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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作面と、
　前記操作面のうちで共有領域を設定する設定部と、
　前記操作面の前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通
信装置とデータを共有するための通信を制御する通信制御部と、
を備え、
　前記設定部は、前記操作面のうちで前記他の通信装置と重なる領域を共有領域に設定す
る、通信装置。
【請求項２】
　前記操作面に積層されて設けられる表示面を備える、請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記表示面は、オブジェクトを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域に前記オブジェクトを移動するユーザ操作が前記操作
面で検出された場合、前記他の通信装置に前記オブジェクトが関連付けられたデータを送
信する、請求項２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記表示面は、検索キーを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域に前記検索キーを移動するユーザ操作が前記操作面で
検出された場合、前記検索キーと前記他の通信装置の検索キーとに基づく検索結果を取得
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し、
　前記表示面は、前記取得した前記検索結果を表示する、請求項２記載の通信装置。
【請求項５】
　前記表示面は、前記他の通信装置から受信したオブジェクトを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域から前記オブジェクトを移動する操作が前記操作面で
検出された場合、前記オブジェクトが関連付けられたデータを前記他の通信装置から受信
する、請求項２記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信制御部は、前記共有領域に入力されたデータを前記他の通信装置に送信する、
請求項１記載の通信装置。
【請求項７】
　前記通信制御部は、前記共有領域上に位置する無線通信装置からデータを受信する、請
求項１記載の通信装置。
【請求項８】
　前記通信制御部は、前記共有領域上に位置する無線通信装置から取得した識別情報に基
づくデータを受信する、請求項１記載の通信装置。
【請求項９】
　前記操作面および前記表示面は、可撓性を有する、請求項２記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記操作面および前記表示面は、光透過性を有する、請求項２記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記表示面に前記共有領域の範囲を示す表示を行う、請求項２記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記設定部は、前記操作面への接触が検知された位置を中心とした一定の範囲を共有領
域として設定する、請求項１記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記通信装置は、
　撮像部を備え、
　前記設定部は、前記操作面のうち、前記撮像部により撮像した前記他の通信装置に表示
される模様と重なる部分を、前記共有領域として設定する、請求項１記載の通信装置。
【請求項１４】
　操作面のうちで共有領域を設定部により設定するステップと、
　前記操作面の前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通
信装置とデータを共有するための通信を通信制御部により制御するステップと、
を含み、
　前記設定するステップは、前記操作面のうちで前記他の通信装置と重なる領域を共有領
域に設定する、通信制御方法。
【請求項１５】
　操作面のうちで共有領域を設定する処理と、
　前記操作面の前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通
信装置とデータを共有するための通信を制御する処理と、
をコンピュータに実行させ、
　前記設定する処理は、前記操作面のうちで前記他の通信装置と重なる領域を共有領域に
設定する、プログラム。
【請求項１６】
　前記通信を制御する処理は、前記操作面に積層されて設けられる表示面に表示されるオ
ブジェクトを前記共有領域に移動するユーザ操作が前記操作面で検出された場合、前記他
の通信装置に前記オブジェクトが示すデータを送信する、請求項１５記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記通信を制御する処理は、前記操作面に積層されて設けられる表示面に表示されるオ
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ブジェクトを前記共有領域から移動する操作が前記操作面で検出された場合、前記オブジ
ェクトが関連付けられたデータを前記他の通信装置から受信する、請求項１５記載のプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、通信装置、通信制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｗｉ－Ｆｉに代表される無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの近距離無線通信
が普及し、一つの端末が複数の端末と接続することが多くなった。よって、一つの端末か
ら複数の端末に対して同じデータを送信するマルチキャスト転送や、複数の端末からのデ
ータ送信を一つの端末が選択するデータ転送などが提案され、さらにデータ転送技術の向
上が望まれている。
【０００３】
　通常、複数端末における通信接続やデータ転送では、一つの端末が複数の端末から相手
端末を選択する必要がある。複数の端末が接続された状況にある場合、例えば、ユーザは
各端末を識別する名前やＩＤなどを理解した上で相手端末を選択しなければならず、直感
的に相手端末を選択することができなかった。
【０００４】
　また、通常、データ転送先である相手端末が位置する方向は、データ転送元の端末に表
示されない。例えば、携帯電話端末間で行われる赤外線通信などでは、データ転送元およ
びデータ転送先の各端末に、タスクの進捗状況を示すプログレスバーやデータのサイズが
示されるが、データ転送元とデータ転送先の各端末の位置関係は表示されない。したがっ
て、複数端末が接続状態にある場合に、各端末がそれぞれ頻繁にデータ転送を行うと、ユ
ーザは、どの端末からどの端末に対して、どのようなデータが転送されたのかを直感的に
把握することが困難であった。
【０００５】
　一方、スマートフォン用のアプリケーションにおいて、データ転送を直感的に把握する
アプリケーションが知られている。例えば、各端末を手に把持して衝突させるという直感
的なインタラクションでデータ転送を実現するｂｕｍｐと称されるアプリケーションが配
布されている。また、画面にデータ転送方向を仮想的に表示し、その方向にオブジェクト
をフリックするという直感的なインタラクションでデータ転送を実現するＭｏｖｅｒと称
される写真共有アプリケーションも配布されている。
【０００６】
　また、特許文献１には、複数の表示装置の実際の位置関係に応じて、各表示装置で表示
すべき映像を送信する表示制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－９９０６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記いずれのアプリケーションも、一つの端末から複数の端末にデータ
転送を実現することには対応していない。また、画面に表示される仮想的なデータ転送方
向は、実際のデータ転送先の端末の位置とは無関係に決められるものである。
【０００９】
　一方、特許文献１に記載の表示制御装置は、複数の表示装置の実際の位置関係に応じて
データ送信を行う。より具体的には、特許文献１に記載の表示制御装置は、自己の位置を
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検知する位置センサを有する複数の表示装置から位置情報を取得し、取得した位置情報に
基づいて位置関係に応じたデータ送信を行う。表示装置が有する位置センサは、磁気、赤
外線、超音波その他の各種センサ、ＧＰＳ衛星からの信号を受信するセンサ、または測距
機能を有する撮像装置などの特殊なセンサである。
【００１０】
　このように特殊なセンサを用いれば複数の装置の実際の位置関係が把握され得るが、特
殊なセンサの搭載によりコストがかかってしまう。したがって、このような特殊なセンサ
を備えずに、ユーザが直感的にデータ共有を把握できるようにしてデータ共有の操作性を
向上させる技術が求められる。
【００１１】
　そこで、本開示では、データ共有の操作性を向上させることが可能な、新規かつ改良さ
れた通信装置、通信制御方法およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本開示によれば、操作面と、前記操作面のうちで共有領域を設定する設定部と、前記操
作面の前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通信装置と
データを共有するための通信を制御する通信制御部と、を備える、通信装置が提供される
。
【００１３】
　また、本開示によれば、操作面のうちで共有領域を設定するステップと、前記操作面の
前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通信装置とデータ
を共有するための通信を制御するステップと、を含む、通信制御方法が提供される。
【００１４】
　また、本開示によれば、操作面のうちで共有領域を設定する処理と、前記操作面の前記
共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通信装置とデータを共
有するための通信を制御する処理と、をコンピュータに実行させる、プログラムが提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように本開示によれば、データ共有の操作性を向上させることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の実施形態による通信装置の外観図である。
【図２】本開示の実施形態による通信装置の共有領域を示す模式図である。
【図３】本開示の実施形態による通信装置の共有領域を示す模式図である。
【図４】本開示の実施形態による通信装置のブロック構成図である。
【図５】本開示の実施形態による共有領域の設定の処理を示すフローチャートである。
【図６】本開示の実施形態による通信装置が設定する共有領域の範囲について説明するた
めの図である。
【図７】本開示の実施形態により設定される各通信装置の共有領域を示す図である。
【図８】本開示の実施形態による共有領域の設定の他の方法について説明するための図で
ある。
【図９】第１の利用例によるデータ共有について説明するための図である。
【図１０】第１の利用例によるデータ共有において共有領域に検索結果を表示する場合に
ついて説明するための図である。
【図１１】第２の利用例によるデータ共有について説明するための図である。
【図１２】第３の利用例によるデータ共有について説明するための図である。
【図１３】第４の利用例によるデータ共有について説明するための図である。
【図１４】第４の利用例によるデータ共有について説明するための図である。
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【図１５】第５の利用例を説明するための図である。
【図１６】第５の利用例による通信装置に表示される共有領域の一例を示す図である。
【図１７】第６の利用例を説明するための図である。
【図１８】第６の利用例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１８】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．通信装置の概要
　２．通信装置の構成
　３．共有領域について
　　３－１．共有領域の設定
　　３－２．共有領域の利用
　４．むすび
【００１９】
　＜１．通信装置の概要＞
　まず、本開示による通信装置の概要について図１を参照して説明する。図１は、本開示
による通信装置１の外観図である。図１に示すように、本開示による通信装置１は、本体
部１０、タッチパネル１１、および表示部１２を有する薄型デバイスである。
【００２０】
　図１に示すように、本開示による表示部１２は、フレキシブルディスプレイのような下
敷き程度の薄型ディスプレイである。また、タッチパネル１１は、表示部１２全体に積層
されて設けられるフレキシブル圧力検出タッチパネルのようなスクリーン状の操作面であ
る。タッチパネル１１は、接触点を認識することでユーザ操作を検出できる。
【００２１】
　さらに、本開示による通信装置１は、表示部１２およびタッチパネル１１の一部または
全部に可撓性を有してもよい。これにより、例えば、表示部１２およびタッチパネル１１
をユーザが指で押圧することで表示部１２およびタッチパネル１１を局所的に歪ませるこ
とができる。
【００２２】
　また、本開示による通信装置１は、表示部１２およびタッチパネル１１の一部または全
部に光透過性を有してもよい。これにより、例えば、複数の通信装置が重ねられている場
合、ユーザは通信装置１が重ねられた他の通信装置を、通信装置１の透過性を有する部分
から視認することができる。
【００２３】
　以上本開示による通信装置１の外観について図１を参照して説明した。このような図１
に示す通信装置１は、タッチパネル１１のうち他の通信装置と重なる領域を共有領域に設
定し、設定された共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通信
装置とデータを共有するための通信を制御することで、容易にデータ共有の操作性を向上
させることができる。
【００２４】
　ここで、共有領域の概要について図２および図３を参照して説明する。図２および図３
では、本開示による複数の通信装置の重なりをベン図として示す模式図である。図２およ
び図３に示すように、共有領域２０は、複数の通信装置１の共通部分として定義される。
【００２５】
　図２は、本開示による通信装置１ａおよび通信装置１ｂを重ねた場合について説明する
ための図である。図２の上に示す図のように通信装置１ａに通信装置１ｂを重ねて、図２
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の下に示す平面図のように通信装置１ａおよび通信装置１ｂの互いの操作面が重なった領
域を、各通信装置が共有領域２０に設定する。図２の下に示す側面図は、通信装置１ａの
上に通信装置１ｂが重ねられたことを説明するための図である。
【００２６】
　図３は、本開示による通信装置１ａ、通信装置１ｂおよび通信装置１ｃを重ねた場合に
ついて説明するための平面図および側面図である。図３の下に示す側面図は、通信装置１
ａの上に通信装置１ｂが重ねられて、さらに通信装置１ｂの上に通信装置１ｃが重ねられ
ることを説明するための図である。
【００２７】
　各共有領域２０は、複数の通信装置１の共通部分であるので、
　通信装置１ａ、通信装置１ｂおよび通信装置１ｃが共通する共有領域２０－１は、
１ａ∧１ｂ∧１ｃと定義され、
　通信装置１ｂおよび通信装置１ｃが共通する共有領域２０－２は、
！１ａ∧１ｂ∧１ｃと定義され、
　通信装置１ａおよび通信装置１ｃが共通する共有領域２０－３は、
１ａ∧！１ｂ∧１ｃと定義され、
　通信装置１ａおよび通信装置１ｂが共通する共有領域２０－４は、
１ａ∧１ｂ∧！１ｃと定義される。
　ここで、∧は論理積（ＡＮＤ）を示す記号であり、！は否定（ＮＯＴ）を示す記号であ
る。
【００２８】
　このような共有領域２０の具体的な設定処理については、［３－１．共有領域の設定処
理］で詳細に説明する。
【００２９】
　＜２．通信装置の構成＞
　次に、本開示による通信装置１の構成について図４を参照して説明する。図４は本開示
による通信装置１のブロック構成図である。図４に示すように、本開示による通信装置１
は、タッチパネル１１、表示部１２、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）１３、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１４、不揮発性
メモリ１５および通信モジュール１６を備える。ＣＰＵ１３、ＲＡＭ１４、不揮発性メモ
リ１５および通信モジュール１６は、図１に示す本体１０に設けられる。以下、各構成に
ついて説明する。なお、タッチパネル１１および表示部１２は、図１を参照して説明した
ので、ここでの説明は省略する。
【００３０】
　ＣＰＵ１３は、通信装置１内の動作全般を制御する。また、本開示によるＣＰＵ１３は
、図４に示すように、設定部１３１と通信制御部１３２の機能を実現する。設定部１３１
は、タッチパネル１１のうちで、他の通信装置と重なる領域を共有領域２０に設定する。
通信制御部１３２は、共有領域２０へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている
他の通信装置とデータを共有するための通信を制御する。共有領域２０を利用したデータ
共有については、［３－２．共有領域の利用例］で詳細に説明する。
【００３１】
　ＲＡＭ１４は、ＣＰＵ１３の実行において使用するプログラムや、その実行において適
宜変化するパラメータ等を一時記憶する。不揮発性メモリ１５は、ＣＰＵ１３が使用する
プログラムや演算パラメータ等を記憶する。
【００３２】
　通信モジュール１６は、他の通信装置やサーバと情報の送受信を行う通信デバイスであ
る。通信モジュール１６は、例えばＴｒａｎｓｆｅｒＪｅｔに代表される近接無線通信を
行う。
【００３３】
　上記構成を有する通信装置１は、タッチパネル１１のうち他の通信装置と重なる領域を
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設定部１３１が共有領域に設定し、設定された共有領域へのユーザ操作をタッチパネル１
１により検出し、検出したユーザ操作に基づいて、共有領域が設定されている他の通信装
置とデータを共有するための通信を通信制御部１３２により制御することで、容易にデー
タ共有の操作性を向上させることができる。
【００３４】
　以上、本開示による通信装置１の構成について説明した。次に、本開示による設定部１
３１による共有領域の設定について図５から図１８を参照して詳述する。
【００３５】
　＜３．共有領域について＞
　　［３－１．共有領域の設定］
　図５は、本開示の実施形態による共有領域の設定の処理を示すフローチャートである。
まず、ステップＳ１００において、通信モジュール１６は近接する他の通信装置を検出す
る。例えば、図６に示すように、通信装置１ａ、通信装置１ｂおよび通信装置１ｃの一部
が重ねて置かれている場合、通信装置１ａが備える通信モジュール１６は、他の通信装置
１ｂおよび通信装置１ｃを検出する。このように通信モジュール１６が近接する他の通信
装置を検出すると（ステップＳ１０４／Ｙｅｓ）、処理はステップＳ１０８に進む。
【００３６】
　次に、ステップＳ１０８において、ＣＰＵ１３は、通信モジュール１６により検出され
た他の通信装置１ｂおよび通信装置１ｃと内部時計の時刻合わせを行う。
【００３７】
　次いで、ステップＳ１１２において、タッチパネル１１がタッチパネル１１への接触を
検出すると（ステップＳ１１６／Ｙｅｓ）、処理はステップＳ１２０に進む。ここで、本
実施形態による通信装置１ａは、図６の左に示す側面図のように、他の通信装置の上に重
ねられているので、図６の左に示す平面図のように、一番上に位置する通信装置１ａのタ
ッチパネル１１をユーザが押圧すると、通信装置１ａはタッチパネル１１により接触を検
出する。
【００３８】
　次に、ステップＳ１２０において、設定部１３１は、タッチパネル１１が検出した接触
の時刻データｔｎと、他の通信装置から取得した各接触時刻データｔｍとの差が閾値以下
であるか否かを判定する。
【００３９】
　ここで、本実施形態による他の通信装置（通信装置１ｂおよび通信装置１ｃ）は、図６
の左に示す側面図のように、一番上から通信装置１ａ、通信装置１ｂ、通信装置１ｃの順
に重ねられているので、通信装置１ａをユーザがタッチすることで、通信装置１ａから通
信装置１ａの下に置かれた通信装置１ｂ、およびさらに下に置かれた通信装置１ｃに圧力
が伝わる。よって、通信装置１ｂおよび通信装置１ｃは、通信装置１ａのユーザに押圧さ
れた箇所と略同じ箇所で略同時にそれぞれ接触を検出する。特に通信装置１ａが可撓性を
有する場合、ユーザにタッチされた箇所が局所的に歪むので、下に置かれた通信装置１ｂ
および通信装置１ｃに圧力が伝わりやすい。
【００４０】
　通信装置１ｂおよび通信装置１ｃは、このようにして検出した接触情報（接触時刻デー
タを含む）を近接する他の通信装置である通信装置１ａに送信する。また、通信装置１ａ
も検出した接触情報（接触時刻データを含む）を近接する他の装置である通信装置１ｂお
よび通信装置１ｃに送信する。つまり、複数の通信装置間で接触情報（接触時刻データを
含む）が交換される。
【００４１】
　次いで、ステップＳ１２０において他の通信装置から取得した接触時刻データｔｍと、
通信装置のタッチパネル１１が検出した接触時刻データｔｎの差が閾値以下である場合（
ステップＳ１２０／Ｙｅｓ）、ステップＳ１２４において、設定部１３１は、当該他の通
信装置とデータ共有を行うための共有領域２０を設定する。
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【００４２】
　例えば、設定部１３１は、図６の右に示す図のように、タッチパネル１１が検出した接
触位置Ｐ（ｘ，ｙ）を中心とした半径ｒの範囲を共有領域２２に設定する。さらに、図７
に示すように、通信装置１ｂも接触位置Ｐｂ（ｘ，ｙ）を中心とした半径ｒの範囲を共有
領域として設定して、通信装置１ｃも接触位置Ｐｃ（ｘ，ｙ）を中心とした半径ｒの範囲
を共有領域として設定する。そして、このように共有領域が設定された通信装置同士がペ
アリングされ、該通信装置間でデータ共有が行われる。
【００４３】
　なお、共有領域の具体的な設定処理は、図５および図６に示した例に限定されない。例
えば、通信モジュール１６が、少し離れて置かれている他の通信装置も近接する他の通信
装置として検出する場合、設定部１３１は、複数の通信装置が少し離れた状態において各
通信装置のタッチパネルをユーザに略同時にタッチされることにより共有領域を設定する
ことができる。この場合も、図５に示す設定処理と同様に、通信装置１は、他の通信装置
から取得した接触時刻データｔｍと、通信装置のタッチパネル１１が検出した接触時刻デ
ータｔｎの差が閾値以下である場合に共有領域を設定する。
【００４４】
　また、例えば図８に示すように、設定部１３１は、通信装置に表示された模様の重なり
を検出することで共有領域を設定してもよい。ここで、図８に示す例では、図８の左に示
す側面図のように、複数の通信装置１が、一番上から通信装置１ｂ、通信装置１ａ、通信
装置１ｃの順に重ねられている。この場合に、図８の右に示す図のように、通信装置１ａ
および通信装置１ｂの光学式インセルタッチパネルに縞模様（テクスチャパターン）が表
示され、通信装置１ｃはかかる縞模様を撮像する。通信装置１ｃは、撮像した画像から縞
の重なりを検出し、検出した縞の重なりに基づいて通信装置１ｃのうち通信装置１ａおよ
び通信装置１ｂと重なる領域を判定する。そして、通信装置１ｃは、かかる重なる領域を
共有領域に設定する。
【００４５】
　以上、設定部１３１が行う共有領域２０の設定について詳細に説明した。なお、本明細
書において、タッチパネル１１のうち共有領域２０に設定された範囲以外の領域は非共有
領域と称す。また、通信装置１は、設定した共有領域の範囲を明示的に表示してもよい。
次に、設定された共有領域２０を利用した他の通信装置とのデータ共有について具体例を
挙げて説明する。
【００４６】
　　［３－２．共有領域の利用］
　　（第１の利用例）
　第１の利用例として、非共有領域から共有領域へのユーザ操作に基づくデータ共有につ
いて図９を参照して説明する。図９は、第１の利用例によるデータ共有について説明する
ための図である。ここで、第１の利用例では、図９の左に示す側面図のように、本実施に
よる複数の通信装置が、一番上から通信装置１ａ、通信装置１ｂ、通信装置１ｃの順に重
ねられる。また、各通信装置１には、図９の左に示す平面図のように、互いにデータを共
有するための共有領域２０が設定されている。
【００４７】
　通信装置１ａは、図９の左に示す図のように、非共有領域に、データに関連付けられた
アイコン３０ａを表示する。アイコン３０ａは、例えば、音楽データに関連付けられたジ
ャケット画像である。
【００４８】
　ユーザは、図９の左に示す図のように、アイコン３０ａをタッチし、ドラッグ＆ドロッ
プによりアイコン３０ａを共有領域２０に移動させる。すると、通信装置１ａの通信制御
部１３２は、アイコン３０ａに関連付けられたデータを、共有領域を有する他の通信装置
である通信装置１ｂおよび通信装置１ｃに送信するよう制御する。この際、データが送信
されたことを明示的に示すために、図９の右に示す図のように、通信装置１ｂは自身の非
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共有領域にアイコン３０ａと同様の画像であるアイコン３０ｂを表示し、通信装置１ｃは
自身の非共有領域にアイコン３０ａと同様の画像であるアイコン３０ｃを表示してもよい
。
【００４９】
　なお、非共有領域から共有領域へのユーザ操作は、図９に示すドラッグ＆ドロップ操作
に限定されない。ユーザ操作は、ドラッグ、フリック操作でもよいし、これら一本指によ
る操作の他、複数の指による操作でもよいし、手のひらなどユーザの体によって行われる
ユーザ操作でもよい。
【００５０】
　また、非共有領域から共有領域へのユーザ操作に基づくデータ共有は、図９に示すデー
タ送信に限定されない。データ共有は、複数の通信装置１においてそれぞれ共有領域に移
動された検索キーに基づいた検索でもよいし、複数の通信装置１においてそれぞれ共有領
域に移動されたデータをマージしたファイルの生成でもよい。
【００５１】
　例えば、図１０の上に示す平面図のように、通信装置１ａの非共有領域に検索キー３４
ａ「ヨーロッパ」が表示され、通信装置１ｂの非共有領域に検索キー３４ｂ「海の近く」
が表示され、通信装置１ｃの非共有領域に検索キー３４ｃ「世界遺産」が表示されている
とき、ユーザが各検索キーを共有領域にドラッグ、フリックする操作を行なうと、各検索
キーをＡＮＤした検索結果が共有領域２０に表示される。ここで、図１０に示す例では、
図１０の下に示す側面図のように、複数の通信装置が、一番上から通信装置１ａ、通信装
置１ｂ、通信装置１ｃの順に重ねられる。
【００５２】
　より具体的には、各通信装置において非共有領域から共有領域に移動された検索キーを
、一の通信装置が集約し、一の通信装置がインターネット上の検索サーバにＡＮＤした検
索キーを送信する。そして、一の通信装置が検索サーバから検索結果を取得し、取得した
検索結果を他の通信装置に送信する。または、各通信装置において非共有領域から共有領
域に検索キーを移動するユーザ操作が検出されると、各通信装置がインターネット上の検
索サーバに検索キーをそれぞれ送信し、検索サーバが各通信装置から送信された検索キー
をＡＮＤして検索を行い、検索結果を各通信装置へ送信してもよい。
【００５３】
　このように、本実施形態の第１の利用例によれば、非共有領域から共有領域へアイコン
や検索キーなどのオブジェクトを移動させるユーザ操作に基づいてデータ共有が行われる
ので、ユーザはデータ共有の操作を直感的に把握することができる。
【００５４】
　　（第２の利用例）
　第２の利用例として、共有領域から非共有領域へのユーザ操作に基づくデータ共有につ
いて図１１を参照して説明する。図１１は、第２の利用例によるデータ共有について説明
するための図である。図１１に示す例では、図１１の左に示す側面図のように、複数の通
信装置が、一番上から通信装置１ａ、通信装置１ｂ、通信装置１ｃの順に重ねられる。ま
た、各通信装置１には、互いにデータを共有するための共有領域２０が設定されている。
【００５５】
　通信装置１ａは、図１１の左に示す平面図のように、非共有領域に、データに関連付け
られたアイコン３０ａを表示する。アイコン３０ａは、例えば、音楽データに関連付けら
れたジャケット画像である。
【００５６】
　ユーザは、図１１の左に示す平面図のように、アイコン３０ａを共有領域２０に移動さ
せる。すると、通信装置１ａの通信制御部１３２は、アイコン３０を、共有領域を有する
他の通信装置である通信装置１ｂおよび通信装置１ｃに送信するよう制御する。通信装置
１ｂおよび通信装置１ｃは、受信したアイコン３０を共有領域に表示する。
【００５７】
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　そして、例えば通信装置１ｃの共有領域に表示されたアイコン３０ｃを非共有領域へ移
動するユーザ操作が検出された場合、通信装置１ｂは、アイコン３０ｃに関連付けられた
データを受信する。
【００５８】
　このように、本実施形態の第２の利用例によれば、共有領域から非共有領域へアイコン
などのオブジェクトを移動させるユーザ操作に基づいてデータ共有が行われるので、ユー
ザはデータ共有の操作を直感的に把握することができる。
【００５９】
　　（第３の利用例）
　第３の利用例として、共有領域へのユーザ操作に基づくデータ共有について図１２を参
照して説明する。図１２は、第３の利用例によるデータ共有について説明するための図で
ある。図１２に示す例では、図１２の左に示す側面図のように、複数の通信装置が、一番
上から通信装置１ａ、通信装置１ｂ、通信装置１ｃの順に重ねられる。また、各通信装置
１には、互いにデータを共有するための共有領域２０が設定されている。
【００６０】
　ユーザは、図１２の左に示す平面図のように、通信装置１ａの共有領域２０に文字を手
書き入力する。すると、通信装置１ａの通信制御部１３２は、共有領域２０から入力され
た手書き文字のデータを、共有領域を有する他の通信装置である通信装置１ｂおよび通信
装置１ｃに送信するよう制御する。通信装置１ａから手書き文字のデータを受信した通信
装置１ｂおよび通信装置１ｃは、図１２の右に示す図のように、それぞれ自己の共有領域
に受信した手書き文字のデータを表示する。なお、共有領域から入力されるデータは、図
１２に示すような手書き文字のデータに限定されず、手書き図のデータでもよい。
【００６１】
　また、通信装置１ａは、共有領域から入力されたデータを自動的に他の通信装置に送信
してもよいし、ユーザが通信装置１ａの共有領域をこする操作が検出された場合に、入力
されたデータを他の通信装置に送信してもよい。
【００６２】
　また、通信装置１ａから送信された手書き文字のデータが他の通信装置の表示部で表示
される際の文字の向きや位置は、図１２に示す例に限定されない。例えば、他の通信装置
は、通信装置１ａと重なる共有領域に、通信装置１ａに表示される手書き文字と一致する
ように、受信した手書き文字を表示する。これにより、ユーザは、入力したデータが下に
位置する他の通信装置にカーボンコピーされたような直感的な共有操作を把握することが
できる。なお、他の通信装置は、通信装置１ａとの位置関係を判断することで、受信した
手書き文字を通信装置１ａに表示される手書き文字と一致するよう表示することができる
。各通信装置の位置関係の判断については、「第６の利用例」で述べる。
【００６３】
　また、通信装置１ａは、共有領域２０に入力された文字を認識し、認識した文字を任意
の言語に翻訳し、翻訳した文字を他の通信装置に送信してもよい。また、通信装置１ａは
、共有領域２０に入力された文字を認識し、認識した文字から暗号鍵を生成し、生成した
暗号鍵を他の通信装置に送信してもよい。
【００６４】
　このように、本実施形態の第３の利用例によれば、共有領域へのユーザ操作により入力
されたデータを、共有領域を設定する他の通信装置に送信するので、ユーザはデータ共有
の操作を直感的に把握することができる。
【００６５】
　　（第４の利用例）
　次に、第４の利用例として、共有領域２０上に位置する無線通信装置から各通信装置１
がデータを受信してデータ共有を行う場合について図１３および図１４を参照して説明す
る。無線通信装置は、近接無線通信が可能な記憶媒体であってもよいし、ＲＦＩＤ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を備えたオブジェクトで
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あってもよい。
【００６６】
　図１３では、無線通信装置の一例として、トランスファージェットによる近接無線通信
が可能な通信部４１を備える撮像装置４０を示す。ユーザは、図１３の左に示す平面図お
よび側面図のように、重なった複数の通信装置１の共有領域２０上に撮像装置４０を置く
。すると、複数の通信装置１は、それぞれ撮像装置４０から画像データを受信する。画像
データを受信した複数の通信装置１は、例えば図１３の右に示す図のように、それぞれ自
己の共有領域に、受信した画像データ４２を表示する。
【００６７】
　また、図１４では、無線通信装置の一例として、ＲＦＩＤ４６を備えるカード４４を示
す。ユーザは、図１４の上に示す平面図および側面図のように、重なった通信装置１の共
有領域２０上にカード４４を置く。すると、各通信装置１は、図１４の中央に示す図のよ
うに、ＲＦＩＤ４６から識別情報を取得し、ネットワーク上のサーバ２００に取得した識
別情報を送信する。そして、各通信装置１は、図１４の下に示す図のように、ネットワー
ク上のサーバ２００から送信した識別情報に関連付けられたデータを受信する。
【００６８】
　このように、ユーザが通信装置１の共有領域２０上に無線通信装置を置くことで各通信
装置１がデータ共有を行うので、ユーザは各通信装置１によるデータ共有を直感的に把握
することができる。
【００６９】
　　（第５の利用例）
　次に、第５の利用例として、共有領域２０が設定された複数の通信装置１を離した状態
でデータ共有を行う場合について図１５を参照して説明する。図１５は、本開示による第
５の利用例を説明するための図である。図１５に示すように、共有領域２０が設定された
各通信装置１を離した状態でデータ共有を行う場合、各通信装置１は共有領域２０を表示
する。各端末装置１は、共有領域２０へのユーザ操作を検出し、上記第１から第４の利用
例と同様にデータ共有のための通信制御を行う。
【００７０】
　この際、各通信装置１は重なっていないので、各通信装置１は、共有領域２０の範囲を
実際の重なり領域と異なる領域にしてもよい。例えば、図３に示す共有領域２０－１～２
０－３が実際の重なり領域である通信装置１ｃを離した状態にした場合、図１６に示すよ
うに、通信装置１ｃは、円形の共有領域２６－１～２６－３を表示してもよい。ここで、
共有領域２６－１は、通信装置１ａおよび通信装置１ｂとデータ共有を行う場合に利用さ
れ、共有領域２６－２は、通信装置１ｂとデータ共有を行う場合に利用され、共有領域２
６－３は、通信装置１ａとデータ共有を行う場合に利用される。
【００７１】
　このように、共有領域が設定された通信装置１は、共有領域が設定された他の通信装置
と離れた状態でも共有領域２０を利用したデータ共有のための通信制御を行うことができ
るので、データ共有の操作性がより向上する。また、共有領域２０の範囲を、実際に他の
通信装置と重なる領域と一致させる必要がないので、第５の利用例による通信装置１は、
ユーザが操作し易いよう共有領域２０の範囲を設定することができる。
【００７２】
　　（第６の利用例）
　次に、第６の利用例として、各通信装置１が互いの位置関係を判断する場合について図
１７を参照して説明する。
【００７３】
　図１７は、第６の利用例を説明するための図である。図１７の左に示す側面図のように
、複数の通信装置１は、上から通信装置１ａ、通信装置１ｂ、通信装置１ｃの順に重なっ
ている。ここで、複数の通信装置１は可撓性を有する。
【００７４】
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　ユーザは、図１７の左に示す平面図のように、複数の通信装置１が重なる領域で、任意
の軌跡を入力する。一番上に位置する通信装置１ａがユーザの押圧により歪むと、下に位
置する通信装置１ｂのタッチパネルに同様の軌跡が入力される。さらに通信装置１ｂが通
信装置１ａの押圧により歪むと、下に位置する通信装置１ｃのタッチパネルに同様の軌跡
が入力される。
【００７５】
　そして、例えば通信装置１ａが、通信装置１ｂで検出された軌跡情報と通信装置１ｃで
検出された軌跡情報を取得して、取得した各軌跡情報および通信装置１ａ自身が検出した
軌跡情報をマッチング処理することで、通信装置１ａは、通信装置１ａに対する通信装置
１ｂおよび通信装置１ｃの位置関係を判断することができる。さらに、通信装置１ａが位
置関係の判断結果を通信装置１ｂおよび通信装置１ｃに送ることで、１ｂおよび通信装置
１ｃも三者の位置関係を判断することができる。
【００７６】
　上述した位置関係の判断を行った通信装置１ａは、判断結果にしたがって、他の通信装
置が位置する方向に、例えば図１７の右に示す図のように矢印５０を表示する。このよう
に、実際に他の通信装置が位置する方向が示されるので、ユーザは直感的にデータ共有を
行うことができる。例えば、図１７の右に示す図のように、矢印５０の方向にオブジェク
ト３０をフリックするユーザ動作が検出されると、通信装置１ｃは、オブジェクト３０に
関連付けられたデータを、矢印５０が示す位置にある通信装置１ａに送信する。
【００７７】
　なお、位置関係の判断は、図１７に示すような任意の軌跡入力に限定されない。例えば
、図１８に示すように、各通信装置１は、任意の３以上の点入力を検出し、各通信装置１
で検出された点の位置をマッチング処理してもよい。
【００７８】
　＜４．むすび＞
　上述したように、本開示による通信装置は、操作面のうちで共有領域を設定し、設定さ
れた共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定された他の通信装置とデータを共
有するための通信を制御することで、データ共有の操作性を向上することができる。
【００７９】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【００８０】
　例えば、上記第３の利用例では、共有領域２０から入力されたデータを他の通信装置に
送信するが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、共有領域２０にユーザが「丸」
を描いた場合、通信装置１は、非共有領域に表示されたオブジェクトに関連付けられたデ
ータを他の通信装置に送信してもよい。
【００８１】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
　（１）
　操作面と、
　前記操作面のうちで共有領域を設定する設定部と、
　前記操作面の前記共有領域へのユーザ操作に基づき、共有領域が設定されている他の通
信装置とデータを共有するための通信を制御する通信制御部と、
を備える、通信装置。
　（２）
　前記設定部は、前記操作面のうちで前記他の通信装置と重なる領域を共有領域に設定す
る、前記（１）に記載の通信装置。
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　（３）
　前記操作面に積層されて設けられる表示面を備える、前記（１）に記載の通信装置。
　（４）
　前記表示面は、オブジェクトを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域に前記オブジェクトを移動するユーザ操作が前記操作
面で検出された場合、前記他の通信装置に前記オブジェクトが関連付けられたデータを送
信する、前記（３）に記載の通信装置。
　（５）
　前記表示面は、検索キーを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域に前記検索キーを移動するユーザ操作が前記操作面で
検出された場合、前記検索キーと前記他の通信装置の検索キーとに基づく検索結果を取得
し、
　前記表示面は、前記取得した前記検索結果を表示する、前記（３）に記載の通信装置。
　（６）
　前記表示面は、前記他の通信装置から受信したオブジェクトを表示し、
　前記通信制御部は、前記共有領域から前記オブジェクトを移動する操作が前記操作面で
検出された場合、前記オブジェクトが関連付けられたデータを前記他の通信装置から受信
する、前記（３）に記載の通信装置。
　（７）
　前記通信制御部は、前記共有領域に入力されたデータを前記他の通信装置に送信する、
前記（１）から（６）のいずれか１項に記載の通信装置。
　（８）
　前記通信制御部は、前記共有領域上に位置する無線通信装置からデータを受信する、前
記（１）から（７）のいずれか１項に記載の通信装置。
　（９）
　前記通信制御部は、前記共有領域上に位置する無線通信装置から取得した識別情報に基
づくデータを受信する、前記（１）から（８）のいずれか１項に記載の通信装置。
　（１０）
　前記設定部は、前記操作面への接触が検知された時刻と前記他の通信装置の操作面への
接触が検知された時刻との関係が所定の条件を満たす場合、前記共有領域を設定する、前
記（１）から（９）のいずれか１項に記載の通信装置。
　（１１）
　前記操作面および前記表示面は、可撓性を有する、前記（３）に記載の通信装置。
　（１２）
　前記操作面および前記表示面は、光透過性を有する、前記（３）に記載の通信装置。
　（１３）
　前記表示面に前記共有領域の範囲を示す表示を行う、前記（３）に記載の通信装置。
　（１４）
　前記設定部は、前記操作面への接触が検知された位置を中心とした一定の範囲を共有領
域として設定する、前記（１）から（１３）のいずれか１項に記載の通信装置。
　（１５）
　前記通信装置は、
　撮像部を備え、
　前記設定部は、前記操作面のうち、前記撮像部により撮像した前記他の通信装置に表示
される模様と重なる部分を、前記共有領域として設定する、前記（１）から（１４）のい
ずれか１項に記載の通信装置。
【符号の説明】
【００８２】
　１、１ａ、１ｂ、１ｃ　　通信装置
　１０　　本体
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　１１　　タッチパネル
　１２　　表示部
　１３　　ＣＰＵ
　１３１　　設定部
　１３２　　通信制御部
　１４　　ＲＡＭ
　１５　　不揮発性メモリ
　１６　　通信モジュール
　２０、２２、２４　　共有領域
　３０　　オブジェクト
　３４　　検索キー
　４０　　撮像装置
　４１　　通信部
　４４　　カード
　４６　　ＲＦＩＤタグ
　２００　　サーバ
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