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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画面と共有情報画面
とを表示し、該個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、該共有情報画面
に表示可能とし、
　該個別情報画面の１つは、電源オンの操作により、該テーブル面に表示される特定の個
別情報画面であって、該特定の個別情報画面での画面操作により、他の個別情報画面及び
共有情報画面が表示されることを特徴とするテーブル型情報端末の表示方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記個別情報画面と前記共有情報画面とは夫々、前記テーブル面に設けられたくぼみ部
に表示され、かつ前記共有情報画面は該くぼみ部内で、若干前記個別情報画面側を向くよ
うに、傾斜していることを特徴とするテーブル型情報端末の表示方法。
【請求項３】
　テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画面を表示し、
　該テーブル面にほぼ垂直な表示面を有する共有ディスプレイを設けて、該表示面に共有
情報画面を表示し、
　該個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、該共有情報画面に表示可能
とし、
　該個別情報画面の１つは、電源オンの操作により、該テーブル面に表示される特定の個
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別情報画面であって、該特定の個別情報画面での画面操作により、他の個別情報画面及び
共有情報画面が表示されることを特徴とするテーブル型情報端末の表示方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記共有ディスプレイは、表裏２面の表示面を有し、該表示面が前記テーブル面にほぼ
垂直な面となる状態と、前記共有ディスプレイが前記テーブル面上にあって、該表示面が
前記テーブル面に平行な面となる状態とを選択的に設定可能としたことを特徴とするテー
ブル型情報端末の表示方法。
【請求項５】
　テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画面と共有情報画面
とを表示し、該個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、該共有情報画面
に表示可能とし、
　該テーブル面は全体が１つの表示面をなして、かつ該個別情報画面を操作する操作者が
該テーブルに接近したことを検出する接近検出手段を有し、
　該接近検出手段が検出した該操作者に対向する該テーブルでの位置に該個別情報画面を
表示し、
　該テーブル面に接近した操作者同士が所定の間隔以上離れているとき、該操作者夫々毎
に該テーブル面に該個別情報画面が表示されることを特徴とするテーブル型情報端末の表
示方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１つにおいて、
　前記個別情報画面は視野角を狭める手段を有し、前記個別情報画面に表示される個別情
報が他の前記個別情報画面の操作者からは見ることができないようにしたことを特徴とす
るテーブル型情報端末の表示方法。
【請求項７】
　テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画面と共有情報画面
とを表示し、該個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、該共有情報画面
に表示可能とし、
　該テーブル面は全体が１つの表示面をなして、かつ該個別情報画面を操作する操作者が
該テーブルに接近したことを検出する接近検出手段を有し、
　該接近検出手段が検出した該操作者に対向する該テーブルでの位置に該個別情報画面を
表示し、
　視野角を狭める手段を該テーブル面に表示可能な該個別情報画面の個数分夫々移動可能
に設けられ、
　該テーブル面での該個別情報画面が表示された位置に該視野角を狭める手段が移動して
位置設定されることを特徴とするテーブル型情報端末の表示方法。
【請求項８】
　請求項５において、
　視野角を狭める手段を前記テーブル面に表示可能な前記個別情報画面の個数分夫々移動
可能に設けられ、
　前記テーブル面での前記個別情報画面が表示された位置に該視野角を狭める手段が移動
して位置設定されることを特徴とするテーブル型情報端末の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商談や会議，相談などをする場合に利用されるテーブル型の情報端末に係り
、特に、テーブル面で情報の表示画面を閲覧したり、操作したりすることができるように
したテーブル型情報端末の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　テーブル状の筐体の面（テーブル面）に液晶ディスプレイやプラズマディスプレイなど
のディスプレイを複数設け、これら複数のディスプレイの画面を表示させることにより、
複数の顧客が夫々の画面を用いることができるようにし、商談や会議などに利用すること
ができるようにした技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】国際公開ＷＯ９７／３５２４８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献に記載の技術は、同じテーブルで顧客夫々毎に表示面が表示されて提供さ
れるものであるから、顧客はその必要とする情報（個別情報）を自分に割り当てられた表
示面で表示させることができるが、商談や会議，相談といった複数の顧客間で話し合うよ
うな場合には、その話合いのための共通の情報（共有情報）というものがあり、この話合
いのためには、各顧客がこの共有情報を取得して置かなければならない。
【０００４】
　しかし、このためには、顧客夫々がこの共有情報を自分に割り当てられた表示面（以下
、これを個別情報画面という）に表示させなければならず、このため、この表示のための
操作を怠ると、共有情報を取得できず、話合いに支障を来す場合もある。また、顧客によ
っては、どれが現在の話合いに必要な共有情報であるか、判らない場合もある。ここの画
面で個人の情報を表示した場合、同席の者にこの個人情報を見られてしまう可能性もある
。
【０００５】
　本発明の目的は、かかる問題を解消し、各顧客が操作をしなくとも、共有情報を確実に
取得できるようにしたテーブル型情報端末の表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操
作が可能な個別情報画面と共有情報画面とを表示し、個別情報画面に表示される個別情報
を、共有情報として、共有情報画面に表示可能とし、個別情報画面の１つは、電源オンの
操作により、テーブル面に表示される特定の個別情報画面であって、特定の個別情報画面
での画面操作により、他の個別情報画面及び共有情報画面が表示されるものである。
【０００７】
　また、本発明は、個別情報画面と共有情報画面とは夫々、テーブル面に設けられたくぼ
み部に表示され、かつ共有情報画面はくぼみ部内で、若干個別情報画面側を向くように、
傾斜しているものである。
【０００８】
　また、本発明は、テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画
面を表示し、テーブル面にほぼ垂直な表示面を有する共有ディスプレイを設けて表示面に
共有情報画面を表示し、個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、共有情
報画面に表示可能とし、個別情報画面の１つは、電源オンの操作により、テーブル面に表
示される特定の個別情報画面であって、特定の個別情報画面での画面操作により、他の個
別情報画面及び共有情報画面が表示されるものである。そして、共有ディスプレイは、表
裏２面の表示面を有し、表示面がテーブル面にほぼ垂直な面となる状態と、共有ディスプ
レイがテーブル面上にあって、表示面がテーブル面に平行な面となる状態とを選択的に設
定可能としたものである。
【０００９】
　また、本発明は、テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画
面と共有情報画面とを表示し、個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、
共有情報画面に表示可能とし、テーブル面は全体が１つの表示面をなして、かつ個別情報
画面を操作する操作者がテーブルに接近したことを検出する接近検出手段を有し、接近検
出手段が検出した操作者に対向するテーブルでの位置に個別情報画面を表示し、テーブル
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面に接近した操作者同士が所定の間隔以上離れているとき、操作者夫々毎にテーブル面に
個別情報画面が表示されるものである。そして、個別情報画面は視野角を狭める手段を有
し、個別情報画面に表示される個別情報が他の個別情報画面の操作者からは見ることがで
きないようにしたものである。
【００１０】
　同様に、視野角を狭める手段をテーブル面に表示可能な個別情報画面の個数分夫々移動
可能に設けられ、テーブル面での個別情報画面が表示された位置に視野角を狭める手段が
移動して位置設定されるものである。
【００１１】
　また、本発明は、テーブルの平面状のテーブル面に複数の画面操作が可能な個別情報画
面と共有情報画面とを表示し、個別情報画面に表示される個別情報を、共有情報として、
共有情報画面に表示可能とし、テーブル面は全体が１つの表示面をなして、かつ個別情報
画面を操作する操作者がテーブルに接近したことを検出する接近検出手段を有し、接近検
出手段が検出した操作者に対向するテーブルでの位置に個別情報画面を表示し、視野角を
狭める手段をテーブル面に表示可能な個別情報画面の個数分夫々移動可能に設けられ、テ
ーブル面での個別情報画面が表示された位置に視野角を狭める手段が移動して位置設定さ
れるものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、操作者が必要な個別情報を夫々の個別情報画面に表示させることがで
き、また、かかる個別情報も、それを所有する操作者が必要に応じて共有情報画面に表示
させることで相手の操作者に提供できるし、しかも、夫々の個別情報画面の個別情報は他
方の操作者からは見えないようにしているものであるから、操作者は、相手を気にするこ
となく、操作する個別情報画面に必要な個別情報を表示させることができるものであって
、商談や相談，会議などといった作業を円滑に行なうことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面により説明する。
　図１は本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第１の実施形態を示す図であって
、同図（ａ）は斜視図、同図（ｂ）は上面図であり、１はテーブル型情報端末、２はコミ
ュニケーションテーブル、３はテーブル面、４はスタンドベース部、５は脚、６は共有情
報画面、７，８は個別情報画面、９は電源ケーブル、１０はネットワークケーブル、１１
，１２は操作者である。
【００１４】
　同図において、テーブル型情報端末１は、スタンドベース部４に嵌め込まれた脚５に、
例えば、円板状のコミュニケーションテーブル２が取り付けられて卓状をなし、このコミ
ュニケーション２のテーブル面３に共有情報画面６や、例えば、２つの個別情報画面７，
８が表示されて利用可能となっている。
【００１５】
　個別情報画面７，８が表示されると、図１（ｂ）に示すように、それらの正面の位置に
操作者１１，１２が着座するなどして個別情報画面７，８に表示される画像を観視するこ
とができるし、また、これら個別情報画面７，８はタッチパネル機能を有しており、これ
により、これら個別情報画面７，８でタッチ操作を行なうことができる。また、共有情報
画面６は、かかる個別情報画面での操作に伴って、表示される。
【００１６】
　なお、これら共有情報画面６や個別情報画面７，８は、テーブル型情報端末１での図示
しない電源スイッチをオンして、もしくはリモコンを操作操作して電源オンすることによ
り、利用できるようになる。ここでは、一例として、このテーブル型端末１を銀行の行員
が顧客と商談したり、顧客の相談を受けたりするために利用されるものとし、個別情報画
面７が行員用、個別情報画面８が顧客用とするが、この場合には、この電源が投入された
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とき、行員用の個別情報画面７が表示され、この個別情報画面７でタッチ操作されること
により、共有情報画面６や個別情報画面８が表示されるものとする。しかし、この実施形
態のテーブル型情報端末１は、銀行以外の分野でも、利用可能であり、その利用分野によ
っては、また、銀行に利用するにしても必要に応じて、電源スイッチのオンもしくはリモ
コン操作で電源オンとするとともに、共有情報画面６や個別情報画面７，８が表示される
ようにしてもよいし、コミュニケーションテーブル２に人が近づき、一定の範囲内に入る
と、図示しないセンサがこれを検出してこの範囲に近い該当する個別情報画面の操作者と
判定し、この該当する個別情報画面を表示させるようにしてもよい。この場合には、１つ
の個別情報画面が表示されると、これと同時に共有情報画面６も表示される。また、個別
情報画面の個数も２個とは限らないものであり、この場合も同様である。
【００１７】
　ここで、個別情報画面７，８は夫々、その視野角を狭くしてある。即ち、個別情報画面
７の正面に着座した操作者１１のみがこの個別情報画面７の表示画像を観ることができ、
隣りの個別情報画面８の正面に着座した操作者１２からは、この個別情報画面７の表示画
像を観ることができないように、この個別情報画面７の視野角が狭く制限されており、同
様に、個別情報画面８の視野角も、その表示画像を個別情報画面７の正面に着座した操作
者１１が観ることができないように、狭くしている。このために、個別情報画面７では、
これを観視，操作する操作者１１のみに見せる情報（個別情報）の画面を表示させること
ができ、また、個別情報画面８でも、同様に、その操作者１２のみに見せる情報（個別情
報）の画面を表示させることができる。勿論、このような個別情報の画面を表示させるた
めには、これら操作者１１，１２の認証が必要となる。
【００１８】
　これに対し、共有情報画面６は、いずれの操作者１１，１２にも見せる情報（共有情報
）の画面を表示するものであり、いずれの操作者１１，１２にも、夫々が該当する個別情
報画面７，８の正面に位置してその個別情報の画面を観視，操作する状態で、この共有情
報画面６で表示される共有情報の表示画面を観ることができるように、視野角を広くして
いる。
【００１９】
　なお、かかるテーブル型情報端末１では、電源ケーブル９やネットワークケーブル１０
が床の中を通し、スタンドベース４から脚５を介してコミュニケーションテーブル３に導
びかれている。この電源ケーブル９を介してテーブル型情報端末１に電源が供給され、ま
た、ネットワークケーブル１０を介してサーバなどとの情報の送受が行なわれる。勿論、
かかる情報の送受波無線で行なうこともでき、この場合には、ネットワークケーブル１０
は不要である。
【００２０】
　図２（ａ）は、図１と同様、テーブル面３に２つの個別情報画面７，８を表示可能とし
たものであるが（なお、Ｘは共有情報画面６で表示される共有情報の表示画面、Ａ，Ｂは
夫々個別情報画面７，８で表示される個別情報の表示画面である。以下、同様）、図２（
ｂ）に示すように、３個の個別情報画面７，８，１３が表示されるようにしてもよい。こ
の場合には、コミュニケーションテーブル３が均等に４等分され、等分された４つのエリ
アに別々に共有情報画面６と個別情報画面７，８，１３とが表示される（なお、Ｃは夫々
個別情報画面１３で表示される個別情報の表示画面である。以下、同様）。これら個別情
報画面７，８，１３は、夫々の操作者１１，１２，１４が共有情報画面６の方向に向いて
着座したときに、これら操作者１１，１２，１４が正面から見るような方向，向きに表示
される。これにより、例えば、操作者１１が個別情報画面７の正面を向いて着座すると、
この操作者１１は、また、その正面の方向に共有情報画面６を観ることができる。個別情
報画面８，１３の操作者１２，１４も同様である。勿論、真中の個別情報画面８の操作者
１２は、共有情報画面６を真正面から観ることになるが、その両側の個別情報画面７，１
３の操作者１１，１３は共有情報画面６の共有情報の表示画面Ｘを、真横からではなく、
多少斜め方向から観ることになり、この共有情報の画面Ｘを見易くしている。
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【００２１】
　図２（ｃ）は同じコミュニケーションテーブル３に４個の個別情報画面７，８，１３，
１５を表示する例を示すものであり、このコミュニケーションテーブル３の中央部を共有
情報画面６の表示エリアとし、残りのドーナツ状のエリアを４等分し、等分されたエリア
毎に別々に個別情報画面７，８，１３，１５の表示エリアとするものである（なお、Ｄは
夫々個別情報画面１５で表示される個別情報の表示画面である。以下、同様）。この場合
も、個別情報画面８の操作者（図示せず）に対し、その両側の個別情報表示画面７，１３
の操作者１１，１４は、これら個別情報表示画面７，１３を正面から観視，操作するとき
、共有情報画面６の共有情報の表示画面Ｘを、真横からではなく、斜めから観ることがで
きるようにし、この画面Ｘを見易くしている。個別情報画面１５の操作者（図示せず）は
、共有情報画面６の共有情報の表示画面Ｘを反対側から観ることになる。このような場合
には、個別情報画面からいずれかの操作者が操作することによって画面反転や９０度／１
８０度回転といった操作をすることにより、各操作者が見易いように共有情報画面６の表
示方向を変えることができる。
【００２２】
　図３は上記の個別情報画面７，８，１３，１５の要部構成の一具体例を示す断面図であ
って、２０はディスプレイユニット、２０ａは表示面、２１は視野角制御フィルタ、２２
は保護パネル、２３，２４はタッチセンサ部、２５はペン位置検出部である。
【００２３】
　図３（ａ）は指先でタッチ操作可能なタッチパネル機能が設けられた個別情報画面を示
すものであって、ＣＲＴ（陰極線管）や液晶などによるディスプレイユニット２０の表示
面２０ａに視野角制御フィルタ２１が設けられ、このように構成された表示手段を覆うよ
うに、コミュニケーションテーブル２（図１）全体にわたって表示保護パネル２２とタッ
チセンサ部２３とが積層されて設けられている。このタッチセンサ部２３の平坦な表面が
、コミュニケーションテーブル２のテーブル面３（図１）をなしている。
【００２４】
　テーブル面３では、ディスプレイユニット２０が起動することにより、この表示面２０
ａが個別情報画面７，８，１３，１５として表示され、この表示面２０ａに表示される情
報画面が個別情報の表示画面Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄとしてテーブル面３に表示されることになる
。
【００２５】
　タッチセンサ部２３としては、テーブル面３をコミュニケーションテーブル全体にわた
って平面状とした場合には、指先の接触でその接触位置を検出できる静電容量方式や抵抗
膜方式のタッチパネルを用いることができる。この場合の接触位置の検出範囲は、ディス
プレイユニット２０の表示面２０ａの範囲内であることはいうまでもない。
【００２６】
　また、視野角制御フィルタ２１としては、表示面２０ａからの光の放射方向を制限する
ものであり、例えば、ルーバー形状部を備えて、周囲に広がろうとする光を屈折させ、両
隣りや斜めから表示面２０ａの表示内容が見えないようにする。
【００２７】
　図３（ｂ）はスタイラス（ペン）２５でタッチしてそのタッチ位置を検出するものであ
り、ディスプレイユニット２０の表示面２０ａに視野角制御フィルタ２１が設けられ、ま
た、この視野角制御フィルタ２１の辺に沿ってペン位置検出部２４を設け、かかる視野角
制御部フィルタ２１やペン位置検出部２４を覆うように、コミュニケーションテーブル２
（図１）全体にわたって平坦な表面の表示保護パネル２２が設けられている。この表示保
護パネル２２の表面が、コミュニケーションテーブル２のテーブル面３（図１）をなして
いる。
【００２８】
　このようなスタイラス２５を用いるタッチパネルとしては、例えば、複数のコイルから
順番に電波を発生し、スタイラスに同調回路を備えた電磁誘導方式などを用いることがで
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きる。
【００２９】
　なお、共有情報画面６についても、同様の構成をなしているが、視野角制御フィルタが
設けられていない点が異なる。
【００３０】
　図４（ａ），（ｂ）はこの第１の実施形態でのタッチパネル機能のための他の構成を示
す断面図であって、いずれも指先によるタッチ操作の場合を例に示している。なお、ディ
スプレイ２０の表示面２０ａの前面に視野角制御フィルタ２１が設けられていることは、
図３に示した具体例と同様である。
【００３１】
　図４（ａ）はタッチパネル機能が感圧式の場合であって、表示保護パネル２２がコミュ
ニケーションテーブル２（図１）のテーブル面３をなしているが、この表示保護パネル２
２の表示面２０ａに対向する部分に開口２２ａが形成されており、この開口２２ａの部分
に、ディスプレイ２０の表示面２０ａの前面に設けられた視野角制御フィルタ２１を覆う
ようにして、感圧式のタッチセンサ２３が設けられている。
【００３２】
　また、図４（ｂ）はタッチパネル機能が赤外線方式の場合であって、同様に表示保護パ
ネル２２の表示面２０ａに対向する部分に開口２２ａが形成され、この開口２２ａの下面
縁部にタッチセンサ部２３が設けられている。このタッチセンサ部２３は、対向する辺部
の一方に発光素子が、他方に受光素子が夫々設けられ、開口２２ａ内を複数の赤外線が交
差して発光されている。
【００３３】
　このように、テーブル面３をなす表示保護パネル２２のディスプレイ２０の部分に開口
２２ａを設けた場合、コミュニケーションテーブル２のテーブル面３では、図５（ａ）に
示すように、個別情報画面７，８がこの開口２２ａによるくぼみ内に表示される。共有情
報画面６は、個別情報画面７，８の操作者が操作し易いように、また、そこで表示される
共有情報の表示画面を見やすくするために、図３と同様の構成にしてテーブル面３とほぼ
同じ面に表示されるようにするが、待たず５（ｂ）に示すように、開口２２ａによる窪み
を設け、その中で操作者側に若干立ち上げて操作者側に向くように斜めにし、さらに見や
すくするようにしてもよい。
【００３４】
　図６は図１に示すコミュニケーションテーブル２内に設けられた構成回路の一具体例を
示すブロック図であって、３０は表示操作部、３１は共有ディスプレイ、３２は個別情報
表示用の第１ディスプレイ（図３，図４のディスプレイ２０に相当する）、３３は個別情
報表示用の第２ディスプレイ（図３，図４のディスプレイ２０に相当する）、３４，３５
はタッチセンサ（図３，図４のタッチセンサ部２３，２４に相当する）、３６は制御部、
３７は表示制御部、３８は操作制御部、３９はセキュリティコントローラ、４０はＣＰＵ
（中央処理ユニット）、４１はネットワークコントローラ、４２はウィンドウコントロー
ラ、４３は操作コントローラ、４４は内部記憶部、４５は認証ＤＢ（データベース）、４
６はコンテンツＤＢ、４７は個別情報ＤＢ、４８は共有情報ＤＢ、４９はアプリケーショ
ンソフト（ＡＰ）、５０はオペレーティングシステム（ＯＳ）、５１は認証操作ユニット
、５２は電源部、６０はネットワークサーバ、６１は個人情報ＤＢ、６２は共有情報ＤＢ
、６３は個別情報ＤＢ、６４は認証ＤＢ、６５はコンテンツＤＢ、６６はネットワークコ
ントローラである。
【００３５】
　同図において、コミュニケーションテーブル２内では、表示操作部３０と制御部３６と
内部記憶部４４と認証操作ユニット５１と電源部５２とが設けられている。
【００３６】
　表示操作部３０は、共有ディスプレイ３１と、タッチセンサ３４を備えた個別情報表示
用の第１ディスプレイ３２と、タッチセンサ３５を備えた個別情報表示用の第２ディスプ
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レイ３３とからなり、第１ディスプレイ３２が図１での個別情報画面７を表示し、第２デ
ィスプレイ３３が図１での個別情報画面８を表示するものとする。また、共有ディスプレ
イ３１は、図１での共有情報画面６を表示するが、ここでは、タッチパネル機能を備えて
いないものとする（勿論、この機能を備えていてもよい）。
【００３７】
　制御部３６は、表示制御部３７と操作制御部３８とセキュリティコントローラ３９とＣ
ＰＵ４０とネットワークコントローラ４１とからなり、表示制御部３７は、ウィンドウコ
ントローラ４２などを備えて共有ディスプレイ３１や第１ディスプレイ３２，３３の画面
表示を制御する。操作制御部３８は、タッチセンサ３４，３５から供給されるタッチ操作
検出出力からタッチ位置を検出し、この検出結果をＣＰＵ４０に供給するとともに、ＣＰ
Ｕ４０からの指令や情報に基づいて表示制御部３７を制御する操作コントローラ４３など
からなる。
【００３８】
　セキュリティコントローラ３９は、顧客の認証を行なうためのものであって、認証操作
ユニット５１で入力されたパスワートやＩＣカードなどの個人情報，指紋などの情報を取
得し、内部記憶部４４の認証ＤＢ４５に格納されている認証情報と照合することにより、
認証を行なうものである。かかる顧客認証を行なうことにより、ＣＰＵ４０は内部記憶部
４４の個別情報ＤＢからこのときの顧客用の個別情報を読み取り、表示制御部３７や表示
制御部３０などを制御して顧客用の第２ディスプレイ３３にこの個別情報を表示させる。
なお、一旦かかる認証が行なわれると、この第２ディスプレイ３３が使用されている限り
この認証は有効であり、タッチセンサ３５のタッチ操作に応じて、この認証された顧客の
個別情報が個別情報ＤＢ４７から読み出されて第２ディスプレイ３３に表示される。
【００３９】
　また、行員が行員用の第１ディスプレイ３２のタッチセンサ３４をタッチ操作すること
により、ＣＰＵ４０は表示制御部３７を制御して、共有ディスプレイ３１や顧客用の第２
ディスプレイ３３を表示状態に設定し、また、内部記憶部４４の共有情報ＤＢから共有情
報を読み取り、共有ディスプレイ３１に表示させる。
【００４０】
　なお、ＣＰＵ４０は、図示しない電源スイッチがオンされて、もしくはリモコン操作に
より、電源部５２から電源が投入されると、内部記憶部４４からＯＳ５０とＡＰ４９とを
取り込み、各部の制御のための動作を行なう。この場合、まずは行員用の第１ディスプレ
イ３２を表示状態とし、内部記憶部４４の個別情報ＤＢ４７からそのトップ画面を読み取
ってこの第１ディスプレイ３２に表示させる。これにより、図１における個別情報画面７
が表示されることになる。
【００４１】
　また、ＣＰＵ４０は、ネットワークコントローラ４１により、外部ネットワークを介し
てネットワークサーバ６０と通信可能である。このネットワークサーバ６０には、個人情
報ＤＢ６１や共有情報ＤＢ６２，個別情報ＤＢ６３，認証ＤＢ６４，コンテンツＤＢ６５
などを備えており、ネットワークコントローラ６６により、これらＤＢでの情報をコミュ
ニケーションテーブル２でのＣＰＵ４０に送信できるようにしている。ＣＰＵ４０は、タ
ッチセンサ３４，３５や認証操作ユニット５１からの情報に対し、内部記憶部４４の各Ｄ
Ｂで対応しきれない場合には、ネットワークサーバ６０から必要な情報を取り込み、これ
を用いることができる。例えば、行員用の第１ディスプレイ３２に対する新たな個別情報
がネットワークサーバ６０の個別情報ＤＢ６３に追加されたときには、これをコミュニケ
ーションテーブル２のＣＰＵ４０が要求することにより、このネットワークサーバ６０か
ら提供されることになる。このようにネットワークサーバ６０から取り込んだ情報は、内
部記憶部４４の該当するＤＢに追加格納される。
【００４２】
　なお、コンテンツＤＢ４６，６５に格納されるコンテンツは、例えば、インターネット
などで取得した情報であって、商談や相談などの資料などに利用されるものである。また
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、個人情報ＤＢ６１での個人情報は、顧客に関する情報であって、コミュニケーションテ
ーブル２での内部記憶部４４では、個別情報ＤＢ４７に個別情報と関連付けられて記憶さ
れる。さらに、このネットワークサーバ６０は、他のコミュニケーションテーブル２とも
、通信可能となっており、複数のコミュニケーションテーブル２で共用される。
【００４３】
　次に、この第１の実施形態の動作について、図７～図８により説明する。
【００４４】
　図７において、上記の電源スイッチもしくはリモコン操作で電源が投入されると（ステ
ップ１００）、ＣＰＵ４０（図６）が動作開始して第１ディスプレイ３２を表示オンの状
態にさせて（ステップ１０１）、まず、その操作者１１（図１。この場合、行員であって
、第１の操作者という）認証画面を個別情報画面７に表示させる（ステップ１０３）。こ
の第１の操作者１１がその認証のための情報入力（以下、認証手続きという）を認証操作
ユニット５１（図６）で行なうと、セキュリティコトローラ３９（図６）で認証動作が行
なわれ、この第１の操作者１１が認証されると（ステップ１０４）、ＣＰＵ４０は個別情
報ＤＢ４７から個別情報を読み取り、表示制御部３７を動作させて第１ディスプレイ３２
に供給し、個別情報画面７に共有ディスプレイ３１（図６）を稼働させるための操作者情
報画面を表示させる（ステップ１０５）。タッチセンサ３４をタッチ操作することにより
、この操作者情報画面で共有ディスプレイ３１を選択すると（ステップ１０６）、操作コ
ントローラ４３（図６）がその旨をＣＰＵ４０に通知し、ＣＰＵ４０は表示制御部３７を
動作させて共有ディスプレイ３１（図６）を表示オン状態にする。これにより、共有情報
画面６（図１）には、トップ画面が表示された状態となる（ステップ２０１）。
【００４５】
　また、共有ディスプレイ３１の選択操作がなされると、次に、ＣＰＵ４０は個別情報Ｄ
Ｂ４７から第１ディスプレイ３２の次の個別情報を読み取り、表示制御部３７を動作させ
て第１ディスプレイ３２のこの個別情報を表示させる。これにより、個別情報画面７には
、個別情報画面８を使用する操作者（この場合には、顧客であって、以下、第２操作者と
いう）１２（図１）を選択するための来客選択画面Ａ１（図８（ａ））が表示される（ス
テップ１０７）。この来客選択画面Ａ１には、項目７０を「顧客リスト」として、来客予
定の顧客のリスト７１が表示されており、タッチセンサ３４のタッチ操作により、その１
つ（例えば、川崎　太郎）を選択すると（ステップ１０８）、ＣＰＵ４０が第２ディスプ
レイ３３を表示オンの状態にする（ステップ３０１）。そして、例えば、取引を選択する
ための取引メニューが表わされた一般情報表示画面Ｂ１（図８（ａ））が個別情報画面８
（図１）に表示される（ステップ３０２）。
【００４６】
　これとともに、選択された第２操作者１２に関する共有情報がＣＰＵ４０によって内部
記憶部４４の共有情報ＤＢ４８から読み取られ、表示制御部３７を動作させて共有ディス
プレイ３１に供給することにより、選択した第２操作者（この場合、川崎　太郎）１２に
対する顧客案内画面Ｘ１（図８（ａ））が共有情報画面６（図１）に表示される（ステッ
プ２０２）。
【００４７】
　なお、以下の動作でも、タッチセンサ３５のタッチ操作に基づいて、ＣＰＵ４０がない
不記憶部４４の個別情報ＤＢ４７や共有情報ＤＢ４８から該当する情報を読み取り、表示
制御部３７を動作させて第１，第２ディスプレイ３２，３３や供給ディスプレイ３１に供
給して画面表示を行なわせるものであるが、以下の説明では、特に必要な場合を除いて、
かかるＣＰＵ４０の動作の説明は省略する。
【００４８】
　第２ディスプレイ３３の個別情報画面８に表示される一般情報表示画面Ｂ１で第２操作
者１２が所定の取引を選択するタッチ操作を行なうと、この第２操作者１２の認証画面が
表示される（ステップ３０３）。そこで、第２操作者１２が認証操作ユニット５１で所定
の認証手続きをすると、セキュリティコントローラ３９において、内部記憶部４４の認証
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ＤＢ４６での認証情報を用いて認証が行なわれ、これによって第２操作者１２が認証され
ると（ステップ３０４）、個別情報ＤＢ４７からこの第２操作者１２の個人情報（例えば
、口座に関する情報）が読み取られて第２ディスプレイ３３に供給され、個別情報画面８
に項目７５を「残高情報」として、この第２操作者１２の個人情報の内容（各口座の残高
）７６を表わした個人情報表示画面Ｂ２（図８（ａ））として表示される（ステップ３０
５）。
【００４９】
　また、これとともに、この選択された第２操作者の相談内容などを表わす個別情報が個
別情報ＤＢ４７から読み取られ、第１ディスプレイ３２に供給されて個別情報画面７にメ
ニュー欄７２でのメニューを「１．顧客情報確認」として、選択された第２操作者１２の
個人情報７３や質問の内容７４などを表わした顧客情報画面Ａ２（図８（ａ））が表示さ
れる（ステップ１１０）。この顧客情報画面Ａ２では、個人のその他の情報（家族や取引
など）も表示させることができる。そして、この顧客情報画面Ａ２の表示とともに、タッ
チセンサ３４のタッチ操作なしに（即ち、自動的に）、ＣＰＵ４０は共有情報ＤＢ４８か
ら所定の共有情報を読み取り、共有ディスプレイ３１に供給する。これがステップ１１１
の共有ディスプレイ表示情報選択動作であり、これにより、共有情報画面６に第２操作者
１２の質問（例えば、外貨預金に関する質問）に対して案内することを通知するための顧
客関連情報画面Ｘ２（図８（ａ））を表示させる（ステップ２０３）。この顧客関連情報
画面Ｘ２では、外貨預金についての説明情報７８が表示されるが、このような一般的な情
報は、ネットワークサーバ６０（図６）を介して、インターネットから取得することがで
きる。
【００５０】
　なお、顧客情報画面Ａ２のメニュー欄７２では、次のメニューも表示されており、ここ
では、次のメニューを「２．質問項目／回答」としている。
【００５１】
　顧客情報画面Ａ２のメニュー欄７２の「２．質問項目／回答」をタッチ操作すると、第
２操作者１２の質問に対する共有アドバイス情報がある場合には、かかる情報を内部記憶
部４４の個別情報ＤＢ４７から取り込んで第１ディスプレイ３２に供給し、個別情報画面
７に共有アドバイス情報あり画面Ａ３（図８（ｂ））を表示させる（ステップ１１２）。
この共有アドバイス情報あり画面Ａ３は、行員である第１操作者１１が予め質問者に対す
るアドバイスのために、例えば、オーストラリアドルと別ドルとを比較した画面を作成し
ておき、この比較画面がこの第２操作者１２と共有できるものであれば、表示されるもの
であり、この共有アドバイス情報あり画面Ａ３には、この比較画面を選択できるための「
比較画面」ボタン７９が設けられている。なお、顧客情報画面Ａ２のメニュー欄７２には
、次のメニュー「シミュレーション」も表示される。
【００５２】
　そこで、この「比較画面」ボタン７９をタッチ操作すると（ステップ１１３）、この比
較画面の情報が個別情報ＤＢ４７から読み出されて共通ディスプレイ３１に供給され、共
有情報画面６に比較画面８０を含む共有アドバイス画面Ｘ３が表示される（ステップ２０
４）。これにより、この共有アドバイス画面Ｘ３は操作者１１，１２がともに観ることが
できる。
【００５３】
　一方、個別情報画面８に表示される個人情報表示画面Ｂ２（図８（ａ））での「取引メ
ニュー」ボタン７７をタッチ操作すると、この取引メニューの画面の表示に代わるが、こ
の画面で所定のキーワードを入力することにより、インターネットから所定の情報を取り
寄せることができ、第１操作者（行員）に質問する事項を取り寄せるために、例えば、「
ふやす」，「外貨預金」，「シミュレーション」といったキーワードを入力すると、第２
操作者（顧客）画題１操作者に質問したい円高の動向を示すシミュケーションの情報がイ
ンターネットからネットワークサーバ６０（図６）を介して得られ、１つのウィンドウと
して表わされるシミュレーション８１を含む質問画面Ｂ３が個別情報画面８に表示される
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。このシミュレーション８１が一般ユーザに提供される情報である場合には、この質問画
面Ｂ３は共有情報あり画面であり、この共有情報あり画面Ｂ３に、シミュレーション８１
が共有情報となり得ることを示す「範囲選択」ボタン８２が表示される（ステップ３０６
）。
【００５４】
　そこで、このシミュレーション８１を質問内容として第１操作者に示すために、この「
範囲選択」ボタン８２をタッチ操作すると（ステップ３０７）、ＣＰＵ４０の制御のもと
に表示制御部３７（図６）が動作し、共有情報あり画面Ｂ３のシミュレーション８１の情
報が共有ディスプレイ３１に送られる。これにより、共有情報画面６には、個別情報画面
７に表示された共有アドバイス情報あり画面Ａ３からの比較画面８０と個別情報画面８に
表示された共有情報あり画面Ｂ３からのシミュレーション８１とが表示された質問／回答
画面Ｘ４（図８（ｂ））が表示されることになる（ステップ２０５）。これにより、第１
操作者は第２操作者の質問を具体的に知ることができるし、第２操作者はその回答を知る
ことができる。
【００５５】
　ここで、質問／回答画面Ｘ４に表示される個別情報画面８での質問画面Ｂ３からのシミ
ュレーション８１は、（１）共有情報画面６で表示させることだけが許可されたものであ
る場合も、（２）行員も共有できるものである場合も、また、（３）特定の行員，顧客が
共有できるものである場合もある。上記（１）の場合には、個別情報画面７での個別情報
として第１ディスプレイ３２に取り込んだり、個別情報ＤＢ４７に格納することもできな
いし、また、共有情報画面６の共有情報として共有情報ＤＢ４８に格納することもできな
い。（２）の場合には、個別情報画面７での個別情報として第１ディスプレイ３２に取り
込んだり、個別情報ＤＢ４７に格納したりすることができるし、共有情報として共有情報
ＤＢ４８に格納することもできる。（３）の場合には、個別情報画面７での個別情報とし
て第１ディスプレイ３２に取り込んだり、個別情報ＤＢ４７に格納したりする場合には、
この行員の認証を必要とする。
【００５６】
　いま、質問／回答画面Ｘ４に表示されるシミュレーション８１が上記（２）の場合とす
ると、第１操作者がこれをその個別情報としたい場合には、共有アドバイス情報ありの画
面Ａ３のメニュー欄７２で次のメニュー「シミュレーション」をタッチ操作する。これに
より、共有情報画面６の質問／回答画面Ｘ４でのシミュレーション８１が指定され（ステ
ップ１１４）、このシミュレーション８１の情報が共有ディスプレイ３１から第１ディス
プレイ３２に送られて、このシミュレーション８１を表わす共有情報取得画面Ａ４（図８
（ｃ））が第１操作者１１の個別情報画面７に表示される（ステップ１１５）。
【００５７】
　そして、第１操作がこの共有情報取得画面Ａ４の内容を確認し（ステップ１１６）、こ
の共有情報取得画面Ａ４に表示されている「申込書」ボタン８２をタッチ操作すると（ス
テップ１１７）、共有情報ＤＢ４８が共有情報としての「申込書」情報が読み取られ、共
有ディスプレイ３１に供給されて、共有情報画面６に口座番号，暗証番号，署名といった
ような入力欄８２ａ～８２ｃが設けられた申込書を表わす申込書画面Ｘ５（図８（ｃ））
が表示される（ステップ２０６）。また、これとともに、この申込書に対して情報を入力
するための画面情報が個別情報ＤＢ４７から読み取られ、第２ディスプレイ３３に供給さ
れて、第２操作者の個別情報画面８に入力項目取得画面Ｂ４（図８（ｃ））が表示される
（ステップ３０８）。この入力項目取得画面Ｂ４の夫々の入力項目８３ａ～８３ｃ欄に、
例えば、口座番号，暗証番号，署名などを入力すると（ステップ３０９）、かかる入力情
報が共有ディスプレイ３１と第１ディスプレイ３２とに送られ、共有情報画面６には、各
項目８２ａ～８２ｃにかかる入力情報が表示された（但し、口座番号や暗証番号は＊印を
用いて表示される）申込書画面Ｘ６（図８（ｃ））が表示され（ステップ２０７）、個別
情報画面７でも、各項目８４ａ，８４ｂにかかる入力情報がそのまま表示された入力済み
情報取得画面Ａ５（図８（ｃ））が表示される（ステップ１１８）。



(12) JP 4095040 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

【００５８】
　以上により、例えば、外貨預金の取引の手続きが終了するが、個別情報画面８で第２操
作者１２が終了のタッチ操作を行なうと（ステップ３１０）、第２ディスプレイ３３から
共有ディスプレイに送られた上記のシミュレーション８１（図８（ｃ））の情報の共有情
報画面６での表示はキャンセルされ（ステップ２０８）、この共有情報画面６では、第１
ディスプレイ３２からの比較画面８０のみを表示した共有アドバイス画面Ｘ３（図８（ｂ
））と同様に画面を表示した状態となる（ステップ２０９）。そして、第１操作者１１が
、個別情報画面７において、第２ディスプレイ３３の表示をオフするタッチ操作を行なう
と（ステップ１１９）、個別情報画面８の表示がオフとなり（ステップ３１１）、また、
第１操作者１１が、個別情報画面７において、共有ディスプレイ３１の表示をオフするタ
ッチ操作を行なうと（ステップ１２０）、共有情報画面６の表示がオフとなる（ステップ
２１０）。さらに、電源スイッチもしくはリモコン操作で電源をオフすると（ステップ１
２１）、個別情報画面７の表示がオフし（ステップ１２２）、電源がオフとなる。
【００５９】
　なお、以上では、顧客の個別情報画面８から共有情報画面６に提供される共有情報を行
員の個別情報画面７に取得するものであったが、行員の個別情報画面７から共有情報画面
６に提供される共有情報を顧客の個別情報画面８に取得することもできる。
【００６０】
　以上のようにして、第１の実施形態では、操作者が必要な個別情報を夫々の個別情報画
面７，８に表示させることができ、また、かかる個別情報も、それを所有する操作者が必
要に応じて共有情報画面６に表示させることで相手の操作者に提供できるし、しかも、夫
々の個別情報画面７，８の個別情報は他方の操作者からは見えないようにしているもので
あるから、操作者は、相手を気にすることなく、操作する個別情報画面に必要な個別情報
を表示させることができるものであって、商談や相談，会議などといった作業を円滑に行
なうことが可能となる。
【００６１】
　図９は個別情報画面７，８と共有情報画面６との間での共有情報のやり取り方法の他の
具体例を示す図であって、個別情報画面の要部を示しており、同図（ａ）は、個別情報画
面７を例として、個別情報画面の共有情報を共有情報画面６で表示させるための操作手順
を、また、同図（ｂ）は、個別情報画面７を例として、共有情報画面６で表示される共有
情報を個別情報画面に取得するための操作手順を夫々示している。
【００６２】
　まず、図９（ａ）により、個別情報画面７の情報を共有情報画面６に表示させる場合に
ついて説明する。
【００６３】
　個別情報画面７に共有情報を取り扱い得る画面（例えば、顧客情報画面Ａ２（図８（ａ
））が表示されているときには、（イ）に示すように、この個別情報画面７の、例えば、
右辺側に「共有」ボタン８６ａと「取得」ボタン８６ｂとが表示される。また、このとき
、共有情報とした情報（以下、これも共有情報という）８５が表示されており、この共有
情報８５を共有情報画面６に表示させるときには、「共有」ボタン８６ａをタッチ操作す
る。これにより、（ロ）に示すように、この共有情報８５の利用形態を規定するためのメ
ニューの一覧８６ｂが表示される。
【００６４】
　この一覧８６ｂでは、例えば、メニュー「表示のみ」，「保存／閲覧可」，「コピー可
」が表示される。メニュー「表示のみ」は共有情報８５を共有情報画面６に表示するだけ
とするものである。メニュー「保存／閲覧可」は、共有情報８５を共有情報画面６で表示
するとともに、他方の個別情報画面（この場合、個別情報画面８）側での情報として個別
情報ＤＢ４７（図６）に保存したり、それを閲覧したりすることができるようにするもの
であり（即ち、この個別情報画面８のこのときの操作者の個別情報とするものであり）、
これがタッチ操作されると、（ハ）に示すように、「保存／閲覧可」の一覧８６ｃがサブ
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メニュー「特定利用者」，「利用時連絡」，「利用者自由」として表示されて、かかる保
存／閲覧ができる利用者を指定できるようにしている。サブメニュー「特定利用者」は特
定の利用者にのみ共有情報８５の保存／閲覧を可能とするものであり、サブメニュー「利
用時連絡」は利用者が連絡してきたときに共有情報８５の保存／閲覧を許可するか否かを
決めるものであり、サブメニュー「利用者自由」は、利用者であればだれでも、共有情報
８５の保存／閲覧を許可するものである。例えば、「保存／閲覧可」の一覧８６ｃでサブ
メニュー「特定利用者」がタッチ操作で選択されたとすると、（ニ）に示すように、特定
利用者の一覧８６ｄが表示されて、共有情報８５の保存／閲覧を可能とする利用者を特定
することができる。
【００６５】
　図９（ｂ）により、個別情報画面に共有情報画面６の共有情報を表示させる場合につい
て説明する。
【００６６】
　図９（ａ），（イ）の場合と同様、個別情報画面７に共有情報を取り扱い得る画面（例
えば、共通情報取得画面Ａ４（図８（ｃ）））が表示されているときには、（ｉ）に示す
ように、この個別情報画面７の、例えば、右辺側に「共有」ボタン８６ａと「取得」ボタ
ン８６ｂとが表示される。共有情報画面６に表示されている共有情報を取得したい場合に
は、「取得」ボタン８６ｂをタッチ操作する。ここで、現在共有情報画面６で表示されて
いる取得対象の共有情報が、図９（ａ），（ハ）で示すように、「利用時連絡」が指定さ
れているとすると、（ｉ）で示す個別情報画面７の「取得」ボタン８６ｂが選択された場
合には、（ii)に示すように、連絡をするかどうかの選択画面８７ａが表示される。この
選択画面８７ａには、「承認」ボタンと「取消」ボタンとがあり、共有情報を取得したい
場合には、「承認」ボタンをタッチ操作する。これにより、（iii）に示すように、利用
者の氏名やメールアドレスなどの操作者の個人情報８７ｂが個別情報ＤＢ４７の個人情報
を用いて表示され、その「承認」ボタン８７ｃをタッチ操作すると、（iv）に示すように
、共有情報画面６での共有画面８８が個別情報画面７に表示される。
【００６７】
　図１０（ａ），（ｂ）は本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第２の実施形態
を示す斜視図であって、６ａ，６ｂは共有情報画面、９０は共有ディスプレイ、９１は支
持部であり、図１に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００６８】
　同図（ａ）において、図１に示した第１の実施形態と同様、コミュニケーションテーブ
ル２のテーブル面３には、個別情報画面７，８が表示できるようになっている。また、コ
ミュニケーションテーブル２の端面に共有ディスプレイ９０が支持部９１によってコミュ
ニケーションテーブル２の端面に取り付けられている。この共有ディスプレイ９０は個別
情報画面７，８側に表示面を有しており、この表示面はテーブル面３に垂直、もしくはテ
ーブル面３に垂直な面に対してやや上向き、あるいはこの垂直面よりもやや下向きに固定
されており、これに共有情報画面６ａが表示される。
【００６９】
　この共有情報画面６ａも第１の実施形態での共有情報画面６と同様であり、個別情報画
面７，８の操作者がともにこの共有画面６ａに表示される情報を共有することができる。
【００７０】
　この共有ディスプレイ９０の他の具体例としては、支持部９１を折れ曲がり可能とし、
図１０（ｂ）に示すように、支持部９１が個別情報端末７，８側に倒れて、共有ディスプ
レイ９０がテーブル面３上に載置されるように構成することもできる。
【００７１】
　この場合には、この共有ディスプレイ９０は表裏夫々に表示面を有しており、その一方
の表示面は個別情報画面７，８側を向いて共有情報画面６ａが表示され、他方の表示面は
それとは反対側を向いて共有情報画面６ｂが表示される。そこで、支持部９１が、図１０
（ａ）に示すように、テーブル面３に垂直な状態では、共有ディスプレイ９０の個別情報
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画面７，８側の表示面に共有情報画面６ａが表示され、これを個別情報画面７，８の操作
者が観ることができるようにしている。また、支持部９１が折れ曲がって倒れ、図１０（
ｂ）に示すように、共有ディスプレイ９０がテーブル面３上に載置されると、他方側の表
示面が上向きとなり、これにこの共有情報画面６ｂが表示される。これにより、図１０（
ｂ）に示す状態でも、この共有情報画面６ｂを個別情報画面７，８の操作者が観ることが
できる。勿論、共有情報画面６ｂも、これら操作者が正立して観えるように、表示される
し、共有情報画面６ａ，６ｂはタッチパネル機能を備えていてもよい。また、表裏２面を
持つディスプレイでなくとも、ディスプレイを略水平位置までスライド可能な支持部であ
れば、表面側のみに表示面を持つものでもよい。テーブル面上に略水平に配置することに
より、複数の操作者によるタッチ操作が容易になる。
【００７２】
　なお、ここでは、表示される個別情報画面は２個としたが、先の第１の実施形態と同様
、３個以上であってもよい。
【００７３】
　また、以上の構成以外は、図１～図９で説明した第１の実施形態と同様であり、これと
同様の効果が得られるものであるが、さらに、共有情報画面６ａをテーブル面３にほぼ垂
直にして観ることができるから、さらに見易いものとなる。
【００７４】
　図１１は本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第３の実施形態を示す斜視図で
あって、９２は個別ディスプレイの表示画面であり、図１０に対応する部分には同一符号
を付けて重複する説明を省略する。
【００７５】
　同図において、コミュニケーションテーブル２全体が個別ディスプレイとなっており、
そのテーブル面全体がこの個別ディスプレイの表示面９２となっている。これ以外の構成
は、図１１に示した第２の実施形態と同様である。
【００７６】
　かかる構成の第３の実施形態では、操作者（上記の行員や顧客など）が近づいてコミュ
ニケーションテーブル２の位置に対向して、表示画面９２に個別情報画面が表示される。
【００７７】
　例えば、図１２（ａ）に示すように、２人の操作者１１，１２がコミュニケーションテ
ーブル２に近づき、これら操作者１１，１２が所定の間隔Ｌ１以上離れていれば、個別デ
ィスプレイが動作して、これら操作者１１，１２にほぼ対向して個別情報画面７，８が表
示画面９２に表示される。また、３人の操作者１１，１２，９３がコミュニケーションテ
ーブル２に近づくと、図１２（ｂ）に示すように、２人の操作者１１，９３同士が上記の
所定間隔Ｌ１よりも接近しているときには、これら操作者１１，９３に平均的に対向する
ように、１つの個別情報画面７が表示画面９２に表示され、操作者１２がこれら操作者１
１，９３とは所定間隔Ｌ１よりも大きな間隔Ｌ２だけ離れている場合には、操作者１２に
対向して表示画面９２に個別情報画面８が表示される。これは、操作者１２がアドバイス
する行員であり、操作者９３がこの行員に相談する操作者１１に同行したもの（あるいは
、家族など）であるような場合が該当する。勿論、図１２（ｃ）に示すように、操作者３
人が互いに所定の間隔Ｌ１以上離れている場合には、夫々毎に個別情報画面７，８，９４
が表示される。
【００７８】
　このように、コミュニケーションテーブル２のテーブル面全面を個別ディスプレイの表
示面９２とし、その任意の位置に個別情報画面を表示させるようにする場合、この個別情
報の画面の内容が他の個別情報画面の操作者から見えないようにする方法としては、この
表示画面９２の全面に視野角制御フィルタを設ける方法がある。
【００７９】
　また、他の方法としては、図１３（ａ）に示すように、表示可能な個別情報画面の個数
（ここでは、２個とする）分の視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂがコミュニケーション
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テーブル２内に間隔を置いて配置され、これら視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂはコミ
ュニケーションテーブル２内をその同一円周に沿って位置調整可能とし、個別情報画面が
表示されると、これにもっとも近い視野角制御フィルタ９５ａまたは９５ｂが位置調整さ
れてこの個別情報画面の表示エリアに重なるようにする方法がある。これにより、視野角
制御フィルタをコミュニケーションテーブルのテーブル面全面に設ける必要がない。
【００８０】
　さらに、他の方法としては、図１３（ｂ）に示すように、コミュニケーションテーブル
２が使用されない場合には、これに表示可能な個別情報画面の個数分の複数の視野角制御
フィルタ９５ａ，９５ｂをこのコミュニケーションテーブル２の所定の箇所に重ねておき
、表示画面で個別情報画面が表示されると、１つの視野角制御フィルタ９５ａが移動し、
この表示された個別情報画面の表示エリアと重なるようにする。このようにして、個別情
報画面が表示されることに、視野角制御フィルタがその表示エリアに移動していくように
する。これによっても、視野角制御フィルタをコミュニケーションテーブルのテーブル面
全面に設ける必要がない。
【００８１】
　図１４は図１１に示すコミュニケーションテーブル２内に設けられた構成回路の一具体
例を示すブロック図であって、９６は接近センサ、９７は位置センサ、９８はウィンドウ
レイアウトコントローラ、９９は個別ディスプレイ、９９ａはタッチセンサであり、図６
に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００８２】
　同図において、接近センサ９６は、操作者のコミュニケーションテーブル２への接近を
検出するものであり、このコミュニケーションテーブル２の廻りに所定の間隔で複数設け
られている。表示制御部３７のウインドウレイアウトコントローラ９８は、これら接近セ
ンサの検出出力から、操作者が接近するコミュニケーションテーブル２の位置を検出し、
その位置検出情報をウインドウコントローラ４２に送る。これにより、ウインドウコント
ローラ４２は個別ディスプレイ９９を駆動し、この位置検出情報に応じた表示画面９２の
位置に個別情報画面を表示させる。このようにして、図１２で説明したように、表示画面
９２に個別情報画面７，８，９４などが表示される。
【００８３】
　また、位置センサ９７は図１３で説明したような視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂの
位置を検出するものであり、図示しないが、ウインドウレイアウトコントローラ９８が表
示する個別情報画面の位置を検出すると、操作制御部３３の操作コントローラ４３がこの
位置に視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂを移動させ、位置センサ９７が検出する視野角
制御フィルタ９５ａ，９５ｂの位置情報とウインドウレイアウトコントローラ９８からの
個別情報画面の位置情報とを用いて、視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂを個別情報画面
の表示エリアに一致させる。
【００８４】
　このようにして、表示画面の個別情報画面毎に視野角制御フィルタ９５ａ，９５ｂを設
定することができる。
【００８５】
　なお、表示画面９２の全面に視野角制御フィルタを設ける場合には、位置センサ９７は
不要である。
【００８６】
　また、この場合のタッチセンサ９９ａは、表示画面９２の全面にわたってタッチパネル
機能を持たせるものである。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第１の実施形態を示す斜視図であ
る。
【図２】図１に示す第１の実施形態での個別情報画面の表示例を示す図である。



(16) JP 4095040 B2 2008.6.4

10

20

30

40

【図３】図１，図２における個別情報画面の要部構成の具体例を示す断面図である。
【図４】図１，図２における個別情報画面の要部構成の他の具体例を示す断面図である。
【図５】図１に示す第１の実施形態の一変形例を示す斜視図である。
【図６】図１に示すテーブル型情報端末の内部回路構成の一具体例を示すブロック図であ
る。
【図７】図１に示す第１の実施形態での操作及び動作手順の一具体例を示すフローチャー
トである。
【図８（ａ）】図７に示す操作及び動作に伴う各個別情報画面，共有画面の流れの一部を
示す図である。
【図８（ｂ）】図８（ａ）に示す流れに続く各個別情報画面，共有画面の流れの一部を示
す図である。
【図８（ｃ）】図８（ｂ）に示す流れに続く各個別情報画面，共有画面の流れの一部を示
す図である。
【図９】図７，図８に示す画面操作のうちの個別情報画面と共有画面との間の共有情報の
やり取りの方法の他の具体例を示す図である。
【図１０】本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第２の実施形態を示す斜視図で
ある。
【図１１】本発明によるテーブル型情報端末の表示方法の第３の実施形態を示す斜視図で
ある。
【図１２】図１１に示す第３の実施形態での個別情報画面の表示例を示す図である。
【図１３】図１１に示す第３の実施形態での個別情報画面に対する視野角制御フィルタの
設定方法の具体例を示す図である。
【図１４】図１１に示すテーブル型情報端末の内部回路構成の一具体例を示すブロック図
である。
【符号の説明】
【００８８】
　１　テーブル型情報端末
　２　コミュニケーションテーブル
　３　テーブル面
　６，６ａ，６ｂ　共有情報画面
　７，８，１３，１５，９４　個別情報画面
　１１，１２，１４，９３　操作者
　２２ａ　開口
　３３　共有ディスプレイ
　４４　内部記憶部
　４７　個別情報ＤＢ
　４８　共有情報ＤＢ
　９０　共有ディスプレイ
　９２　個別ディスプレイの表示画面
　９５ａ，９５ｂ　視野角制御フィルタ
　９６　接近センサ
　９７　位置センサ
　９９　個別ディスプレイ
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【図７】 【図８（ａ）】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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