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(57)【要約】
【課題】昔ながらの動作によりコミュニケーションを相
互にとることにより、利用者間の情報格差の低減化を実
現すること。
【解決手段】いわゆるホワイトボードなどの金属製のボ
ード１００に磁石を有したメモデバイス１０１と呼ばれ
る表示装置を付箋紙のように貼り付け、各メモデバイス
１０１の表示画面に、画像データや文字列データなど固
有の情報を表示させる。たとえば、天気予報や個人の画
像データ、文字列データ、アイコンなどを表示させる。
メモデバイス１０１は、ボード１００に備えられた通信
デバイス１０２との間で、非接触通信が可能な構成とす
る。メモデバイス１０１と通信デバイス１０２との非接
触通信は、メモデバイス１０１がボード１００に貼着さ
れているときにだけおこなう。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスを有するボードと通信可能な表示装置であって、
　カード形状の本体と、
　前記本体の裏面に設けられ、前記ボードの表面に貼着する貼着手段と、
　前記貼着手段によって貼着された場合、前記通信デバイスと非接触通信をおこなう通信
手段と、
　前記本体の表面に設けられ、前記通信手段との非接触通信により受信された情報を表示
する表示手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　固有の識別情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記通信手段は、
　前記通信デバイスとの非接触通信により、前記記憶手段によって記憶された識別情報を
前記通信デバイスと通信可能なサーバーに送信するとともに、前記通信デバイスとの非接
触通信により、前記サーバーから送信されてくる前記識別情報に応じた情報を受信し、
　前記表示手段は、
　前記通信手段によって受信された前記識別情報に応じた情報を表示することを特徴とす
る請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記表示装置どうしを前記表面が面一となるように接続する接続手段を備え、
　前記通信手段は、
　前記通信デバイスとの非接触通信により、前記識別情報と接続相手の表示装置に記憶さ
れている識別情報とを前記サーバーに送信するとともに、前記通信デバイスとの非接触通
信により、画像データを分割した一対の分割画像データのうち前記識別情報に対応する分
割画像データを受信し、
　前記表示手段は、
　前記通信手段によって受信された分割画像データを表示することを特徴とする請求項１
または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記表示装置
と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信手段、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段、
　前記特定手段によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出手
段、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【請求項５】
　表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記表示装置
と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　データを受信する受信手段、
　前記受信手段によって受信されたデータの属性を特定する属性特定手段、
　前記属性特定手段によって特定された属性に割り当てられた前記表示装置の識別情報を
特定する識別情報特定手段、
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　前記識別情報特定手段によって特定された識別情報に対応する表示装置が前記ボードに
貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうことにより、前記通信デバイスを介
して前記識別情報に対応する表示装置に前記データを送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【請求項６】
　表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記表示装置
と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であって、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段と、
　前記特定手段によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出手
段と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項７】
　表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記表示装置
と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定工
程と、
　前記特定工程によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出工
程と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出工程によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、情報提供や情報表示をおこなう表示装置、情報提供プログラム、情報提供
装置、および情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話やＷｉ‐Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）の発達により、
情報通信や情報検索といった情報提供が格段に進歩している。たとえば、２つの表示装置
を接続して表示画面を拡大する技術がある（たとえば、下記特許文献１を参照。）。また
、表示ポスターと携帯電話との双方向コミュニケーションをおこなう技術がある（たとえ
ば、下記特許文献２を参照。）。さらに、可撓性ディスプレイの可撓性をロボットのケー
シング表皮に応用し、可動本体またはロボットに様々な表情や図案を表示させる技術があ
る（たとえば、下記特許文献３を参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２０５９３３号公報
【特許文献２】特開２００４－１３８７６５号公報
【特許文献３】特開２００８－１４９４４２号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、共働き世帯の増加や携帯電話やパーソナル・コンピュータの家庭への普
及率増加にともない、家族間のコミュニケーションの低下が問題視されている。また、携
帯電話やパーソナル・コンピュータ、インストールされているアプリケーションの発達に
より、多くの情報が入手できるようになったが、操作が複雑化するという問題がある。し
たがって、技術の進化・発達についていけなくなった者は取り残されてしまい、ついてい
ける者とのコミュニケーションが図れないという問題が生じている。
【０００５】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、利用者が扱い易い簡易な
操作によりコミュニケーションを相互にとることにより、利用者間の情報格差の低減化を
実現することができる表示装置、情報提供プログラム、情報提供装置、および情報提供方
法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】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本開示技術の表示装置は、通信デバイス
を有するボードの表面に貼着な表示装置であって、カード形状の本体と、前記本体の裏面
に設けられ、前記ボードの表面に貼着する貼着手段と、前記貼着手段によって貼着された
場合、前記通信デバイスと非接触通信をおこなう通信手段と、前記本体の表面に設けられ
、前記通信手段との非接触通信により受信された情報を表示する表示手段と、を備えるこ
とを要件とする。
【０００７】
　また、本開示技術の情報提供プログラム、情報提供装置、および情報提供方法は、上記
表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通
信可能なサーバーが、前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触
通信をおこなうことにより、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情
報を前記通信デバイスを介して受信し、受信された識別情報に割り当てられている属性を
特定し、特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出し、前記表示装置が前記ボ
ードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうことにより、抽出された前記
属性に応じた情報を前記通信デバイスを介して前記表示装置に送信することを要件とする
。
【発明の効果】
【０００８】
　この表示装置、情報提供プログラム、情報提供装置、および情報提供方法によれば、利
用者が扱い易い簡易な操作によりコミュニケーションを相互にとることにより、いわゆる
ディジタルディバイドといった情報格差の低減化を実現することができるという効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、この表示装置、情報提供プログラム、情報提供装置、およ
び情報提供方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
（情報提供の概要）
　図１は、本実施の形態にかかる情報提供の概要を示す説明図である。本実施の形態にか
かる情報提供では、いわゆるホワイトボードなどの金属製のボード１００に磁石を有した
メモデバイス１０１と呼ばれる表示装置を付箋紙のように貼り付け、各メモデバイス１０
１の表示画面に、画像データや文字列データなど固有の情報を表示させる。たとえば、天
気予報や個人の画像データ、文字列データ、アイコンなどを表示させる。
【００１１】
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　メモデバイス１０１は、ボード１００に備えられた通信デバイス１０２との間で、ブル
ートゥース（登録商標）やＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ）などの非接触通信が可能な構成とする。ボード１００は、既存のホワイ
トボードのようにマーカーにより書込みすることもできる。このボード１００は、たとえ
ば、家庭内で家族全員がいつも見る場所、たとえば、玄関や食卓、リビングなどにかけて
おくのが好ましい。
【００１２】
　メモデバイス１０１と通信デバイス１０２との非接触通信は、メモデバイス１０１がボ
ード１００に貼着されているときにだけおこなうように構成してもよい。具体的には、た
とえば、メモデバイス１０１の裏面にプッシュ型スイッチを設けておきキーボードに貼着
することでそのスイッチが押下されると、通信デバイス１０２との通信を許可することと
する。
【００１３】
（メモデバイス１０１の外観）
　図２－１および図２－２は、本実施の形態にかかるメモデバイス１０１の外観を示す斜
視図である。表面は電子ペーパーなどの表示デバイスにより表示画面２００が設けられて
いる。また、上端面および左端面には雄型コネクタ２０１が設けられ、下端面および右端
面には雌型コネクタ２０２が設けられている。一方のメモデバイス１０１の左端面の雄型
コネクタ２０１を他方のメモデバイス１０１の右端面の雌型コネクタ２０２に接続するこ
とで、画面領域が横長の拡大画面となる。
【００１４】
　同様に、一方のメモデバイス１０１の上端面の雄型コネクタ２０１を他方のメモデバイ
ス１０１の下端面の雌型コネクタ２０２に接続することで、画面領域が縦長の拡大画面と
なる。また、２つのメモデバイス１０１を接続することで、相互に通信が可能となる。こ
のとき、雄型コネクタ２０１と雌型コネクタ２０２は、図２－２に示したように、符号２
０３のような凸形状が互いに接続する形状をとってもよい。
【００１５】
（情報提供システムのシステム構成）
　つぎに、上述したメモデバイス１０１およびボード１００を用いた情報提供システムの
システム構成について説明する。この情報提供システムは、家庭やオフィスなどで用いら
れる。
【００１６】
　図３は、本実施の形態にかかる情報提供システムのシステム構成図である。図３におい
て、情報提供システム３００は、ホームサーバー３０１と通信デバイス１０２と家電３０
３とがＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）３１０により交信可能に接続さ
れている。また、上述したように、通信デバイス１０２とメモデバイス１０１は非接触通
信をおこなう。また、ホームサーバー３０１は、ＬＡＮ３１０を介してインターネットな
どの外部ネットワーク３２０と交信可能に接続されている。
【００１７】
　また、ホームサーバー３０１にはブラウザ、メーラ、スケジューラといった各種アプリ
ケーションがインストールされており、本実施の形態にかかるソフトウェアと連携するも
のとする。また、利用者の携帯端末間で送受信される電子メールは、ホームサーバー３０
１に転送するように設定されている。
【００１８】
　また、ホームサーバー３０１はデータベース３０２を有し、各種データを保存する。家
電３０３は、家庭内にある電化製品であり、たとえば、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機など
である。このほか、本実施の形態では据え置き型の電話機やパーソナル・コンピュータも
含まれる。
【００１９】
（ホームサーバー３０１のハードウェア構成）
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　図４は、本実施の形態にかかるホームサーバー３０１のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。図４において、ホームサーバー３０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）４０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ‐Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４
０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４０３と、磁気ディスク
ドライブ４０４と、磁気ディスク４０５と、光ディスクドライブ４０６と、光ディスク４
０７と、ディスプレイ４０８と、通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）４０９と、キーボー
ド４１０と、マウス４１１と、スキャナ４１２と、プリンタ４１３と、を備えている。ま
た、各構成部はバス４００によってそれぞれ接続されている。
【００２０】
　ここで、ＣＰＵ４０１は、ホームサーバー３０１の全体の制御を司る。ＲＯＭ４０２は
、ブートプログラムなどのプログラムを記憶している。ＲＡＭ４０３は、ＣＰＵ４０１の
ワークエリアとして使用される。磁気ディスクドライブ４０４は、ＣＰＵ４０１の制御に
したがって磁気ディスク４０５に対するデータのリード／ライトを制御する。磁気ディス
ク４０５は、磁気ディスクドライブ４０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００２１】
　光ディスクドライブ４０６は、ＣＰＵ４０１の制御にしたがって光ディスク４０７に対
するデータのリード／ライトを制御する。光ディスク４０７は、光ディスクドライブ４０
６の制御で書き込まれたデータを記憶したり、光ディスク４０７に記憶されたデータをコ
ンピュータに読み取らせたりする。
【００２２】
　ディスプレイ４０８は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。このディスプレイ４０８は、たとえば、ＣＲＴ
、ＴＦＴ液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどを採用することができる。
【００２３】
　通信Ｉ／Ｆ４０９は、通信回線を通じてＬＡＮ３１０、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなどのネットワーク４１４に接続される。そして、通
信Ｉ／Ｆ４０９は、ネットワーク４１４と内部のインターフェースを司り、外部装置から
のデータの入出力を制御する。通信Ｉ／Ｆ４０９には、たとえばモデムやＬＡＮアダプタ
などを採用することができる。
【００２４】
　キーボード４１０は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを備え、データの
入力をおこなう。また、タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。マ
ウス４１１は、カーソルの移動や範囲選択、あるいはウィンドウの移動やサイズの変更な
どをおこなう。ポインティングデバイスとして同様に機能を備えるものであれば、トラッ
クボールやジョイスティックなどであってもよい。
【００２５】
　スキャナ４１２は、画像を光学的に読み取り、ホームサーバー３０１内に画像データを
取り込む。なお、スキャナ４１２は、ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒ
ｅａｄｅｒ）機能を持たせてもよい。また、プリンタ４１３は、画像データや文書データ
を印刷する。プリンタ４１３には、たとえば、レーザプリンタやインクジェットプリンタ
を採用することができる。なお、後述する実施例で示したホームサーバー３０１の各処理
ステップは、記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵに実行させることにより、また通
信Ｉ／Ｆ４０９によりおこなわれる。
【００２６】
（メモデバイス１０１のハードウェア構成）
　図５は、本実施の形態にかかるメモデバイス１０１のハードウェア構成を示すブロック
図である。メモデバイス１０１は、ＣＰＵ５０１とメモリ５０２と電子ペーパー５０３と
スピーカ５０４とタッチセンサ５０５と通信Ｉ／Ｆ５０６（インターフェース）とコネク
タ５０７とがバス５１０により接続されて構成されている。ＣＰＵ５０１は、メモデバイ
ス１０１の全体の制御を司る。メモリ５０２は各種データやＣＰＵ５０１に実行させるプ
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ログラムを記憶する。メモリ５０２には、各メモデバイス１０１に固有のＩＤ（Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）が記憶されている。電子ペーパー５０３はメモリ５０２に記憶さ
れた情報を表示する。電子ペーパー５０３のほか、液晶や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）でもよい。
【００２７】
　スピーカ５０４は、メモリ５０２に記憶された音声情報（たとえば、録音データや効果
音）を音声出力する。タッチセンサ５０５は、メモデバイス１０１の表面の接触を検出す
る。通信Ｉ／Ｆ５０６は、ボード１００の通信デバイス１０２との非接触通信をおこなう
。コネクタ５０７（２０１，２０２）は、図２に示したように、他のメモデバイス１０１
との接続をおこない、メモデバイス１０１間で通信可能にする。なお、後述する実施例で
示すメモデバイス１０１の各処理ステップは、メモリ５０２に記憶されたプログラムをＣ
ＰＵ５０１に実行させることにより、また通信Ｉ／Ｆ５０６によりおこなわれる。
【００２８】
（通信デバイス１０２のハードウェア構成）
　図６は、本実施の形態にかかる通信デバイス１０２のハードウェア構成を示すブロック
図である。通信デバイス１０２は、ＣＰＵ６０１とメモリ６０２と通信Ｉ／Ｆ６０３と位
置検出センサとがバス６１０により接続されて構成されている。ＣＰＵ６０１は、通信デ
バイス１０２の全体の制御を司る。メモリ６０２は各種データやＣＰＵ６０１に実行させ
るプログラムを記憶する。通信Ｉ／Ｆ６０３は、メモデバイス１０１の通信Ｉ／Ｆ５０６
との非接触通信をおこなう。なお、後述する実施例で示した通信デバイス１０２の各処理
ステップは、メモリ６０２に記憶されたプログラムをＣＰＵ６０１に実行させることによ
り、また通信Ｉ／Ｆ６０３によりおこなわれる。
【００２９】
（データ構造）
　図７は、本実施の形態にかかるホームサーバー３０１のデータベース３０２に記憶され
る属性情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。属性情報とは、メモデバイス１０
１の特徴を示す情報である。属性情報テーブル７００は、ＩＤと属性と関連情報とを有す
る。ＩＤとは、メモデバイス１０１に固有の識別情報である。属性とは、メモデバイス１
０１を特徴付ける情報である。たとえば、メモデバイス１０１を使用するユーザの種別（
たとえば、父、母、子供など）や、メモデバイス１０１に提供される情報の種別（たとえ
ば、天気、スポーツ、ニュースなど）などの情報である。
【００３０】
　関連情報とは、属性に関連する情報である。たとえば、属性がユーザの種別である場合
、そのユーザの電子メールアドレスや携帯電話番号を関連情報とする。また、属性がメモ
デバイス１０１に提供される情報の種別である場合、当該情報を記憶する領域の所在情報
を関連情報とする。たとえば、メモデバイス１０１に提供される情報がホームサーバー３
０１内に取り込まれている場合には、当該情報が保存されているディレクトリを関連情報
とする。また、メモデバイス１０１に提供される情報がＷｅｂサイトにアップロードされ
る場合には、当該ＷｅｂサイトのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａ
ｔｏｒ）を関連情報とする。
【００３１】
　図８は、本実施の形態にかかる出力対象情報テーブルのデータ構造を示す説明図である
。出力対象情報とは、メモデバイス１０１に出力させる出力対象データを特定する情報で
ある。出力対象情報テーブル８００は、属性と出力対象データへのポインタとを有する。
属性とは、図７に示した属性と同様、メモデバイス１０１を特徴付ける情報である。出力
対象データへのポインタとは、出力対象データが格納されているアドレスを示している。
出力対象データへのポインタをポイントすることで、出力対象データを読み出すことがで
きる。出力対象データは、たとえば、画像データ、アイコン、動画像データ、文字列デー
タ、音声データなどがある。以下、図１～図８に示した構成を用いた実施例について説明
する。
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【実施例１】
【００３２】
　実施例１は、メモデバイス１０１をボード１００に貼着させてメモデバイス１０１に情
報を表示させる例である。
【００３３】
　図９は、実施例１にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。まず、メモデ
バイス１０１がボード１００に貼着されると、メモデバイス１０１とボード１００との間
で非接触通信をおこない、メモデバイス１０１のメモリ６０２に記憶されているＩＤを通
信デバイス１０２に送信する（ステップＳ９０１）。通信デバイス１０２は、送信されて
きたＩＤをＬＡＮ３１０を介してホームサーバー３０１に送信する（ステップＳ９０２）
。
【００３４】
　ホームサーバー３０１は、ＩＤを受信すると、図７に示した属性情報テーブル７００に
記憶されているＩＤを手がかりとして、そのＩＤと同一レコードの属性を特定する（ステ
ップＳ９０３）。そして、属性が特定されると、図８に示した出力対象情報テーブル８０
０を手がかりとして出力対象データへのポインタを参照して、出力対象データを取得する
（ステップＳ９０４）。そして、ステップＳ９０２で送信されてきたＩＤとステップＳ９
０４で取得された出力対象データを通信デバイス１０２に送信する（ステップＳ９０５）
。
【００３５】
　通信デバイス１０２は、送信されてきたＩＤおよび出力対象データを同一ＩＤのメモデ
バイス１０１に送信する（ステップＳ９０６）。メモデバイス１０１は、通信デバイス１
０２から出力対象データを受信するとメモリ５０２に保存する（ステップＳ９０７）。そ
して、メモリ６０２に保存された出力対象データを出力する（ステップＳ９０８）。出力
対象データが、画像データ、動画像データ、アイコン、文字列データなど視認可能なデー
タである場合は、電子ペーパー５０３に表示する。
【００３６】
　また、音声データである場合は、ユーザがメモデバイス１０１をタッチすることで、タ
ッチセンサ５０５が接触を検知するとメモリ５０２に保存された音声データを再生する（
ステップＳ９０８）。動画像データについても、タッチセンサ５０５が接触を検知した場
合にメモリ５０２から読み出して再生することとしてもよい。
【００３７】
　たとえば、図１に示したように、属性が「子供」であるメモデバイス１０１をボード１
００に貼着すると、そのメモデバイス１０１に子供の画像データが表示されることとなる
。このように、実施例１では、個人個人のメモデバイス１０１をあたかも付箋紙であるか
のようにボード１００に貼着することができるため、どのメモデバイス１０１が誰を表現
しているか容易に特定することができる。
【００３８】
　したがって、メモデバイス１０１が貼着されていないボード１００の余白に自由に書き
込むことで、カレンダーや連絡事項など、メモデバイス１０１を利用者と関連付けた様々
な情報伝達や情報提供をすることができる。このように、実施例１では、複雑なコンピュ
ータ操作が不要であり、あたかも伝言板に紙を貼付したり、ホワイトボードや黒板に磁石
により紙を貼付したりするような感覚で情報提供を受けることができる。
【実施例２】
【００３９】
　実施例２は、外部から受信されたデータをメモデバイス１０１に反映させる例である。
【００４０】
　図１０は、実施例２にかかるメモデバイス１０１の表示例を示す説明図である。（Ａ）
は、ユーザの一人である「母」用、すなわち、属性が「母」であるメモデバイス１０１を
示している。このメモデバイス１０１には、母の画像データが表示されている。
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【００４１】
　たとえば、母が外出先から携帯電話によりホームサーバー３０１に割り当てられたメー
ルアドレスに『お肉、解凍しておいて。』というメールを送信した場合、（Ｂ）に示した
ように、この『お肉、解凍しておいて。』という文字列データがホームサーバー３０１か
ら「母」用のメモデバイス１０１に転送されて表示される。文字列データではなく音声デ
ータである場合は、メモデバイス１０１をタッチすることでその音声データが再生される
。
【００４２】
　図１１は、実施例２にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。まず、ホー
ムサーバー３０１は、外部から電子メールを受信すると（ステップＳ１１０１）、出力対
象となるデータを電子メールから抽出する（ステップＳ１１０２）。ここでは、電子メー
ルのメール本文である『お肉、解凍しておいて。』という文字列データを抽出する。
【００４３】
　そして、電子メールの送信元アドレスを手がかりとして、そのアドレスを関連情報とす
るＩＤを属性情報テーブル７００から特定する（ステップＳ１１０３）。ホームサーバー
３０１はステップＳ１１０３で特定されたＩＤおよびステップＳ１１０２で抽出されたデ
ータを通信デバイス１０２に送信し（ステップＳ１１０４）、通信デバイス１０２は受信
したＩＤを宛先として、受信したデータをメモデバイス１０１に送信する（ステップＳ１
１０５）。
【００４４】
　メモデバイス１０１は、通信デバイス１０２から受信したデータ（『お肉、解凍してお
いて。』という文字列データ）をメモリ５０２に保存して（ステップＳ１１０６）、そし
て、メモリ５０２に保存された出力対象データを出力する（ステップＳ１１０７）。ここ
では、図１０の（Ａ）に示したように、メモデバイス１０１には母の画像データが表示さ
れているため、母の画像データを表示させつつ、受信された文字列データを表示する。文
字列データの表示可能領域は、人物画像以外の領域など、あらかじめ設定しておけばよい
。「母」用のメモデバイス１０１に文字列データが表示されるため、誰からの伝言である
か直感的に理解することができる。
【００４５】
　このように、実施例２では、伝えたい情報を外出先からメモデバイス１０１に送って出
力させることができる。したがって、情報を伝えたい相手に伝わらない状況（携帯電話を
持っていない、持っていても圏外または電池切れ、携帯電話をチェックしていない）であ
っても、メモデバイス１０１に伝言を送ることで、外出先から帰ってきた子供にも伝える
ことができる。このように、外出中でありながら、家庭内にいるかのように伝言板として
利用することができる。同じような処理は、電子メールだけではなく、気象情報の更新に
も応用できる。
【００４６】
　図１２は、属性が天気であるメモデバイス１０１を示す説明図である。（Ａ）は、２０
０８年１２月２０日の天気を、晴れマークで示している。ホームサーバー３０１が翌日の
気象情報（ここでは、雨）を受信すると、この気象情報の送信先ＵＲＬを関連情報とする
ＩＤを属性情報テーブル７００から特定して、通信デバイス１０２を介して、その特定さ
れたＩＤのメモデバイス１０１に気象情報を転送する。
【００４７】
　メモデバイス１０１には、翌日の天気を、傘マークで表示する。このように、メモデバ
イス１０１をボード１００に貼着させておくだけで、ボード１００上で天気予報が自動更
新されるため、自ら気象情報を調べることなく、普段どおり家庭内で生活しているだけで
目に入ってくることとなる。
【実施例３】
【００４８】
　実施例３は、メモデバイス１０１にカメラデバイスを装着して情報提供する例である。
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【００４９】
　図１３は、実施例３にかかるメモデバイス１０１の使用例を示す説明図である。実施例
３では、カメラデバイス１３００で撮像した画像データをメモデバイス１０１から送信先
端末に送信する。図１３では、「子供」に割り当てられたメモデバイス１０１からその「
子供」の携帯端末に「母」の画像データを送信する例である。
【００５０】
　まず、（Ａ）において、「子供」のメモデバイス１０１のコネクタ５０７とカメラデバ
イス１３００のコネクタ５０７を接続することで、カメラデバイス１３００を装着する。
この装着時では、メモデバイス１０１はボード１００から離脱していてもよい。（Ｂ）カ
メラデバイス１３００を装着すると、メモデバイス１０１の表示画面２００が（Ａ）で示
した子供の画像データからカメラデバイス１３００からの被写体の映像データに切り替わ
る。
【００５１】
　ここでは、被写体である「母」の映像データが映し出されている。そして、カメラデバ
イス１３００のリモコン操作やメモデバイス１０１をタッチするなどしてメモデバイス１
０１にトリガを与えると、カメラデバイス１３００のシャッターが切られて画像データが
取り込まれる。取り込まれた画像データは、メモデバイス１０１がボード１００に貼着さ
れることで、通信デバイス１０２と非接触通信し、「子供」の携帯電話の電子メールアド
レス宛に送信される。（Ｃ）このあと、カメラデバイス１３００をメモデバイス１０１か
ら抜脱すると、メモデバイス１０１の表示画面２００が元の「子供」の画像データに戻る
。
【００５２】
　図１４は、実施例３にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。まず、図１
３の（Ａ）のようにメモデバイス１０１においてカメラデバイス１３００の装着を検出す
ると（ステップＳ１４０１）、図１３の（Ｂ）のようにカメラデバイス１３００からの映
像データをメモデバイス１０１の表示画面２００に表示し（ステップＳ１４０２）、トリ
ガが与えられることにより画像データを取得し（ステップＳ１４０３）、メモリ５０２に
保持されているＩＤとともに画像データを通信デバイス１０２に送信する（ステップＳ１
４０４）。
【００５３】
　その後、メモデバイス１０１からカメラデバイス１３００の抜脱が検出されると（ステ
ップＳ１４０５）、カメラデバイス１３００の装着前の元データをメモデバイス１０１の
表示画面２００に表示する（ステップＳ１４０６）。また、通信デバイス１０２は、メモ
デバイス１０１からＩＤおよび画像データを受信すると、そのままホームサーバー３０１
に転送する（ステップＳ１４０７）。
【００５４】
　ホームサーバー３０１は、転送されてきたＩＤおよび画像データを受信し、受信したＩ
Ｄを手がかりとして、そのＩＤと同一レコードの電子メールアドレスを属性情報テーブル
７００の関連情報の項目から特定する（ステップＳ１４０８）。この電子メールアドレス
は、受信されたＩＤと同一レコードの属性である「子供」の電子メールアドレス（送信先
）となる。そして、ホームサーバー３０１は、ステップＳ１４０７で受信された画像デー
タを、ステップＳ１４０８で特定された電子メールアドレス宛に送信する（ステップＳ１
４０９）。
【００５５】
　このように、実施例３では、カメラデバイス１３００をメモデバイス１０１に装着して
写真を撮り、その後、メモデバイス１０１をボード１００に貼着するだけで、メモデバイ
ス１０１の利用者の電子メールアドレス宛にカメラデバイス１３００で撮影した画像デー
タを送ることができる。これにより、送信先の設定など面倒な操作手続が不要となり、直
感的な操作により情報提供をおこなうことができる。
【実施例４】
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【００５６】
　実施例４は、２つのメモデバイス１０１を接続して表示領域を拡大する例である。
【００５７】
　図１５は、実施例４にかかる表示領域の拡大例を示す説明図である。ここでは、「母」
用のメモデバイス１０１（向って左側）と「子供」用のメモデバイス１０１（向って右側
）を横方向に接続する例を示す。（Ａ）において、「母」用のメモデバイス１０１の左端
面の雌型コネクタ２０２と「子供」用のメモデバイス１０１の右端面の雄型コネクタ２０
１とを対向させる。
【００５８】
　つぎに、（Ｂ）「母」用のメモデバイス１０１の左端面の雌型コネクタ２０２と「子供
」用のメモデバイス１０１の右端面の雄型コネクタ２０１とを接続する。この接続により
、（Ｃ）において、「母」用のメモデバイス１０１の表示画面２００と「子供」用のメモ
デバイス１０１の表示画面２００とを合わせた２枚分の表示領域に、「母」と「子供」の
両方が写っている画像データを表示する。
【００５９】
（データ構造）
　図１６は、実施例４にかかる属性情報テーブル７００のデータ構造を示す説明図である
。実施例４では、図７に示したＩＤ、属性および関連情報のほか、接続情報を有する。接
続情報とは、他のメモデバイス１０１との接続状態を特定する情報であり、接続された場
合に書き込まれる。接続情報は接続フラグ、接続先ＩＤ、接続位置を含む。
【００６０】
　接続フラグとは、他のメモデバイス１０１と接続されたか否かを特定するフラグである
。接続先ＩＤとは、接続された他のメモデバイス１０１のＩＤである。接続位置とは、接
続された他のデバイスとの相対的な位置である。図１５の「母」用のメモデバイス１０１
を例に挙げると、「子供」用のメモデバイス１０１が他のメモデバイス１０１に該当する
。この場合、「子供」用のメモデバイス１０１から見て「母」用のメモデバイス１０１は
、右に位置するため、接続位置は「右」となる。
【００６１】
　図１７は、共通画像情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。共通画像情報テー
ブル１７００は、ホームサーバー３０１のデータベース３０２に記憶されている。共通画
像情報とは、二人の利用者が映っている画像データ（共通画像データ）を特徴付ける情報
である。共通画像情報テーブル１７００は、属性ペアと接続位置ペアと共通画像データへ
のポインタを有する。属性ペアとは、二人の利用者の属性の組み合わせである。一方の属
性を第１属性、他方の属性を第２属性としている。図１５に示した例では、第１属性が「
母」、第２属性が「子供」となる。
【００６２】
　接続位置ペアとは、第１属性の接続位置と第２属性の接続位置との組み合わせである。
各接続位置は、図１６に示した属性情報テーブル７００の接続位置とリンクしている。図
１５に示した例では、第１属性の接続位置は、属性情報テーブル７００において、属性が
「母」であるレコードの接続位置となる。同様に、第２属性の接続位置は、属性情報テー
ブル７００において、属性が「子供」であるレコードの接続位置となる。
【００６３】
　共通画像データへのポインタとは、第１属性の分割画像データへのポインタと第２属性
の分割画像データへのポインタの組み合わせである。分割画像データとは、共通画像デー
タを２つに分割した各画像データである。
【００６４】
　図１５に示した例では、図１５の（Ｃ）において、「母」用のメモデバイス１０１に表
示されている画像データが第１属性の分割画像データであり、「子供」用のメモデバイス
１０１に表示されている画像データが第２属性の分割画像データである。
【００６５】
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　図１８は、実施例４にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図（その１）である。
まず、接続しあう第１属性（母）のメモデバイス１０１と第２属性（子供）のメモデバイ
ス１０１のおのおので接続検出をおこなう（ステップＳ１８０１）。この接続検出では、
接続しあうコネクタ５０７により接続位置が特定される。
【００６６】
　つぎに、互いにＩＤを送信しあうことで接続先ＩＤを受信する（ステップＳ１８０２）
。そして、接続されたメモデバイス１０１は、ボード１００に貼着されることで通信デバ
イス１０２と非接触通信をおこない、ＩＤ，接続先ＩＤおよび接続位置を通信デバイス１
０２に送信する（ステップＳ１８０３）。通信デバイス１０２は、送信されてきたＩＤ，
接続先ＩＤおよび接続位置をホームサーバー３０１に転送する（ステップＳ１８０４）。
【００６７】
　ホームサーバー３０１は、通信デバイス１０２から送信されてきたＩＤ，接続先ＩＤお
よび接続位置を受信する。そして、受信されたＩＤを手がかりとして、図１６に示した属
性情報テーブル７００から当該受信されたＩＤと同一レコードの属性を特定する（ステッ
プＳ１８０５）。そして、当該レコードの接続情報の接続フラグをＯＮにし、接続先ＩＤ
および接続位置を書き込むことで、接続情報を更新する（ステップＳ１８０６）。
【００６８】
　この時点で、属性情報テーブル７００の第１属性（母）を有するレコードでは、接続フ
ラグがＯＮになっており、接続先ＩＤが第２属性のメモデバイス１０１のＩＤとなってお
り、接続位置が「右」となっている。同様に、属性情報テーブル７００の第２属性（子供
）を有するレコードでは、接続フラグがＯＮになっており、接続先ＩＤが第１属性のメモ
デバイス１０１のＩＤとなっており、接続位置が「左」となっている。
【００６９】
　つぎに、ホームサーバー３０１は、属性情報テーブル７００において今回接続フラグが
ＯＮとなった１組の属性ペアおよび接続位置ペアを特定して、共通画像情報テーブル１７
００から共通画像データへのポインタ（第１属性の分割画像データへのポインタと第２属
性の分割画像データへのポインタ）を特定する。上述した例では、属性ペアが［母、子供
］、接続位置ペアが［右、左］であるレコードから、第１属性（母）の分割画像データへ
のポインタと第２属性（子供）の分割画像データへのポインタを特定する。この２つのポ
インタによりデータベース３０２内の第１属性の分割画像データおよび第２属性の分割画
像データを抽出する（ステップＳ１８０７）。
【００７０】
　分割画像データが抽出されると、ホームサーバー３０１は、それぞれ属性の特定元とな
ったＩＤとともに分割画像データを通信デバイス１０２に送信する（ステップＳ１８０８
）。具体的には、たとえば、第１属性のメモデバイス１０１のＩＤと第１属性の分割画像
データをセットにして通信デバイス１０２に送信するとともに、第２属性のメモデバイス
１０１のＩＤと第２属性の分割画像データをセットにして通信デバイス１０２に送信する
。
【００７１】
　通信デバイス１０２は、各分割画像データとセットになっているＩＤを宛先として、当
該ＩＤのメモデバイス１０１に分割画像データを転送する（ステップＳ１８０９）。具体
的には、たとえば、第１属性のメモデバイス１０１に第１属性の分割画像データを送信し
、第２属性のメモデバイス１０１に第２属性の分割画像データを送信する。
【００７２】
　そして、分割画像データを受信したメモデバイス１０１は、受信した分割画像データを
表示画面２００に表示する（ステップＳ１８１０）。具体的には、たとえば、図１５の（
Ｃ）に示したように、第１属性のメモデバイス１０１では、第１属性の分割画像データを
表示し、第２属性のメモデバイス１０１では、第２属性の分割画像データを表示する。こ
れにより、図１５の（Ｃ）に示したように、接続しあうメモデバイス１０１の利用者の組
み合わせに応じた２画面分の画像データ（共通画像データ）を表示することができる。
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【００７３】
　また、このように共通画像データが表示されている状態で、実施例２に示したように、
外部からの受信データを重畳表示させることとしてもよい。たとえば、第１属性である「
母」からの電子メールをホームサーバー３０１が受信し、そのメール本文を第１属性のメ
モデバイス１０１の表示画面２００に表示させる。
【００７４】
　図１９は、実施例４にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図（その２）である。
なお、第１属性のメモデバイス１０１には第１属性の分割画像データが表示されており、
第２属性のメモデバイス１０１には第２属性の分割画像データが表示されているものとす
る。
【００７５】
　ホームサーバー３０１が電子メールを受信すると（ステップＳ１９０１）、その電子メ
ールの送信元の電子メールアドレスを関連情報とする属性を属性情報テーブル７００から
特定する。同様に、その電子メールの宛先の電子メールアドレスを関連情報とする属性を
属性情報テーブル７００から特定する（ステップＳ１９０２）。
【００７６】
　具体的には、たとえば、送信元が「母」の携帯端末である場合、「母」の携帯端末の電
子メールアドレスを関連情報とする属性「母」が特定される。同様に、宛先である「子供
」の携帯端末の電子メールアドレスを関連情報とする属性「子供」が特定される。
【００７７】
　そして、特定された属性ペアが共通画像情報テーブル１７００に登録されているか否か
を判断し、登録されている場合は、送信元の属性に対応するＩＤを、属性情報テーブル７
００から特定する（ステップＳ１９０３）。具体的には、たとえば、共通画像情報テーブ
ル１７００に、属性ペア［母、子供］が登録されている場合、属性「母」が利用するメモ
デバイス１０１のＩＤを、属性情報テーブル７００から特定する。
【００７８】
　このあと、ステップＳ１９０３で特定されたＩＤと受信データを（ここでは、メール本
文のみ）を通信デバイス１０２に送信し（ステップＳ１９０４）、通信デバイス１０２は
、第１属性のメモデバイス１０１に受信データを転送する（ステップＳ１９０５）。第１
属性のメモデバイス１０１は、その表示画面２００に受信データであるメール本文の文字
列データを表示する（ステップＳ１９０６）。
【００７９】
　文字列データの表示可能領域は、人物画像以外の領域など、あらかじめ設定しておけば
よい。第１属性である「母」用のメモデバイス１０１にのみ文字列データが表示されるた
め、どちらの利用者からどちらの利用者への伝言であるかを直感的に理解することができ
る。
【実施例５】
【００８０】
　実施例５は、ボード１００をカレンダーとして利用する例である。
【００８１】
　図２０は、実施例５にかかるボード１００を示す正面図である。ボード１００の表面は
日付ごとにマトリクス状に分割されている。
【００８２】
　図２１は、実施例５にかかるボード１００の斜視図である。図２１に示したように、マ
トリクス状に分割された各マス目の内部には、複数の磁石がマトリクス状（図２１では３
×３個）に埋め込まれている（図２１中、点線で表記。）。
【００８３】
　図２２は、メモデバイス１０１を裏面からみた外観を示す斜視図である。メモデバイス
１０１の裏面２２００には、特定の磁石パターン２２０１が設けられている。この特定の
磁石パターン２２０１をボード１００が認識することで、そのメモデバイス１０１の位置
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を特定することができる。
【００８４】
　具体的には、メモデバイス１０１が図２１に示した任意のマス目に貼着された場合、特
定パターンおよび特定の磁石パターン２２０１と対向する磁石との間に磁界が発生する。
ボード１００内部には磁気センサが埋め込まれており、磁界の検出パターンにより、どの
メモデバイス１０１がどのマス目に貼着されたかが判断できるようになる。
【００８５】
　図２３は、実施例５にかかる通信デバイス１０２のハードウェア構成を示すブロック図
である。図６と同一構成には同一符号を付し、その説明を省略する。図２３では、あらた
に位置検出センサ２３００がボード１００内に埋め込まれ、バス６１０に接続されている
。位置検出センサ２３００は、ボード１００に貼着されたメモデバイス１０１の位置を検
出するセンサであり、上述したように、たとえば、磁気センサを用いることができる。こ
の位置検出センサ２３００は、検出位置情報となる座標値（たとえば、磁界が発生した磁
石のうち中心の磁石の位置座標）を通信デバイス１０２のメモリ６０２に保存する。
【００８６】
　図２４は、実施例５にかかる属性が天気であるメモデバイス１０１の貼着例を示す説明
図である。図２４では、２５日に属性が天気であるメモデバイス１０１が貼着されている
。メモデバイス１０１の表示画面２００には、実施例１の図９に示したシーケンスにより
、２００８年１２月２５日の天気予報（雪だるまのマーク）が表示されている。
【００８７】
　図２５は、座標テーブルを示す説明図である。座標テーブル２５００は、ホームサーバ
ー３０１のデータベース３０２に格納されている。座標テーブル２５００は、日付と座標
値を関連付けている。日付は、ボード１００のマス目に対応しており、座標値はマス目の
特定位置座標（マス目の中心座標でもよく、４つのうちいずれか一つの頂点座標でもよい
）の値となる。マス目の縦および横の長さは一定であるため、特定位置座標によりマス目
の領域を特定することができる。
【００８８】
　図２６は、実施例５にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。メモデバイ
ス１０１がボード１００に貼着されると、通信デバイス１０２は位置検出をおこなう（ス
テップＳ２６０１）。具体的には、位置検出センサ２３００によりメモデバイス１０１が
貼着された位置座標を検出位置情報としてメモリ６０２に保存する。また、メモデバイス
１０１の貼着によりメモデバイス１０１と通信デバイス１０２は非接触通信をおこない、
メモデバイス１０１のＩＤが通信デバイス１０２に送られる（ステップＳ２６０２）。
【００８９】
　通信デバイス１０２は、ＩＤを受信すると、受信したＩＤと検出位置情報をホームサー
バー３０１に送信する（ステップＳ２６０３）。ホームサーバー３０１は、ＩＤおよび検
出位置情報を受信すると、属性情報テーブル７００を参照して、受信したＩＤの属性を特
定する（ステップＳ２６０４）。そして、座標テーブル２５００を参照して、受信した検
出位置情報が含まれる日付を特定する（ステップＳ２６０５）。具体的には、検出位置情
報の座標値を包含する日付の領域を特定する。
【００９０】
　また、ホームサーバー３０１は、ステップＳ２６０５で特定された日付に応じたデータ
を取得する（ステップＳ２６０６）。具体的には、たとえば、ホームサーバー３０１に気
象情報を取得するアプリケーションがインストールされていたり、気象情報がアップロー
ドされているＷｅｂサイトを監視している場合、ステップＳ２６０５で特定された日付に
応じた気象情報を取得する。この場合は、２００８年１２月２５日の気象情報を取得する
。
【００９１】
　そして、ホームサーバー３０１は、ステップＳ２６０３で受信したＩＤおよびステップ
Ｓ２６０６で受信されたデータを通信デバイス１０２に送信する（ステップＳ２６０７）



(15) JP 2010-156796 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

。通信デバイス１０２は、受信されたＩＤのメモデバイス１０１を宛先として、ステップ
Ｓ２６０７で受信されたデータ（気象情報）をメモデバイス１０１に転送する（ステップ
Ｓ２６０８）。メモデバイス１０１は、通信デバイス１０２から送信されてくるデータを
メモリ５０２に保存し（ステップＳ２６０９）、データ出力（気象情報の表示）をする（
ステップＳ２６１０）。
【００９２】
　これにより、図２４に示したように、２００８年１２月２５日の天気予報が、２５日の
マス目に貼着されたメモデバイス１０１に表示されることとなる。このように、メモデバ
イス１０１の貼着された位置を特定して、その貼着位置に固有の情報をメモデバイス１０
１に提供することができる。
【００９３】
　すなわち、利用者からすれば、特定の属性種別（たとえば、天気、スポーツ、ニュース
など）のメモデバイス１０１を選択して、ボード１００中、情報を受けたい日付のマス目
に選択したメモデバイス１０１を貼着するだけで、その属性種別に応じたその日付の情報
が得られることとなる。これにより、貼着位置に特化した情報を利用者はメモデバイス１
０１を貼着するというコンピュータ操作とは思えないような行為により自動で取得するこ
とができる。したがって、家族の中でコンピュータが扱えない者がいても、全員で活用す
ることができる。
【実施例６】
【００９４】
　実施例６は、オフィスでの利用例を示す。ここでは利用者は会社の社員とし、メモデバ
イス１０１は、社員ごとに用意されているものとする。この場合、メモデバイス１０１に
は、メモデバイス１０１のＩＤのほか、属性として社員に固有な社員番号が記憶されてい
るものとする。
【００９５】
　図２７は、生体センサを示す説明図である。生体センサ２７００は、脈拍や体温などの
生体情報を検出するセンサであり、ここでは、リストバンド型の生体センサ２７００を示
している。生体センサ２７００は、検出された生体情報を利用者の属性（社員番号）とと
もに、定期的にホームサーバー３０１にアップロードする。
【００９６】
　ホームサーバー３０１には、生体情報により健康状態を解析する既存のアプリケーショ
ンがインストールされているものとする。そして、当該アプリケーションによる健康状態
の解析結果が、実施例２で示したシーケンスと同様のシーケンスにより、解析された社員
のメモデバイス１０１に送信される。送信された解析結果は、メモデバイス１０１の表示
画面２００に表示される。
【００９７】
　図２８は、メモデバイス１０１における健康状態の解析結果を示す説明図である。図２
８の（Ａ）～（Ｅ）では、顔画像の表情により、健康状態をあらわしている。なお、ホー
ムサーバー３０１にインストールされているスケジューラやメーラは、本実施例６のアプ
リケーションと連携しており、会議などの予定や電子メールや電話の着信がテキストまた
はアイコンにより表示される。このような情報提供も実施例２に示したシーケンスと同様
のシーケンスにより実現される。
【００９８】
　図２９は、オフィス内での利用シーン（その１）を示す説明図である。医務室の壁面に
はボード１００が掲げられており、ボード１００には、社員のメモデバイス１０１が貼着
されている。メモデバイス１０１には、図２８に示したように、社員の健康状態が表示さ
れている。産業医２９００は各社員の健康状態の解析結果を参考にして、社員の健康管理
をおこなう。このように、リアルタイムで社員の健康状態を把握しておくことで、病気や
体調不良となった社員に対し、症状が重くなる前に手当てをすることができる。
【００９９】
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　図３０は、オフィス内での利用シーン（その２）を示す説明図である。図３０では、オ
フィス内の壁面にボード１００が掲げられており、部署を特定する島ごとに領域３０００
が分かれているものとする。メモデバイス１０１は、各部署に所属する社員のメモデバイ
ス１０１が当該社員が所属する部署の領域３０００内に貼着されており、メモデバイス１
０１には、そのメモデバイス１０１を利用する社員の顔画像が表示されているものとする
。
【０１００】
　すなわち、メモデバイス１０１が貼着されている社員は出勤していることを示し、貼着
されていない社員はまだ出勤していないことを示している。また、メモデバイス１０１の
表示画面２００に出勤時刻を表示しておくことにより、タイムレコーダとしても利用する
ことができる。このような情報提供も実施例２と同様のシーケンスにより情報提供するこ
とで実現することができる。
【０１０１】
　図３１は、オフィス内での利用シーン（その３）を示す説明図である。図３１の利用シ
ーンは、社員の座席の壁にボード１００が設けられており、ボード１００には他の社員の
メモデバイス１０１が貼着されている。他の社員からの文字列データは、実施例２で示し
たシーケンスと同様のシーケンスで送られて、メモデバイス１０１の表示画面２００に表
示される。また、文字列データではなく音声データである場合は、メモデバイス１０１の
メモリ５０２に保存され、メモデバイス１０１をタッチするとメモリ５０２内の音声デー
タが読み出されて再生する。
【０１０２】
　このように、メモデバイス１０１の表示画面２００を見るだけで、その社員が何を伝え
てきたかを、他の社員からのメッセージをメッセンジャーソフトやメーラを起動したり、
送信元を探したりする操作をすることなく、把握することができる。また、他の社員のメ
モデバイス１０１にタッチすることで、他の社員の音声データが再生されるため、レコー
ダを用意することなく、他の社員の伝言を何度も聞きなおすことができる。
【０１０３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ホワイトボードや黒板にメモを貼付する
ような行為により、コンピュータ処理やコンピュータ操作を利用者に意識させることなく
、昔ながらのコミュニケーションを実現することができる。したがって、家族や会社の組
織内でコンピュータに疎い者がいても、全員が相互に直感的に利用できるインターフェー
スを提供することができ、コミュニケーションの活性化を図ることができる。
【０１０４】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１０５】
（付記１）通信デバイスを有するボードと通信可能な表示装置であって、
　カード形状の本体と、
　前記本体の裏面に設けられ、前記ボードの表面に貼着する貼着手段と、
　前記貼着手段によって貼着された場合、前記通信デバイスと非接触通信をおこなう通信
手段と、
　前記本体の表面に設けられ、前記通信手段との非接触通信により受信された情報を表示
する表示手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【０１０６】
（付記２）固有の識別情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記通信手段は、
　前記通信デバイスとの非接触通信により、前記記憶手段によって記憶された識別情報を
前記通信デバイスと通信可能なサーバーに送信するとともに、前記通信デバイスとの非接
触通信により、前記サーバーから送信されてくる前記識別情報に応じた情報を受信し、
　前記表示手段は、
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　前記通信手段によって受信された前記識別情報に応じた情報を表示することを特徴とす
る付記１に記載の表示装置。
【０１０７】
（付記３）前記表示装置どうしを前記表面が面一となるように接続する接続手段を備え、
　前記通信手段は、
　前記通信デバイスとの非接触通信により、前記識別情報と接続相手の表示装置に記憶さ
れている識別情報とを前記サーバーに送信するとともに、前記通信デバイスとの非接触通
信により、画像データを分割した一対の分割画像データのうち前記識別情報に対応する分
割画像データを受信し、
　前記表示手段は、
　前記通信手段によって受信された分割画像データを表示することを特徴とする付記１ま
たは２に記載の表示装置。
【０１０８】
（付記４）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記
表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信手段、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段、
　前記特定手段によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出手
段、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１０９】
（付記５）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記
表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　データを受信する受信手段、
　前記受信手段によって受信されたデータの属性を特定する属性特定手段、
　前記属性特定手段によって特定された属性に割り当てられた前記表示装置の識別情報を
特定する識別情報特定手段、
　前記識別情報特定手段によって特定された識別情報に対応する表示装置が前記ボードに
貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうことにより、前記通信デバイスを介
して前記識別情報に対応する表示装置に前記データを送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１１０】
（付記６）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記
表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記表示装置に
装着されたカメラによって取得された画像データとを前記通信デバイスを介して受信する
受信手段、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている利用者のアドレスを特
定する特定手段、
　前記特定手段によって特定されたアドレス宛に前記受信手段によって受信された画像デ
ータを送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１１１】
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（付記７）表が表示画面で裏が貼着面である２枚の表示装置を貼着可能なボードに設けら
れ前記２枚の表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　前記２枚の表示装置が接続され、かつ、前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非
接触通信をおこなうことにより、前記２枚の表示装置に記憶されているそれぞれの識別情
報と前記２枚の表示装置の相対的な位置を示す位置情報とを前記通信デバイスを介して受
信する受信手段、
　前記受信手段によって受信された識別情報の組み合わせに応じた利用者属性の組み合わ
せを特定する特定手段、
　前記特定手段によって特定された利用者属性の組み合わせに応じた画像データをデータ
ベースから抽出する抽出手段、
　前記接続しあう２枚の表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通
信をおこなうことにより、前記抽出手段によって抽出された画像データを分割した一方の
分割画像データを前記位置情報に応じた一方の表示装置に送信するとともに、前記画像デ
ータを分割した他方の分割画像データを前記位置情報に応じた他方の表示装置に送信する
送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１１２】
（付記８）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記
表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーを、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記ボード上に
おける前記表示装置の貼着位置を前記通信デバイスを介して受信する受信手段、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段、
　前記特定手段によって特定された属性および前記貼着位置に応じた情報をデータベース
から抽出する抽出手段、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性および前記貼着位置に応じた情報を前
記通信デバイスを介して前記表示装置に送信する送信手段、
　として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【０１１３】
（付記９）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前記
表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であって、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段と、
　前記特定手段によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出手
段と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１１４】
（付記１０）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であって、
　データを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信されたデータの属性を特定する属性特定手段と、
　前記属性特定手段によって特定された属性に割り当てられた前記表示装置の識別情報を
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特定する識別情報特定手段と、
　前記識別情報特定手段によって特定された識別情報に対応する表示装置が前記ボードに
貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうことにより、前記通信デバイスを介
して前記識別情報に対応する表示装置に前記データを送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１１５】
（付記１１）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であって、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記表示装置に
装着されたカメラによって取得された画像データとを前記通信デバイスを介して受信する
受信手段と、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている利用者のアドレスを特
定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定されたアドレス宛に前記受信手段によって受信された画像デ
ータを送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１１６】
（付記１２）表が表示画面で裏が貼着面である２枚の表示装置を貼着可能なボードに設け
られ前記２枚の表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であっ
て、
　前記２枚の表示装置が接続され、かつ、前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非
接触通信をおこなうことにより、前記２枚の表示装置に記憶されているそれぞれの識別情
報と前記２枚の表示装置の相対的な位置を示す位置情報とを前記通信デバイスを介して受
信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された識別情報の組み合わせに応じた利用者属性の組み合わ
せを特定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定された利用者属性の組み合わせに応じた画像データをデータ
ベースから抽出する抽出手段と、
　前記接続しあう２枚の表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通
信をおこなうことにより、前記抽出手段によって抽出された画像データを分割した一方の
分割画像データを前記位置情報に応じた一方の表示装置に送信するとともに、前記画像デ
ータを分割した他方の分割画像データを前記位置情報に応じた他方の表示装置に送信する
送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１１７】
（付記１３）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能な情報提供装置であって、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記ボード上に
おける前記表示装置の貼着位置を前記通信デバイスを介して受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定手
段と、
　前記特定手段によって特定された属性および前記貼着位置に応じた情報をデータベース
から抽出する抽出手段と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出手段によって抽出された前記属性および前記貼着位置に応じた情報を前
記通信デバイスを介して前記表示装置に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１１８】
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（付記１４）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報を前記通信デバイ
スを介して受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定工
程と、
　前記特定工程によって特定された属性に応じた情報をデータベースから抽出する抽出工
程と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出工程によって抽出された前記属性に応じた情報を前記通信デバイスを介
して前記表示装置に送信する送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【０１１９】
（付記１５）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　データを受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信されたデータの属性を特定する属性特定工程と、
　前記属性特定工程によって特定された属性に割り当てられた前記表示装置の識別情報を
特定する識別情報特定工程と、
　前記識別情報特定工程によって特定された識別情報に対応する表示装置が前記ボードに
貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうことにより、前記通信デバイスを介
して前記識別情報に対応する表示装置に前記データを送信する送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【０１２０】
（付記１６）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記表示装置に
装着されたカメラによって取得された画像データとを前記通信デバイスを介して受信する
受信工程と、
　前記受信工程によって受信された識別情報に割り当てられている利用者のアドレスを特
定する特定工程と、
　前記特定工程によって特定されたアドレス宛に前記受信工程によって受信された画像デ
ータを送信する送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【０１２１】
（付記１７）表が表示画面で裏が貼着面である２枚の表示装置を貼着可能なボードに設け
られ前記２枚の表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　前記２枚の表示装置が接続され、かつ、前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非
接触通信をおこなうことにより、前記２枚の表示装置に記憶されているそれぞれの識別情
報と前記２枚の表示装置の相対的な位置を示す位置情報とを前記通信デバイスを介して受
信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された識別情報の組み合わせに応じた利用者属性の組み合わ
せを特定する特定工程と、
　前記特定工程によって特定された利用者属性の組み合わせに応じた画像データをデータ
ベースから抽出する抽出工程と、
　前記接続しあう２枚の表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通
信をおこなうことにより、前記抽出工程によって抽出された画像データを分割した一方の
分割画像データを前記位置情報に応じた一方の表示装置に送信するとともに、前記画像デ
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ータを分割した他方の分割画像データを前記位置情報に応じた他方の表示装置に送信する
送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【０１２２】
（付記１８）表が表示画面で裏が貼着面である表示装置を貼着可能なボードに設けられ前
記表示装置と非接触通信する通信デバイスと通信可能なサーバーが、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記表示装置に記憶されている前記表示装置に固有の識別情報と前記ボード上に
おける前記表示装置の貼着位置を前記通信デバイスを介して受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された識別情報に割り当てられている属性を特定する特定工
程と、
　前記特定工程によって特定された属性および前記貼着位置に応じた情報をデータベース
から抽出する抽出工程と、
　前記表示装置が前記ボードに貼着されて前記通信デバイスと非接触通信をおこなうこと
により、前記抽出工程によって抽出された前記属性および前記貼着位置に応じた情報を前
記通信デバイスを介して前記表示装置に送信する送信工程と、
　を実行することを特徴とする情報提供方法。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本実施の形態にかかる情報提供の概要を示す説明図である。
【図２－１】本実施の形態にかかるメモデバイスの外観を示す斜視図（その１）である。
【図２－２】本実施の形態にかかるメモデバイスの外観を示す斜視図（その２）である。
【図３】本実施の形態にかかる情報提供システムのシステム構成図である。
【図４】本実施の形態にかかるホームサーバーのハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本実施の形態にかかるメモデバイスのハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図６】本実施の形態にかかる通信デバイスのハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図７】本実施の形態にかかる属性情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。
【図８】本実施の形態にかかる出力対象情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。
【図９】実施例１にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。
【図１０】実施例２にかかるメモデバイスの表示例を示す説明図である。
【図１１】実施例２にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。
【図１２】属性が天気であるメモデバイスを示す説明図である。
【図１３】実施例３にかかるメモデバイスの使用例を示す説明図である。
【図１４】実施例３にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。
【図１５】実施例４にかかる表示領域の拡大例を示す説明図である。
【図１６】実施例４にかかる属性情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。
【図１７】共通画像情報テーブルのデータ構造を示す説明図である。
【図１８】実施例４にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図（その１）である。
【図１９】実施例４にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図（その２）である。
【図２０】実施例５にかかるボードを示す正面図である。
【図２１】実施例５にかかるボードの斜視図である。
【図２２】メモデバイスを裏面からみた外観を示す斜視図である。
【図２３】実施例５にかかる通信デバイスのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図２４】実施例５にかかる属性が天気であるメモデバイスの貼着例を示す説明図である
。
【図２５】座標テーブルを示す説明図である。
【図２６】実施例５にかかる情報提供処理手順を示すシーケンス図である。
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【図２７】生体センサを示す説明図である。
【図２８】メモデバイスにおける健康状態の解析結果を示す説明図である。
【図２９】オフィス内での利用シーン（その１）を示す説明図である。
【図３０】オフィス内での利用シーン（その２）を示す説明図である。
【図３１】オフィス内での利用シーン（その３）を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２４】
１００　ボード
１０１　メモデバイス
１０２　通信デバイス
２００　表示画面
２０１　雄型コネクタ
２０２　雌型コネクタ
３００　情報提供システム
３０１　ホームサーバー
３０２　データベース
７００　属性情報テーブル
８００　出力対象情報テーブル
１３００　カメラデバイス
１７００　共通画像情報テーブル

【図１】 【図２－１】
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