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画面一覧



ログイン画面

ログインボタン ユーザー追加ボタン

プライバシーポリシーページへのリンク



ログイン後トップページ

画面遷移メニュー

ログインユーザ情報

ログアウトボタン

メインコンテンツ領域

サブメニュー

トップへ移動ボタン



プロフィール画面
表示情報切り替えタブ

ファイルダウンロードアイコン
（ファイル選択ありの場合のみ）

サブメニュー
・編集 公開／非公開状態

アイコン

プロフィール情報



プロフィール編集画面

オントロジー項目リスト

情報追加アイコン

削除取り消しアイコン

編集アイコン

削除アイコン

編集状態ラベル



フレンドリスト画面

サブメニュー
・検索
・登録
・一括登録

相互フレンド状態
アイコン

フレンド詳細アイコンフレンド情報



フレンド詳細画面

戻るボタン

フレンド詳細情報

チャネル詳細アイコン

[詳細情報]
フレンドの公開プロフィール
データ（フレンドから開示されているチャネル）
チャネル（フレンドがデータを開示）
フレンドに開示しているチャネル
フレンドのチャネル（私がデータを開示）



チャネルリスト画面

サブメニュー
・チャネル検索

チャネル詳細
アイコン

タイムライン
アイコン

未読ラベル
（未読の場合のみ表示）

チャネルの開示先ユーザ情報

チャネル情報



チャネル詳細画面

チャネルに設定可能な
アイテム分類リスト

戻るボタン

チャネルの詳細情報

[アイテムの分類]
開示先
チャネルにデータを開示するフレンド
開示されている所有者のプロフィール
開示されているチャネル
開示されているチャネル設定
開示されているスキーマ

追加アイコン

[アイコン説明]
:設定から削除
:表示される情報により挙動が異なる。

情報種別

ユーザ フレンド詳細へ遷移

チャネル チャネル詳細へ遷移

プロフィール ―

チャネル設定 チャネル設定詳細を表示

スキーマ スキーマ設定を表示

タイムライン表示アイコン

サマリ表示アイコン

サマリ設定アイコン



チャネルタイムライン画面
新規アイテム登録ボタン

タイムライン
アイテム情報

閉じるボタン

メッセージ登録ボタン

ファイルダウンロードアイコン

追加読み込みボタン
（過去）

追加読み込みボタン
（未来）



チャネルサマリ画面

日付選択（カレンダー）

サマリ種類選択ボックス

閉じるボタン

データを開示している
チャネル

サマリ内容

日付選択（1日進む）

日付選択（1日戻る）

サマリ種類切替ボタン



チャネル設定リスト画面

サブメニュー
・新規チャネル設定作成 編集アイコン

削除アイコン

表示情報切り替えタブ

チャネル設定情報



チャネル設定リスト画面
(フレンドのチャネルを検索範囲に設定)

フレンドのチャネルリスト

検索範囲の追加／削除
アイコン



生活録リスト画面

生活録リスト

タイムラインアイコン



生活録タイムライン画面

新規アイテム登録ボタン

タイムラインアイテム
情報

閉じるボタン

ファイルダウンロードアイコン

※基本的にチャネルタイムライン画面と同じレイアウト



ログイン画面



ログイン画面 新規アカウント追加－①

ユーザー追加ボタンを
クリック

現時点ではGoogleDriveのみ選択可



ログイン画面 新規アカウント追加－②

メールアドレスを入力

次へボタンをクリック

次へボタンをクリック

パスワードを入力



ログイン画面 新規アカウント追加－③

許可ボタンをクリック

Googleドライブの権限付与の
確認ダイアログが表示される

許可ボタンをクリック



ログイン画面 新規アカウント追加－④

許可ボタンをクリック

新規アカウントが
登録されますPassphrase（パスフレーズ）を入力

※パスフレーズはPersonaryのログインに使用する文字列です。



ログイン画面 ログイン手順

メールアドレスと
パスフレーズを入力

ログインボタンを
クリック

ログインボタンをクリック

ログイン後の初期画面へ移動



プロフィール画面



表示情報切り替えタブで
表示する情報の選択を行うことができる

プロフィール画面 表示情報の切り替え

「すべて表示」「現在の内容のみ表示」



プロフィール画面 プロフィールの公開

非公開状態の
アイコンをクリック

公開状態の
アイコンに変更される

公開確認ダイアログが
表示される

OKをクリック



プロフィール画面 プロフィールの非公開

公開状態の
アイコンをクリック

非公開状態の
アイコンに変更される

OKをクリック

非公開確認ダイアログが
表示される



プロフィール画面 ファイルダウンロード

「Download」リンクをクリック

ブラウザのダウンロード設定に従いファイルをダウンロードします。



プロフィール画面 プロフィール編集画面へ移行

編集ボタンをクリック

プロフィール編集画面へ移行



プロフィール編集画面



プロフィール編集画面 プロフィール新規登録－①

情報追加アイコンを
クリック

登録ダイアログが
表示

フォームに情報を入力



プロフィール編集画面 プロフィール新規登録－②

登録ボタンを
クリック

編集リストに
入力した情報が
追加される

新規登録状態を表す
ラベルが表示される



プロフィール編集画面 登録情報の編集－①

編集アイコンを
クリック

フォームの情報を
編集

登録ダイアログが
表示



プロフィール編集画面 登録情報の編集－②

登録ボタンを
クリック

編集した情報が
表示される 編集したアイテムを表す

ラベルが表示される



プロフィール編集画面 登録情報の削除－①

削除アイコンを
クリック

削除確認ダイアログが
表示される



プロフィール編集画面 登録情報の削除－②

OKボタンを
クリック

削除状態を表す
ラベルが表示される

「削除取消アイコン」が
表示される



プロフィール編集画面 登録情報の削除取り消し－①

削除取り消しアイコンを
クリック

削除取り消し確認ダイアログが
表示される



プロフィール編集画面 登録情報の削除取り消し－②

OKボタンを
クリック

削除アイコンに戻る

削除状態を表す
ラベルが消える



プロフィール編集画面 登録情報の保存－①

保存ボタンを
クリック

保存確認ダイアログ
が表示される



プロフィール編集画面 登録情報の保存－②

OKボタンを
クリック

登録情報が
更新される



フレンドリスト



フレンドリスト画面 フレンドを検索－①

「検索」をクリック フレンドを検索
ダイアログが表示



フレンドリスト画面 フレンドを検索－②

フレンドリストに
検索結果が表示される

検索条件を設定して
「検索」ボタンをクリック

※何も入力せずに検索すると、全件検索を行います。



フレンドリスト画面 フレンド登録－①

フレンド登録モーダルが
表示される

「登録」をクリック



フレンドリスト画面 フレンド登録－②

登録が完了すると
メッセージが表示される

「登録」をクリック

フレンドリクエスト文字列を入力



フレンドリスト画面 フレンドリクエスト一括登録－①

確認メッセージが表示される

「一括登録」をクリック

「OK」をクリック

登録完了メッセージが表示される



フレンドリスト画面 フレンド情報(詳細)の表示

フレンド詳細アイコンを
クリック

フレンド情報(詳細)画面へ
遷移



チャネルリスト



チャネルリスト画面 チャネル検索－①

「チャネルを検索」をクリック

検索ダイアログが表示



チャネルリスト画面 チャネル検索－②

チャネルリストに
検索結果が表示される検索ボタンをクリック

検索条件を入力



チャネルリスト画面 チャネルタイムライン画面の表示

タイムラインアイコンを
クリック

チャネルタイムライン画面が
表示される



チャネルリスト画面 チャネル詳細画面を表示

チャネル詳細アイコンを
クリック

チャネル詳細画面に移行



チャネル詳細画面



チャネル詳細画面 チャネル設定の追加
（プロフィール、チャネル設定、スキーマ）－①

追加したい設定の
追加アイコンをクリック

アイテム一覧から
開示したいアイテムをクリック。

（選択したアイテムは背景色が変わる）



チャネル詳細画面 チャネル設定の追加
（プロフィール、チャネル設定、スキーマ）－②

登録ボタンをクリック

チャネル詳細に
追加したアイテムが

表示される



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（チャネル）－①

開示先（チャネル）
追加アイコンをクリック

チャネル追加モーダルが表示される

チャネルを追加設定できるメニュー
・開示先（チャネル）
・開示するデータ（フレンドチャネル）
・開示するデータ（チャネル）



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（チャネル）－②

検索ワードを入力して
「検索」をクリック

検索結果が表示される

※検索ワードを空入力のまま「検索」ボタンをクリックすると、
全件検索を行います。



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（チャネル）－③

追加したいチャネルをクリックで選択
チャネル詳細に

追加したアイテムが表示される

登録ボタンをクリック



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（フレンド）－①

開示先（フレンド）
追加アイコンをクリック

フレンド追加モーダルが表示される

チャネルを追加設定できるメニュー
・開示先（フレンド）
・開示するフレンド



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（フレンド）－②

検索ワードを入力して
「検索」をクリック 検索結果が表示される

※検索ワードを空入力のまま「検索」ボタンをクリックすると、
全件検索を行います。
※フレンド名とメールアドレス両方入力した場合、
AND検索を行います



チャネル詳細画面
チャネル設定の追加（フレンド）－③

追加したいフレンドをクリックで選択

チャネル詳細に
追加したアイテムが表示される

登録ボタンをクリック



チャネル詳細画面 チャネル設定の詳細表示

「開示されているチャネル設定」に表示された
チャネル設定の詳細アイコンをクリック

チャネル設定が表示される
※編集は不可。閲覧のみ可能



チャネル詳細画面 スキーマ設定の詳細表示

「開示されているスキーマ」に表示された
スキーマの詳細アイコンをクリック

スキーマが表示される
※編集は不可。閲覧のみ可能



チャネル詳細画面 チャネル設定の削除

削除ボタンをクリック

OKボタンをクリック

チャネル詳細から
アイテムが削除される



チャネル設定リスト



チャネル設定リスト画面 表示情報の変更
表示情報切り替えタブで表示する情報の選択を行う

「チャネル設定リスト」 「フレンドのチャネルを検索範囲に設定」



チャネル設定リスト画面 新規チャネル設定を作成－①

「新規チャネル設定を作成」を
クリック

作成ダイアログが
表示される



チャネル設定リスト画面 新規チャネル設定を作成－②

登録ボタンをクリック

チャネル設定リストに
作成したチャネル設定が追加される

チャネル設定情報を入力



チャネル設定リスト画面 チャネル設定の編集－①

編集アイコンを
クリック

編集ダイアログが
表示される



チャネル設定リスト画面 チャネル設定の編集－②

登録ボタンをクリック

編集内容が反映される

モーダルの内容を編集



チャネル設定リスト画面 チャネル設定の削除

削除アイコンを
クリック

確認ダイアログが表示されるので、
「OK」をクリック

チャネル設定リストから
削除される



チャネル設定リスト画面
フレンドのチャネルを検索範囲に追加

「検索範囲未設定」状態の
アイコンをクリック

追加確認ダイアログが
表示されるのでOKをクリック

検索範囲設定中状態の
アイコンに変更される



チャネル設定リスト画面
フレンドのチャネルを検索範囲から削除

検索範囲設定中状態の
アイコンをクリック

検索範囲未設定状態の
アイコンに変更される

削除確認ダイアログが
表示されるのでOKをクリック



生活録



生活録リスト画面 生活録タイムライン画面を表示

タイムラインアイコンを
クリック

生活録タイムライン画面が表示される

※生活録タイムラインのアイテム追加/編集/削除はチャネルタイムラインの操作と同じため、
別途操作手順を参照。



タイムライン画面



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの登録－①

新規登録ボタンを
クリック

新規アイテム追加モーダル
が表示されrる



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの登録－②

登録したいアイテムの
「+」アイコンをクリック

アコーディオンメニューが開く



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの登録－③

「＋」アイコンをクリック
していくと入力フォームが
表示されるので登録したい

内容を入力

確認ダイアログが表示されるので、
OKボタンをクリック

「登録」ボタンを押下

タイムラインに登録した情報が
表示される



タイムライン画面（チャネルのみ）
メッセージアイテムの登録－①

メッセージボタンを
クリック

アイテム編集モーダルが表示される。



タイムライン画面（チャネルのみ）
メッセージアイテムの登録－②

タイムラインに
登録したアイテムが

表示される

登録したい内容を記入

確認ダイアログが表示されるので、
OKボタンをクリック

登録ボタンをクリック



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの編集－①

編集したいタイムラインアイテムを
クリック

アイテム編集モーダルが表示される



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの編集－②

タイムラインに
編集した情報が
表示される

登録ボタンをクリック

確認ダイアログが表示されるので、
OKボタンをクリック

アイテム情報を編集



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの削除－①

削除したい
タイムラインアイテムをクリック

削除ボタンをクリック

アイテム編集モーダルが表示される



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの削除－②

確認ダイアログが表示されるので、
OKボタンをクリック

タイムラインアイテムが削除される



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの追加取得－①

「前の10件」ボタンを押下

追加でタイムラインアイテムを取得、
表示される



タイムライン画面（チャネル/生活録共通）
タイムラインアイテムの追加取得－②

「次の10件」ボタンを押下

追加でタイムラインアイテムを取得、
表示される



チャネルサマリ



チャネルサマリ サマリで閲覧するチャネルの設定

「開示するデータ（フレンドチャネル）」
「開示するデータ（チャネル）」から
サマリで閲覧するチャネルを選択する

「開示されているチャネル」に1つ以上チャネルが設定されている場合、
サマリ情報が表示されるようになる

「開示されているチャネル」に
チャネルが設定される



チャネルサマリ画面 サマリOSS設定－①

サマリ情報の設定アイコンをクリック

チャネルサマリのOSS設定モーダルが表示される



チャネルサマリ画面 サマリOSS設定－②

「登録」ボタンをクリック

サマリモーダルで表示する
サマリのスタイルシート名が表示されるようになる

サマリで使用するオントロジーと
サマリのスタイルシートを選択



チャネルサマリ画面 サマリの閲覧

今日の日付でサマリが表示される

サマリ情報の詳細アイコンをクリック

※サマリに表示するデータがないチャネルは表示されません。


