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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と情報端末装置とがネットワークを介して通信を行う通信方法であって、
前記情報端末装置の入力部に、前記表示装置の表示部に表示させるデータの表示位置が入
力され、
　前記情報端末装置から、前記表示装置に、前記データを識別するためのＩＤ情報と前記
表示位置を示す位置情報とが送信され、
　前記表示装置の前記表示部に、前記位置情報に基づき、前記ＩＤ情報により識別される
前記データが表示され、
　前記位置情報は、前記表示部に表示させる第１のデータの表示位置として、前記表示部
に表示されている第２のデータの表示位置に対する相対的な表示位置を示すことを特徴と
する通信方法。
【請求項２】
　前記表示装置と前記情報端末装置とが、ＸＭＰＰに準拠した通信を行うことを特徴とす
る請求項１に記載の通信方法。
【請求項３】
　前記表示装置と前記情報端末装置とが互いに送受信する情報は、メタ情報を拡張したｈ
ｔｍｌファイルであることを特徴とする請求項２に記載の通信方法。
【請求項４】
　前記表示装置と前記情報端末装置とが互いに送受信する情報は、前記表示装置の前記表
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示部に表示を行うための表示情報を構成する断片情報であることを特徴とする請求項３に
記載の通信方法。
【請求項５】
　前記表示装置と前記情報端末装置とが、無線通信ネットワークを介して通信を行うこと
を特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の通信方法。
【請求項６】
　表示部を有する表示装置とネットワークを介して通信を行う情報端末装置であって、
　前記表示部に表示させるデータの表示位置が入力される入力部と、
　前記表示位置を示す位置情報を作成する制御部と、
　前記データを識別するためのＩＤ情報と前記位置情報とを送信する通信部と、
を備え、
　前記位置情報は、前記表示部に表示させる第１のデータの表示位置として、前記表示部
に表示されている第２のデータの表示位置に対する相対的な表示位置を示すことを特徴と
する情報端末装置。
【請求項７】
　前記表示装置とＸＭＰＰに準拠した通信を行うことを特徴とする請求項６に記載の情報
端末装置。
【請求項８】
　前記通信部が送信する情報は、メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルであることを特徴
とする請求項７に記載の情報端末装置。
【請求項９】
　前記通信部が送信する情報は、前記表示装置の前記表示部に表示を行うための表示情報
を構成する断片情報であることを特徴とする請求項６～請求項８のいずれかに記載の情報
端末装置。
【請求項１０】
　前記表示装置と無線通信ネットワークを介して通信を行うことを特徴とする請求項６～
請求項９のいずれかに記載の情報端末装置。
【請求項１１】
　情報端末装置とネットワークを介して通信を行う表示装置であって、
　表示部と、
　前記表示部に表示させるデータを識別するためのＩＤ情報と、前記表示部に表示させる
前記データの表示位置を示す位置情報とを受信する通信部と、
を備え、
　前記表示部は、前記位置情報に基づいて、前記ＩＤ情報により識別される前記データを
表示し、
　前記位置情報は、前記表示部に表示させる第１のデータの表示位置として、前記表示部
に表示されている第２のデータの表示位置に対する相対的な表示位置を示すことを特徴と
する表示装置。
【請求項１２】
　前記情報端末装置とＸＭＰＰに準拠した通信を行うことを特徴とする請求項１１に記載
の表示装置。
【請求項１３】
　前記通信部が受信する情報は、メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルであることを特徴
とする請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記通信部が受信する情報は、前記表示部に表示を行うための表示情報を構成する断片
情報であることを特徴とする請求項１１～請求項１３のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記情報端末装置と無線通信ネットワークを介して通信を行うことを特徴とする請求項
１１～請求項１４のいずれかに記載の表示装置。
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【請求項１６】
　請求項６～請求項１０のいずれかに記載の情報端末装置と、請求項１１～請求項１５の
いずれかに記載の表示装置とが、ネットワークを介して通信を行なうことを特徴とする通
信システム。
【請求項１７】
　前記情報端末装置と前記表示装置とが、ＸＭＰＰに準拠した通信を行うことを特徴とす
る請求項１６に記載の通信システム。
【請求項１８】
　前記情報端末装置と前記表示装置とが、無線通信ネットワークを介して通信を行うこと
を特徴とする請求項１６又は請求項１７に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信方法、情報端末装置、表示装置、及びそれらを備えた通信システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットを通じた情報コミュニケーションの一つに電子掲示板がある。電子掲示
板は、ＢＢＳ（Bulletin Board System）とも呼ばれ、一般に、インターネット上の特定
のウェブページ上に形成される。ウェブページ上の電子掲示板には、ウェブブラウザによ
り不特定且つ複数のユーザがアクセスできる。ユーザは、その電子掲示板に情報を掲げる
ことや、掲げられた情報を閲覧し、その情報に対するコメントを投稿することなどができ
る。このように、電子掲示板は、仮想の伝言板や公開討論の場又はチャットルームなどの
リアルタイムに情報交換できるコミュニケーションツールとして活用されている。
【０００３】
　このような電子掲示板では、ユーザが投稿する情報は投稿順に画面に表示されるもの多
く、通常は、投稿した情報を表示する位置をユーザが指定できないものが多い。しかしな
がら、ユーザにとって、電子掲示板に投稿した情報の表示位置が重要となることがある。
たとえば、電子掲示板に掲げられている情報に対するコメントを投稿しようとする場合に
は、その情報に近接した位置或いはその情報に対するコメントを書き込むために用意され
たスペースに情報を表示することにより、その情報と投稿したコメントとを認識できる。
【０００４】
　特許文献１に開示されている電子掲示板システムでは、ユーザがコメント投稿する際に
は、ユーザは電子掲示板の表示画面からコメントを投稿する対象を示すコンテンツＩＤを
特定し、投稿する情報とともにそのコンテンツＩＤを入力することにより、そのコンテン
ツに対するコメント欄に情報を表示させることができる。
【０００５】
　また、ウェブページ上に掲げられた電子カレンダーでは、複数のユーザがこの電子カレ
ンダーを利用するとき、ユーザは、電子カレンダーの表示画面上の所望の日時が表示され
た位置と関連付けて情報を投稿する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－１１３１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　これらの電子掲示板では、ユーザが投稿する情報の形式は予め決められており、その方
法はユーザが利用する情報端末装置や電子掲示板のコンテンツ管理システムにより制限さ
れている。たとえば、特許文献１では、投稿した情報が表示される画面上の位置も予め定
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められた位置に制限されており、ユーザが任意の位置に情報を表示することはできていな
い。このように従来では、ユーザが表示画面から得られる視覚情報を活用する手段に欠け
ていた。
【０００８】
　本発明は、表示画面から得られる視覚的な情報を積極的に活用しうる通信方法、情報端
末装置、及びそれを備えた通信システム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】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の通信方法は、表示装置と情報端末装置とがネットワ
ークを介して通信を行う通信方法であって、前記情報端末装置の入力部に、前記表示装置
の表示部に表示させるデータの表示位置が入力され、前記情報端末装置から、前記表示装
置に、前記データを識別するためのＩＤ情報と前記表示位置を示す位置情報とが送信され
、前記表示装置の前記表示部に、前記位置情報に基づき、前記ＩＤ情報により識別される
前記データが表示されることを特徴としている。
【００１０】
　上記構成の通信方法によれば、例えば、家庭や職場、学校などのコミュニティに属する
ユーザは、ネットワークを通じてそのコミュニティから提供されるカレンダーシステム、
掲示板システムやスケジュール管理システムなどの様々な情報サービスに対して、書き込
んだ情報を自由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは、情報サービスの表示
画面に表示されているデータの表示位置を指定して、そのデータを所望の位置に表示させ
ることができるので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的な情報を積極的に活用
することができる。
【００１１】
　上記構成の通信方法において、前記位置情報は、前記表示部に表示させる第１のデータ
の表示位置として、前記表示部に表示されている第２のデータの表示位置に対する相対的
な表示位置を示すこととしてもよい。
【００１２】
　このような構成とすることによって、位置情報は、ＩＤ情報によって識別される第１の
データの表示位置を、カレンダーシステムなどの情報サービスの表示画面に既に表示され
ている第２データの表示位置に対する相対的な表示位置で示すことができる。従って、表
示装置の表示部に表示される情報サービスが表示画面の一部に表示されているとき、表示
部に表示されている第２のデータの表示位置が変更される場合であっても、位置情報に基
づいて、ＩＤ情報によって識別される第１のデータを、第２のデータの表示位置に対する
相対的な表示位置に表示することができる。
【００１３】
　たとえば、位置情報が、ＩＤ情報によって識別されるデータの表示位置として、カレン
ダーシステムのベースデータの表示位置に対する相対的な表示位置を示すものである場合
について説明する。その場合、カレンダーシステムが表示画面の一部に表示されていると
きに、カレンダーシステムのベースデータの表示位置が変更されたとしても、位置情報に
基づいて、ＩＤ情報によって識別されるデータを、ベースデータの表示位置に対して相対
的な表示位置に表示させることができる。すなわち、ＩＤ情報によって識別されるデータ
は、ベースデータに対してずれて表示されることがない。よって、ＩＤ情報によって識別
されるデータを適正な位置に表示することができる。
【００１４】
　また、上記構成の通信方法において、前記表示装置と前記情報端末装置とがＸＭＰＰ（
eXtensible Messaging and Presence Protocol）に準拠した通信を行うものとしてもよい
。このような構成とすることによって、表示装置と情報端末装置との間でリアルタイムな
メッセージング（情報交換）をすることができる。
【００１５】
　なお、ＸＭＰＰとは、ＩＥＴＦ（Internet Engineering Task Force）のＸＭＰＰワー
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キンググループから独立したＸＳＦ（XMPP Standards Foundation）により規格・標準化
が進められているＸＭＬベースのプロトコル（通信規約）であり、インスタントメッセー
ジ、プレゼンス（「相手が今どういう状態にあるのか」）、多人数チャット、音声または
テレビ電話、協調作業、コンテンツ・シンジケーション、ＸＭＬデータの一般化ルーティ
ングなどを含む広範囲のアプリケーションを動的に制御し、インターネットなどの通信シ
ステムにおいてリアルタイムなコミュニケーションを行うために、それぞれの目的に応じ
て規格化された複数の拡張プロトコル（ＸＥＰ：XMPP Extension Protocol）からなって
いる。
【００１６】
　また、上記構成の通信方法において、前記表示装置と前記情報端末装置とが互いに送受
信する情報は、メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルであってもよい。ここで、メタ情報
を拡張したｈｔｍｌファイルとは、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌ（Hyper 
Text Markup Language）にて表現し得る形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音
声データ、動画データなど）と、そのデータに関連する情報（属性情報）であるメタ情報
とを有するものであり、そのメタ情報には、ＩＤ情報や位置情報などのＸＭＰＰによるメ
ッセージングに対応する属性情報が含まれる。このように、メタ情報として、ＸＭＰＰに
よるメッセージングに対応する属性情報（ＩＤ情報、位置情報）を利用することを拡張と
呼んでいる。このような構成とすることによって、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈ
ｔｍｌにて表現されたデータであれば、表示装置と情報端末装置との間で、そのｈｔｍｌ
で表現し得る全ての形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音声データ、動画デー
タなど）の送受信を行うことができるとともに、その組み合わせにも制限を受けることが
ない。
【００１７】
　また、上記構成の通信方法において、前記表示装置と前記情報端末装置とが互いに送受
信する情報は、前記表示装置の前記表示部に表示を行うための表示情報を構成する断片情
報であってもよい。このような構成とすることによって、情報端末装置において表示部に
表示させるデータの表示位置を変更しようとするとき、情報端末装置から、そのデータを
識別するためのＩＤ情報とそのデータの表示位置を示す位置情報とを有する断片情報を表
示装置に送信すれば、表示装置は、受信した断片情報（ＩＤ情報、位置情報）に基づいて
編集した表示情報に組み込まれた位置情報に基づいて、ＩＤ情報によって識別されるデー
タを表示することができる。従って、情報端末装置を利用するユーザは、簡便に表示部に
表示させるデータの表示位置を変更することができる。また、情報端末装置から表示装置
に送信する情報をより軽量なものとすることができるので、通信に要する時間を短縮する
ことができるとともに、表示装置と情報端末装置との間の通信経路にかかる負担を大幅に
低減することができ。よって、ユーザにとって、より利便性のよい通信を行うことができ
る。
【００１８】
　また、上記構成の通信方法において、前記表示装置と前記情報端末装置とが無線通信ネ
ットワークを介して通信を行うものとしてもよい。このような構成とすることによって、
表示装置と情報端末装置との間のデータ伝送手段として、無線ＬＡＮやＦｅｍｔｏ基地局
を用いた移動無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの様々な無線通信ネットワークを利用す
ることができる。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために本発明の情報端末装置は、表示部を有する表示装置と
ネットワークを介して通信を行う情報端末装置であって、前記表示部に表示させるデータ
の表示位置が入力される入力部と、前記表示位置を示す位置情報を作成する制御部と、前
記データを識別するためのＩＤ情報と前記位置情報とを送信する通信部と、を備えること
を特徴としている。
【００２０】
　上記構成の情報端末装置によれば、ユーザは、ネットワークを通じて提供される様々な
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情報サービスに書き込んだ情報を自由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは
、情報サービスの表示画面に表示されているデータの表示位置を指定して、そのデータを
所望の位置に表示させることができるので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的
な情報を積極的に活用することができる。
【００２１】
　上記構成の情報端末装置において、前記位置情報は、前記表示部に表示させる第１のデ
ータの表示位置として、前記表示部に表示されている第２のデータの表示位置に対する相
対的な表示位置を示すものとしてもよい。
【００２２】
　このような構成とすることによって、情報端末装置は、ＩＤ情報によって識別される第
１のデータの表示位置を、カレンダーシステムなどの情報サービスの表示画面に既に表示
されている第２データの表示位置に対する相対的な表示位置で示すことができる。従って
、表示装置の表示部に表示される情報サービスが表示画面の一部に表示されているとき、
表示部に表示されている第２のデータの表示位置が変更される場合であっても、位置情報
に基づいて、ＩＤ情報によって識別される第１のデータを、第２のデータの表示位置に対
する相対的な表示位置に表示することができる。たとえば、カレンダーシステムが表示画
面の一部に表示されている場合に、カレンダーシステムのベースデータなどの他の表示デ
ータの表示位置が変更されたとしても、位置情報に基づいて、ＩＤ情報によって識別され
るデータを、他の表示データ（カレンダーシステムのベースデータなど）の表示位置に対
して相対的な表示位置に表示させることができる。すなわち、ＩＤ情報によって識別され
るデータは、他の表示データに対してずれて表示されることがない。よって、ＩＤ情報に
よって識別されるデータを適正な位置に表示することができる。
【００２３】
　上記構成の情報端末装置において、前記表示装置とＸＭＰＰに準拠した通信を行うもの
としてもよい。このような構成とすることによって、情報端末装置は、表示装置とリアル
タイムなメッセージング（情報交換）をすることができる。
【００２４】
　上記構成の情報端末装置において、前記通信部が送信する情報は、メタ情報を拡張した
ｈｔｍｌファイルであってもよい。ここで、メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルとは、
ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現し得る形式のデータ（テキストデー
タ、画像データ、音声データ、動画データなど）と、そのデータに関連する情報（属性情
報）であるメタ情報とを有するものであり、そのメタ情報には、ＩＤ情報や位置情報など
のＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報が含まれる。このように、メタ情報
として、ＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報（ＩＤ情報、位置情報）を利
用することを拡張と呼んでいる。このような構成とすることによって、情報端末装置の通
信部は、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現されたデータであれば、そ
のｈｔｍｌで表現し得る全ての形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音声データ
、動画データなど）の送信することができるとともに、その組み合わせにも制限を受ける
ことがない。
【００２５】
　上記構成の情報端末装置において、前記通信部が送信する情報は、前記表示装置の前記
表示部に表示を行うための表示情報を構成する断片情報であってもよい。このような構成
とすることによって、表示装置の表示部に表示させるデータの表示位置を変更しようとす
るとき、情報端末装置から、そのデータを識別するためのＩＤ情報とそのデータの表示位
置を示す位置情報とを有する断片情報を表示装置に送信すれば、表示装置の表示部に表示
させるデータの表示位置を簡便に変更させることができる。また、表示装置に送信する情
報をより軽量なものとすることができるので、通信に要する時間を短縮することができる
とともに、情報端末装置と表示装置との間の通信経路にかかる負担を大幅に低減すること
ができ。よって、ユーザにとって、より利便性のよい通信を行うことができる。
【００２６】
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　上記構成の情報端末装置において、前記表示装置と無線通信ネットワークを介して通信
を行うものとしてもよい。このような構成とすることによって、表示装置との間のデータ
伝送手段として、無線ＬＡＮやＦｅｍｔｏ基地局を用いた移動無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈなどの様々な無線通信ネットワークを利用することができる。
【００２７】
　また、上記目的を達成するために本発明の表示装置は、情報端末装置とネットワークを
介して通信を行う情報端末装置であって、表示部と、前記表示部に表示させるデータを識
別するためのＩＤ情報と、前記表示部に表示させる前記データの表示位置を示す位置情報
と、を受信する通信部と、を備え、前記表示部は、前記位置情報に基づいて、前記ＩＤ情
報により識別される前記データを表示することを特徴としている。
【００２８】
　上記構成の表示装置によれば、ユーザは、ネットワークを通じて提供される様々な情報
サービスに書き込んだ情報を自由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは、情
報サービスの表示画面に表示されているデータの表示位置を指定して、そのデータを所望
の位置に表示させることができるので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的な情
報を積極的に活用することができる。
【００２９】
　また、上記構成の表示装置において、前記情報端末装置とＸＭＰＰに準拠した通信を行
うものとしてもよい。このような構成とすることによって、表示装置は、情報端末装置と
リアルタイムなメッセージング（情報交換）をすることができる。
【００３０】
　また、上記構成の表示装置において、前記通信部が受信する情報は、メタ情報を拡張し
たｈｔｍｌファイルであってもよい。ここで、メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルとは
、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現し得る形式のデータ（テキストデ
ータ、画像データ、音声データ、動画データなど）と、そのデータに関連する情報（属性
情報）であるメタ情報とを有するものであり、そのメタ情報には、ＩＤ情報や位置情報な
どのＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報が含まれる。このように、メタ情
報として、ＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報（ＩＤ情報、位置情報）を
利用することを拡張と呼んでいる。このような構成とすることによって、表示装置の通信
部は、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現されたデータであれば、その
ｈｔｍｌで表現し得る全ての形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音声データ、
動画データなど）の受信することができるとともに、その組み合わせにも制限を受けるこ
とがない。
【００３１】
　また、上記構成の表示装置において、前記通信部が受信する情報は、前記表示部に表示
を行うための表示情報を構成する断片情報であってもよい。このような構成とすることに
よって、表示部に表示させるデータの表示位置を変更しようとするとき、そのデータを識
別するためのＩＤ情報とそのデータの表示位置を示す位置情報とを有する断片情報を情報
端末装置から受信すれば、表示部に表示させるデータの表示位置を簡便に変更させること
ができる。また、情報端末装置から受信する情報をより軽量なものとすることができるの
で、通信に要する時間を短縮することができるとともに、表示装置と情報端末装置との間
の通信経路にかかる負担を大幅に低減することができ。よって、ユーザにとって、より利
便性のよい通信を行うことができる。
【００３２】
　また、上記構成の表示装置において、前記情報端末装置と無線通信ネットワークを介し
て通信を行うものとしてもよい。このような構成とすることによって、情報端末装置との
間のデータ伝送手段として、無線ＬＡＮやＦｅｍｔｏ基地局を用いた移動無線通信、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈなどの様々な無線通信ネットワークを利用することができる。
【００３３】
　また、上記目的を達成するために本発明の通信システムは、上述のような情報端末装置
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と表示装置とが、ネットワークを介して通信を行なうことを特徴としている。
【００３４】
　上記構成の通信システムによれば、ユーザは、ネットワークを通じて提供される様々な
情報サービスに書き込んだ情報を自由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは
、情報サービスの表示画面に表示されているデータの表示位置を指定して、そのデータを
所望の位置に表示させることができるので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的
な情報を積極的に活用することができる。
【００３５】
　上記構成の通信システムにおいて、前記情報端末装置と前記表示装置とが、ＸＭＰＰに
準拠した通信を行うものとしてもよい。このような構成とすることによって、情報端末装
置と表示装置との間で、リアルタイムなメッセージング（情報交換）をすることができる
。
【００３６】
　また、上記構成の通信システムにおいて、前記情報端末装置と前記表示装置とが、無線
通信ネットワークを介して通信を行うものとしてもよい。このような構成とすることによ
って、情報端末装置と表示装置との間のデータ伝送手段として、無線ＬＡＮやＦｅｍｔｏ
基地局を用いた移動無線通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの様々な無線通信ネットワークを
利用することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、例えば、家庭や職場、学校などのコミュニティに属するユーザは、ネ
ットワークを通じてそのコミュニティから提供されるカレンダーシステム、掲示板システ
ムやスケジュール管理システムなどの様々な情報サービスに対して、書き込んだ情報を自
由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは、情報サービスの表示画面に表示さ
れているデータの表示位置を指定して、そのデータを所望の位置に表示させることができ
るので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的な情報を積極的に活用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態における通信システムの構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施形態における表示装置及び情報端末装置の構成を示す構成図である
。
【図３】本発明の実施形態の通信システムにおける情報サービスの読込動作の手順を説明
するためのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態の通信システムにおける情報サービスへの書込動作の手順を説
明するための図である。
【図５】本発明の実施形態におけるｈｔｍｌ断片情報の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明の実施形態に係る通信システム１について、以下に図面を参照して説明する。図
１は、本発明の実施形態における通信システムの全体構成を示す構成図である。図に示す
ように、通信システム１では、表示装置１０と１つ又は複数の情報端末装置２０（２０ａ
～２０ｄ）とがネットワークを介して通信を行っている。
【００４０】
　また、通信システム１を構成する各端末装置（表示装置１０及び情報端末装置２０）は
、無線ＬＡＮなどの無線通信ネットワークに接続されており、この無線通信ネットワーク
を介して、通信を行うことができる。よって、各端末装置間（表示装置と情報端末装置と
の間）のデータ伝送手段として、無線ＬＡＮやＦｅｍｔｏ基地局を用いた移動無線通信、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの様々な無線通信ネットワークを利用することができる。
【００４１】
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　また、一般的な通信システムでは、各端末装置間の通信経路を確立する際、ユーザ間の
認証や通信システムの可用性を確認するための認証が行われる。本発明の通信システム１
においても、同様に、既存の標準認証システムを利用して、表示装置１０と情報端末装置
２０との間の認証や通信システムの認証を行っているが、その詳細についての説明は省略
する。
【００４２】
　また、通信システム１は、後述するＸＭＰＰ（eXtensible Messaging and Presence Pr
otocol）を利用して構築され、表示装置１０と１つ又は複数の情報端末装置２０とが、ネ
ットワークを介して、ＸＭＰＰに準拠した通信を行うものであってもよい。このようにす
ることによって、表示装置と情報端末装置との間でリアルタイムなメッセージング（情報
交換）をすることができる。以下では、通信システム１がＸＭＰＰに準拠した通信を行う
ものとして説明を行う。
【００４３】
　ここで、本実施形態の通信システム１にて利用されるＸＭＰＰについて説明しておく。
ＸＭＰＰとは、ＩＥＴＦ（Internet Engineering Task Force）のＸＭＰＰワーキンググ
ループから独立したＸＳＦ（XMPP Standards Foundation）により規格・標準化が進めら
れているＸＭＬベースのプロトコル（通信規約）であり、インスタントメッセージ、プレ
ゼンス（「相手が今どういう状態にあるのか」）、多人数チャット、音声またはテレビ電
話、協調作業、コンテンツ・シンジケーション、ＸＭＬデータの一般化ルーティングなど
を含む広範囲のアプリケーションを動的に制御し、インターネットなどの通信システムに
おいてリアルタイムなコミュニケーションを行うために、それぞれの目的に応じて規格化
された複数の拡張プロトコル（ＸＥＰ：XMPP Extension Protocol）からなっている。
【００４４】
　たとえば、ＸＥＰ－００７１（Ｘｈｔｍｌ－ＩＭ）は、ｈｔｍｌのサブセットを用いた
軽量なテキストのマークアップ（タグ付け）を含むインスタントメッセージの交換に関し
て規定している。このプロトコル（通信規約）により、インスタントメッセージの利用に
適した一般的に使用されるｈｔｍｌ要素、属性、スタイルのプロパティの狭い範囲を利用
したメッセージのフォーマットを設定することができる。
【００４５】
　また、ＸＥＰ－０１７４（Ｓｅｒｖｅｒｌｅｓｓ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）は、リアルタ
イムな通信を規定している。このプロトコルでは、任意の２つのエンティティ間で、ＸＭ
Ｌストリームを利用したサーバレス接続ができるような設定をすることができる。
【００４６】
　これらの情報サービスは、各情報サービスと個別に対応する表示情報に基づいて、対応
する情報サービスが提供する情報を表示画面に表示される。この表示情報は、ＸＭＰＰに
準拠した通信に適合するｈｔｍｌ（Hyper Text Markup Language）にて表現し得る形式の
データ（テキストデータ、画像データ、音声データ、動画データなど）と、そのデータに
関連する情報（属性情報）である後述のメタ情報とを有するものである。表示情報が有す
る１又は複数のデータは、たとえば、テキストデータ、イメージデータ、音声データ、動
画データなどであり、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌ（Hyper Text Markup 
Language）にて表現し得る全ての形式のデータを扱うことができるように拡張されており
、その組み合わせにも制限を受けることがない。また、表示情報が有する１又は複数のデ
ータには、その表示情報に対応する情報サービスの本体となる表示データ（ベースデータ
）が含まれる。
【００４７】
　また、メタ情報とは、表示情報が有する１又は複数のデータに関連する情報（属性情報
）であり、後述するデータＩＤ（ＩＤ情報）や位置情報などのＸＭＰＰによるメッセージ
ングに対応する属性情報が含まれる。表示情報には、データ毎に対応するメタ情報が作成
されている。また、表示情報は、メタ情報として、データＩＤ（ＩＤ情報）や位置情報な
どのＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報、すなわち、データを識別するた
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めの固有のデータＩＤ（ＩＤ情報）と、端末装置の表示画面に表示されるデータの表示位
置を示す位置情報とを有して成る。そのほか、メタ情報は、データの生成日時を示す生成
日時情報、データの有効期限を示す有効期限情報、及びデータの内容が変更された最新の
日時を示す更新日時情報などを管理するものとして拡張されていてもよい。なお、メタ情
報として、ＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報（データＩＤ（ＩＤ情報）
、位置情報など）を利用することを拡張と呼んでいる。さらに、ＸＭＰＰによるメッセー
ジングに対応させた属性情報（データＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報など）を拡張属性情報
と呼ぶ。
【００４８】
　次に、本実施形態における通信システム１が有する各端末装置（表示装置１０及び情報
端末装置２０）の具体的な構成について、図を参照して詳細に説明する。図２は、本発明
の実施形態における表示装置及び情報端末装置の構成を示す構成図である。図２（ａ）は
、本実施形態における表示装置の構成を示す構成図であり、図２（ｂ）は、本実施形態に
おける情報端末装置の構成を示す構成図である。
【００４９】
　表示装置１０は、無線ＬＡＮのアクセスポイントの通信範囲内に設置され、情報端末装
置２０とネットワークを介して通信を行う端末装置であって、ＸＭＰＰに準拠した通信を
行うことができるとともに、カレンダーシステムが提供する情報を表示画面に表示させる
ための表示情報の内部データ形式としてＤＯＭ（Document Object Model）の利用が可能
である。また、表示装置１０は、データを表示する表示部１１と、他の端末装置に対して
情報の送受信を行う通信部１２と、通信部１２が送受信する情報や表示情報を記憶する記
憶部１３と、表示部１１、通信部１２における送受信動作や記憶部１３における情報の記
憶や読み出し動作などを制御する制御部１４と、を備えている。また、記憶部１３は、通
信システム１において各端末装置が利用可能な情報サービスの表示情報を記憶している。
また、制御部１４は、必要に応じて、表示情報の編集や再構成、表示情報に含まれるメタ
情報（データＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報など）の作成や修正、表示情報全体からｈｔｍ
ｌで記述されたｈｔｍｌ文書の作成なども行う。
【００５０】
　なお、ＤＯＭとは、ｈｔｍｌとＸＭＬ（eXtensible Markup Language）などのための標
準化されたＡＰＩ（Application Program Interface）であり、Ｗ３Ｃ（World Wide Web 
Consortium）により規定化されている。また、ＤＯＭを利用することにより、プラットフ
ォームや言語に依存せず、プログラムやスクリプトを動的にアクセスし、コンテンツ（テ
キストデータ、画像データ、音声データなど）やそれらを表示したときの構造（レイアウ
ト）及びスタイルをオブジェクトとして扱うことができ、さらに、Ｊａｖａ（登録商標）
Ｓｃｒｉｐｔなどのスプリクト言語などで制御するためのインターフェイスとしても機能
する。一般的に、インターネットなどを利用したときに表示されるＷｅｂページやＸＭＬ
ページなどは、ｈｔｍｌやＸＭＬなどで記述された文書であるということができる。
【００５１】
　また、情報端末装置２０は、表示部１１を有する表示装置１０とネットワークを介して
通信を行う端末装置であって、ＸＭＰＰに準拠した通信を行うことができる。また、情報
端末装置２０は、端末表示部２１（表示部）と、他の端末装置（表示装置１０）に対して
情報の送受信を行う端末通信部２２（通信部）と、端末通信部２２が送受信する情報や情
報サービスが提供する情報を表示画面に表示させるための表示情報を記憶する端末記憶部
２３（記憶部）と、端末表示部２１、端末通信部２２における送受信動作や端末記憶部２
３における情報の記憶や読み出し動作などを制御する端末制御部２４（制御部）と、ユー
ザが表示装置１０の表示部１１に表示させるデータ及びそのデータの表示位置が入力され
る端末入力部２５（入力部）と、を備えている。この情報端末装置２０の例としては、た
とえば、携帯電話機やＰＤＡなどの携帯型端末装置を挙げることができるが、通信機能を
有する端末装置であれば、これらに限定するものではない。端末制御部２４は、必要に応
じて、表示情報の編集や再構成、表示情報に含まれるメタ情報（データＩＤ（ＩＤ情報）
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、位置情報など）の作成や修正なども行う。なお、情報端末装置２０は、カレンダーシス
テムを表示画面に表示させるための表示情報としてｈｔｍｌで記述されたｈｔｍｌ文書を
利用している。
【００５２】
　次に、本実施形態の通信システム１においてユーザが情報サービスを利用する手順を、
大学や職場などの特定のコミュニティ内で利用されるカレンダーシステムを例として、図
を参照して詳細に説明する。
（通信経路の確立、及び、カレンダーシステムの読込動作）
【００５３】
　先ず、ユーザが、表示装置１０から情報端末装置２０にカレンダーシステムを読み込む
場合について説明する。図３は、本発明の実施形態における通信システムにおける情報サ
ービスの読込動作の手順を説明するためのフローチャートである。
【００５４】
　サークルのメンバＡ（ユーザ）が情報端末装置２０を持ってサークル室に入ってくると
、情報端末装置２０は、表示装置１０とアクセス可能な圏内に入ったこととなり、情報端
末装置２０は、表示装置１０にアクセス可能であることを検知する。（Ｓ１０１）
【００５５】
そして、情報端末装置２０は、ＸＭＰＰのＸＥＰ－０１７４（Ｓｅｒｖｅｒｌｅｓｓ　Ｍ
ｅｓｓａｇｉｎｇ）ではｍＤＮＳ（multicast - Domain Name System）を利用して、表示
装置１０から提供可能な情報サービスを検索する。（Ｓ１０２）そして、表示装置１０は
、カレンダーシステムやスケジュールシステムなどの通信システム１において利用可能な
１つ又は複数の情報サービスを情報端末装置２０及びそのユーザに提示する。（Ｓ１０３
）具体的には、表示装置１０は、記憶部１３に記憶されている表示情報に対応する情報端
末装置２０が利用可能な１つ又は複数の情報サービスを検索し、その検索結果を表示部１
１に表示する。
【００５６】
　表示部１１に表示された利用可能な情報サービスの一覧を見たユーザは、端末入力部２
５を操作して、希望する情報サービスを選択する。なお、本実施形態では、希望する情報
サービスとして、カレンダーシステムが選択されたものとして以下の説明を行う。（Ｓ１
０４）
【００５７】
　このように、表示装置１０及び情報端末装置２０は、ＸＭＰＰのＸＥＰ－０１７４（Ｓ
ｅｒｖｅｒｌｅｓｓ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）に準拠したＩＭ（Instant Messaging）セッ
ションを確立することにより、通信経路を確立して、互いに通信可能な状態とする。（Ｓ
１０５）
【００５８】
　次に、情報端末装置２０は、ユーザが選択したカレンダーシステムを情報端末装置２０
に送信させるべく、希望する情報サービスであるカレンダーシステムの送信を要求する旨
を、端末通信部２２から表示装置１０に送信する。（Ｓ１０６）
【００５９】
　表示装置１０は、その旨を通信部１２にて受信し、要求されたカレンダーシステムを表
示させるための表示情報を記憶部１３から読み出すとともに、そのカレンダーシステムの
表示情報（ＤＯＭ）全体からｈｔｍｌで記述された表示情報（ｈｔｍｌ文書）を作成する
。（Ｓ１０７）そして、表示装置１０は、表示情報（ｈｔｍｌ文書）を、通信部１２から
情報端末装置２０に送信する。（Ｓ１０８）ここで通信部１２から情報端末装置２０に送
信された表示情報は、表示部１１に表示される１又は複数のデータと各データに対応する
メタ情報（データＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報など）と有している。
【００６０】
　ここで、カレンダーシステムが提供するデータを表示部１１に表示させるための表示情
報は、カレンダーシステムの本体となるベースデータを含む１又は複数のデータ（たとえ
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ば、テキストデータ、イメージデータ、音声データ、動画データなど）を有するほか、こ
れらのデータ毎に、データを識別するための固有のデータＩＤ（ＩＤ情報）や、表示部１
１に表示するデータの表示位置を示す位置情報といった拡張属性情報をメタ情報として有
している。なお、表示情報は、そのほか、データの所有者を示すユーザ情報や、データの
生成日時を示す生成日時情報、データの有効期限を示す有効期限情報、及びデータの内容
が変更された最新の日時を示す更新日時情報などをメタ情報として有するものとしてもよ
い。
【００６１】
　以上により、ユーザは、希望する情報サービスであるカレンダーシステムを情報端末装
置２０に読み込むことができる。なお、Ｓ１０７の過程において、表示装置１０は、表示
情報に代えて、カレンダーシステムを表示させるための表示情報全体のスナップショット
、すなわち、表示情報に基づくカレンダーシステムの表示内容を変換した単独の画像デー
タを、情報端末装置２０に送信し、Ｓ１０８において、情報端末装置２０が受信した画像
データを端末表示部２１に表示するものとしてもよい。
（カレンダーシステムへの書込動作）
【００６２】
　次に、ユーザが、情報端末装置２０から、カレンダーシステムへ情報を書き込む場合に
ついて説明する。図４は、本発明の実施形態における情報サービスへの書込動作の手順を
説明するための図である。
【００６３】
　先ず、サークルのメンバＡ（ユーザ）が情報端末装置２０を持ってサークル室に入って
くると、情報端末装置２０は、表示装置１０とアクセス可能な圏内に入ったこととなり、
情報端末装置２０は、表示装置１０にアクセス可能であることを検知する。（Ｓ２０１）
【００６４】
　そして、情報端末装置２０は、ＸＭＰＰのＸＥＰ－０１７４（Ｓｅｒｖｅｒｌｅｓｓ　
Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）ではｍＤＮＳ（multicast - Domain Name System）を利用して、表
示装置１０から提供可能な情報サービスを検索する。（Ｓ２０２）また、このとき、表示
装置１０は、カレンダーシステムやスケジュールシステムなどの通信システム１において
利用可能な１つ又は複数の情報サービスを情報端末装置２０及びそのユーザに提示する。
具体的には、表示装置１０は、記憶部１３に記憶されている表示情報に対応する情報端末
装置２０が利用可能な１つ又は複数の情報サービスを検索し、その検索結果を表示部１１
に表示する。
【００６５】
　表示部１１に表示された利用可能な情報サービスの一覧を見たユーザは、端末入力部２
５を操作して、希望する情報サービスを選択する。なお、本実施形態では、希望する情報
サービスとして、カレンダーシステムが選択されたものとして以下の説明を行う。（Ｓ２
０３）
【００６６】
　このように、表示装置１０及び情報端末装置２０は、ＸＭＰＰのＸＥＰ－０１７４（Ｓ
ｅｒｖｅｒｌｅｓｓ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）に準拠したＩＭ（Instant Messaging）セッ
ションを確立することにより、通信経路を確立して、互いに通信可能な状態とする。（Ｓ
２０４）
【００６７】
　次に、メンバＡ（ユーザ）は端末入力部２５から、サークルのイベント名などのカレン
ダーシステムに書き込みたいデータ（以下、「テキスト」とする。）を情報端末装置２０
に入力する。（Ｓ２０５）
【００６８】
　そして、情報端末装置２０は、入力された「テキスト」を単純なＸＭＰＰ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ又はフォーマットされたテキストＭｅｓｓａｇｅとし、ＸＭＰＰのＸＥＰ－００７１
（ＸＨＴＭＬ－ＩＭ）により、表示装置１０のカレンダーシステムへと送信する。（Ｓ２
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０６）なお、このとき、情報端末装置２０は、入力された「テキスト」を端末記憶部２３
に記憶してもよい。また、ＸＭＰＰのＸＥＰ－００７１（ＸＨＴＭＬ－ＩＭ）は、単純な
ＸＭＰＰ　Ｍｅｓｓａｇｅ又はフォーマットされたテキストＭｅｓｓａｇｅを送受信／表
示する場合には、Ｘｈｔｍｌのサブセットを使用している。
【００６９】
　表示装置１０は、情報端末装置２０から「テキスト」を受信し、受信したシンプルテキ
スト又はフォーマット付きの「テキスト」から、＜ｄｉｖ＞タグで囲んだｈｔｍｌで記述
されたオブジェクト（以下、ｈｔｍｌ断片情報と呼ぶ。）を生成する。図５は、本発明の
実施形態におけるｈｔｍｌ断片情報の一例を示す図である。図５に示すように、作成され
たｈｔｍｌ断片情報は、「テキスト」のほか、メタ情報として位置情報とデータＩＤ（Ｉ
Ｄ情報）とを有してなる。そして、表示装置１０は、生成したｈｔｍｌ断片情報をカレン
ダーシステムの表示情報に加えるべく、表示情報を再構成する。（Ｓ２０７）このとき、
再構成された表示情報には、位置情報やデータＩＤ（ＩＤ情報）といったメタ情報も加え
られている。この再構成した表示情報は、記憶部１２に記憶される。
【００７０】
　ここで、表示装置１０が生成するｈｔｍｌ断片情報は、メタ情報を拡張したｈｔｍｌフ
ァイルとなっている。メタ情報を拡張したｈｔｍｌファイルとは、ＸＭＰＰに準拠した通
信に適合するｈｔｍｌ（Hyper Text Markup Language）にて表現し得る形式のデータ（テ
キストデータ、画像データ、音声データ、動画データなど）と、そのデータに関連する情
報（属性情報）であるメタ情報とを有するものであり、そのメタ情報には、データＩＤ（
ＩＤ情報）や位置情報などのＸＭＰＰによるメッセージングに対応する属性情報が含まれ
る。このようにすることによって、ＸＭＰＰに準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現
されたデータであれば、表示装置と情報端末装置との間で、そのｈｔｍｌで表現し得る全
ての形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音声データ、動画データなど）の送受
信を行うことができるとともに、その組み合わせにも制限を受けることがない。なお、こ
こでは、ｈｔｍｌ断片情報は、「テキスト」と、「テキスト」に関連する属性情報（デー
タＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報）を有している。
【００７１】
　また、表示装置１０は、受信した「テキスト」からｈｔｍｌ断片情報を生成する際、「
テキスト」に関連する情報を有するメタ情報として、ｈｔｍｌ断片情報が有する「テキス
ト」を識別するためのデータＩＤ（ＩＤ情報）を作成するとともに、この「テキスト」を
表示部１１に表示するときの仮の表示位置を表示部１１の表示画面における予め定めた表
示位置に決定し、表示部１１に表示させる「テキスト」の表示位置を示す位置情報を作成
する。
【００７２】
　また、表示装置１０は、データＩＤ（ＩＤ情報）や位置情報のほかに、「テキスト」の
生成日時を示す生成日時情報、「テキスト」の有効期限を示す有効期限情報、及び「テキ
スト」の内容が変更されたときの最新の日時を示す更新日時情報などを作成し、作成され
たこれらの情報（データＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報、生成日時情報、有効期限情報、更
新日時情報など）を、ｈｔｍｌ断片情報のメタ情報としてもよい。
【００７３】
　また、位置情報は、表示装置１０の表示部１１に表示される「テキスト」の表示位置を
表示画面に予め設定されている絶対座標などを直接示すものであってもよいし、表示部１
１に表示されている他のデータ（たとえば、カレンダーシステムの本体となるベースデー
タなど）の表示位置に対する相対的な表示位置を示すものであってもよい。このようにす
れば、カレンダーシステムがフルスクリーンで表示（すなわち、表示画面の全面に表示）
される場合のほか、カレンダーシステムが表示画面の一部に表示される場合に、カレンダ
ーシステムのベースデータなどの表示位置が変更されたとしても、「テキスト」は、カレ
ンダーシステムのベースデータなどの表示位置に対する相対的な表示位置に表示され、カ
レンダーシステムのベースデータなどの他に表示されているデータに対してずれて表示さ
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れることがない。よって、表示画面の一部に表示されているカレンダーシステムに対して
、「テキスト」を適正な位置に表示することができる。
【００７４】
　次に、表示装置１０は、ＸＭＰＰのＸＥＰ－００７１（ＸＨＴＭＬ－ＩＭ）により、ス
テップＳ２０７にて作成したｈｔｍｌ断片情報を、通信部１２から情報端末装置２０に送
信する。（Ｓ２０８）
【００７５】
　表示装置１０の表示部１１の表示画面を見たユーザは、「テキスト」を表示させる位置
を端末入力部２５から入力して、表示部１１に表示される「テキスト」の表示位置を修正
することができる。（Ｓ２０９）ここで、「テキスト」の表示位置の修正は、端末入力部
２５から表示部１１の表示画面上の座標を数値入力する方法であってもよいし、端末表示
部２１にカレンダーシステムの縮小イメージと「テキスト」とを表示し、端末入力部２５
にてタッチパネルやマウスなどを操作して、その表示画面上に表示された「テキスト」を
タッチパネルやマウスなどによってドラッグアンドドロップして、所望の位置まで動かす
ことにより表示位置を指定する方法であってもよい。
【００７６】
　また、Ｓ２０９では、「テキスト」の表示位置の修正に伴い、情報端末装置２０は、「
テキスト」の位置情報をユーザが入力した表示位置を示すものに修正するとともに、その
修正と整合するようにｈｔｍｌ断片情報を修正し、端末記憶部２３に記憶する。具体的に
は、情報端末装置２０の端末制御部２４が、「テキスト」の位置情報をユーザが入力した
表示位置を示すものに修正するとともに、「テキスト」に関連する他のメタ情報（生成日
時情報、有効期限情報、更新日時情報など）を修正する。ただし、このとき、「テキスト
」を識別するためのデータＩＤ（ＩＤ情報）は変更されることなく、保たれている。
【００７７】
　なお、このとき、端末制御部２４が修正した「テキスト」の位置情報は、表示装置１０
の表示部１１に表示させる「テキスト」の表示位置として、表示部１１に既に表示されて
いる他のデータ（たとえば、カレンダーシステムの本体となるベースデータなど）の表示
位置に対する相対的な表示位置を示すものに修正してもよい。
【００７８】
　このようにすると、位置情報が示す「テキスト」の表示位置は、表示装置１０の表示部
１１に表示されている他の表示データ（例えば、カレンダーシステムの本体となるベース
データなど）の表示位置に対する相対的な表示位置で示すことができる。従って、カレン
ダーシステムがフルスクリーンで表示（すなわち、表示画面の全面に表示）される場合の
ほか、カレンダーシステムが表示画面の一部に表示される場合にカレンダーシステムのベ
ースデータなどの表示位置が変更されたとしても、「テキスト」は、他の表示データ（カ
レンダーシステムのベースデータなど）の表示位置に対する相対的な表示位置に表示され
、他の表示データ（カレンダーシステムのベースデータなど）に対してずれて表示される
ことがない。よって、表示装置１０の表示部１１に表示されているカレンダーシステム（
カレンダーシステムなど）に対して、「テキスト」を適正な位置に表示することができる
。
【００７９】
　また、このとき、ユーザは、端末入力部２５を操作して、「テキスト」の内容や「テキ
スト」に対応するデータＩＤ（ＩＤ情報）以外のメタ情報の内容（位置情報、生成日時情
報、有効期限情報、更新日時情報など）を編集又は修正をすることができる。たとえば、
ユーザは、情報端末装置２０の端末表示部２１にカレンダーシステムの縮小イメージと「
テキスト」とを表示させ、端末入力部２５にてタッチパネルやマウスなどを操作して、端
末表示部２１の表示画面上で表示された「テキスト」の上にカーソルを重ねてクリックボ
タンを長押しすることにより、その「テキスト」の内容やメタ情報を編集又は修正するこ
とが可能な状態とし、さらに、編集又は修正する対象（「テキスト」の内容、「テキスト
」に関連するメタ情報）を指定して、編集又は修正する内容を入力するものとしてもよい
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。そして、このように編集又は修正された「テキスト」やメタ情報に基づき、ｈｔｍｌ断
片情報が再び修正され、端末記憶部２３に記憶される。
【００８０】
　次に、情報端末装置２０は、「テキスト」を識別するためのデータＩＤ（ＩＤ情報）と
端末入力部２５から入力された「テキスト」の表示位置を示す位置情報とを含むｈｔｍｌ
断片情報を、表示装置１０に送信する。（Ｓ２１０）
【００８１】
　表示装置１０は、受信したｈｔｍｌ断片情報に基づいて、カレンダーシステムが提供す
る情報を表示部１１に表示するための表示情報を再構成し、記憶部１３に記憶する。（Ｓ
２１１）また、このとき、再構成した表示情報に基づいて、表示部１１に表示されている
カレンダーシステムが提供する情報が再表示される。さらに、再構成された表示情報に基
づいて、ｈｔｍｌ断片情報を修正する。具体的には、ｈｔｍｌ断片情報のメタ情報を修正
する。
【００８２】
　そして、表示装置１０は、修正したｈｔｍｌ断片情報を情報端末装置２０に送信する。
（Ｓ２１２）
【００８３】
　ここで、表示装置１０の表示部１１の表示画面を見たユーザは、「テキスト」を表示さ
せる位置を端末入力部２５から入力して、表示部１１に表示される「テキスト」の表示位
置を再び修正することができる。（Ｓ２１３）ユーザが「テキスト」の表示位置を再び修
正する場合（Ｓ２１３でＹＥＳ）には前述のＳ２０９～Ｓ２１２の手順を繰り返し行なう
。また、ユーザが「テキスト」の表示位置を修正しない場合（Ｓ２１３でＮＯ）にはカレ
ンダーシステムへの書き込み動作が終了することとなる。なお、このとき、情報端末装置
２０は、「テキスト」の表示位置を再び修正するか否かを確認する旨を端末表示部２１に
表示し、ユーザに修正の有無を端末入力部２５から入力させて、その入力内容から修正の
有無を判断してもよい。
【００８４】
　以上により、ユーザは、情報端末装置２０の端末入力部２５から表示装置１０の表示部
１１に表示させる「テキスト」の表示位置を入力して、その「テキスト」を表示部１１の
表示画面上の所望する位置に表示させることができる。よって、家庭や職場、学校などの
コミュニティに属するユーザは、ネットワークを通じてそのコミュニティから提供される
カレンダーシステム、掲示板システムやスケジュール管理システムなどの様々な情報サー
ビスに対して、書き込んだ情報を自由な位置に表示させることができる。特に、ユーザは
、情報サービスの表示画面に表示されているデータの表示位置を指定して、そのデータを
所望の位置に表示させることができるので、情報サービスの表示画面から得られる視覚的
な情報を積極的に活用することができる。
【００８５】
　なお、上述の実施形態では、データＩＤ（ＩＤ情報）及び位置情報を有するｈｔｍｌ断
片情報は、表示装置１０の表示部１１に「テキスト」を表示させるための表示情報を構成
する断片情報となっている。このようにすることによって、情報端末装置２０において、
表示装置１０の表示部１１に表示させるデータの表示位置を変更しようとするとき、情報
端末装置２０から、そのデータを識別するためのデータＩＤ（ＩＤ情報）とそのデータの
表示位置を示す位置情報とを有する断片情報を表示装置１０に送信すれば、表示装置１０
は、受信した断片情報（データＩＤ（ＩＤ情報）、位置情報）に基づいて編集した表示情
報に組み込まれた位置情報に基づいて、データＩＤ（ＩＤ情報）によって識別されるデー
タを表示部１１に表示することができる。従って、情報端末装置２０を利用するユーザは
、簡便に表示部１１に表示させるデータの表示位置を変更することができる。また、情報
端末装置２０から表示装置１０に送信する情報をより軽量なものとすることができるので
、通信に要する時間を短縮することができるとともに、表示装置１０と情報端末装置２０
との間の通信経路にかかる負担を大幅に低減することができる。よって、ユーザは、より



(16) JP 5062291 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

利便性の高い通信を行うことができる。
【００８６】
　以上では、本実施形態の通信システム１においてコミュニティのメンバＡ（ユーザ）が
カレンダーシステムを利用する手順を説明した。ここでは、メンバＡ（ユーザ）が持つ情
報端末装置２０が表示装置１０と通信する場合について説明した。ここで、表示装置１０
と通信する情報端末装置２０は複数であってもよい。すなわち、複数のユーザは、それぞ
れが所持している情報端末装置２０にて、表示装置１０とネットワークを介して通信を行
うものであってもよい。表示装置１０の表示部１１に表示されるデータそれぞれには、メ
タ情報として、データを識別するためのデータＩＤ（ＩＤ情報）とそのデータの表示位置
を示す位置情報とが関連づけられている。よって、複数のユーザがそれぞれ、表示部１１
に表示されているデータの表示位置を変更しようとする場合であっても、各ユーザが所持
する情報端末装置２０から受信したデータＩＤ（ＩＤ情報）と位置情報とに基づいて、デ
ータＩＤ（ＩＤ情報）によって識別されるデータを、確実に、そのデータと関連付けられ
ている位置情報が示す表示位置に表示することができる。従って、複数のユーザが、表示
画面から得られる視覚的な情報をより積極的に活用することができるとともに、表示画面
に表示されている情報サービス（カレンダーシステムなど）を通じて、容易に情報を共有
することができる。
【００８７】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲においては構成を変更して実施することも可能である。たとえば、上述の実施形態
では、表示装置１０と情報端末装置２０とがＸＭＰＰに準拠した通信を行う構成としたが
、本発明はこれに限定されるものではない。また、表示装置１０と情報端末装置２０とが
ＸＭＰＰに類似するプロトコル（通信規約）に準拠した通信を行うものとしてもよい。
【００８８】
　なお、上述の実施形態では、表示装置と情報端末装置とが、無線通信ネットワークを介
して通信を行うものとしているが、ＬＡＮなどの有線通信ネットワークを介して通信を行
うものとしてもよい。また、本発明では、通信システム１を構成する端末装置には、ＸＭ
ＰＰ通信用サーバは含まれていなくてもよい。ＸＭＰＰ通信用サーバを含まない構成とす
れば、各端末装置について、サーバとクライアントとの区別や、端末装置間の主従関係を
なくすことができる。また、専用のＸＭＰＰ通信用サーバを設定する必要がないので、各
端末装置間の通信システムを構築又は維持するためのコストを安価にすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明は、情報端末装置と表示装置との間で、情報の読み出しや書き込みを行ない、そ
れらの情報が互いに利用できる通信方法、情報端末装置、表示装置、及びそれを備えた通
信システムに利用することができる。また、本発明によれば、例えば、家庭や職場、学校
などのコミュニティに属するユーザは、ネットワークを通じてそのコミュニティから提供
されるカレンダーシステム、掲示板システム、スケジュール管理システムなどの様々な情
報サービスに対して、情報の書き込み及び情報を自由な位置に表示させることができる。
特に、ユーザは、情報サービスの表示画面に表示されているデータの表示位置を指定して
、そのデータを所望の位置に表示させることができるので、情報サービスの表示画面から
得られる視覚的な情報を積極的に活用することができる。さらに、ユーザは、ＸＭＰＰに
準拠した通信に適合するｈｔｍｌにて表現されたデータであれば、そのｈｔｍｌで表現し
得る全ての形式のデータ（テキストデータ、画像データ、音声データ、動画データなど）
の送受信を行うことができるとともに、その組み合わせにも制限を受けることがない。
【符号の説明】
【００９０】
　　　１　　　通信システム
　　　１０　　表示装置
　　　１１　　表示部
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　　　１２　　通信部
　　　１３　　記憶部
　　　１４　　制御部
　　　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ　情報端末装置
　　　２１　　端末表示部（表示部）
　　　２２　　端末通信部（通信部）
　　　２３　　端末記憶部（記憶部）
　　　２４　　端末制御部（制御部）
　　　２５　　端末入力部（入力部）

【図２】 【図３】
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【図４】 【図５】
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