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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示状態を不揮発的に保持する機能を備えた表示手段を含む表示ユニットと、前記表示
ユニットに表示すべき表示対象である、前記表示ユニットに保存された文書データから、
前記表示手段の表示形式である描画データを生成し、前記表示ユニットに前記描画データ
を書き込むことによって前記表示ユニットの表示状態を更新する書き換え処理ユニットと
を分離可能に備え、各ユニットが、電磁的な結合によってデータおよび／または電力の授
受を行う連携接続部を介してデータを授受することにより互いに連携動作可能に構成され
た情報表示装置であって、
　所定の入力指示操作によって情報表示装置に対する指示入力を行うための指示入力手段
をさらに備え、前記書き換え処理ユニットが前記入力指示操作を行うためのペン型の操作
指示子であり、該ペン型の操作指示子である前記書き換え処理ユニットの先端部分を前記
表示ユニットの前記連携接続部に接続すると、該連携接続部を介して、前記書き換え処理
ユニットと前記表示ユニットとが、データおよび／または電力の授受を行うことを特徴と
する情報表示装置。
【請求項２】
　前記指示入力手段は、前記表示ユニット側の使用される前記連携接続部を変更すること
で、異なる内容の指示入力が可能であることを特徴とする請求項１記載の情報表示装置。
【請求項３】
　前記書き換え処理ユニットは、前記文書データから前記描画データを生成する機能を備
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える処理ユニットと、書き換えの際の電力を供給する機能を備える電源ユニットとに、さ
らに分離可能であることを特徴とする請求項１または２記載の情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示対象である情報を表示するための情報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報を可視的に表す方法として、「紙」に情報を印刷することが広く行われてい
る。
　紙に情報を印刷すること（いわゆるハードコピー）に関しては、既に長きにわたって利
用され、改良が重ねられていることから、優れた印刷技術が確立されている。
　ところが、ハードコピーされた情報は、紙に固着された状態となり、その書き換え、消
去あるいは電子情報としての利用が困難なものである。
【０００３】
　一方、ＰＣ（Personal Computer）等に備えられている一般のディスプレイ情報を表示
すること（いわゆるソフトコピー）に関しても、表示体の薄型化が進んでおり、表示能力
の面においても、高精細度および高コントラストが実現されている。特に最近では、新し
い表示原理に基づき、反射方式等による自然な表示を無電力で保持可能といった、いわゆ
る「電子ペーパー」と呼ばれる軽薄な表示媒体が開発されつつあり、ハードコピーに近い
表示品質を実現できるものとして期待されている。例えば、特開２００２－１６９１９０
号公報には、このような電子ペーパーと呼ばれる表示媒体に関する技術が開示されている
。
【０００４】
　そして、このような電子ペーパーを表示媒体として備える情報表示装置としては、ＰＤ
Ａ（Personal Data Assistant）等の情報表示装置における従来の表示媒体（例えばネマ
ティック液晶等）に代えて、電子ペーパーを用いたものが種々提案されつつある。
　このような電子ペーパーを表示媒体として備える情報表示装置は、従来の「紙」に近い
表示品質を実現しつつ、ソフトコピーの特徴を活かした情報の再活用性も実現し得るため
、紙にとって代わる利用価値の高いものとして期待される。
【特許文献１】特開２００２－１６９１９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、単に従来の情報表示装置の表示媒体部分を電子ペーパーで置き換えた情
報表示装置においては、「紙」あるいは紙によって構成された書籍等に匹敵する使い易さ
や見易さを、到底実現するには至っていなかった。
　即ち、従来の情報表示装置の発想を延長するのみでは、情報を処理して表示するための
処理部や電子ペーパーを駆動するための電源が電子ペーパーと一体に備えられるため、紙
のような自由な使用条件を実現することが困難である。
【０００６】
　また、このような処理部や電源を備えることから情報表示装置が高価なものとなり、ユ
ーザが複数の情報表示装置を所有することは困難となる。そのため、紙のように、複数の
表示媒体を同時に参照しながら思考するといった作業を行うことが難しい。
　さらに、紙に情報を印刷することは、無体物である情報を、感覚的に信頼できる有体物
としてユーザが把握することを可能にしているが、必要に応じて画面を切り替える従来の
情報表示装置においては、そのように、ユーザが「紙」のような使い方をすることができ
ない。即ち、従来の情報表示装置に情報を表示する場合には、表示されている情報が容易
に消えてしまうことから、紙に印刷する場合のように情報を有体物とすることにより、感
覚的に信頼でき、安心感のある形態で情報を取り扱うことができなかった。
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【０００７】
　このように、単に従来の情報表示装置の表示媒体部分を電子ペーパーで置き換えた場合
、電子ペーパーを紙の代わりに利用することは困難であった。
　本発明の課題は、紙に置き換えることが可能な利便性を有する情報表示装置を実現する
ことである。
　より具体的には、紙と同様な自由な使用形態で、紙と同様の安心感のある形態で情報を
取り扱うことが可能な情報表示装置を、比較的安価に実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、本発明は、
　表示状態を不揮発的に保持する機能を備えた表示手段（例えば、図２の表示パネル１４
）を含む表示ユニット（例えば、図２の情報担体１０）と、前記表示ユニットに表示すべ
き表示対象である文書データから、前記表示手段の表示形式である表示データを生成し、
前記表示ユニットの表示状態を更新する書き換え処理ユニット（例えば、図２の処理ユニ
ット２０）とを分離可能に備え、各ユニットが連携接続部を介してデータを授受すること
により互いに連携動作可能に構成された情報表示装置であって、
前記表示ユニットに、前記文書データあるいは前記表示データの少なくともいずれかを不
揮発的に保持する記憶手段を備えることを特徴としている。
【０００９】
　このような構成により、「紙」に近い表示装置として本来的に必要な機能である「表示
」を維持する以外の構成物を、通常の使用時において、情報表示装置から切り離すことが
可能となる。
　したがって、「紙」に近い良好な表示品質と、情報の再利用性（表示された情報を電子
データとして取り扱う機能）とを兼ね備えつつ、装置自体を軽装化することができるため
、従来の情報表示装置に比べ、操作性を大幅に向上させることが可能となる。
【００１０】
　ここで、連携動作可能であることには、通信可能に構成され、情報を相互に送受するこ
とにより情報処理を行えることや、一方のユニットから他方のユニットに電力を供給可能
であることが含まれる。
　また、このような構成において、表示対象となるデータ（発明を実施するための最良の
形態における文書データ）から生成された、表示手段に表示する形式の表示データ（発明
を実施するための最良の形態における中間形式のデータあるいはラスタ化されたデータ等
）は、書き換え処理ユニット側に備えられたメモリに記憶することが可能である。
【００１１】
　これにより、表示手段を構成するユニットには、表示データを記憶しておく必要がなく
なり、コストを低下させることが可能となる。
　さらに、表示手段を構成するユニットに、表示内容を書き換えるための電力を供給する
電源を備えることも可能である。
　また、本発明は、
　前記表示手段は、電力を供給することなく表示状態を保持可能な記憶性の表示装置（例
えば、電気泳動ディスプレイ、コレステリック液晶ディスプレイ、帯電トナーを利用した
ディスプレイ、ツイストボールを利用したディスプレイあるいはエレクトロデポジション
ディスプレイ等）を含んで構成されることを特徴としている。
【００１２】
　このような構成により、表示装置単独で表示状態を不揮発的に保持することができるた
め、表示手段を独立したユニットとすることが容易となる。また、表示手段を構成するユ
ニットをより軽装化することが可能となる。
　また、前記表示手段は、表示状態の保持に電力を要する非記憶性の表示装置と、該表示
状態の保持のための電力を供給する表示保持用電源とを含んで構成されることを特徴とし
ている。
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【００１３】
　このような構成により、非記憶性の表示装置を用いて、擬似的な記憶性の表示装置を簡
易に実現することができる。
　また、前記書き換え処理ユニットは、表示対象となるデータから、前記表示手段に表示
する形式の表示データを生成する表示処理機能および前記表示手段において表示内容を書
き換えるための電力を供給する機能を備えるユニット（例えば、図１，７，９における処
理ユニット２０，２０ａ，２０ｂ）であることを特徴としている。
【００１４】
　このような構成の場合、情報表示装置は、主要な機能を２つのユニットによって構成す
ることができる。
　また、前記書き換え処理ユニットは、表示対象となるデータから、前記表示手段に表示
する形式の表示データを生成する表示処理機能を備えるユニット（例えば、図６における
処理ユニット２０）および前記表示手段において表示内容を書き換えるための電力を供給
する機能を備えるユニット（例えば、図６における電源ユニット３０）であることを特徴
としている。
【００１５】
　このような構成の場合、情報表示装置は、主要な機能を３つのユニットによって構成す
ることができる。
　また、前記表示手段を構成するユニットに、表示対象となるデータを不揮発的に保持す
る記憶手段を備えることを特徴としている。
　このような構成により、表示されている情報と、その存在個所とが一体のものとされ、
表示手段を構成するユニットを、「紙」と同様に、情報を有体物として取り扱う媒体とす
ることができる。
【００１６】
　また、前記表示手段を構成するユニットに、表示対象となるデータから生成された、前
記表示手段に表示する形式の表示データを不揮発的に保持する記憶手段を備えることを特
徴としている。
　このような構成により、表示手段を構成するユニットを、異なる書き換え処理ユニット
によって取り扱う場合にも、継続的な処理を行うことが可能となり、書き換え処理ユニッ
トにおける処理負荷を軽減することが可能となる。
【００１７】
　また、前記表示手段を構成するユニットおよび前記書き換え処理ユニットの少なくとも
一方は、他の情報表示装置における前記書き換え処理ユニットあるいは前記表示手段を構
成するユニットによって、共用可能に構成されていることを特徴としている。
　このような構成により、表示手段を構成するユニットを幅広く利用することが可能とな
る。
【００１８】
　例えば、表示手段を構成するユニットに記憶された情報に対し、複数のユーザが、それ
ぞれの所有する書き換え処理ユニットによって、順次操作を行い、目的の情報処理を行う
といったことが可能となる。
　また、このような構成により、１つの書き換え処理ユニットが、表示手段を構成するユ
ニット複数を対象として処理を行うことも可能となる。
【００１９】
　また、前記表示手段を構成するユニットは、所定の入力操作によって情報表示装置に対
する指示入力を行うための指示入力手段を備え、前記書き換え処理ユニットが、該所定の
入力操作を行うための操作子となることを特徴としている。
　例えば、指示入力手段を、書き換え処理ユニットの接触を検出するボタンとし、書き換
え処理ユニットをペン型の操作器具として構成することにより、書き換え処理ユニットに
よってのみ、指示入力を行うことが可能となる。
【００２０】
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　このように、本発明によれば、紙に置き換えることが可能な利便性を有する情報表示装
置を実現することが可能となる。
　より具体的には、紙と同様な自由な使用形態で、紙と同様の安心感のある形態で情報を
取り扱うことが可能な情報表示装置を、比較的安価に実現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】
【００２１】
　以下、図を参照して本発明に係る情報表示装置の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る情報表示装置１の外観構成を示す図であり、
図２は、情報表示装置１の機能構成を示すブロック図である。
　図１および図２において、情報表示装置１は、紙のように軽薄な形態を有する情報担体
１０と、ペン型の処理ユニット２０とによって構成されている。
【００２２】
　情報担体１０は、データ記憶部１１と、ＮＶＲＡＭ（Non-Volatile Random Access Mem
ory）１２と、表示駆動部１３と、表示パネル１４と、指示入力部１５と、接続制御部１
６と、接続部１７とを含んで構成され、これらはバス１８によって通信可能に接続されて
いる。
　データ記憶部１１は、フラッシュメモリ等の不揮発性のメモリによって構成され、後述
する接続部１７を介してデータインターフェース（以下、「データＩ／Ｆ」と称する。）
２１から入力されたデータを記憶可能である。
【００２３】
　ＮＶＲＡＭ１２は、ＦｅＲＡＭ／ＦＲＡＭ（Ferroelectric Random Access Memory）、
ＭＲＡＭ（Magnetoresistive Random Access Memory）等のメモリによって構成され、Ｃ
ＰＵ２２が処理を実行する際にワークエリアを形成すると共に、その処理結果を記憶する
。
　表示駆動部１３は、表示パネル１４を直接制御し、後述するグラフィックアクセラレー
タ（以下、「ＧＡ」と称する。）２４から入力された描画データを表示パネル１４に表示
させる。具体的には、表示駆動部１３は、ＧＡ２４によって図形データが入力される描画
データ書き込み部１３ａを備えている。そして、表示駆動部１３は、描画データ書き込み
部１３ａに入力された描画データを参照して、表示パネル１４のＸドライバおよびＹドラ
イバを駆動することにより、描画対象であるラスタ図形を表示パネル１４に表示させる。
【００２４】
　なお、表示パネル１４を駆動する方式として、例えば、パッシブマトリクス駆動方式、
ＴＦＴ（Thin Film Transistor）方式、ＴＦＤ（Thin Film Diode）方式、Ｄ－ＴＦＤ（D
igital Thin Film Diode）方式等が採用可能である。
　表示パネル１４は、Ａ４サイズの高画素密度（多ピクセル）である表示装置によって構
成され、表示駆動部１３の制御に応じて、所定画素に画素データを表示する。
【００２５】
　また、表示パネル１４として、記憶性の表示装置（電源を切断しても表示画面が維持さ
れる表示装置）が使用される。したがって、表示画面の状態を維持するためには電力が不
要となることから、情報表示装置１を低消費電力化することができる。
　なお、表示パネル１４として、例えば、電気泳動ディスプレイ、コレステリック液晶デ
ィスプレイ、帯電トナーを利用したディスプレイ、ツイストボールを利用したディスプレ
イあるいはエレクトロデポジションディスプレイ等が採用可能である。
【００２６】
　指示入力部１５は、所定のユーザインターフェースを備え、ユーザによる指示入力を受
け付ける。この指示入力部１５としては、押しボタン等の機械的なインターフェースや、
後述する接続部１７の機能を兼ね備えた電磁的なインターフェースとすることが可能であ
る（図３参照）。
　接続制御部１６は、接続部１７を介して行われる情報および電力の入出力を制御する。
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【００２７】
　即ち、接続制御部１６は、表示駆動部１３あるいは指示入力部１５から入力されるパラ
レルデータをシリアルデータに変換して、接続部１７に出力したり、接続部１７から入力
されるシリアルデータをパラレルデータに変換して、データ記憶部１１、ＮＶＲＡＭ１２
、表示駆動部１３あるいは指示入力部１５に出力したりする。接続制御部１６がこのよう
な処理を行い、後述するように、処理ユニット２０側の接続制御部２５が同様の処理を行
うことにより、バス１８と処理ユニット２０のバス２８との間で送受信される情報が、双
方向にシリアル変換され、バス１８と処理ユニット２０のバス２８とがバス間接続された
状態となる。
【００２８】
　また、接続制御部１６は、接続部１７を介して処理ユニット２０から電力が供給されて
いることを検出し、接続部１７を介して入力された交流電力を整流した上で、データ記憶
部１１、ＮＶＲＡＭ１２、表示駆動部１３あるいは指示入力部１５に出力する。
　接続部１７は、情報担体１０と処理ユニット２０との間で情報および電力を入出力する
ためのインターフェースである。具体的には、接続部１７は、情報の入出力を行うための
コイルと、電力の入出力を行うためのコイルとを備えており、処理ユニット２０の接続部
２６に同様に備えられている２つのコイルそれぞれと電磁的に結合することによって、情
報および電力を入出力する。なお、接続部１７と接続部２６との間においては、上述のコ
イルによって情報および電力を同時に入出力することや、情報および電力を伝達する際に
、互いに干渉することを確実に防ぐため、時分割により、それぞれを切り替えて入出力す
ることが可能である。
【００２９】
　なお、異なる指示入力内容それぞれに対応する接続部１７を備えることにより、接続部
１７が、電磁的なユーザインターフェースからなる指示入力部１５の機能を兼ね備える構
成とすることが可能である。
　図３は、接続部１７が、電磁的なユーザインターフェースからなる指示入力部１５の機
能を兼ね備える構成例を示す図である。
【００３０】
　図３において、左側の接続部１７は、図２におけるページ捲りボタンに対応する指示入
力部１５の機能を備え、処理ユニット２０が左側の接続部１７に接続されると、電力の供
給および情報の入出力が行われると共に、ページを捲る旨の指示入力が行われる。同様に
、右側の接続部１７は、図２におけるページ戻りボタンに対応する指示入力部１５の機能
を備え、処理ユニット２０が右側の接続部１７に接続されると、電力の供給および情報の
入出力が行われると共に、ページを戻す旨の指示入力が行われる。
【００３１】
　なお、図３においては、各ボタンに対応する位置に接続部１７が備えられる例について
説明したが、情報担体１０の全面にわたって、接続部１７をマトリクス状に備えておくこ
とも可能である。このような構成により、処理ユニット２０が接続された情報担体１０上
の位置を把握できるため、表示された文書を選択する等、多様な処理を行うことが可能と
なる。
【００３２】
　次に、処理ユニット２０は、データＩ／Ｆ２１と、ＣＰＵ２２と、記憶部２３と、ＧＡ
２４と、接続制御部２５と、接続部２６と、バッテリ２７とを含んで構成され、これらは
バス２８によって通信可能に構成されている。
　データＩ／Ｆ２１は、処理ユニット２０外部からデータを入力することが可能なインタ
ーフェースであり、例えば、通信インターフェースあるいは記憶メディアのスロット等に
よって構成される。そして、データＩ／Ｆ２１を介して入力されたデータは、接続部２６
から情報担体１０に出力され、情報担体１０のデータ記憶部１１に記憶される。
【００３３】
　ＣＰＵ２２は、情報表示装置１全体を制御するもので、指示入力部１５から入力される
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各種の指示信号に従って、記憶部２３のプログラム記憶部２３ａに記憶された各種処理に
関するプログラムを読み出して実行する。また、ＣＰＵ２２は、データ記憶部１１あるい
はデータＩ／Ｆ２１に差し込まれた記憶メディアに記憶されているコンテンツデータを表
示パネル１４に表示するための処理を行う。そして、ＣＰＵ２２は、各種処理結果を記憶
部２３のＲＡＭ２３ｂに格納する。
【００３４】
　記憶部２３は、フラッシュメモリ等の不揮発性のメモリからなるプログラム記憶部２３
ａを備えており、このプログラム記憶部２３ａは、情報表示装置１を制御するための各種
プログラムを記憶している。
　また、記憶部２３は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）あるいはＳＲＡＭ（
Static Random Access Memory）等の揮発性のメモリからなるＲＡＭ２３ｂを備え、ＲＡ
Ｍ２３ｂは、ＣＰＵ２２が処理を実行する際に生成される各種データを一時的に保持する
ことが可能である。ＲＡＭ２３ｂとしては、低消費電力でデータを保持可能なＳＲＡＭ等
が望ましく、不揮発性のＦｅＲＡＭ／ＦＲＡＭやＭＲＡＭ等がより望ましい。
【００３５】
　ＧＡ２４は、ＣＰＵ２２の命令に従って、表示パネル１４に表示する画像の描画処理を
高速に行うことが可能なハードウェアである。具体的には、ＧＡ２４は、ＣＰＵ２２から
入力されたベクトル図形をラスタ図形に展開するといった処理を行う。そして、ＧＡ２４
は、描画処理を行った図形を表示パネル１４に描画するための描画データを表示駆動部１
３に出力する。
【００３６】
　接続制御部２５は、接続部２６を介して行われる情報および電力の入出力を制御する。
即ち、接続制御部２５は、ＣＰＵ２２、記憶部２３、ＧＡ２４あるいはバッテリ２７から
入力されるパラレルデータをシリアルデータに変換して、接続部２６に出力したり、接続
部２６から入力されるシリアルデータをパラレルデータに変換して、ＣＰＵ２２、記憶部
２３、ＧＡ２４あるいはバッテリ２７に出力したりする。また、接続制御部２５は、バッ
テリ２７から入力された直流電力を交流化し、接続部２６に出力する。
【００３７】
　接続部２６は、情報担体１０と処理ユニット２０との間で情報および電力を入出力する
ためのインターフェースである。具体的には、接続部２６は、情報の入出力を行うための
コイルと、電力の入出力を行うためのコイルとを備えており、情報担体１０の接続部１７
に同様に備えられている２つのコイルそれぞれと電磁的に結合することによって、情報お
よび電力を入出力する。
【００３８】
　バッテリ２７は、一次電池あるいは二次電池によって構成され、情報表示装置１の各部
に電力を供給する。
　上述のような構成の下、情報表示装置１が所定のプログラムを実行することにより、図
２に示す解析・整形部１１０および描画処理部１２０を実現することが可能となる。
　解析・整形部１１０は、データ記憶部１１に記憶された文書データを中間形式に変換す
る。具体的には、文書データを描画要素に分解し、高速に表示処理できる形式（中間形式
）で記述する。
【００３９】
　描画処理部１２０は、解析・整形部１１０によって中間形式とされたデータを、表示パ
ネル１４に表示するための描画処理を行う。例えば、描画処理部１２０は、中間形式に含
まれる描画要素をラスタ化する処理等を行う。
　次に、動作を説明する。
　本実施の形態に係る情報表示装置１は、情報担体１０の接続部１７と処理ユニット２０
の接続部２６とが電磁的に結合されることにより、処理ユニット２０から情報担体１０に
電力が供給されると共に情報の入出力が可能な状態となり、情報表示装置１全体として動
作可能となる。
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【００４０】
　そして、処理ユニット２０のデータＩ／Ｆ２１を介して文書データが入力されると、そ
の文書データが情報担体１０のデータ記憶部１１に記憶される。なお、データＩ／Ｆ２１
が記憶メディアのスロットである場合、データ記憶部１１にデータを記憶することなく、
スロットに差し込まれた記憶メディアから直接データを読み出して利用することとしても
よい。
【００４１】
　すると、処理ユニット２０上に構成された解析・整形部１１０が、文書データの処理を
開始する。即ち、解析・整形部１１０は、文書データの文書構造を解釈し、その構造に従
って、画面表示のためのレイアウト処理を行う。そして、解析・整形部１１０は、レイア
ウト処理された文書データを中間形式のデータとしてＮＶＲＡＭ１２に記憶する。
　なお、このとき、情報担体１０のＮＶＲＡＭ１２は、スタティックデータ領域（処理中
のページ番号等、処理の状態を表すデータを記憶する領域）としても使用される。
【００４２】
　次に、描画処理部１２０は、ＮＶＲＡＭ１２に記憶された中間形式のデータから描画デ
ータを生成し、表示駆動部１３の描画データ書き込み部１３ａに書き込む。
　すると、表示駆動部１３は、描画データ書き込み部１３ａに書き込まれた描画データに
応じて表示パネル１４を駆動し、表示パネル１４に文書が表示される。
　また、処理ユニット２０が接続部１７から切り離されると、情報担体１０には電力が供
給されない状態となり、各部の動作が停止する。
【００４３】
　ただし、表示パネル１４は記憶性を有することから、処理ユニット２０から電力の供給
が停止された後も、引き続き、表示された状態が維持され、同様に、ＮＶＲＡＭ１２に記
憶されたスタティックデータおよび中間形式のデータも、ＮＶＲＡＭ１２の不揮発性によ
り保持される。さらに、データ記憶部１１も不揮発性のメモリであることから、データ記
憶部１１に記憶された文書データも保持される。
【００４４】
　このように、情報担体１０は、電力の供給が行われていない状態、即ち、処理ユニット
２０から切り離され、情報担体１０単独の状態でも、情報を表示し続けることが可能であ
るため、紙と同様の操作性を実現することができる。
　さらに、一旦切り離された処理ユニット２０を、情報担体１０に再度接続すると、ＣＰ
Ｕ２２は、ＮＶＲＡＭ１２に記憶されたスタティックデータを確認し、有効なデータであ
ると判定した場合には、文書データの表示処理を、現在の表示状態から継続させる。なお
、ＮＶＲＡＭ１２に記憶されたスタティックデータが有効なものであるか否かは、データ
形式が処理ユニット２０の処理対象として適合するものかどうかによって判定したり、ス
タティックデータにチェックサムを付加しておき、そのチェックサムによって判定したり
することが可能である。
【００４５】
　また、本実施の形態においては、処理ユニット２０が情報担体１０に対する操作子とな
っているため、ユーザがページを捲る等の操作を行う場合、上述のように、処理ユニット
２０が情報担体１０から切り離され、再度接続される動作が逐次行われる。即ち、ユーザ
が操作を行う場合、処理ユニット２０を情報担体１０に接続することにより、指示入力部
１５を介してページを捲る旨の指示信号を入力したり、あるいは、処理ユニット２０に備
えられた不図示の指示ボタン等からページを捲る旨の指示信号を入力したりする。
【００４６】
　すると、入力された指示信号は、ＣＰＵ２２に入力され、ＣＰＵ２２が、指示に応じた
処理を行う。
　また、本実施の形態においては、処理ユニット２０が情報担体１０に対する操作子とな
っているため、ユーザがページを捲る等の操作を行う場合、上述のように、処理ユニット
２０が情報担体１０から切り離され、再度接続される動作が逐次行われる。即ち、ユーザ
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が操作を行う場合、処理ユニット２０を情報担体１０に接続することにより、指示入力部
１５を介してページを捲る旨の指示信号を入力したり、あるいは、処理ユニット２０に備
えられた不図示の指示ボタン等からページを捲る旨の指示信号を入力したりする。
【００４７】
　すると、入力された指示信号は、ＣＰＵ２２に入力され、ＣＰＵ２２が、指示に応じた
処理を行う。
　このように、表示される文書に関連する情報（文書データ、中間形式のデータおよびス
タティックデータ）を情報担体１０側に記憶しておくことにより、処理ユニット２０には
、接続された情報担体１０と不可分のデータが残されないため、接続する情報担体１０を
任意のタイミングで異なるものに変更することが可能となる。
【００４８】
　以上のように、本実施の形態に係る情報表示装置１は、記憶性の表示パネル１４を備え
る情報担体１０と、バッテリ２７を含む処理ユニット２０とを別体の構成としながら、表
示パネル１４に表示された情報の更新や、表示された情報に対する操作等、処理を行う必
要が生じた場合には、処理ユニット２０を情報担体１０と接続することにより、所望の処
理を行うことが可能となる。
【００４９】
　そのため、「紙」に近い表示装置として本来的に必要な機能である「表示」を維持する
以外の構成物を、通常の使用時において、情報表示装置１から切り離すことが可能となる
。
　したがって、「紙」に近い良好な表示品質と、情報の再利用性（表示された情報を電子
データとして取り扱う機能）とを兼ね備えつつ、装置自体を軽装化することができるため
、従来の情報表示装置に比べ、操作性を大幅に向上させることが可能となる。
【００５０】
　なお、本実施の形態における情報担体１０を図４に示す構成とすることによって、複数
の情報担体１０それぞれを識別して取り扱うことも可能である。
　図４は、情報担体１０それぞれが、個々の情報担体１０を識別するためのＩＤ記憶部１
０Pを備える構成を示している。
　このような構成とした場合、ＩＤによって種々の管理を行いつつ、１つの処理ユニット
２０が複数の情報担体１０を操作することが可能となる。具体的には、表示対象であるデ
ータが処理ユニット２０に記憶されている場合あるいはネットワーク上のサーバに記憶さ
れている場合等であっても、情報担体１０と対応付けることが可能となる。したがって、
情報表示装置１の用途の幅を広げることができる。
【００５１】
　また、本実施の形態においては、表示パネル１４が記憶性の表示体を備える例について
説明したが、記憶性を有する表示体に代えて、記憶性を有しない表示体と、その表示状態
を維持するための小規模な電源とを併せ持つ構成とすることも可能である。
　図５は、記憶性の表示体に代えて、記憶性を有しない表示体と、その表示状態を維持す
るための小規模な電源（保持電源１０Ｑ）とを併せ持つ情報担体１０の構成を示す図であ
る。
【００５２】
　このような構成により、非記憶性の表示体を用いる場合でも、実質的に記憶性を有する
表示体として利用することができる。
　また、本実施の形態においては、ＣＰＵ２２、記憶部２３、ＧＡ２４が処理ユニット２
０に備えられる構成について説明したが、バッテリ２７以外の構成部分については、処理
ユニット２０あるいは情報担体１０のいずれに備えられることとしても良い。
【００５３】
　さらに、本実施の形態においては、処理ユニット２０から情報担体１０に電力を供給す
る場合を例に挙げて説明したが、情報担体１０に電力を供給するための電源ユニットを、
処理ユニット２０から分離した構成とすることも可能である。
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　図６は、情報表示装置１を、情報担体１０、処理ユニット２０および電源ユニット３０
の３つのユニットによって構成する場合の例を示す図である。
【００５４】
　図６において、情報担体１０の裏面には、接続部１７が備えられており、デスクマット
あるいは机面等に埋め込まれた電源ユニット３０側のコイルと電磁的に接続可能な構成で
ある。
　そして、情報担体１０に表示された情報を書き換える場合には、電源ユニット３０から
、書き換えのための電力が供給されつつ、処理ユニット２０によって情報処理が行われる
。
【００５５】
　このような構成とすることにより、机面に複数の情報担体１０を並べて置き、ユーザが
、１つの処理ユニット２０によって、それら複数の情報担体１０に順次操作を行うといっ
た使用方法が可能となる。
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００５６】
　図７は、本実施の形態に係る情報表示装置２の外観構成を示す図であり、図８は、情報
表示装置２の機能構成を示す図である。
　図７および図８において、情報表示装置２は、情報担体１０ａと、処理ユニット２０ａ
とによって構成されている。
　図８に示すように、情報担体１０ａおよび処理ユニット２０ａの機能構成は、第１の実
施の形態における情報担体１０および処理ユニット２０の機能構成と共通する部分を含む
ため、共通する部分については図２を参照することとし、異なる部分についてのみ説明す
る。
【００５７】
　情報担体１０ａは、指示入力部１５が備えられていない点を除き、第１の実施の形態に
おける情報担体１０とほぼ同様の機能構成である。ただし、情報担体１０ａにおいては、
接続部１７の設置個所が、第１の実施の形態における情報担体１０と異なっている。
　即ち、情報担体１０ａにおける接続部１７は、情報担体１０ａの裏面（表示画面の裏側
）の四隅それぞれに設けられており、後述するように処理ユニット２０ａのパッドに設け
られた接続部２６と対応する位置関係で設置されている。
【００５８】
　処理ユニット２０ａは、図７に示すように、透明シート付きのパッド形状に構成され、
情報担体１０ａがパッド（下側の基板）と透明シート（上側のシート）との間に挟み込ま
れることにより、処理ユニット２０ａと情報担体１０ａとが接続される。
　また、処理ユニット２０ａにおける接続部２６は、パッドの上面における４箇所に設置
されている。これら４つの接続部２６は、情報担体１０ａがパッドと透明シートとの間に
挟み込まれた場合に、情報担体１０ａにおける４つの接続部１７と対向するような位置関
係で設置されている。
【００５９】
　さらに、処理ユニット２０ａは、アクションアクションインターフェース（以下、「ア
クションＩ／Ｆ」と称する。）２１ｂと、入力制御部２８と、指示入力部２９とを含んで
構成される。
　アクションＩ／Ｆ２１ｂは、通信インターフェース等、他の装置に情報を伝達するため
のインターフェースであり、指示入力部２９に入力操作することによりユーザが選択した
文字列等のデータを、アクションＩ／Ｆ２１ｂを介して、ＰＣやプリンタ等の他の装置あ
るいは他の情報表示装置１に送信することが可能である。
【００６０】
　入力制御部２８は、指示入力部２９からの信号入力を制御するインターフェースの機能
を有しており、指示入力部２９が生成する入力信号を受け取り、所定処理を施した上で、
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処理結果をＣＰＵ２２等の各部に出力する。例えば、入力制御部２８は、ユーザが指示入
力部２９の入力面に接触した場合に、その接触位置の座標を算出する座標取得部２８ａを
備えており、算出した接触位置の座標をＣＰＵ２２等の各部に出力する。
【００６１】
　指示入力部２９は、タッチタブレットの機能を有する透明シートによって構成され、ユ
ーザから情報表示装置２に対する指示入力を受け付けることが可能な入力面を有している
。また、指示入力部２９の入力面は、表示パネル１４の表示面とほぼ同一のサイズに構成
されている。そして、指示入力部２９が表示パネル１４の表示面と重ねられた場合に、指
示入力部２９の入力面上の座標と、表示パネル１４の表示面上の座標とは、互いに対応付
けられる構成となっている。
【００６２】
　即ち、情報担体１０ａは、処理ユニット２０ａのパッドと透明シートとの間に挟み込ま
れる際に、４つの接続部１７それぞれが、パッドの上面に設置された４つの接続部２６と
ほぼ対向するように位置を整合される。
　そして、透明シート上には、接続部２６の位置を基準として座標が設定されており、ユ
ーザが透明シートに接触した場合、接触位置の座標が特定される。なお、透明シートと情
報担体１０ａとの位置を厳密に整合させることは困難であることから、４つの接続部１７
，２６の組み合わせそれぞれにおける信号電力のバランス等に基づいて、透明シートと情
報担体１０ａとの位置合わせの状態を補正することも可能である。
【００６３】
　一方、情報担体１０ａの表示パネル１４の表示面においても、接続部１７の位置を基準
として、透明シート上と共通の座標が設定されており、ユーザが透明シートに接触し、そ
の接触位置の座標が特定されると、表示パネル１４の表示面において対応する位置が特定
される。
　したがって、表示パネル１４に表示された情報を選択するために、ユーザが指示入力部
２９（透明シート）の入力面に接触した場合、ＣＰＵ２２は、接触された位置に対応する
表示パネル１４上の情報を把握することが可能である。
【００６４】
　上述のような構成の下、情報表示装置２が所定のプログラムを実行することにより、図
８に示す解析・整形部１１０、描画処理部１２０および抽出処理部１３０を実現すること
が可能となる。
　なお、解析・整形部１１０および描画処理部１２０については、第１の実施の形態にお
ける場合と同様であるため説明を省略する。
【００６５】
　抽出処理部１３０は、ユーザによって接触された指示入力部２９の入力面の位置に基づ
いて、表示パネル１４上の情報を特定する。また、抽出処理部１３０は、特定された情報
に対応する文書データの要素（テキストあるいは画像等）をアクションＩ／Ｆ２１ｂを介
して他の装置に送信したり、コピーアンドペーストしたりするといったことが可能である
。
【００６６】
　次に、動作を説明する。
　情報表示装置２において、表示パネル１４に文書が表示されるまでの処理は、情報表示
装置１における場合と同様である。
　そして、ユーザが指示入力部２９を介して、表示パネル１４に表示されている文字列等
の情報を選択すると、抽出処理部１３０が、選択された情報について、文書データにおけ
るテキストあるいは画像等の要素を特定する。
【００６７】
　さらに、抽出処理部１３０が、特定した要素をデータ記憶部１１から取得する。
　その結果、情報表示装置２は、ユーザが行った入力操作（ユーザアクション）の対象と
なる情報を、アクションＩ／Ｆ２１ｂを介して他の装置に送信したり、表示パネル１４の
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他の部分にコピーアンドペーストしたりすることが可能となる。
　以上のように、本実施の形態に係る情報表示装置２においては、表示パネル１４に表示
された情報が、文書データにおける要素と対応付けられている。そして、ユーザが表示パ
ネル１４に表示された情報に入力操作すると、それに対応する文書データの要素が取得さ
れる。
【００６８】
　したがって、表示パネル１４に表示された情報を電子データとして利用することが可能
となる。
（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
　図９は、本実施の形態に係る情報表示装置３の外観構成を示す図である。
【００６９】
　図９において、情報表示装置３は、情報担体１０ｂと、処理ユニット２０ｂとによって
構成されている。
　情報担体１０ｂは、接続部１７を除き、第２の実施の形態における情報担体１０ａと同
様の構成である。
　情報担体１０ｂにおいては、情報担体１０ｂを処理ユニット２０ｂに綴じるために、リ
ング状の綴じ具が貫通する綴じ穴が備えられており、綴じ具と、綴じ具に貫通された綴じ
穴とによって接続部１７が構成されている。
【００７０】
　即ち、綴じ具と綴じ穴とが、電気的な接点あるいは電磁的なインターフェースを構成し
、これらを介して、情報担体１０ｂと処理ユニット２０ｂとが情報の送受信を行う。
　処理ユニット２０ｂは、バインダー形式の外観構成を有している。また、処理ユニット
２０ｂは、リング状の綴じ具を備えており、バインダー用のリーフを綴じる形態で情報担
体１０ｂを綴じることが可能である。さらに、処理ユニット２０ｂは、複数の情報担体１
０ｂを綴じ具に綴じることが可能であり、接続部１７となる綴じ具を介して、それら複数
の情報担体１０ｂを識別して情報を送受信することが可能である。
【００７１】
　具体的には、複数の情報担体１０ｂそれぞれに、７桁の識別コードを割り当てておき、
情報の入出力を行う際には、図９の７つのリング部分それぞれに“０”または“１”のコ
ードを出力することにより、７桁の識別コードを特定する。すると、一意に情報担体１０
ｂが識別され、特定の情報担体１０ｂと処理ユニット２０ｂとが互いに情報を入出力する
ことが可能となる。
【００７２】
　なお、これら７つのリング部分の一部を電力供給用に確保しておくこととしても良い。
　次に、動作を説明する。
　情報表示装置３において、各情報担体１０ｂに情報が表示される間での処理は、情報表
示装置１における場合と同様である。
　そして、情報表示装置３においては、各情報担体１０ｂが一件分のデータを記憶してお
り、処理ユニット２０ｂに、複数の情報担体１０ｂ、即ち、複数件分のデータが格納され
ている。したがって、情報表示装置３は、カード型のデータベースとしての機能を有する
ものとなる。
【００７３】
　このような状態において、情報の閲覧や移動を行う場合、情報が表示され、かつ、文書
データが記憶されたまま、情報担体１０ｂを処理ユニット２０ｂから取り外すことができ
る。
　したがって、特定の一件の情報を記憶している情報担体１０ｂを処理ユニット２０ｂか
ら分離して閲覧することが可能となると共に、他の処理ユニット２０ｂにおいて、その情
報担体１０ｂに記憶されている文書データを利用することが可能となる。
【００７４】
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　また、上述のような構成においては、処理ユニット２０ｂが、情報担体１０ｂにおける
所定のフィールドのデータを抽出・集計して、その情報担体１０ｂの集計データを更新し
たり、綴じられている複数の情報担体１０ｂに対し、同様の処理を一括して行ったりする
こと等が可能となる。
　以上のように、本実施の形態に係る情報表示装置３においては、バインダーに綴じられ
たリーフのような利便性で、情報担体１０ｂに記憶された情報を取り扱うことができる。
【００７５】
　したがって、無体物である情報を有体物として取り扱うことが可能となり、直感的に判
りやすいデータベースを構築することが可能となる。
　また、情報担体１０ｂに記憶された情報を、処理ユニット２０ｂが電子データとして取
り扱うことができるため、情報担体１０ｂに記憶された情報の処理を容易に行うことが可
能となる。
【００７６】
　このように、本発明によれば、情報表示装置１～３の機器構成における高い自由度を確
保することができ、また、表示パネル１４を含む部分の軽量化を図ることができるため、
表示パネル１４を含む部分の操作性を、さらに紙に近いものとすることが可能となる。
　即ち、本発明によれば、紙に置き換えることが可能な利便性を有する情報表示装置を実
現することが可能である。
【００７７】
　より具体的には、紙と同様な自由な使用形態で、紙と同様の安心感のある形態で情報を
取り扱うことが可能な情報表示装置を、比較的安価に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】第１の実施の形態に係る情報表示装置１の外観構成を示す図である。
【図２】情報表示装置１の機能構成を示すブロック図である。
【図３】接続部１７が、電磁的なユーザインターフェースからなる指示入力部１５の機能
を兼ね備える構成例を示す図である。
【図４】情報担体１０それぞれが、個々の情報担体１０を識別するためのＩＤ記憶部を備
える構成を示す図である。
【図５】記憶性の表示体に代えて、記憶性を有しない表示体と、その表示状態を維持する
ための小規模な電源とを併せ持つ情報担体１０の構成を示す図である。
【図６】情報表示装置１を、情報担体１０、処理ユニット２０および電源ユニット３０の
３つのユニットによって構成する場合の例を示す図である。
【図７】第２の実施の形態に係る情報表示装置２の外観構成を示す図である。
【図８】情報表示装置２の機能構成を示す図である。
【図９】第３の実施の形態に係る情報表示装置３の外観構成を示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
１，２，３　情報表示装置，１０，１０ａ，１０ｂ　情報担体，１０P　ＩＤ記憶部，１
０Ｑ　保持電源，１１　データ記憶部，１２　ＮＶＲＡＭ，１３　表示駆動部，１３ａ　
描画データ書き込み部，１４　表示パネル，１５　指示入力部，１６　接続制御部，１７
　接続部，１８，２８　バス，２０，２０ａ，２０ｂ　処理ユニット，２１　データＩ／
Ｆ，２２　ＣＰＵ，２３　記憶部，２３ａ　プログラム記憶部，２３ｂ　ＲＡＭ，２４　
ＧＡ，２５　接続制御部，２６　接続部，２７　バッテリ，２８　入力制御部，２８ａ　
座標取得部，２９　指示入力部，３０　電源ユニット，１１０　解析・整形部，１２０　
描画処理部，１３０　抽出処理部
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