同様に変更後の表示範囲を指定するページ同期メッセージを送信しても良い
。
【００８３】
　図８は、一実施形態に係る参加者端末の表示画面の同期処理の流れを示すフローチャー
トである。参加者端末の受信手段３０１は、会議サーバ装置１０１、又は発表者端末等か
ら、対象データの表示範囲を指定する情報を含むページ同期メッセージを受信すると（ス
テップＳ８０１）、受信した情報を表示制御手段３０３に通知する。通知を受けた表示制
御手段３０３は、ページ同期メッセージに含まれるページ番号５０６を取得し（ステップ
Ｓ８０２）、対象データの取得したページ番号５０６に対応するデータを、例えば、スト
レージ部２０４等の記憶手段から取得する(ステップＳ８０３)。さらに、表示制御手段３
０３は、検知手段３０２から表示手段の表示領域（ａｘ，ａｙ，ａｗ，ａｈ）を取得し、
ページ同期メッセージから対象データの表示範囲（ｂｘ，ｂｙ，ｂｗ，ｂｈ）を取得する
（ステップＳ８０４）。続いて、表示制御手段３０３は、上記表示領域及び表示範囲に基
づいて、上記表示範囲の画像が表示領域に含まれるように、取得したページ番号５０６の
画像データの上記表示範囲及びその周囲の画像に拡大縮小の処理を行う（ステップＳ８０
５）。
【００８４】
　上記処理により、参加者端末である会議クライアント装置１０２は、対象データの表示
範囲を指定する情報を受信したとき、言い換えると、発表者端末の表示範囲が変化したと
き、所定の拡大縮小の処理を行うことができる。
【００８５】
　図９は、一実施形態に係る参加者の操作に対する参加者端末の拡大縮小の処理の流れを
示すフローチャートである。参加者が参加者端末の表示領域の変更操作を行うと（ステッ
プＳ９０１）、検知手段３０２は表示領域の変化を検知し、表示領域の変更を表示制御手
段３０３に通知する（ステップＳ９０２）。通知を受けた表示制御手段３０３は、検知手
段３０２から表示手段の表示領域（ａｘ，ａｙ，ａｗ，ａｈ）を取得し、現在の対象デー
タの表示範囲（ｂｘ，ｂｙ，ｂｗ，ｂｈ）を読み出す（ステップＳ９０３）。続いて、表
示制御手段３０３は、上記表示領域及び表示範囲に基づいて、上記表示範囲の画像が表示
領域に含まれるように、現在の表示範囲及びその周囲の画像を拡大縮小の処理を行う（ス
テップＳ９０４）。
【００８６】
　上記処理により、参加者端末である会議クライアント装置１０２は、参加者端末の表示
領域が変化したとき、現在の表示範囲が変化した表示領域に含まれるように、拡大縮小の
処理を行うことができる。
【００８７】
　図８及び９の処理により、参加者端末である会議クライアント装置１０２は、対象デー
タの表示範囲又は表示手段の表示領域の変化に応じて、表示範囲の画像が表示領域に含ま
れるように、拡大縮小の処理を行うことができる。
【００８８】
　次に、図１０及び図１１を用いて、具体的な拡大縮小の処理の例について説明する。
【００８９】
　図１０は、一実施形態に係る拡大縮小の処理の流れを示すフローチャートである。参加
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者端末である会議クライアント装置１０２の表示制御手段３０３は、図８又は図９の処理
により、表示手段の表示領域（ａｘ，ａｙ，ａｗ，ａｈ）と、対象データの表示範囲（ｂ
ｘ，ｂｙ，ｂｗ，ｂｈ）を取得する（ステップＳ１００１）。表示制御手段３０３は、取
得した情報に基づいて、処理対象領域の幅と高さを求める処理を行う（ステップＳ１００
２）。ここで、処理対象領域とは対象データの表示範囲とその周囲の画像のうち、拡大縮
小の処理を行い、表示手段に表示させる領域を示す。
【００９０】
　ステップＳ１００２の処理により、処理対象領域の幅及び高さを取得すると、表示制御
手段３０３は、処理対象領域の原点（ｂｘ＋（ｂｗ－ｃｗ／２，ｂｙ＋（ｂｈ－ｃｈ）／
２）、幅ｃｗ、及び高さｃｈを特定することができる（ステップＳ１００４）。
【００９１】
　次に、表示制御手段３０３は、表示領域の中点と、処理対象領域の中点を一致させて、
処理対象領域の画像を（端末表示画面の幅ａｗ／処理対象領域の幅ｃｗ）倍に拡大又は縮
小する（ステップＳ１００５）。
【００９２】
　図１１は、一実施形態に係る処理対象領域の幅と高さを求める処理の流れを示すフロー
チャートである。表示制御手段３０３は、取得した表示手段の表示領域（ａｘ，ａｙ，ａ
ｗ，ａｈ）に基づいて、表示領域のアスペクト比ａ＝（表示領域の幅ａｗ／表示領域の高
さａｈ）を算出する（ステップＳ１１０１）。また、表示制御手段３０３は、対象データ
の表示範囲（ｂｘ，ｂｙ，ｂｗ，ｂｈ）に基づいて、表示範囲のアスペクト比ｂ＝（表示
範囲の幅ｂｗ／表示範囲の高さｂｈ）を算出する（ステップＳ１１０２）。
【００９３】
　続いて、表示制御手段３０３は、表示領域のアスペクト比ａと表示範囲のアスペクト比
ｂを比較する（ステップＳ１１０３）。ステップＳ１１０３において、表示領域のアスペ
クト比ａが表示範囲のアスペクト比ｂよりも大きい場合、処理対象領域の高さｃｈを表示
範囲の高さｂｈとし、処理対象領域の幅をｃｗ＝ａｗ＊（ｂｈ／ａｈ）とする（ステップ
Ｓ１１０４）。
【００９４】
　一方、ステップＳ１１０３において、表示領域のアスペクト比ａが表示範囲のアスペク
ト比ｂよりも大きくない場合、処理領域の幅ｃｗを表示範囲の幅ｂｗとし、処理対象領域
の高さをｃｈ＝ａｈ＊（ｂｗ／ａｗ）とする（ステップＳ１１０５）。
【００９５】
　上記処理により、表示範囲の対向する２辺が、処理領域の対向する２辺と接するように
、処理領域を求めることができる。
【００９６】
　＜表示画面の例＞
　図１２は、一実施形態に係る発表者端末で対象データを等倍表示させた場合の画面表示
の例を示す図である。ここで、図１２を用いて、発表者端末の表示画面の構成について説
明する。尚、図１２では、発表者端末がタブレット端末で、表示領域の向きが横向きであ
るものとする。
【００９７】
　図１２において、発表者端末の表示手段の表示領域１２０１には、拡大及び縮小処理を
行っていない対象データ、すなわち等倍の対象データの画像１２０２が表示されているも
のとする。
【００９８】
　図１２の画面において、退出アイコン１２０３を押下すると、会議クライアントアプリ
ケーションは、会議を退出する処理を行い、会議システム１００に係る処理を終了する。
【００９９】
　手書きメモアイコン１２０４を押下すると、表示領域に手書きメモを追記することがで
きるようになる。また、Ｌｏｃａｌボタン１２０５及びＳｈａｒｅｄボタン１２０６によ
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り、入力される手書きメモのモードを「個人」モードと「共有」モードに切り替えること
ができる。
【０１００】
　例えば、発表者がＳｈａｒｅｄボタン１２０６を押下して「共有」モードを選択すると
、入力された手書きメモは、対象データの画像に重ねて表示される付加情報として、会議
サーバ装置１０１及び／又は参加者端末に通知される。この付加情報により、参加者端末
においても、発表者端末と同じ手書きメモが表示される。尚、発表者が対象データの画像
の拡大縮小操作（例えば、画面上のピンチアウト・ピンチイン操作等）を行うと、対象デ
ータの画像との位置関係を維持して手書きメモが拡大縮小される。また、参加者が参加者
端末の向きを、例えば、縦から横に変化させて場合の同様に、対象データの画像との位置
関係を維持して手書きメモが拡大縮小される。
【０１０１】
　一方、Ｌｏｃａｌボタン１２０５を押下して「個人」モードを選択した場合、入力され
た手書きメモは、個人の手書きメモとして認識され、他の会議クライアント装置１０２へ
の通知及び表示は行わない。
【０１０２】
　Ｐｒｅｓｅｎｔｅｒボタン１２０７は、発表者を切り替えるためのボタンである。例え
ば、参加者端末のユーザは、参加者端末のＰｒｅｓｅｎｔｅｒボタン１２０７を押下する
ことにより、発表者端末としての動作を会議サーバ装置１０１に要求することができる。
会議サーバ装置１０１は、複数の会議クライアント装置１０２からの要求を調停し、会議
システム１００の発表者端末が１台となるように管理する。
【０１０３】
　外部投影アイコン１２０８は、アイコンにタッチすることにより、プロジェクタ等の外
部表示手段への出力をオン／オフ制御する。ページ切替アイコン１２０９は、発表者等が
表示させるページを切り替えるためのアイコンである。資料切替アイコン１２１０は、発
表者等が表示させる資料を切り替えるためのアイコンである。
【０１０４】
　図１３は、一実施形態に係る発表者端末で対象データを拡大表示させた場合の表示画面
の例を示す図である。図１３において、発表者端末の表示領域１２０１には、対象データ
の画像１２０２の一部の画像１３０１が拡大されて表示されている。この表示領域１２０
１に表示されている範囲を示す情報が、対象データの表示範囲として、拡大縮小の同期メ
ッセージを用いて、各参加者端末に通知される。
【０１０５】
　図１４は、一実施形態に係る参加者端末の表示画面の一例を示す図である。図１４にお
いて、参加者端末は、発表者端末と同様のタブレット端末であるが、端末の表示画面の向
きが縦画面になっているものとする。尚、参加者端末の向きが発表者端末の向きと同じ横
画面の場合は、参加者端末の表示領域に表示される画像は、図１３に示す発表者の表示領
域の画像と同様である。
【０１０６】
　図１４において、参加者端末の表示領域１４０１には、対象データの表示範囲の画像１
３０１及びその周囲１４０２、１４０３の画像が、表示範囲の画像１３０１を含み、かつ
表示範囲の画像１３０１が最大となるように表示されている。すなわち、表示範囲の画像
１３０１の対向する２辺が、表示領域１４０１の対向する２辺に接するように表示されて
いる。また、表示範囲の画像１３０１だけではなく、その周囲１４０２、１４０３の画像
を表示範囲の画像１３０１と共に拡大縮小することにより、表示範囲の上下に表示範囲が
拡大されている。
【０１０７】
　例えば、発表者画面に表示されている表示範囲の「画像データ」を参加者端末に送信し
、表示させるシステムでは、図１４の周囲１４０２、１４０３はデッドスペースとなり、
画像の表示が行われない。本実施の形態では、参加者端末は、記憶手段に対象データを記
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憶し、発表者端末から受信した「表示範囲」を示す情報に基づいて、記憶手段に記憶され
た対象データの表示範囲及びその周囲の画像を拡大縮小する。そのため、本実施の形態に
係る会議システム１００では、上記デッドスペースに表示範囲の周囲の画像が表示される
。
【０１０８】
　＜まとめ＞
　以上、本実施の形態に係る会議システム１００では、端末装置の画面サイズに依存しな
い対象データの上の表示範囲を指定する情報を複数の端末装置間で同期する。また、各端
末装置は、受信した表示範囲を指定する情報に基づいて、対象データの表示範囲の画像が
表示手段の表示領域に含まれるように、対象データの表示範囲及びその周囲の画像を拡大
又は縮小して表示手段に表示させる。これにより、会議システム１００では、表示画面の
向き、アスペクト比等が異なる複数の端末装置間で、表示画面の同期を行うことを容易化
することができる。
【０１０９】
　また、表示範囲を指定する情報を受信した端末装置は、表示範囲の画像のアスペクト比
を維持したまま、対象データの表示範囲及びその周囲の画像を拡大又は縮小する。さらに
、好適な一例として、端末装置は、対象データの表示範囲の画像の対向する２辺が、表示
手段の表示領域の対向する２辺に接する又は近接するように、対象データの表示範囲及び
その周囲の画像の拡大又は縮小を行う。これにより、発表者端末の表示範囲を最大の拡大
率で表示することができる。尚、最大の拡大率で表示するのは一例であって、他の拡大率
、例えば、最大の拡大率の、例えば、９８％、９５％、９０％等で表示するものであって
も良い。
【０１１０】
　さらに、各端末装置は、対象データを記憶する記憶手段を有し、対象データの表示範囲
を示す情報を同期する。これにより、会議クライアント装置１０２は、データ量の多い画
像データの送受信を低減すると共に、対象データの表示範囲だけではなく、表示範囲の周
囲の画像を表示することができるようになる。
【０１１１】
　尚、本実施の形態に係る会議システム１００は、本発明に係る会議システムの一例であ
り、目的や用途に応じて様々な応用が可能である。以下、いくつかの応用例について概略
を説明する。
【０１１２】
　［その他の実施の形態］
　上記実施形態では、対象データの表示範囲、及び表示手段の表示領域が矩形である場合
について説明を行ったが、表示範囲及び表示領域の形状が矩形以外の場合であっても、応
用が可能である。
【０１１３】
　図１５は、表示範囲又は表示領域が矩形でない場合の処理を説明するための図である。
例えば、図１５（ａ）に示すように、資料表示領域１５０１が楕円の場合、資料表示領域
１５０１に外接する矩形１５０２を対象データの表示範囲とみなして、上記実施形態と同
様の処理を行うことができる。また、図１５（ｂ）に示すように、端末の表示領域１５０
３が楕円の場合、表示領域１５０３に内接する矩形１５０４を用いて、上記実施形態と同
様の処理を行うことができる。
【０１１４】
　また、上記実施形態に係る会議システム１００は、本発明に係る情報処理システムの一
例であって、本発明の範囲を限定するものではない。本発明に係る情報処理システムは、
例えば、医療、教育、乗り物間、職場、家庭等の様々な情報共有システムに好適に応用す
ることができる。
【０１１５】
　また、対象データの表示範囲を送信する装置は、必ずしも端末装置である必要はなく、
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例えば、地図情報、天気図情報、交通情報等の各種情報を配信するサーバ装置等であって
も良い。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００　　会議システム（情報処理システム）
　１０１　　会議サーバ装置
　１０２　　会議クライアント装置（情報処理装置）
　１０３　　会議表示装置（情報処理装置）
　３０１　　受信手段
　３０２　　検知手段
　３０３　　表示制御手段
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１１７】
【特許文献１】特開２０１２－１０８８７２号公報
【特許文献２】特開２００４－２８０２０１号公報

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(19) JP 6303446 B2 2018.4.4

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(21) JP 6303446 B2 2018.4.4

【図１５】



(22) JP 6303446 B2 2018.4.4

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－００６１８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４０７０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１２３０８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２１４３２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８－３／０４８９　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１４　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

