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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器と通信を行う電子制御装置であって、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、
　前記外部機器との通信時に、当該外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別し
、出力されていると判別された際は、当該出力情報を当該外部機器の機器識別情報と対応
付けて記憶手段に登録記憶するよう制御する登録制御手段と、
　所定の出力情報を前記外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶管理する前記記憶手段
を参照することで、前記取得手段で取得した機器識別情報と対応付けられた出力情報が当
該記憶手段に記憶されていれば、その出力情報を取得する第２取得手段と、
　前記第２取得手段で取得された出力情報を前記外部機器で出力するよう制御する出力制
御手段と、
　を具備したことを特徴とする電子制御装置。
【請求項２】
　外部機器と通信を行う電子制御装置であって、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、
　前記外部機器との通信時に、当該外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別し
、出力されていないと判別された際は、所定の出力情報を前記外部機器の機器識別情報と
対応付けて記憶管理する記憶手段を参照することで、前記取得手段で取得した機器識別情
報と対応付けて当該記憶手段に記憶された出力情報を取得する第２取得手段と、
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　前記第２取得手段で取得された出力情報を前記外部機器で出力するよう制御する出力制
御手段と、
　を具備したことを特徴とする電子制御装置。
【請求項３】
　外部機器と通信を行う電子制御装置であって、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、
　前記外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段で出力されていないと判別された際は、前記取得手段で取得した機器識別
情報と対応付けて記憶手段に記憶された出力情報あるいは出力識別情報を取得する第２取
得手段と、
　前記第２取得手段で取得された出力情報あるいは出力識別情報で特定される出力情報を
前記外部機器で出力するよう制御する出力制御手段と、
　を具備したことを特徴とする電子制御装置。
【請求項４】
　外部機器と通信を行う電子制御装置であって、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、
　前記外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段で出力されていると判別された際は、当該出力情報あるいは当該出力情報
を特定する出力識別情報を当該外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶手段に登録記憶
するよう制御する登録制御手段と、
　を具備したことを特徴とする電子制御装置。
【請求項５】
　前記外部機器との通信時に、前記取得手段で取得した前記機器識別情報に対応付けた出
力情報あるいは出力識別情報を取得する第２取得手段と、
　を更に具備したことを特徴とする請求項４に記載の電子制御装置。
【請求項６】
　前記第２取得手段で取得された前記出力情報あるいは前記出力識別情報で特定される出
力情報を前記外部機器で出力するよう制御する出力制御手段と、
　を更に具備したことを特徴とする請求項５に記載の電子制御装置。
【請求項７】
　前記記憶手段は、前記所定の出力情報あるいは前記出力識別情報を前記外部機器の機器
識別情報とユーザ識別情報と対応付けて記憶管理し、
　前記第２取得手段は、当該電子制御装置を使用するユーザのユーザ識別情報を取得し、
そのユーザ識別情報と前記取得手段で取得した機器識別情報とに対応付けて前記記憶手段
に記憶された出力情報あるいは出力識別情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項３、５、６の何れかに記載の電子制御装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、当該電子制御装置と通信接続されるサーバ装置側に設けられ、
　前記第２取得手段は、前記取得手段で取得した機器識別情報を前記サーバ装置に送信し
、当該サーバ装置側において前記記憶手段から読み出されて送信されてきた出力情報ある
いは出力識別情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項３、５～７の何れかに記載の電子制御装置。
【請求項９】
　外部機器と通信を行う電子制御装置のコンピュータを制御するためのプログラムであっ
て、
　前記コンピュータを、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段、
　前記外部機器との通信時に、当該外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別し
、出力されていると判別された際は、当該出力情報を当該外部機器の機器識別情報と対応
付けて記憶手段に登録記憶するよう制御する登録制御手段、
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　所定の出力情報を前記外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶管理する前記記憶手段
を参照することで、前記取得手段で取得した機器識別情報と対応付けられた出力情報が当
該記憶手段に記憶されていれば、その出力情報を取得する第２取得手段、
　前記第２取得手段で取得された出力情報を前記外部機器で出力するよう制御する出力制
御手段、
　として機能させるようにしたプログラム。
【請求項１０】
　外部機器と通信を行う電子制御装置のコンピュータを制御するためのプログラムであっ
て、
　前記コンピュータを、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段、
　前記外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別する判別手段、
　前記判別手段で出力されていないと判別された際は、前記取得手段で取得した機器識別
情報と対応付けて記憶手段に記憶された出力情報あるいは出力識別情報を取得する第２取
得手段、
　前記第２取得手段で取得された出力情報あるいは出力識別情報で特定される出力情報を
前記外部機器で出力するよう制御する出力制御手段、
　として機能させるようにしたプログラム。
【請求項１１】
　外部機器と通信を行う電子制御装置のコンピュータを制御するためのプログラムであっ
て、
　前記コンピュータを、
　前記外部機器との通信時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段、
　前記外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別する判別手段、
　前記判別手段で出力されていると判別された際は、当該出力情報あるいは当該出力情報
を特定する出力識別情報を当該外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶手段に登録記憶
するよう制御する登録制御手段、
　として機能させるようにしたプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子制御装置及びプログラムに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパと称される紙状の不揮発性表示装置が開発されている。この電子ペー
パは、無電源状態で画像を表示保持する表示面を有し、紙には及ばずながらも薄く、柔軟
性のあるもので、電源を供給することで画像の書き込み／消去が可能になり、テキストや
画像など、様々なコンテンツを表示保持させることができる（例えば、特許文献１～３参
照。）。
【０００３】
　出願人は、電子ペーパを下敷に載せて手書き記入することで電子ペーパ上に手書き内容
を表示できるようにした電子ペーパ記録装置の特許出願を行った（例えば、特許文献４参
照。）。
【０００４】
　この電子ペーパ記録装置では、下敷とペーパとの組合せをシンクライアントとしたサー
バクライアントシステムにおいて、サーバには、当該下敷とペーパとの組合せに対応した
デフォルトの初期画面データが予め生成されて記憶されており（仮想ペーパクライアント
）、下敷にペーパを載せることでその組合せに対応する初期画面データを読み出して表示
できる。そして、ペーパの初期画面データ上で手書き記入を行った場合には、上記初期画
面データ上に手書き軌跡を追記して記憶できるようにしている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０３９８３４号公報
【特許文献２】特開２００１－３１２２２７号公報
【特許文献３】特開２００３－０５８０８１号公報
【特許文献４】特開２００７－３２３３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記従来の電子ペーパ記録装置では、下敷とペーパとの組合せに対応し
たデフォルトの初期画面データがサーバ側で予め生成されて記憶されていることが前提で
あり、サーバ側で更新記憶できるのは、上記初期画面データに追記された手書きデータの
みとなるため、その初期画面データをユーザ側にて任意に登録することはできない。
【０００７】
　本発明は、外部機器との組合せに対応付けられた情報をその外部機器で出力可能にする
ことを目的とする。　
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載は、外部機器と通信を行う電子制御装置であって、前記外部機器との通信
時に、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、前記外部機器との通信時に、
当該外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別し、出力されていると判別された
際は、当該出力情報を当該外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶手段に登録記憶する
よう制御する登録制御手段と、所定の出力情報を前記外部機器の機器識別情報と対応付け
て記憶管理する前記記憶手段を参照することで、前記取得手段で取得した機器識別情報と
対応付けられた出力情報が当該記憶手段に記憶されていれば、その出力情報を取得する第
２取得手段と、前記第２取得手段で取得された出力情報を前記外部機器で出力するよう制
御する出力制御手段と、を具備したことを特徴とする。
　請求項２は、外部機器と通信を行う電子制御装置であって、前記外部機器との通信時に
、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、前記外部機器との通信時に、当該
外部機器に出力情報が出力されているか否かを判別し、出力されていないと判別された際
は、所定の出力情報を前記外部機器の機器識別情報と対応付けて記憶管理する記憶手段を
参照することで、前記取得手段で取得した機器識別情報と対応付けて当該記憶手段に記憶
された出力情報を取得する第２取得手段と、前記第２取得手段で取得された出力情報を前
記外部機器で出力するよう制御する出力制御手段と、を具備したことを特徴とする。
　請求項３は、外部機器と通信を行う電子制御装置であって、前記外部機器との通信時に
、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、前記外部機器に出力情報が出力さ
れているか否かを判別する判別手段と、前記判別手段で出力されていないと判別された際
は、前記取得手段で取得した機器識別情報と対応付けて記憶手段に記憶された出力情報あ
るいは出力識別情報を取得する第２取得手段と、前記第２取得手段で取得された出力情報
あるいは出力識別情報で特定される出力情報を前記外部機器で出力するよう制御する出力
制御手段と、を具備したことを特徴とする。
【０００９】
　請求項４は、外部機器と通信を行う電子制御装置であって、前記外部機器との通信時に
、その外部機器の機器識別情報を取得する取得手段と、前記外部機器に出力情報が出力さ
れているか否かを判別する判別手段と、前記判別手段で出力されていると判別された際は
、当該出力情報あるいは当該出力情報を特定する出力識別情報を当該外部機器の機器識別
情報と対応付けて記憶手段に登録記憶するよう制御する登録制御手段と、を具備したこと
を特徴とする。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外部機器との組合せに対応付けられた情報をその外部機器で出力させ
ることが可能になる。

【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る電子ペーパ記録装置（片面タイプ）１０Ａの構成を示す
図であり、同図（Ａ）は外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は１枚の電子ペーパ（片面タ
イプ）１１Ａを抜き出して示す正面図。
【図２】本発明の実施形態に係る電子ペーパ記録装置（両面タイプ）１０Ｂの構成を示す
図であり、同図（Ａ）は外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は１枚の電子ペーパ（両面タ
イプ）１１Ｂを抜き出し裏面にして示す正面図。
【図３】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの構
成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａを表側から見て示す構
成図、同図（Ｂ）は電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂを裏側から見て示す構成図。
【図４】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂの構成
を示す図であり、同図（Ａ）は電子下敷（片面タイプ）１２Ａを正面から見て示す構成図
、同図（Ｂ）は見開き型電子下敷１２Ｂの左面を見て示す構成図、同図（Ｃ）は電子下敷
１２Ａ，１２Ｂ（右面）の縦断面構成図。
【図５】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバイ
ンダ部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの電源供給と通信接続
を行うための電磁誘導部（平面タイプ）の構成を示す図。
【図６】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバイ
ンダ部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの電源供給と通信接続
を行うための電磁誘導部（凸面タイプ）の構成を示す図。
【図７】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０ＢをネットワークＮ上のクラウドコンピュ
ーティングシステムの端末として組み込んだ場合の電子回路の構成を示すブロック図。
【図８】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂの電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の情報記憶
装置３０にて記憶管理される電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４の内容を示す図。
【図９】前記電子ペーパ記録装置１０Ｂを端末としネットワーク（インターネット）Ｎ上
の電子ペーパ管理サーバ５３にウェブアクセスベースで接続して使用する場合の構成例を
示すブロック図。
【図１０】前記電子ペーパ管理サーバ５３の電子ペーパ管理部５８ｂにて記憶管理される
電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２の内容を示す図。
【図１１】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウドコン
ピューティングシステムにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理（その１）を示すフロ
ーチャート。
【図１２】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウドコン
ピューティングシステムにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理（その２）を示すフロ
ーチャート。
【図１３】前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウドコン
ピューティングシステムにおける電子ペーパ管理サーバ５３での処理を示すフローチャー
ト。
【図１４】前記電子ペーパ管理サーバ５３により管理される電子ペーパ記録装置１０Ａ，
１０Ｂの具体的な使用形態を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
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　図１は、本発明の実施形態に係る電子ペーパ記録装置（片面タイプ）１０Ａの構成を示
す図であり、同図（Ａ）は外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は１枚の電子ペーパ（片面
タイプ）１１Ａを抜き出して示す正面図である。
【００１４】
　この電子ペーパ記録装置（片面タイプ）１０Ａは、その表面に不揮発性表示装置１７を
有する複数枚の電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａ…と、この複数枚の電子ペーパ１１Ａ…
を重ねて載置する電子下敷（片面タイプ）１２Ａとを備え、各電子ペーパ１１Ａ…は電子
下敷１２Ａの左側中央に設けられた片面バインダ部１３にその左辺中央を挟み込ませて綴
じられる。
【００１５】
　電子下敷１２Ａは、その表面における電子ペーパ１１Ａ…の載置面に対応させて例えば
電磁誘導方式によるタブレット１４を備え、このタブレット１４によって電子ペン１５に
よる最上部の電子ペーパ１１Ａ上での手書き位置に対応する座標位置を検出する。そして
、バインダ部１３を利用して設けられた後述の非接触型の電源供給手段及び通信手段（図
３～図６参照）を介して電子ペーパ１１Ａに内蔵された表示用の記憶装置に対し前記手書
き位置の検出座標に対応した表示データ、あるいは外部の情報提供装置から取得された各
種コンテンツの表示データを記憶させ、電子ペーパ１１Ａの不揮発性表示装置１７を表示
動作させる。
【００１６】
　電子ペーパ１１Ａの不揮発性表示装置１７は、例えば透明の電極板間に＋に帯電した黒
色粒子と－に帯電した白色粒子とを交互にマトリクス状に仕切って封入し、一方の電極板
を－（マイナス）に帯電させることで黒色表示となり、＋（プラス）に帯電させることで
白色表示となるもので、当該電極板は電圧の印加によってその最後に印加した電圧の極性
に帯電し、無電源状態での表示が保持される。
【００１７】
　これにより、電子下敷１２Ａおよびそのバインダ部１３を介して外部から入力された表
示データを電子ペーパ１１Ａにて表示できるだけでなく、前記電子ペン１５によって直接
的に書き込んだ手書きデータをも表示させることができ、しかもその電子ペーパ１１Ａを
、図１（Ｂ）に矢印ａで示すように、電子下敷１２Ａから取り外すことで、通常の紙と同
じように取り扱うことができる。
【００１８】
　図２は、本発明の実施形態に係る電子ペーパ記録装置（両面タイプ）１０Ｂの構成を示
す図であり、同図（Ａ）は外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は１枚の電子ペーパ（両面
タイプ）１１Ｂを抜き出し裏面にして示す正面図である。
【００１９】
　この電子ペーパ記録装置（両面タイプ）１０Ｂで使用する複数枚の電子ペーパ（両面タ
イプ）１１Ｂ…は、その表面と裏面との両面にそれぞれ前述の不揮発性表示装置１７Ｒ，
１７Ｌを有し、見開き型電子下敷１２Ｂの中央に設けられた見開きバインダ部１６によっ
てそれぞれその一端部が貫通されて綴じられる。
【００２０】
　見開き型電子下敷１２Ｂは、その左右の各見開き面における電子ペーパ１１Ｂ…の載置
面にそれぞれ例えば電磁誘導方式によるタブレット１４Ｒ，１４Ｌを備え、このタブレッ
ト１４Ｒ，１４Ｌの各々によって電子ペン１５による右側最上部の電子ペーパ１１Ｂの表
面上と左側最上部の電子ペーパ１１Ｂの裏面上での手書き位置に対応する座標位置を検出
する。そして、見開きバインダ部１６に対応して設けられた後述の非接触型の電源供給手
段及び通信手段（図３～図６参照）を介して電子ペーパ１１Ｂに内蔵された表示用の記憶
装置に対し前記表面と裏面の各手書き位置の検出座標に対応した表示データ、あるいは外
部の情報提供装置から取得された各種コンテンツの表示データを記憶させ、電子ペーパ１
１Ｂをその両面の不揮発性表示装置１７Ｒ，１７Ｌで表示動作させる。
【００２１】
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　これにより、電子下敷１２Ｂおよびその見開きバインダ部１６を介して外部から入力さ
れた表示データを電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂの表裏面にて表示できるだけでなく、
前記電子ペン１５によって直接的に書き込んだ手書きデータをも同表裏面に表示させるこ
とができ、しかもその電子ペーパ１１Ｂを、図２（Ｂ）に矢印ｃで示すように、電子下敷
１２Ｂから取り外すことで、通常の表と裏のある紙と同じように取り扱うことができる。
【００２２】
　図３は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの
構成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａを表側から見て示す
構成図、同図（Ｂ）は電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂを裏側から見て示す構成図である
。
【００２３】
　なお、表側から見た電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａの構成と電子ペーパ（両面タイプ
）１１Ｂの構成とは同じである。
【００２４】
　電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂには、その中央の略全領域に渡って不揮発性表示装置（表）
１７（１７Ｒ），（裏）１７Ｌが設けられ、また綴じ込み部１８には、フレキシブルＩＣ
チップからなる制御装置１９、個別の電子ペーパＩＤを記憶するＩＤ記憶部２０、表示デ
ータを記憶する（情報）記憶装置２１が表裏共用として内蔵される。
【００２５】
　さらに、前記綴じ込み部１８の中央に設けられた一方のバインダ用貫通孔１６ａの周囲
には非接触型の電磁誘導電源部２２が表裏共用として内蔵され、また、もう一方のバイン
ダ用貫通孔１６ｂの周囲には非接触型の通信装置２３が表裏共用として内蔵される。
【００２６】
　また、電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの表側上部と、電子ペーパ１１Ｂの裏側上部とには、
それぞれキーやタッチパッドなどを使用した入力装置２４（２４Ｒ），２４Ｌが設けられ
、当該ペーパ上部の前記綴じ込み部１８とは反対の端部には、光センサを使用した重なり
検出センサ２５（２５Ｒ），２５Ｌが設けられる。
【００２７】
　そして、前記電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂにおける不揮発性表示装置（表）１７（１７Ｒ
），（裏）１７Ｌの４角の位置には、当該電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの電子下敷タブレッ
ト１４（１４Ｒ），１４Ｌに対する載置位置の位置ずれ検出のためのキャリブレーション
ポインタ２６ａ～２６ｄが表裏共用として内蔵される。
【００２８】
　図４は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂの構
成を示す図であり、同図（Ａ）は電子下敷（片面タイプ）１２Ａを正面から見て示す構成
図、同図（Ｂ）は見開き型電子下敷１２Ｂの左面を見て示す構成図、同図（Ｃ）は電子下
敷１２Ａ，１２Ｂ（右面）の縦断面構成図である。
【００２９】
　なお、正面から見た電子下敷（片面タイプ）１２Ａの構成と見開き型電子下敷１２Ｂの
右面を見た構成とは同じである。
【００３０】
　電子下敷１２Ａ，１２Ｂには、その中央の略全領域に渡って例えば電磁誘導方式のタブ
レット１４（１４Ｒ），１４Ｌが設けられ、またペーパ綴じ込み部２７には、ＩＣチップ
からなる制御装置２８、個別の電子下敷ＩＤを記憶するＩＤ記憶部２９、電子ペーパ１１
Ａ，１１Ｂに対する表示用データなどを記憶する（情報）記憶装置３０が内蔵される。
【００３１】
　また、電子下敷１２Ａ，１２Ｂの右端部、同電子下敷１２Ｂの左端部には、それぞれキ
ーやタッチパッドなどを使用した下敷用入力装置３１（３１Ｒ），３１Ｌが設けられ、さ
らに上端部にはＬＣＤモニタなど常時電源供給の必要な表示装置をコネクタ接続するため
の接触型表示Ｉ／Ｆ（インターフェイス）３２、外部の通信ネットワークやそのネットワ
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ーク上にあるサーバコンピュータなどとの接続を図るための外部接続装置３３が設けられ
る。
【００３２】
　さらに、前記ペーパ綴じ込み部２７のバインダ位置に対応させた中央部分には、電磁誘
導電源供給部３５（３５Ｒ），３５Ｌが内蔵され、この電磁誘導電源供給部３５（３５Ｒ
），３５Ｌから電磁誘導によって前記電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの非接触電源供給を行
うための電源供給用コア３４（３４Ｒ），３４Ｌが設けられる。
【００３３】
　また、同ペーパ綴じ込み部２７のバインダ位置に対応させた中央部分には、通信装置３
７（３７Ｒ），３７Ｌが内蔵され、この通信装置３７（３７Ｒ），３７Ｌから電磁誘導に
よって前記電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの非接触通信を行うための通信用コア３６（３６
Ｒ），３６Ｌが設けられる。
【００３４】
　そしてこの電子下敷１２Ａ，１２Ｂには、例えば充電式のバッテリ３８が内蔵され、こ
のバッテリ３８によって前記タブレット１４（１４Ｒ），１４Ｌ、制御装置２８、ＩＤ記
憶部２９、記憶装置３０、下敷用入力装置３１（３１Ｒ），３１Ｌ、接触型表示Ｉ／Ｆ３
２を介して接続される外部の表示装置にそれぞれ電力が供給されると共に、前記電磁誘導
電源供給部３５（３５Ｒ），３５Ｌから電源供給用コア３４（３４Ｒ），３４Ｌを介して
当該電子下敷１２Ａ，１２Ｂに載置される前記電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへと非接触で電
力が供給される。
【００３５】
　図５は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバ
インダ部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの電源供給と通信接
続を行うための電磁誘導部（平面タイプ）の構成を示す図である。
【００３６】
　この電磁誘導部（平面タイプ）は、バインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂ（図３参照）を持
たない電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの綴じ込み部１８の電磁誘導電源部２２と通信部２３に
対して電磁誘導による電源供給と通信接続を行うもので、電子ペーパ（片面タイプ）１１
Ａおよび（両面タイプ）１１Ｂの何れの場合でも、電子下敷１２Ａ，１２Ｂの電磁誘導電
源供給部３５（３５Ｒ），３５Ｌや通信装置３７（３７Ｒ），３７Ｌに設けた下敷側コア
３９の先端露出面に対応する位置にはペーパ内コア４０…が内蔵され、このペーパ内コア
４０の周囲を囲むように信号取り出し用の平面コイル４１が内蔵される。
【００３７】
　なお、図５（Ａ１）で示す電子下敷（片面タイプ）１２Ａの電磁誘導部の場合には、そ
の電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａを綴じ込むバインダ部１３の内部にも下敷側コア３９
を延長させ、当該電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａのペーパ内コア４０…と合わせて電磁
力線の磁束ループが損失少なく形成されるようにする。同図５（Ａ１）において４２はバ
インダ部１３の綴じ込み力を有するヒンジである。
【００３８】
　すなわち、電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａ…の綴じ込み部１８にペーパ内コア４０…
を設けた場合には、設けない場合に較べて、下敷側コア３９との間で当該ペーパ内コア４
０…を介し磁気抵抗が低くなり漏れ磁束少なく磁束ループがスムーズに通過形成されるの
で、電子下敷１２Ａ，１２Ｂの電磁誘導電源供給部３５（３５Ｒ），３５Ｌから出力され
る電源エネルギ信号、そして、通信部３７（３７Ｒ），３７Ｌから送信される通信信号は
、下敷側コイル４３から下敷側コア３９を経て、電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂのペーパ内コ
ア４０…からペーパ側平面コイル４１へと効率よく伝送され、その電磁誘導電源部２２へ
と電源供給され、通信部２３へと受信されるようになる。
【００３９】
　図６は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバ
インダ部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂへの電源供給と通信接
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続を行うための電磁誘導部（凸面タイプ）の構成を示す図である。
【００４０】
　この電磁誘導部（凸面タイプ）は、バインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂ（図３参照）を有
する電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂの綴じ込み部１８の電磁誘導電源部２２と通信部２３に対
して電磁誘導による電源供給と通信接続を行うもので、図６（Ａ１）に示すように、電子
ペーパ（片面タイプ）１１Ａの場合には、電子下敷（片面タイプ）１２Ａの電磁誘導電源
供給部３５や通信装置３７に対応して設けたバインダ兼用凸型コア３９ａを電子ペーパ（
片面タイプ）１１Ａの綴じ込み部１８におけるバインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂに挿通係
止させ、当該電子ペーパ（片面タイプ）１１Ａの綴じ込みを行う。
【００４１】
　また、図６（Ｂ）に示すように、電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂの場合には、電子下
敷（両面タイプ）１２Ｂの電磁誘導電源供給部３５や通信装置３７に対応して設けたバイ
ンダ兼用凸型リング状コア３９ｂ（１６）を電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂの綴じ込み
部１８におけるバインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂに挿通係止させ、当該電子ペーパ（両面
タイプ）１１Ｂの綴じ込みを行う。同図６（Ｂ）において４４は見開きバインダ部１６（
３９ｂ）の綴じ込み力を有するヒンジである。
【００４２】
　なお、図６で示すバインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂを有する電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂ
に対しての電子下敷１２Ａ，１２Ｂの電磁誘導部の場合には、一方の電子下敷（片面タイ
プ）１２Ａの場合、他方の電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの場合の何れにあっても、バイ
ンダ兼用凸型コア３９ａあるいはバインダ兼用凸型リング状コア３９ｂによって電子ペー
パ１１Ａ，１１Ｂのバインダ用貫通孔１６ａ，１６ｂを通過する環状コアが形成されるの
で、電磁力線の磁束ループがより損失なく形成される。
【００４３】
　すなわち、電子下敷１２Ａ，１２Ｂの電磁誘導電源供給部３５（３５Ｒ），３５Ｌから
出力される電源エネルギ信号、そして、通信部３７（３７Ｒ），３７Ｌから送信される通
信信号は、下敷側コイル４３からバインダ兼用凸型コア３９ａあるいはバインダ兼用凸型
リング状コア３９ｂを経て、電子ペーパ１１Ａ，１１Ｂのペーパ側平面コイル４１へとよ
り効率よく伝送され、その電磁誘導電源部２２へと電源供給され、通信部２３へと受信さ
れるようになる。
【００４４】
　一方、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４上に載置された電子ペーパ１１Ａ（
１１Ｂ）上で電子ペン１５によって手書き作業を行うと、当該電子ペン１５による書き込
み位置は、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４によって座標検出される。
【００４５】
　この際、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のタブレット１４上での載置位置は、電磁誘導コ
イルによって構成されたキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄの各位置が同タブレ
ット１４によって座標検出されることで、その規定の載置位置からの座標の位置ずれが電
子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の制御装置２８によって計算検出される。
【００４６】
　これにより、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）上での電子ペン１５での書き込み作業に伴い
電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４によって検出される座標位置は、前記計算検
出された電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の規定の載置位置からの位置ずれ量に応じて補正さ
れ、この補正後の書き込み座標位置に従って電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の通信部２３か
ら（情報）記憶装置２１に対し書き込み軌跡の表示データが記憶され、不揮発性表示装置
１７での手書きデータ表示が行われる。
【００４７】
　また、例えば、電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの左面のタブレット１４Ｌ上に１枚の電
子ペーパ１１Ｂ（Ａ）が開かれ、また右面のタブレット１４Ｒ上には２枚の電子ペーパ１
１Ｂが（Ｃ）→（Ｂ）の順に重ねられている状態では、左面のタブレット１４Ｌ上にある
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電子ペーパ１１Ｂ（Ａ）の裏面側重なり検出センサ２５Ｌに受光が検出され「重なり無し
」と判別されると共に、キャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄによってその座標位
置がタブレット１４Ｌに検出されるので、当該電子ペーパ１１Ｂ（Ａ）は電子下敷（両面
タイプ）１２Ｂの左面上で有効（アクティブ）と判別される。
【００４８】
　また、右面のタブレット１４Ｒ上に重ねてある２枚の電子ペーパ１１Ｂ（Ｃ）（Ｂ）に
ついては、何れの電子ペーパ１１Ｂ（Ｃ）（Ｂ）もそのキャリブレーションポインタ２６
ａ～２６ｄによってタブレット１４Ｒに検出される一方で、電子ペーパ１１Ｂ（Ｂ）の表
側重なり検出センサ２５Ｒにだけ受光が検出されて「重なり無し」と判別されるので、当
該電子ペーパ１１Ｂ（Ｂ）は電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの右面上で有効（アクティブ
）と判別される。
【００４９】
　なお、中立している電子ペーパ１１Ｂがある場合、表裏面側重なり検出センサ２５Ｒ，
２５Ｌに受光が検出され「重なり無し」と判別される一方で、そのキャリブレーションポ
インタ２６ａ～２６ｄからの電磁誘導信号は電子下敷１２Ｂにおける左右何れのタブレッ
ト１４Ｌ，１４Ｒにも検出されないので、当該中立の電子ペーパ１１Ｂは無効（非アクテ
ィブ）と判別される。
【００５０】
　従って、電子下敷１２Ｂの制御装置２８では、その電磁誘導部を介して非接触で通信接
続されている各電子ペーパ１１Ｂ…それぞれのＩＤ（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）…に対応付けて、
その表裏の重なり検出センサ２５Ｒ，２５Ｌによる重なり有無検出、キャリブレーション
ポインタ２６ａ～２６ｄによるアクティブ有無検出、各ペーパサイズなどを収集管理する
ことで、左右それぞれのタブレット１４Ｌ，１４Ｒ上にある有効（アクティブ）な電子ペ
ーパ１１Ｂを判別でき、外部接続される情報端末から取得した各種コンテンツの表示デー
タや前記左右のタブレット１４Ｌ，１４Ｒにて検出された電子ペン１５による手書きデー
タを、前記電磁誘導部を介してその有効（アクティブ）な電子ペーパ１１ＢのＩＤを有す
る不揮発性表示装置１７Ｒ，１７Ｌに表示させることができる。
【００５１】
　図７は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０ＢをネットワークＮ上のクラウドコンピ
ューティングシステムの端末として組み込んだ場合の電子回路の構成を示すブロック図で
ある。
【００５２】
　これによれば、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）にＷｅｂブラウザを組み込むことで、ネット
ワークＮ上の情報提供サーバ５３Ｗ…から選択的に取得される任意のコンテンツの表示デ
ータを電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に表示させることができ、またその表示データを、ネ
ットワークＮ上の電子ペーパ管理サーバ５３により、ユーザＩＤ、ペーパＩＤ、下敷ＩＤ
と対応付けて登録し管理することができる。
【００５３】
　電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の電子回路は、前記図３を参照して説明したように、例え
ばフレキシブルＩＣチップのコンピュータである低機能ＣＰＵからなる制御装置１９を中
心にして、不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）、ＩＤ記憶部２０、情報記憶装置２
１、電磁誘導電源部２２、通信装置２３、入力装置２４（２４Ｒ，２４Ｌ）、重なり検出
センサ２５（２５Ｒ，２５Ｌ）、キャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄが接続され
る。
【００５４】
　電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の電子回路は、前記図４を参照して説明したように、例えば
フレキシブルＩＣチップのコンピュータである低機能ＣＰＵからなる制御装置２８を中心
にして、タブレット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）、ＩＤ記憶部２９、情報記憶装置３０、入力
装置３１Ｒ，３１Ｌ（３１）、接触型表示Ｉ／Ｆ３２、外部接続装置３３、電磁誘導電源
供給部３５Ｒ，３５Ｌ（３５）、通信装置３７Ｒ，３７Ｌ（３７）、電源部（バッテリ）
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３８が接続される。
【００５５】
　前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…は、前記電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）に対して、前記
図１，図２で示したように、そのバインダ部１６（１３）によってタブレット１４Ｒ，１
４Ｌ（１４）上に載置して綴じることで、前記図５，図６で示したような電磁誘導部を介
して、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の電磁誘導電源供給部３５Ｒ，３５Ｌ（３５）が電子ペ
ーパ１１Ａ（１１Ｂ）…の電磁誘導電源部２２に電磁接続され、また電子下敷１２Ｂ（１
２Ａ）の通信装置３７Ｒ，３７Ｌ（３７）が電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…の通信装置２
３に電磁接続される。
【００５６】
　そして、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄ
から発生される電磁誘導信号が電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）のタブレット１４Ｒ，１４Ｌ（
１４）により座標検出されることで、当該タブレット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）に対する電
子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…の載置位置が検出される。
【００５７】
　電子ペン１５は、当該ペンＩＤを記憶するＩＤ記憶部１５ａと、このＩＤ記憶部１５ａ
に記憶されたペンＩＤを読み出してコード信号を生成出力するＩＣチップの制御部１５ｂ
と、この制御部１５ｂにより生成出力されたペンＩＤのコード信号を電磁誘導信号に変換
して出力するコイルを備えた通信装置１５ｃを有する。
【００５８】
　前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の各回路部を制御装置１９が制御するためのプログラ
ムデータは情報記憶装置２１に記憶され、またこの情報記憶装置２１には、当該電子ペー
パ１１Ａ（１１Ｂ）の仕様である固有情報の他、入力装置２４（２４Ｒ，２４Ｌ）からの
キー操作入力だけでなく、電子ペン１５からの電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）による手書き位
置検出入力、あるいは外部接続された情報提供サーバ５３Ｗ…や電子ペーパ管理サーバ５
３からのテキスト・画像などの各種コンテンツの入力に応じたデータを不揮発性表示装置
１７（１７Ｒ，１７Ｌ）に表示させるための表示データなども記憶される。
【００５９】
　前記電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の各回路部を制御装置２８が制御するためのプログラム
データ（Ｗｅｂブラウザ含む）は情報記憶装置３０に記憶され、またこの情報記憶装置３
０には、綴じ込みされた各電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…を管理するための管理情報（図
８参照）の他、入力装置３１Ｒ，３１Ｌ（３１）からのキー操作入力だけでなく、タブレ
ット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）による前記電子ペン１５からの手書き位置検出入力、あるい
は外部接続された情報提供サーバ５３Ｗ…や電子ペーパ管理サーバ５３からのテキスト・
画像などの各種コンテンツの入力に応じたデータを現在有効（アクティブ）な電子ペーパ
１１Ａ（１１Ｂ）へ送信して表示させるための表示データなども一時記憶される。
【００６０】
　そして、表示装置４５は、前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…と同様にして前記電子下
敷１２Ｂ（１２Ａ）のバインダ部１６（１３）に必要に応じて綴じられ、その各々の接触
型表示Ｉ／Ｆ３２，５２によって接続される。この表示装置４５においても、電子ペン１
５からの電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）による手書き位置検出入力、あるいは外部接続された
情報提供サーバ５３Ｗ…や電子ペーパ管理サーバ５３からのテキスト・画像などの各種コ
ンテンツの入力に応じたデータをＬＣＤ表示装置４６にて表示できる。
【００６１】
　ここで、前記電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の外部接続装置３３に外部接続されるネットワ
ークＮ上の情報提供サーバ５３Ｗ…や電子ペーパ管理サーバ５３は、当該外部接続装置３
３との有線通信又は無線通信により接続されるＰＣや携帯電話などの通信端末装置６１を
中継して接続する構成としても良いし、直接接続する構成としても良い。
【００６２】
　図８は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂの電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の情報記
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憶装置３０にて記憶管理される電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４の内容を示す図であ
る。
【００６３】
　この電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４には、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）のバインダ
部１６（１３）に電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…が綴じられてタブレット１４Ｒ，１４Ｌ
（１４）上に載置された際に、入力装置２４Ｒ（２４Ｌ）からユーザ入力されるユーザＩ
Ｄに対応付けられて、当該電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…のそれぞれから通信受信される
当該各電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…の固有情報（電子ペーパＩＤ・表裏コード・サイズ
）および重なり検出センサ２５（２５Ｒ，２５Ｌ）による重なり検出情報と、各電子ペー
パ１１Ａ（１１Ｂ）…のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄの位置がタブレット
１４Ｒ，１４Ｌ（１４）により座標検出されることによって認識される手書き位置の補正
情報および前記重なり検出情報を加えて判別されるアクティブ（有効）情報が記憶される
と共に、各電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の表裏それぞれに表示されている表示情報（表示
データのコンテンツＩＤ・手書きデータとその位置）も記憶される。
【００６４】
　そして、電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に記憶される各種の情報のうち、前記重
なり検出情報、手書き位置の補正情報、アクティブ（有効）情報については、リアルタイ
ムに更新されて記憶される。
【００６５】
　よって、この電子ペーパ管理テーブル５４に従って、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）の右面
と左面とにおける現在有効（アクティブ）な電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を認識し、当該
有効（アクティブ）な電子ペーパＩＤに基づいた操作信号の入力処理および表示データの
表示処理、登録処理を実行する。
【００６６】
　図９は、前記電子ペーパ記録装置１０Ｂを端末としネットワーク（インターネット）Ｎ
上の電子ペーパ管理サーバ５３にウェブアクセスベースで接続して使用する場合の構成例
を示すブロック図である。
【００６７】
　電子ペーパ管理サーバ５３は、コンピュータであるＣＰＵからなる制御装置５６を備え
、この制御装置５６を中心にして入力装置５７、記憶装置５８、表示装置５９が接続され
、またネットワーク（インターネット）Ｎ上の端末（電子ペーパ記録装置１０Ｂ）と、Ｐ
Ｃや携帯電話などの通信端末装置６１を介して、あるいは直接的に通信接続するための通
信装置６０が接続される。
【００６８】
　前記電子ペーパ管理サーバ５３の記憶装置５８には、電子ペーパ管理プログラム等の種
々の制御情報を記憶管理するための情報管理部５８ａをはじめ、各端末（電子ペーパ記録
装置１０Ｂ…）からの要求に応じて登録または配信すべきコンテンツなどの情報をユーザ
ＩＤ、下敷ＩＤ、ペーパＩＤに対応付けて記憶管理するための電子ペーパ管理部５８ｂが
確保される。
【００６９】
　図１０は、前記電子ペーパ管理サーバ５３の電子ペーパ管理部５８ｂにて記憶管理され
る電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２の内容を示す図である。
【００７０】
　この電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２には、ログインされた端末（電子ペーパ記
録装置１０Ｂ）からの受信に応じて、当該受信されたユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペ
ーパＩＤおよびその表裏コードとアクティブ（有効）情報、表裏それぞれの表示情報（コ
ンテンツＩＤ・コンテンツ表示データ）が対応付けられて記憶される。
【００７１】
　ここで、電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２に記憶される各種の情報のうち、前記
電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のアクティブ（有効）情報についてはリアルタイムに更新さ
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れて記憶され、表示情報（コンテンツＩＤ・コンテンツ表示データ）は、登録要求の受信
に応じて新規に又は更新されて記憶される。
【００７２】
　次に、前記構成の電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂをクラウドコンピューティングシ
ステムの端末として組み込んだ場合（図７～図１０参照）の動作について説明する。
【００７３】
　図１１は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウドコ
ンピューティングシステムにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理（その１）を示すフ
ローチャートである。
【００７４】
　図１２は、前記電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウドコ
ンピューティングシステムにおける電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理（その２）を示すフ
ローチャートである。
【００７５】
　図１３は、前記電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末として組み込んだクラウド
コンピューティングシステムにおける電子ペーパ管理サーバ５３での処理を示すフローチ
ャートである。
【００７６】
　電子ペーパ記録装置（両面タイプ）１０Ｂの電子下敷（両面タイプ）１２Ｂにおいて、
電子ペーパ（両面タイプ）１１Ｂが装着されたことが、バインダ部１６における電磁誘導
電源供給部３５Ｒ，３５Ｌおよび通信装置３７Ｒ，３７Ｌでの接続検出に応じて制御装置
２８に判断されると（ステップＳ０（Ｙｅｓ））、当該装着された電子ペーパ１１Ｂの不
揮発性表示装置１７の所定の位置にユーザＩＤの登録を要求するメッセージが表示される
。そして、入力装置２４のユーザ操作に応じてユーザＩＤが入力されると、情報記憶装置
３０の電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４（図８参照）に当該入力されたユーザＩＤが
登録される（ステップＳ１）。
【００７７】
　ここで、電子ペーパ１１Ｂの情報記憶装置２１に何らかのコンテンツの表示データが記
憶されているか否かにより不揮発性表示装置１７に表示があるか否か判断される（ステッ
プＳ２）。
【００７８】
　電子ペーパ１１Ｂの不揮発性表示装置１７にコンテンツの表示が無いと判断されると（
ステップＳ２（Ｎｏ））、当該電子ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された電子
ペーパＩＤが、前記電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に登録されたユーザＩＤに対応
付けられて既に登録されているか否か判断される（ステップＳ３）。
【００７９】
　そして、前記電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４のユーザＩＤに対応付けられて、電
子ペーパ１１Ｂの電子ペーパＩＤが登録されていないと判断された後（ステップＳ３（Ｎ
ｏ））、当該電子ペーパ１１Ｂの入力装置２４のユーザ操作に応じて表示の変更が指示さ
れると（ステップＳ４（Ｙｅｓ））、外部接続装置３３を介してネットワークＮ上の電子
ペーパ管理サーバ５３から前記電子ペーパ１１Ｂに表示させるための複数のコンテンツ表
示データが受信済みであるか否か判断される（ステップＳ５）。
【００８０】
　ここで、前記複数のコンテンツ表示データが受信済みでないと判断されると（ステップ
Ｓ５（Ｎｏ））、外部接続装置３３を介して、ＰＣなどの通信端末装置６１から直接、あ
るいは当該通信端末装置６１を介してネットワークＮ上の情報提供サーバ５３Ｗから選択
的に任意のコンテンツ表示データが取得され（ステップＳ６）、電子ペーパ１１Ｂの不揮
発性表示装置１７に表示される（ステップＳ７）。
【００８１】
　すると、電子ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された電子ペーパＩＤが、前記
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情報記憶装置３０の電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４（図８参照）に登録されたユー
ザＩＤに対応付けられて登録されているか否か判断される（ステップＳ８）。
【００８２】
　そして、前記電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４のユーザＩＤに対応付けられて、電
子ペーパ１１Ｂの電子ペーパＩＤが登録されていないと判断されると（ステップＳ８（Ｎ
ｏ））、当該電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４のユーザＩＤに対応付けられて、電子
ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された電子ペーパＩＤ、同電子ペーパ１１Ｂの
不揮発性表示装置１７に表示されているコンテンツ表示データのコンテンツＩＤが記憶さ
れる（ステップＳ９）。
【００８３】
　具体的には、図８に示すように、例えばユーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパＩＤ“
Ａ”のアクティブ（有効）な裏面“２”に対応付けられてコンテンツＩＤ“Ａ２ａ”とし
て記憶される。
【００８４】
　さらに、前記電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に記憶されたユーザＩＤ、本電子下
敷１２ＢのＩＤ記憶部２９から読み出された電子下敷ＩＤ、および電子ペーパ１１ＢのＩ
Ｄ記憶部２０から読み出された電子ペーパＩＤ、同電子ペーパ１１Ｂに表示されたコンテ
ンツ表示データのＩＤとその表示データが、外部接続装置３３を介してネットワークＮ上
の電子ペーパ管理サーバ５３へ送信され、その電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２（
図１０参照）に登録される（ステップＳ１０）。
【００８５】
　電子ペーパ管理サーバ５３において、前記電子下敷１２Ｂから送信されたユーザＩＤ、
電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤ、電子ペーパ１１Ｂに表示中のコンテンツＩＤとその表示
データが受信されると（ステップＭ１（Ｙｅｓ））、電子ペーパ管理部５８ｂの電子ペー
パ管理テーブル（サーバ）６２に、前記受信されたユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペー
パＩＤを対応付けた管理データが既に登録されているか否か判断される（ステップＭ２）
。
【００８６】
　そして、電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２に、前記受信されたユーザＩＤ、電子
下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤを対応付けた管理データが登録されていないと判断されると（
ステップＭ２（Ｎｏ））、当該受信されたユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤ、
電子ペーパ１１Ｂに表示中のコンテンツＩＤとその表示データが対応付けられて新規登録
される（ステップＭ３）。
【００８７】
　具体的には、図１０に示すように、例えばユーザＩＤ“１２３０１”、電子下敷ＩＤ“
あ”、電子ペーパＩＤ“Ａ”のアクティブ（有効）な裏面“２”に対応付けられてコンテ
ンツＩＤ“Ａ２ａ”、コンテンツ表示データ“Ｄ２１”として登録される。
【００８８】
　そして、前記電子下敷“あ”１２Ｂの電子ペーパ“Ａ”１１Ｂのアクティブ（有効）な
裏面“２”にコンテンツＩＤ“Ａ２ａ”の表示データ“Ｄ２１”が表示されている状態で
、電子ペン１５による手書きの入力がタブレット１４Ｌにより検出されると（ステップＳ
１１（Ｙｅｓ））、前記電子ペーパ“Ａ”１１Ｂの裏面“２”に表示中のコンテンツ表示
データ“Ｄ２１”上に、当該手書き入力に伴う軌跡が重ねられて表示される（ステップＳ
１２）。
【００８９】
　そして、この手書き入力に伴う手書きデータとその位置情報は、本電子下敷“あ”１２
Ｂの電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４において、例えば、図８に示すように、前記ユ
ーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパＩＤ“Ａ”のアクティブ（有効）な裏面“２”、コ
ンテンツＩＤ“Ａ２ａ”に対応付けられた手書きデータ”ＨＤＡ２ａ”とその位置情報“
ＰＡ２ａ”として記憶される（ステップＳ１３）。
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【００９０】
　一方、前記電子下敷１２Ｂにおいて、電子ペーパ１１Ｂが装着されてユーザＩＤが登録
された際に（ステップＳ０，Ｓ１）、当該電子ペーパ１１Ｂの不揮発性表示装置１７に既
にコンテンツの表示がされていると判断された場合は（ステップＳ２（Ｙｅｓ））、前記
登録されたユーザＩＤ、装着された電子ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された
電子ペーパＩＤ、本電子下敷１２ＢのＩＤ記憶部２９から読み出された電子下敷ＩＤ、電
子ペーパ１１Ｂの情報記憶装置２１から読み出された表示データとそのコンテンツＩＤが
対応付けられてネットワークＮ上の電子ペーパ管理サーバ５３へ送信される（ステップＳ
１４）。
【００９１】
　またこれと共に、電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４において、前記登録されたユー
ザＩＤに対応付けられて、前記装着された電子ペーパ１１Ｂの電子ペーパＩＤ、前記表示
されている表示データのコンテンツＩＤが記憶される（ステップＳ１５）。
【００９２】
　この際、電子ペーパ管理サーバ５３において、前記受信されたユーザＩＤ、電子下敷Ｉ
Ｄ、電子ペーパＩＤを対応付けた管理データが電子ペーパ管理部５８ｂの電子ペーパ管理
テーブル６２に登録されていないと判断された場合は（ステップＭ１，Ｍ２（Ｎｏ））、
当該受信されたユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤ、電子ペーパ１１Ｂに表示中
のコンテンツＩＤとその表示データが対応付けられて新規登録される（ステップＭ３）。
【００９３】
　また一方、前記受信されたユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤを対応付けた管
理データが前記電子ペーパ管理テーブル６２（図１０参照）に登録されていると判断され
た場合は（ステップＭ２（Ｙｅｓ））、当該ユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤ
の組み合わせに対応付けられて登録されているコンテンツＩＤと前記受信されたコンテン
ツＩＤとが異なる場合にコンテンツ表示データの更新と判断され（ステップＭ７（Ｙｅｓ
））、同ユーザＩＤ、電子下敷ＩＤ、電子ペーパＩＤの組み合わせに対応付けられて、登
録済みのコンテンツＩＤとその表示データが、前記受信されたコンテンツＩＤとその表示
データに更新されて登録される（ステップＭ８）。
【００９４】
　具体的には、図１０に示すように、例えばユーザＩＤ“１２３０１”、電子下敷ＩＤ“
あ”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”のアクティブ（有効）な表面“１”に対応付けられてコンテ
ンツＩＤ“Ｂ１ａ”“Ｂ１ｂ”“Ｂ１ｃ”が登録されており、今回受信されたコンテンツ
ＩＤが異なるＩＤ“Ｂ１ｄ”である場合に、登録済みの最先のコンテンツＩＤ“Ｂ１ａ”
とその表示データ“Ｄ３１”が今回受信されたコンテンツＩＤ“Ｂ１ｄ”とその表示デー
タ“Ｄ３４”に更新されて登録される。
【００９５】
　そして、前記電子下敷“あ”１２Ｂの電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの表面“１”にコンテン
ツＩＤ“Ｂ１ｃ”の表示データ“Ｄ３３”が表示されている状態で、電子ペン１５による
手書きの入力がタブレット１４Ｒにより検出されると（ステップＳ１１（Ｙｅｓ））、前
記電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの表面“１”に表示中のコンテンツ表示データ“Ｄ３３”上に
、当該手書き入力に伴う軌跡が重ねられて表示される（ステップＳ１２）。
【００９６】
　そして、この手書き入力に伴う手書きデータとその位置情報は、本電子下敷“あ”１２
Ｂの電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４において、例えば、図８に示すように、前記ユ
ーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”のアクティブ（有効）な表面“１”、コ
ンテンツＩＤ“Ｂ１ｃ”に対応付けられた手書きデータ”ＨＤＢ１ｃ”とその位置情報“
ＰＢ１ｃ”として記憶される（ステップＳ１３）。
【００９７】
　一方、前記電子下敷１２Ｂにおいて、電子ペーパ１１Ｂが装着されてユーザＩＤが登録
された際に（ステップＳ０，Ｓ１）、当該電子ペーパ１１Ｂの不揮発性表示装置１７にコ
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ンテンツの表示がされていないと判断された場合であって（ステップＳ２（Ｎｏ））、電
子ペーパ管理テーブル（下敷）５４の前記登録されたユーザＩＤに対応付けられて、電子
ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された電子ペーパＩＤが登録済みであると判断
された場合には（ステップＳ３（Ｙｅｓ））、当該ユーザＩＤ、電子ペーパＩＤ、ＩＤ記
憶部２９から読み出された電子下敷ＩＤが外部接続装置３３を介してネットワークＮ上の
電子ペーパ管理サーバ５３へ送信される（ステップＳ１６）。
【００９８】
　具体的には、例えば、図８に示すように、電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に登録
済みのユーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”、および本電子下敷１２Ｂの電
子下敷ＩＤ“あ”が電子ペーパ管理サーバ５３へ送信される。
【００９９】
　電子ペーパ管理サーバ５３において、前記電子下敷１２Ｂから送信されたユーザＩＤ“
１２３０１”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”、電子下敷ＩＤ“あ”が受信された際に（ステップ
Ｍ１（Ｙｅｓ））、当該受信されたユーザＩＤ“１２３０１”、電子下敷ＩＤ“あ”、電
子ペーパＩＤ“Ｂ”が、電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２（図１０参照）に登録済
みであると判断されると（ステップＭ２（Ｙｅｓ））、前記受信データの中にコンテンツ
表示データが含まれていないことで表示データの登録要求ではなく送信要求であると判断
される（ステップＭ４（Ｙｅｓ））。
【０１００】
　すると、前記電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２において、前記電子下敷１２Ｂか
ら受信されたユーザＩＤ“１２３０１”、電子下敷ＩＤ“あ”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”の
アクティブ（有効）な表面“１”に対応付けられて登録されている全てのコンテンツＩＤ
“Ｂ１ａ”Ｂ１ｂ“Ｂ１ｃ”とコンテンツ表示データ“Ｄ３１”“Ｄ３２”“Ｄ３３”が
読み出され（ステップＭ５）、前記電子下敷“あ”１２Ｂへ送信される（ステップＭ６）
。
【０１０１】
　電子下敷“あ”１２Ｂにおいて、前記電子ペーパ管理サーバ５３から送信されたコンテ
ンツＩＤ“Ｂ１ａ”Ｂ１ｂ“Ｂ１ｃ”とコンテンツ表示データ“Ｄ３１”“Ｄ３２”“Ｄ
３３”が受信されると（ステップＳ１７）、その最新のコンテンツ表示データ“Ｄ３３”
が電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの情報記憶装置２１に書き込まれ、アクティブ（有効）な表面
“１”の不揮発性表示装置１７Ｒに表示される（ステップＳ１８）。なお、前記電子ペー
パ管理サーバ５３からの受信データが、１つのコンテンツＩＤとコンテンツ表示データで
ある場合には、その表示データが電子ペーパ１１Ｂの不揮発性表示装置１７に表示される
。
【０１０２】
　そして、前記ステップＳ３の処理に従い電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に登録済
みと判断されたユーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”、および前記不揮発性
表示装置１７Ｒに表示されたコンテンツ表示データ“Ｄ３３”のＩＤ“Ｂ１ｃ”に対応付
けられた手書きデータ“ＨＤＢ１ｃ”が登録されていると判断されると（ステップＳ１９
（Ｙｅｓ））、当該手書きデータ“ＨＤＢ１ｃ”がその位置情報“ＰＢ１ｃ”に従い前記
電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの表面“１”の不揮発性表示装置１７Ｒに表示中のコンテンツ表
示データ“Ｄ３３”上に重畳されて表示される（ステップＳ２０）。
【０１０３】
　この後、電子ペーパ１１Ｂの入力装置２４のユーザ操作に応じて表示の変更が指示され
ると（ステップＳ４（Ｙｅｓ））、外部接続装置３３を介してネットワークＮ上の電子ペ
ーパ管理サーバ５３から前記電子ペーパ１１Ｂに表示させるための複数のコンテンツ表示
データが受信済みであるか否か判断される（ステップＳ５）。
【０１０４】
　ここでは、前記ステップＳ１７において、電子ペーパ管理サーバ５３から３つのコンテ
ンツＩＤ“Ｂ１ａ”Ｂ１ｂ“Ｂ１ｃ”とコンテンツ表示データ“Ｄ３１”“Ｄ３２”“Ｄ
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３３”が受信済みであると判断され（ステップＳ５（Ｙｅｓ））、この複数のコンテンツ
表示データ“Ｄ３１”“Ｄ３２”“Ｄ３３”の選択項目に、外部からの取り込みを指示す
る選択項目を加えた表示選択メニューが前記電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの表面“１”の不揮
発性表示装置１７Ｒにウインドウ表示される（ステップＳ２１）。
【０１０５】
　そして、前記ウインドウ表示された表示選択メニューがユーザ操作に応じて選択される
と（ステップＳ２２）、先ず、外部からの取り込みを指示する選択項目が選択されたか否
か判断される（ステップＳ２３）。
【０１０６】
　ここで、外部からの取り込みを指示する選択項目が選択されていないと判断された場合
に（ステップＳ２３（Ｎｏ））、前記受信済みである複数のコンテンツ表示データ“Ｄ３
１”“Ｄ３２”“Ｄ３３”の何れかの選択項目が選択された場合には（ステップＳ２４）
、当該選択された例えばコンテンツ表示データ“Ｄ３１”が、電子ペーパ“Ｂ”１１Ｂの
情報記憶装置２１に書き込まれ、前記コンテンツ表示データ“Ｄ３３”が表示されている
アクティブ（有効）な表面“１”の不揮発性表示装置１７Ｒに変更されて表示される（ス
テップＳ２５）。
【０１０７】
　そして、ユーザ登録されたユーザＩＤ“１２３０１”、電子ペーパ１１Ｂの電子ペーパ
ＩＤ“Ｂ”、前記選択表示されたコンテンツ表示データ“Ｄ３１”のコンテンツＩＤ“Ｂ
１ａ”に対応付けられて、電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４（図８参照）に手書きデ
ータ“ＨＤＢ１ａ”が登録されていると判断されると（ステップＳ２６（Ｙｅｓ））、当
該手書きデータ“ＨＤＢ１ａ”がその位置情報“ＰＢ１ａ”に従い前記電子ペーパ“Ｂ”
１１Ｂの表面“１”の不揮発性表示装置１７Ｒに表示中のコンテンツ表示データ“Ｄ３１
”上に重畳されて表示される（ステップＳ２７）。
【０１０８】
　一方、前記ステップＳ２３において、前記ウインドウ表示された表示選択メニューから
外部からの取り込みを指示する選択項目が選択されたと判断された場合は（ステップＳ２
３（Ｙｅｓ））、外部接続装置３３を介して、ＰＣなどの通信端末装置６１から直接、あ
るいは当該通信端末装置６１を介してネットワークＮ上の情報提供サーバ５３Ｗから選択
的に任意のコンテンツ表示データが取得され（ステップＳ６）、前記電子ペーパ“Ｂ”１
１Ｂの不揮発性表示装置１７Ｒに表示される（ステップＳ７）。
【０１０９】
　ここで、当該電子ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出された電子ペーパＩＤ“Ｂ
”が、前記電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４（図８参照）にユーザ登録されたユーザ
ＩＤ“１２３０１”に対応付けられて登録されていると判断されると（ステップＳ８（Ｙ
ｅｓ））、当該電子ペーパ管理テーブル（下敷）５４に登録済みのユーザＩＤ“１２３０
１”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”のアクティブ（有効）な表面“１”に対応付けられて、登録
済みの最先のコンテンツＩＤ“Ｂ１ａ”が、前記ステップＳ６，Ｓ７にて新たに表示され
たコンテンツ表示データのコンテンツＩＤ（例えば“Ｂ１ｄ”）に更新されて記憶される
（ステップＳ２８）。この際、更新されたコンテンツＩＤ“Ｂ１ｄ”に対応するところの
手書きデータ“ＨＤＢ１ａ”およびその位置情報“ＰＢ１ａ”は消去される。
【０１１０】
　そして、前記ユーザＩＤ“１２３０１”、本電子下敷１２ＢのＩＤ記憶部２９から読み
出された電子下敷ＩＤ“あ”、および電子ペーパ１１ＢのＩＤ記憶部２０から読み出され
た電子ペーパＩＤ“Ｂ”、同電子ペーパ１１Ｂに表示中のコンテンツＩＤ“Ｂ１ｄ”とそ
の表示データ（例えば“Ｄ３４”）が、外部接続装置３３を介してネットワークＮ上の電
子ペーパ管理サーバ５３へ送信され、その電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２に登録
される（ステップＳ１０）。
【０１１１】
　電子ペーパ管理サーバ５３において、前記電子下敷１２Ｂから受信されたユーザＩＤ“
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１２３０１”、電子下敷ＩＤ“あ”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”を対応付けた管理データが電
子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２（図１０参照）に登録されていると判断されると（
ステップＭ１，Ｍ２（Ｙｅｓ））、当該ユーザＩＤ“１２３０１”、電子下敷ＩＤ“あ”
、電子ペーパＩＤ“Ｂ”のアクティブ（有効）な表面“１”の組み合わせに対応付けられ
て登録されているコンテンツＩＤ“Ｂ１ａ”“Ｂ１ｂ”“Ｂ１ｃ”と前記受信されたコン
テンツＩＤ“Ｂ１ｄ”とが異なることでコンテンツ表示データの更新と判断される（ステ
ップＭ７（Ｙｅｓ））。
【０１１２】
　すると、同電子ペーパ管理テーブル（サーバ）６２において、同ユーザＩＤ“１２３０
１”、電子下敷ＩＤ“あ”、電子ペーパＩＤ“Ｂ”のアクティブ（有効）な表面“１”の
組み合わせに対応付けられて、登録済みの最先のコンテンツＩＤ”Ｂ１ａ”とその表示デ
ータ“Ｂ３１”が、前記受信されたコンテンツＩＤ“Ｂ１ｄ”とその表示データ“Ｄ３４
”に更新されて登録される（ステップＭ８）。
【０１１３】
　したがって、前記構成の電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂをクラウドコンピューティ
ングシステムに組み込んだ電子ペーパ管理システムによれば、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）
において、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出され、当該電子ペーパ１１Ａ（１１
Ｂ）にコンテンツを表示させた状態で、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤと前記電
子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤと前記表示中のコンテンツ表示データとを対応付
けてクラウドシステム上の電子ペーパ管理サーバ５３へ送信して登録させる。そして、新
たに電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出された際に、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）
の下敷ＩＤと電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤとの組み合わせが前記電子ペーパ
管理サーバ５３に登録されている場合には、当該電子下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとの組み
合わせに対応付けられて登録されているコンテンツ表示データが同管理サーバ５３から受
信され電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に再表示される。
【０１１４】
　このため、ユーザは電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を載せる
だけで、当該下敷とペーパとの組み合わせに対応付けられて登録されているコンテンツ表
示データを直ちに読み出して再表示できるようになる。
【０１１５】
　また、前記構成の電子ペーパ管理システムによれば、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）におい
て、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤと電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤ
と電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に表示中のコンテンツ表示データとを対応付けて電子ペー
パ管理サーバ５３へ送信登録した場合は、当該電子ペーパＩＤを管理テーブル５４に記憶
する。そして、新たに電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出された際に、当該電子ペ
ーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤが前記管理テーブル５４に記憶されていない場合は、
前記電子下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとコンテンツ表示データとを対応付けた電子ペーパ管
理サーバ５３への新規登録を行い、当該電子ペーパＩＤが前記管理テーブル５４に記憶さ
れている場合は、その電子ペーパＩＤと本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤとを電子
ペーパ管理サーバ５３へ送信しその組み合わせに対応付けられて登録されているコンテン
ツ表示データを受信して電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）へ再表示させる。
【０１１６】
　このため、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を装着するだけで、そのコンテンツ表示データ
の管理サーバ５３への登録または再表示を直ちに行うことができる。
【０１１７】
　また、前記構成の電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）は、外部接続装置３３を介して外部の通信
端末装置（ＰＣ，携帯端末等）６１から取得した任意のコンテンツ表示データ、あるいは
当該通信端末装置（ＰＣ，携帯端末等）６１を中継してインターネットＮ上の情報提供サ
ーバ５３Ｗから取得した任意のコンテンツ表示データ、あるいは前記外部接続装置３３を
介して直接接続されたインターネットＮ上の情報提供サーバ５３Ｗから取得した任意のコ
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ンテンツ表示データを電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に表示させることができるので、各電
子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…のそれぞれにユーザ任意に取得した各種コンテンツを異なら
せて表示させることができる。
【０１１８】
　また、前記構成の電子ペーパ管理システムによれば、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）は、装
着された電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）にコンテンツが表示されていないと判断された場合
であって、且つ前記管理テーブル５４に、前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤ
が記憶されていると判断された場合に、当該電子ペーパＩＤと本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ
）の下敷ＩＤとを電子ペーパ管理サーバ５３へ送信しその組み合わせに対応付けられて登
録されているコンテンツ表示データを受信して電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）へ再表示させ
る。
【０１１９】
　このため、装着された電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に既にコンテンツが表示されている
場合は、それを優先的に表示させ電子ペーパ管理サーバ５３へ登録できる。
【０１２０】
　また、前記構成の電子ペーパ管理システムによれば、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）は、電
子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に新たなコンテンツが表示される毎に、当該電子下敷１２Ａ（
１２Ｂ）の下敷ＩＤと前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤと前記表示されたコ
ンテンツ表示データとを対応付けて電子ペーパ管理サーバ５３へ送信し、同電子下敷ＩＤ
と電子ペーパＩＤとの組み合わせに対応付けて追加して登録させる。そして、新たに電子
ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出された際に、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷Ｉ
Ｄと電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤとの組み合わせが前記電子ペーパ管理サー
バ５３に登録されている場合には、当該電子下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとの組み合わせに
対応付けられて登録されている複数のコンテンツ表示データが同管理サーバ５３から受信
され、ユーザ任意に選択されたコンテンツ表示データが電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に再
表示される。
【０１２１】
　このため、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に対応付けて登録した複数のコンテンツ表示デ
ータの何れかをユーザによって選択的に再表示させることができる。
【０１２２】
　また、前記電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）において、装着された電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ
）のペーパ上にて電子ペン１５により手書き入力すると、タブレット１４Ｒ（１４Ｌ）に
より検出される手書きの軌跡が前記電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）上の該当する位置に重畳
されて表示される。
【０１２３】
　このため、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に表示されたコンテンツ表示データ上にて任意
の手書きデータを追記データとして表示できる。
【０１２４】
　さらに、前記電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）において、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）上で手
書き入力された追記の手書きデータは、当該電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤと
同電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）にて表示中のコンテンツ表示データのコンテンツＩＤとに
対応付けられて管理テーブル５４に記憶される。そして、新たな電子ペーパ１１Ａ（１１
Ｂ）が装着され、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤと当該電子ペーパ１１Ａ（１１
Ｂ）のペーパＩＤとに対応付けられて前記電子ペーパ管理サーバ５３に登録されているコ
ンテンツ表示データが受信され電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に再表示された際には、当該
電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤと再表示されたコンテンツ表示データのコンテ
ンツＩＤとに対応付けられて前記管理テーブル５４に記憶されている追記の手書きデータ
が読み出され、再表示されたコンテンツ表示データに重畳されて表示される。
【０１２５】
　このため、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）毎に再表示されるコンテンツ表示データ毎に、
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当該各コンテンツ表示データにそれぞれ追記した手書きデータを重畳させて表示できる。
【０１２６】
　また、前記構成の電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂをクラウドコンピューティングシ
ステムに組み込んだ電子ペーパ管理システムによれば、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）におい
て、電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出され、当該電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に
コンテンツが表示されている状態で、本電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤと前記電子
ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤと前記表示中のコンテンツ表示データとを対応付け
てクラウドシステム上の電子ペーパ管理サーバ５３へ送信して登録させる際には、本電子
下敷１２Ａ（１２Ｂ）にユーザ入力されたユーザＩＤとも対応付けられて登録される。そ
して、新たに電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）の装着が検出された際に、ユーザＩＤと本電子
下敷１２Ａ（１２Ｂ）の下敷ＩＤと電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）のペーパＩＤとの組み合
わせが前記電子ペーパ管理サーバ５３に登録されている場合には、当該ユーザＩＤと電子
下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとの組み合わせに対応付けられて登録されているコンテンツ表
示データが同管理サーバ５３から受信され電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に再表示される。
【０１２７】
　このため、ユーザは電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を載せる
だけで、当該ユーザと下敷とペーパとの組み合わせに対応付けられて登録されているコン
テンツ表示データを直ちに読み出して再表示できるようになる。
【０１２８】
　また、前記構成の電子ペーパ管理システムにおける電子ペーパ管理サーバ５３によれば
、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）からその下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとの組み合わせが受信さ
れた際に、当該下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせが電子ペーパ管理テーブル６２に登
録されていない場合には、同下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせに対応付けて前記電子
下敷１２Ａ（１２Ｂ）から共に受信されたコンテンツ表示データを登録し、前記電子下敷
１２Ａ（１２Ｂ）から受信された下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせが電子ペーパ管理
テーブル６２に登録されている場合であって、同下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせに
対応付けて登録済みのコンテンツ表示データが、前記電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）から共に
受信されたコンテンツ表示データと異なる場合には、当該登録済みのコンテンツ表示デー
タを前記受信されたコンテンツ表示データに更新して登録し、さらに、前記電子下敷１２
Ａ（１２Ｂ）から受信された下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせが電子ペーパ管理テー
ブル６２に登録されている場合であって、コンテンツ表示データが受信されない場合には
、当該電子下敷ＩＤとペーパＩＤとの組み合わせに対応付けられて登録されているコンテ
ンツ表示データを読み出し、前記電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に装着された電子ペーパ１１
Ａ（１１Ｂ）に再表示させるべく送信する。
【０１２９】
　このため、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に装着される各電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…毎
に当該電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に表示させたコンテンツ表示データを登録して管理す
ることができ、ユーザは電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を載せ
るだけで、当該下敷１２Ａ（１２Ｂ）とペーパ１１Ａ（１１Ｂ）との組み合わせに応じた
コンテンツ表示データを直ちに再表示できる。
【０１３０】
　図１４は、前記電子ペーパ管理サーバ５３により管理される電子ペーパ記録装置１０Ａ
，１０Ｂの具体的な使用形態を説明する図である。
【０１３１】
　前述した通り、この電子ペーパ記録装置１０Ａ，１０Ｂでは、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ
）に装着される電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）毎に、当該下敷ＩＤとペーパＩＤとに対応付
けて各電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…に表示されたコンテンツ表示データを登録して管理
しているので、図１４（Ａ）に示すように、１ユーザＡが１つの電子下敷１２Ａ（１２Ｂ
）において複数枚の電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）…を使い分けて使用する場合は勿論、図
１４（Ｂ）に示すように、１ユーザＡが１枚の電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を複数の場所
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にある各電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）…で使い分けて使用する場合でも、当該電子ペーパ１
１Ａ（１１Ｂ）を電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に載せるだけで、その電子ペーパ１１Ａ（１
１Ｂ）に前回表示させていたコンテンツ表示データを直ちに再表示させることができる。
【０１３２】
　さらに、前記電子下敷ＩＤと電子ペーパＩＤとに対応付け登録したコンテンツ表示デー
タは、ユーザＩＤとも対応付けて登録管理するので、図１４（Ｃ）に示すように、複数の
ユーザＡ，Ｂ，…が１つの電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）と電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）を交
代で使用する場合でも、各ユーザＡ，Ｂ，…がそのユーザＩＤを入力するだけで、当該ユ
ーザが電子ペーパ１１Ａ（１１Ｂ）に前回表示させていたコンテンツ表示データを直ちに
再表示させることができる。
【０１３３】
　なお、本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々
の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構
成要件が削除されたり、幾つかの構成要件が異なる形態にして組み合わされても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効
果が得られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽
出され得るものである。
【０１３４】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【０１３５】
　　［１］
　電子ペーパが着脱自在に装着される電子下敷装置であって、
　電子ペーパが装着されたことを検出するペーパ検出手段と、
　このペーパ検出手段により検出されている電子ペーパに任意のコンテンツの表示データ
が表示されている状態で、本電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩＤと当該コ
ンテンツ表示データとを対応付けて外部接続されるサーバ装置へ送信して登録させる表示
データ登録手段と、
　前記ペーパ検出手段により電子ペーパが新たに装着されたことが検出された際に、本電
子下敷装置の下敷ＩＤと当該電子ペーパのペーパＩＤとに対応付けられたコンテンツ表示
データが前記サーバ装置に登録されているか否かを判断するデータ登録判断手段と、
　このデータ登録判断手段により本電子下敷装置の下敷ＩＤと前記装着された電子ペーパ
のペーパＩＤとに対応付けられたコンテンツ表示データが前記サーバ装置に登録されてい
ると判断された場合に、当該サーバ装置から送信されたコンテンツ表示データを受信する
登録データ受信手段と、
　この登録データ受信手段により受信されたコンテンツ表示データを前記新たに装着され
た電子ペーパに表示させる登録データ表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする電子下敷装置。
【０１３６】
　　［２］
　前記表示データ登録手段により本電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩＤと
コンテンツ表示データとを対応付けて外部接続されるサーバ装置へ送信して登録させるの
に伴い、当該電子ペーパのペーパＩＤを記憶するペーパＩＤ記憶手段を備え、
　前記データ登録判断手段は、前記ペーパ検出手段により電子ペーパが新たに装着された
ことが検出された際に、前記ペーパＩＤ記憶手段により前記電子ペーパのペーパＩＤが記
憶されているか否かを判断して、本電子下敷装置の下敷ＩＤと当該電子ペーパのペーパＩ
Ｄとに対応付けられたコンテンツ表示データが前記サーバ装置に登録されているか否かを
判断し、
　前記表示データ登録手段は、前記ペーパＩＤ記憶手段により前記新たに装着された電子
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ペーパのペーパＩＤが記憶されていないと判断された場合に、本電子下敷装置の下敷ＩＤ
と前記電子ペーパのペーパＩＤと当該電子ペーパに表示中のコンテンツ表示データとを対
応付けて外部接続されるサーバ装置へ送信して登録させ、
　前記登録データ受信手段は、前記ペーパＩＤ記憶手段により前記新たに装着された電子
ペーパのペーパＩＤが記憶されていると判断された場合に、本電子下敷の下敷ＩＤと当該
電子ペーパのペーパＩＤとを対応付けて外部接続されるサーバ装置へ送信するＩＤ送信手
段を有し、このＩＤ送信手段による下敷ＩＤとペーパＩＤとを対応付けたサーバ装置への
送信に応答して、当該サーバ装置から送信されたコンテンツ表示データを受信する、
ことを特徴とする［１］に記載の電子下敷装置。
【０１３７】
　　［３］
　外部装置から任意のコンテンツの表示データを取得する表示データ取得手段と、
　この表示データ取得手段により取得された任意のコンテンツの表示データを前記装着さ
れた電子ペーパに表示させる任意データ表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする［１］または［２］に記載の電子下敷装置。
【０１３８】
　　［４］
　前記外部装置は、ネットワークを介して各種のコンテンツを受信可能な通信端末装置で
あって、
　前記表示データ取得手段は、前記通信端末装置によりネットワークを介して受信した任
意のコンテンツの表示データを当該通信端末装置との通信接続により取得する、
ことを特徴とする［３］に記載の電子下敷装置。
【０１３９】
　　［５］
　前記外部装置は、ネットワーク上に存在するコンテンツサーバ装置であって、
　前記表示データ取得手段は、前記ネットワーク上のコンテンツサーバ装置との直接の通
信接続により任意のコンテンツの表示データを取得する、
ことを特徴とする［３］に記載の電子下敷装置。
【０１４０】
　　［６］
　前記ペーパ検出手段により検出された電子ペーパにコンテンツの表示がされているか否
かを判断するペーパ表示判断手段を備え、
　前記データ登録判断手段は、前記ペーパ検出手段により電子ペーパが新たに装着された
ことが検出された際、前記ペーパ表示判断手段により当該電子ペーパにコンテンツの表示
がされていないと判断された場合に、本電子下敷装置の下敷ＩＤと当該電子ペーパのペー
パＩＤとに対応付けられたコンテンツ表示データが前記サーバ装置に登録されているか否
かを判断する、
ことを特徴とする［１］に記載の電子下敷装置。
【０１４１】
　　［７］
　前記表示データ登録手段は、前記ペーパ検出手段により検出されている電子ペーパに異
なるコンテンツの表示データが表示される毎に、本電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパ
のペーパＩＤと当該コンテンツ表示データとを対応付けて外部接続されるサーバ装置へ送
信して登録させ、
　前記登録データ表示制御手段は、前記登録データ受信手段により複数のコンテンツ表示
データが受信された場合に、ユーザ操作に応じて選択されたコンテンツ表示データを前記
新たに装着された電子ペーパに表示させる、
ことを特徴とする［１］に記載の電子下敷装置。
【０１４２】
　　［８］



(23) JP 6183437 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

　前記ペーパ検出手段により検出されている電子ペーパ上でのユーザ操作に応じた操作位
置を検出する操作位置検出手段と、
　この操作位置検出手段により検出されたユーザ操作位置に応じたデータを追記データと
して前記電子ペーパの該当する位置に重畳して表示させる追記重畳表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする［１］に記載の電子下敷装置。
【０１４３】
　　［９］
　前記追記重畳表示制御手段により前記電子ペーパに重畳して表示された追記データを当
該電子ペーパのペーパＩＤと対応付けて記憶する追記データ記憶手段と、
　前記登録データ表示制御手段により前記登録データ受信手段により受信されたコンテン
ツ表示データが前記新たに装着された電子ペーパに表示された際に、前記追記データ記憶
手段により当該電子ペーパのペーパＩＤに対応付けられた追記データが記憶されているか
否かを判断する追記有無判断手段と、
　この追記有無判断手段により前記電子ペーパのペーパＩＤに対応付けられた追記データ
が記憶されていると判断された場合に、当該追記データを読み出し前記コンテンツ表示デ
ータが表示された電子ペーパに重畳して再表示させる追記重畳再表示制御手段と、
を備えたことを特徴とする［８］に記載の電子下敷装置。
【０１４４】
　　［１０］
　前記追記データ記憶手段は、前記追記重畳表示制御手段により前記電子ペーパに重畳し
て表示された追記データを当該電子ペーパに表示されているコンテンツ表示データのコン
テンツＩＤとペーパＩＤとに対応付けて記憶し、
　前記追記有無判断手段は、前記登録データ表示制御手段により前記登録データ受信手段
により受信されたコンテンツ表示データが前記新たに装着された電子ペーパに表示された
際に、前記追記データ記憶手段により当該電子ペーパに表示されたコンテンツ表示データ
のコンテンツＩＤとペーパＩＤとに対応付けられた追記データが記憶されているか否かを
判断し、
　前記追記重畳再表示制御手段は、前記追記有無判断手段により前記電子ペーパに表示さ
れたコンテンツ表示データのコンテンツＩＤとペーパＩＤとに対応付けられた追記データ
が記憶されていると判断された場合に、当該追記データを読み出しそのコンテンツＩＤに
対応したコンテンツ表示データが表示されている電子ペーパに重畳して再表示させる、
ことを特徴とする［９］に記載の電子下敷装置。
【０１４５】
　　［１１］
　ユーザ操作に応じてユーザＩＤを入力するユーザＩＤ入力手段を備え、
　前記表示データ登録手段は、前記ペーパ検出手段により検出されている電子ペーパに任
意のコンテンツの表示データが表示されている状態で、前記ユーザＩＤ入力手段により入
力されたユーザＩＤと本電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩＤと当該コンテ
ンツ表示データとを対応付けて外部接続されるサーバ装置へ送信して登録させ、
　前記データ登録判断手段は、前記ペーパ検出手段により電子ペーパが新たに装着された
ことが検出された際に、前記ユーザＩＤ入力手段により入力されたユーザＩＤと本電子下
敷装置の下敷ＩＤと当該電子ペーパのペーパＩＤとに対応付けられたコンテンツ表示デー
タが前記サーバ装置に登録されているか否かを判断し、
　前記登録データ受信手段は、前記データ登録判断手段により前記ユーザＩＤと本電子下
敷装置の下敷ＩＤと前記装着された電子ペーパのペーパＩＤとに対応付けられたコンテン
ツ表示データが前記サーバ装置に登録されていると判断された場合に、当該サーバ装置か
ら送信されたコンテンツ表示データを受信する、
ことを特徴とする［１］に記載の電子下敷装置。
【０１４６】
　　［１２］
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　電子下敷装置に着脱自在に装着される電子ペーパの表示情報を管理するデータ管理装置
であって、
　前記電子下敷装置の下敷ＩＤと前記電子ペーパのペーパＩＤと当該電子ペーパに表示さ
れたコンテンツ表示データとを対応付けて登録する表示情報登録手段と、
　前記電子下敷装置から送信された当該電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩ
Ｄとを受信するデータ受信手段と、
　このデータ受信手段により受信された電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩ
Ｄとの組み合わせが前記表示情報登録手段に登録されていない場合には、当該下敷ＩＤと
ペーパＩＤとの組み合わせに対応付けて前記電子下敷装置から共に受信されたコンテンツ
表示データを前記表示情報登録手段に新規登録する新規登録手段と、
　前記データ受信手段により受信された電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩ
Ｄとの組み合わせが前記表示情報登録手段に登録されている場合であって、当該下敷ＩＤ
とペーパＩＤとの組み合わせに対応付けられて登録済みのコンテンツ表示データが前記電
子下敷装置から共に受信されたコンテンツ表示データと異なる場合には、当該登録済みの
コンテンツ表示データを前記受信されたコンテンツ表示データに更新して登録する更新登
録手段と、
　前記データ受信手段により受信された電子下敷装置の下敷ＩＤと電子ペーパのペーパＩ
Ｄとの組み合わせが前記表示情報登録手段に登録されている場合であって、当該下敷ＩＤ
とペーパＩＤとに対応付けたコンテンツ表示データが受信されない場合には、当該下敷Ｉ
ＤとペーパＩＤとに対応付けられて登録されているコンテンツ表示データを読み出し前記
電子下敷装置に装着された電子ペーパに再表示させるデータとして送信するデータ送信手
段と、
を備えたことを特徴とするデータ管理装置。
【符号の説明】
【０１４７】
　１０Ａ…電子ペーパ記録装置（片面タイプ）
　１０Ｂ…電子ペーパ記録装置（両面タイプ）
　１１Ａ…電子ペーパ（片面タイプ）
　１１Ｂ…電子ペーパ（両面タイプ）
　１２Ａ…電子下敷（片面タイプ）
　１２Ｂ…電子下敷（見開きタイプ）
　５３　…電子ペーパ管理サーバ
　５３Ｗ…情報提供サーバ
　５４　電子ペーパ管理テーブル（下敷）
　５６　…サーバ制御装置
　５７　…サーバ入力装置
　５８　…サーバ記憶装置
　５８ａ…情報管理部
　５８ｂ…電子ペーパ管理部
　５９　…サーバ表示装置
　６０　…通信装置
　６１　…通信端末装置
　６２　…電子ペーパ管理テーブル（サーバ）
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