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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの主要部（１）と少なくとも１つの補助部（２）を有するケースと、少なくとも１
つのディスプレイ（３,４）を有するディスプレイユニットとを備え、特に、テキスト及
び／又は画像情報を表示するためのディスプレイ装置であって、
　前記主要部と前記少なくとも１つの補助部は、前記ケースがスイベルジョイントの折り
畳み軸（Ａ）を備え、本のように折り畳み式開閉可能になるように配置され、
　電流供給用及び／又は他の情報処理システムからのデータ信号もしくは他の情報処理シ
ステムへのデータ信号を伝送するためのインターフェースは、前記スイベルジョイント内
に配置され、
　前記インターフェースは、プラグイン型電気コネクタの形を取っており、
　前記インターフェースは、ガイディング及び供給用開口（７’）を備え、
　前記インターフェースは、前記スイベルジョイントの１つの面に配置されており、
　前記ガイディング及び供給用開口の長手軸が前記折り畳み軸と同軸方向に配置されてお
り、
　前記スイベルジョイントは、電流供給用のバッテリー（Ｂ）、特に、充電式バッテリー
（Ｂ）を収容するように構成されることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記インターフェースは、データ信号の双方向伝送及び／又はシリアル伝送用に構成さ
れる請求項１に記載のディスプレイ装置。
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【請求項３】
　前記ガイディング及び供給用開口は、電流供給用の対接点（８’）及び／又は情報を供
給する及び連れ出す（lead　away）ための対接点（９’）を備える請求項１又は請求項２
に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記ガイディング及び供給用開口は、円筒状に構成される請求項１乃至請求項３のいず
れかに記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記インターフェースは、電話用ジャックを収容するように構成される請求項１乃至請
求項４のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記ディスプレイ装置は、更に、情報の記録（recording）、保存（storing）、処理（
processing）及び再生（reproducing）のための手段を有する制御部（１０）を備える請
求項１乃至請求項５のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記ディスプレイ装置は、更に、前記ディスプレイ装置を情報の記録、処理及び／又は
再生のための装置として使用するための操作要素を有する、少なくとも１つの操作部（６
）を備える請求項１乃至請求項６のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記操作要素は、コンビネイションキー要素（combination　key　elements）であり、
特に、保持用辺縁領域（a　grasp　border　region）に配置される請求項７に記載のディ
スプレイ装置。
【請求項９】
　前記主要部と前記少なくとも１つの補助部は、互いに、機械的に及び／又は電気的に着
脱自在に接続される請求項１乃至請求項８のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記主要部と前記少なくとも１つの補助部は、前記主要部と前記少なくとも１つの補助
部が互いに着脱可能であることを目的とせずに、互いに確実に接続される請求項１乃至請
求項８のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記ディスプレイユニットは、少なくとも２部分の形（two-part　form）で設けられ、
また、前記ケースの開いた状態で少なくとも１つの画面を有する前記主要部と少なくとも
１つの画面を有する前記少なくとも１つの補助部が本の頁のようにユーザの閲覧に提供さ
れるように、配置される請求項１乃至請求項１０のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記主要部と前記少なくとも１つの補助部は、前記電流供給用のバッテリー（Ｂ）を収
容するように構成されるスパイン部（spine　part）（ＢＲ）を形成する請求項１乃至請
求項１１のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記スパイン部は前記スイベルジョイントを備え、前記スイベルジョイントは前記バッ
テリーを収容するように構成される請求項１２に記載のディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記スイベルジョイントは、バッテリーの長手軸が前記折り畳み軸と同軸方向に配置さ
れるような方法で、円筒形バッテリーを収容するように構成される請求項１３に記載のデ
ィスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記スイベルジョイントは、電子機器を収容するように構成される請求項１乃至請求項
１４のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記スイベルジョイント及び／又は前記スパイン部は、実質上円筒形を有する請求項１
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乃至請求項１５のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１７】
　前記コネクタは、前記ディスプレイ装置を供給ユニット（ＶＥ）に配置するための保持
装置として構成される請求項１乃至請求項１６のいずれかに記載のディスプレイ装置。
【請求項１８】
　請求項１乃至請求項１７のいずれかに記載のディスプレイ装置と、
　収容用開口（ＶＥ’）とガイディング及び供給用ピン（７）を有する供給ユニット（Ｖ
Ｅ）とを備えるシステムであって、
　前記ケースの閉じた状態での前記ディスプレイ装置は、情報を供給する及び連れ出すた
め、エネルギーを供給するため、及び前記ディスプレイ装置をキープするため、前記ガイ
ディング及び供給用ピンによって挿入されることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、デジタルブックに関するものであり、特に本、新聞及び雑誌情報その他の
文書の再生に関して、素人を介しての操作のために、文書、グラフ、写真・ビデオ、更に
オーディオ情報を手段として、電子的あるいはデジタル形式によって出版するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　紙の消費とそれに関わる未加工材料に関する要求は、年々増大している。常に人口は増
大し、常時、情報に関する要望が高まっているのみならず、自己競争誘発的コミニュケー
ションの圧迫が、情報洪水の爆発的拡大を引き起こしている。これに伴ない短期間に膨大
な紙の消費が必要となる。このことは、環境に負担になるばかりではなく、輸送、在庫及
びリサイクルコストと同時に、利用できる出版物を作るための時間の必要性といった経済
的損害をも必然的に引き起こす。現代情報技術によって実に多くの情報をコンピュータを
通して提供可能となり、即時的にインターネットやオンラインサービス、或は、データベ
ース通して情報を提供することや、それらをＣＤ形式で市場で売買することが可能となっ
た。しかしながら、この様な情報は、ＰＣ、ラップトップ及びノート型パソコンのみを用
いて、消費者によって利用される。このことは、最初の出版物を目にするまでに、少なく
とも上記コンピュータの一つを購入すること、必要なアプリケーションをインストールす
ること、またそれらの使用に関して熟知していることが、事前に仮定されている。
【０００３】
　これらの理由とそれらに伴なう投資コスト、必要時間及び、技術的に素人の立場からす
れば、ソフトウェアやハードウェアのインストールや操作に特別な知識が必要となり、こ
のことが電子的出版物の有効利用を多くの人に困難を来している。しかしながら、高齢者
や障害者もまたコンピュータにアクセスできないことがしばしば起こる。というのも、基
礎的知識がなかったり、素人には操作や運転が、不可能であったり、可能であっても難し
さのみを伴なうからである。あるいは、ユーザインターフェイスの複雑性が、これらの人
々に過度の要求を課すからである。
【０００４】
　更に、ラップトップとノートブックは、それらの様々なドライブや特別なアプリケーシ
ョンに対する入出力インターフェイスの多さの為、大きな容積と重量、そして１セットの
特別なフォントを使用するためのキイボード、それと、たった一つのスクリーンまたはデ
ィスプレイが、それらに備わっている。しかしながら、一方において比較的値段が高く場
所をとるキイボードが必要となるアプリケーションがあり、他方において、ディスプレイ
あるいはディスプレイを使用する場所がたった一つのシングルスクリーンによって与えら
れるが、特別なアプリケーションに関しては、それらはあまりに小さすぎる。
【０００５】
　ラップトップとノートブックは、仕事の道具として、さらに、構成上必要とされるか、
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または、それに伴なう構成的な特徴のために、まず第一に、人間工学的でない。ここで、
人間工学的であるとは、情報を得るために便利であり簡単な操作手段を考慮することであ
る。例えば、リラックスした姿勢において、あるいは、適当な平面的スペースが確保でき
ない状況において、純文学的文献を情報として拾い出すことや、報告書、記事、評論、ま
た、それにニュースを雑誌、新聞から読むことであり、出版物を研究することである。支
出と操作時間は、よく起こる自然な要求とは別のところでしばしば必要となる。例えば、
辞書からの情報や、電話番号あるいは、テレビ雑誌から情報を検索するときである。特許
文献１は、折りたたみ型であり、本の様に開くことができる２つのディスプレイ部分から
なる電子ブックを明らかにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５,５３４,８８８号明細書（ＵＳ５,５３４,８８８Ａ１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　日常生活の中で、異なった状況において普遍的に使用でき、本、雑誌、あるいは新聞に
実際的に代替するようなシンプルかつ人間工学的であり、かつ、コンパクトな電気機器は
、複雑化されたものではなく、技術的素人にとって保有しやすく操作性もよいものである
。それと同時に、快適な読みと異なった出版物の多くの種類を操作することに関して、光
学的刺激がほとんどない様な装置は、これまで知られていない。電子ブックは、不便であ
り時間を消費する複雑な操作に対するユーザの声を通してその操作性が、特許文献１から
知られた。人間工学的に不便に配置された多くのキーは、予め決められている関数機能を
用い、そして、ディスプレイが場所を占める空間を利用するといった環境の基で操作され
ねばならない。特許文献１から知られている電子ブックの場合に関しては、ディスプレイ
要素としてのブックカバーの外側に補助ディスプレイを用いて操作が行なわれる。また、
ユーザが、特別な調整装置を持ち出すためには、電子ブックを閉じねばならないことにな
る。さらに、キーはシングル方式のみでの操作が可能である。中心部分の反対側において
は、電気コネクタの多くが配列されていて、保護フラップの後ろに隠れている。また、も
し必要ならば、ユーザが、それを技術的知識を用いて見極めなければならない。そして、
保護カバーを折りたたむことによって、使いやすいものにしなければならない。電気的コ
ネクタにつながっている電気的配線の場合、デジタルブックの先行技術としての電子ブッ
クは、もはや本のように本の背が作れず、台の上に設置することも不可能である。こうし
て最初に指摘したタイプの便利なデジタルブックを作るための発明の目的は、先行技術と
は対照的に、コンパクトな構成にもかかわらず、一方で考え得るかぎりの拡大されたディ
スプレイスペース、他方でコンピュータの素人に対して、ユーザフレンドリーで、シンプ
ルで容易に理解できる操作オプションを備えており、同様に包括的文献、例えば、科学的
文献、百科事典、また、純文学的文献、を理解することを可能にしている。実際、ユーザ
に利便性を提供する為、また、従来のものでもっと大部で重い本との比較においても、少
なくとも、任意のページにおいて、例えば、まさに、ハンディーな２ページのデジタルブ
ックを通して、情報の読み・可能な仕事が提供される。本、雑誌、新聞の従来の読者の読
みと通覧には、この点を考える必要がある。リーダーはできる限りいらいらしないで指向
した出版物や文書情報の通覧を望んでいる。そして、また、コンピュータ技術に強く縛ら
れた印象のものを拒絶する。例えば、高齢者や技術的素人が、電子あるいはデジタルブッ
クを使用することを拒否することがしばしば起こるように、操作要素のある形式、または
、その他の無理な使用に関する点においてそのような事が起こる。この点を保証すること
は、異なった状況下、例えば、歩いている時や横になっている時、あるいは、支持台がな
い状況など、における安全性及び人間工学的な所有と操作である。また、予備知識欠如あ
るいは、例えば、障害のある場合においても、最小のシンプルで理解しやすい操作性を併
せ持った利便性である。この事項は、使用の異なった実施可能性や多くの作業にもかかわ
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らず、複雑でなくしかも一定の操作性を提供するべきである。通覧中、姿勢の動きが最小
であるような速くて簡約化された操作が可能であることを意図している。
【０００８】
　本発明は、上述のような事情よりなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の根本的な目的は、本発明の独立請求項に係る発明主題によって達成される。本
発明の有利な展開は、本発明の従属請求項に示された特徴によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本が折れ曲がって開いている状態の二つのディスプレイ部分からなる発明に沿っ
たデジタルブックのディスプレイ部分の具体的に結合した形の図式的プラン図が示されて
いる。この図の二つのディスプレイの図は、図式的に指示された設置と付加的構成要素を
囲んでおり、本体部分の分離と結合の可能性を示している。
【図２】ブックの折れ曲がって開いている状態の二つのディスプレイ部分を示しており、
発明に沿ったデジタルブックのディスプレイ部分が具体的に結合している図式的プラン図
を示している。本が付加的構成要素と共に形づけられ、図１と類似的な図が示されている
。
【図３】永続的に連結されている具体的形の図式的側面図及び、連結した二つのディスプ
レイにおいて、操作のための握り縁で組合わせキーが並んでいる主要部分の具体的形の図
式的側面図が示されている。
【図４】永続的に繋がっている具体的な形の底面図及び、二つのディスプレイからなる発
明の結合したディスプレイ部が、閉じている時の具体的な形として部分的に示されている
。例えば、右利きまたは、左利きの人による操作のための握り縁の領域において、もし、
例えば、書くことに適したディスプレイ領域が、デジタルブックの右側に配置されている
ならば、並んで配列されている組合わせキーを使用する。
【図５】永続的に繋がっているあるいは、結合したディスプレイ部分の具体的な形の透視
図を表している。その図には、供給単体の透視図は勿論のこと、操作縁領域における並べ
て配置されている組合わせキーが、二つのディスプレイ部分が閉じた形で与えられている
。
【図６】図６a、図６b、図６cは、異なった透視図を示している。常に繋がった、あるい
は、結合したディスプレイ部分の具体的な形が折れ曲がって開いた状態で、書くことに適
したディスプレイ領域上で読み書きするために、二つのディスプレイ部分からなるデジタ
ルブックが図示されている。
【図７】図７a、図７b、図７c、図７d、図７e及び、図７fは、異なった表現を示している
が、しかし、構成上の制限はなく、デジタルブックの常に繋がった、そしてまたは、ディ
スプレイ部分が結合している具体的な形がそこには示されている。様々な使用状況におい
て、一つ、二つ、三つのディスプレイ部分からなるデジタルブックの様々な利点が、この
ことから明らかになる。
【図８】デジタルブックの連結ディスプレイ部分の形の二つ目の部分の可能な構造を表し
ている。デジタルブックは、二重画面を備えており、折り畳み地図、あるいは、時間計画
ホルダーに類似しており、三つの画面の使用に関してデジタルブックは折れ曲がった状態
にある。
【図９】図９a、図９bにおいては、図８と同じ具体的な図が、デジタルブックが一緒に折
り曲げられたあるいは、折り曲げられて閉じた状態で、示されている。
【図１０】ディスプレイ部分が結合した具体的な形の典型的なデジタルブックのブロック
回路図を示している。しかしながら、ここでのデジタルブックの操作に関する構成と単体
の配置の形式において、このブロック回路図に対する制限はない。
【図１１】常に接続そしてあるいは、ディスプレイ部分の具体的結合の形の図を表現して
いる。しかしながら、それらには制限がなく、素人による単純操作と技術情報の削減が発
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明の基礎として、最適化されたユーザインターフェイスが備わっている。
【図１２】デジタルブックの外観の異なったモードを表現している。しかし、そこには制
限はなく、一つの部分あるいは多重部分の形式において、いつも繋がっているかあるいは
、ディスプレイ部分が連結している具体的な形が示されている。
【図１３】最適化に関して、例えば、いらいらする情報や技術的設計の同時簡約に沿った
簡単な操作、この発明によるデジタルブックの潜在的部分的側面を表している。
【図１４】折れ曲がって開いている二つの部分からなるデジタルブックの例として、しか
しそれには制限がない、操作情報の供給を示しており、さらに、ディスプレイ領域から離
れて位置している構成要素の操作によって、あるいは、敏感な入力領域を通した入力によ
って、操作される操作を示している。勿論、第一の関数情報や、敏感な入力領域を通した
操作に関しても示されている。
【図１５】デジタルブックの操作構成要素の最小配置の機能的な可能性を示している。こ
の発明には、第一のタスクを実行するための第一の関数があり、例えば、ディスプレイ領
域上での選択情報の供給の利用と自動あるいはソフトウェア制御による操作構成要素の再
プログラミング、この第一操作の後、第二のタスクを実行するために、例えば、選択ある
いは、選択関数の起動または供給の停止などがある。
【図１６】デジタルブックの入力領域の一般的な組合わせの可能性を示している。例とし
て、三つの実構成要素と、第一の関数と操作を組み合わせることによって可能な付加的第
一の関数の対するそれらのプログラミングを使用している。勿論、第二操作ステップの中
で、第二タスクを実行するために、第一操作ステップを通した、操作構成要素の自動的に
ソフトウェアで制御された再プログラミングも、この例に含まれる。
【図１７】デジタルブックの一つの、そして二つの部分からなるディスプレイの例を表し
ている。デジタルブックの三つの構成要素のプログラミングが示されており、構成要素は
、デジタルブックの後ろ側に、好ましく配置されていて、そこでの操作は実操作要素のみ
を通して成される。
【図１８】ディスプレイ領域（タッチスクリーン）通して付加的入力の可能性を持った一
つ、そして二つのディスプレイ部分を例として、デジタルブックに関する三つの操作構成
要素のプログラミングを示している。構成要素は、本の後ろ側に好ましく配置されており
、その次の更なる情報処理あるいは、感度ディスプレイ領域を通しての操作の可能性のた
めに、そこにおいて、第一関数に関する実操作構成要素が操作情報の供給をディスプレイ
領域において実現する。
【図１９】一つと二つの部分からなるディスプレイの例であり、デジタルブックの三つの
構成要素のプログラミングを示している。構成要素は、頻繁に使用する決まりきった操作
に対して速い関数操作構成要素として、後ろ側に好ましく配置されており、例としては、
単純操作の第一関数が、操作する要素を考える。例えば、本の文書の中でページを動かす
ことや、ディスプレイ領域を通して、それほどしばしば必要でない関数機能に関して、こ
れらの関数をディスプレイ領域のタッチで利用できるようにしたり、プログラムしたりす
る、例えば、連結した本の文書の初期化によって、といった例がある。
【図２０】コーナー関数と横の端の中央にある関数の例として、図１９の具体的な形を示
している。ディスプレイ単体の握り端の領域において、横の端での操作は、文書の端そし
てまたは枠の中で実現される。というのも表示された文書にいらいらあるいは煩わされた
りしない為である。
【図２１】ディスプレイ領域に表示される二つのコーナー関数の例として、図１９の具体
的な形を示している。その中では、握り端の領域にある横の端での操作は、文書の端また
は枠を加えた中に実現される。というのも、表示された文書にいらいらさせられたり煩わ
されたりしない為である。
【図２２】この発明の片側の具体的な形の例として、自動的そしてソフトウェアで制御さ
れた操作構成要素のプログラミング及び、連結記憶媒体あるいは初期化された文書による
表示された操作情報の中で、結果として起こる変化を示している。
【図２３】この発明の二つの部分の具体的な形の例として、組み合わされたディスプレイ
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操作モードから、デジタルブックと第二のブック文書の結合の間において、ディスプレイ
領域上の文書の表示に対応して分離されたディスプレイモードへ、自動的に切りかえるこ
とを示している。
【図２４】デジタルブックの二つの部分の具体的な形の例として、インストールの試み、
そしてまたは、固体メモリの中身の表示は勿論のこととして、固体メモリの結合を伴なっ
たデジタルブックの起動と抑制プロセスを表している。これらのことは、固体要素と呼ば
れる結合によって自動的にもたらされる。
【図２５】この発明によるデジタルブックの二つの部分の具体的な形の例として、異なっ
た外部の器具一式あるいは、手段の結合の可能性を、多重機能のインターフェイスを通し
て示している。多重機能のインターフェイスは、デジタルブックの底面に配置され、ケー
ブルコネクタそしてまたは、供給台のケーブルコネクタに対するインターフェイスとして
設計されている。
【図２６】異なったハードウェア部分を取り付けたり移したりすることにより、ハードウ
ェアの結合と分解の典型的な方法を示している。このことは、二つの部分からなるデジタ
ルブックの回転蝶番は、この二つの部分の取り外し部分上にある。また、この二つの部分
は、電子機器が搭載された握り手部分となっている。図２６aは、片側の出発基点の例と
して、図２６で述べた様な典型的な握り手ハンドルの結合を示している。また、図の中で
機能的に示されている任意の素材のブックカバーとの連結や、ラップトップキーボードの
連結も示されている。
【図２７】この発明の人間工学的デザインを示している。そのデザインは、コンパクトに
構成されており、単体としても多体部分からなるデジタルブックとしても改良型された所
有性と操作性をもっている。
【図２８】ディスプレイ部分の例として、デジタルブックの流動性、そしてまた、少なく
とも、本体あるいはディスプレイ領域を構成しているケース部分の流動的デザインを示し
ている。ここでは、例えば、発泡材料のケースで電子器材を包み込むことによって、圧力
調整され敏感に反応するデザインの可能性の例が示されている。
【図２９】発明による流動的デジタルブックのディスプレイ部分を例として、示している
。そしてまた、ディスプレイ領域とケースの流動的デザインも示されている。ここでは、
例として、少なくとも、部分的に流動的なデザインになる可能性をディスプレイ部分を強
化（例えば、両サイドがケース枠に入っているポリマーディスプレイなど）することによ
って示されている。
【図３０】操作可能性を伴った一つまたは二つのディスプレイ部分の例として、デジタル
ブックの様々な流動性を示している。そこにおいて、例として、一つあるいは様々なポリ
マーディスプレイが、部分的に透明なプラスチックあるいは、プラスチックに類似した材
料で強化形成されている。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係るデジタルブックは有利な立場にある。というのも、それは、従来の本に対
する本物の代替物であり、まず第一に、事前に仮定していることは、ユーザの通覧と通読
の習慣及び特別なコンピュータの技術的知識を要求しないことである。さらに、既存の先
行技術との比較：a)通読・作業場所背面の操作要素手段による操作を通して拡大され、b)
ぺージは従来の本の方式で煩わされることなく通読可能であり、例えば、メニューリスト
、アイコン、操作要素等、c)この装置は、どんな状況においてもどんな体の姿勢において
も特別な準備なしで使用が可能である。
【００１２】
　多重機能入力は、握り手の活動領域の中に位置している（図１１／６０ｈ）。入力は組
合わせをすることが可能であり（図１３から１９）、ソフトウェアの使用時にプログラム
やスイッチの切替えが可能であり（図１３から２２）、それはむしろディスプレイ領域か
ら離れた場所に位置したキーとして形づくられており、握り手の指によって操作される（
図３，４，５，６，１１，１３から１９）、これらの操作は、必要とあれば機能が表示さ
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れ、文書に煩わされることなく（図１５a，１６から２１）縁沿いに操作が行なわれる:
a)決まった操作のより速い完了
b)移動の最小化及び表示手段を持つ手の位置の一定変化の回避
c)技術的印象・入力要素の最小の起こり得る総計で最大限の効用を伴なった支出の削減
d)個々の指に対する仕事のより良い配分
e)フロントディスプレイの拡張
e)他の入力手段と組合わせるといった付加的可能性を考慮した流動性、具体例としては、
他の手や音声入力もまた操作できるようなディスプレイ領域・実際の操作要素
f)より簡単なオリエンテーション、例えば、視覚障害者、全盲者に対しての（オーディオ
出力を通して読書をすることを仮定されている）
　デジタルブックの下側に位置しているユーザインターフェイス（図９）は、二つのディ
スプレイ単体（図１より６、１１）の折り畳み式蝶番にある。これは、連結プラグを用い
て適切にケーブルコネクターを用いて連結するための一方のディスプレイ単体（図１２ｈ
）の接合部分となっている。これによって、異なった装置一式とブック部分（図１，２，
３，５，１１，２５，２６）が有効的に連結できる。また、本立て（図５）の支えとして
用いることができ、データ情報や電力を信号伝送装置（図１）を用いてブックに供給する
:
a)簡易な接続
b)不適切な操作時におけるダメージの回避
c)インターフェイスの簡約化と同時にそれに伴なう生産コストの削減
d)使用場所を考慮して、ブック背面のケーブルとプラグからの自由化、例えば、テーブル
面や膝の上でも上でも使用可能なように
e)ケーブル接続と補給台のピンの２重使用
f)接続された供給ケーブルを通し、極度の負荷が生じる可能性における対称性とバランス
g)煩わしいケーブル突起部分の縮小化
h)ユーザサイドの”技術的印象”の縮小
　人間工学的な形のディスプレイの背面及び流動性
a)操作及び輸送時において、より使い良く、より快適であり安全に所有
b)必要な電子機器の使い勝手がよく視覚的にも優れている収納スペースを考慮した更なる
コンパクト化
c)容易に折りたたむための前もって決められている折り畳み位置（流動性）
d)側面・背面上に配置された操作要素の保護
e)ユーザサイドの”技術的印象”の縮小
f)ダメージリスクの縮小及び運びやすさ
　この発明によるデジタルブックは、それだけで簡単に運び出せる便利な参照手段として
利用することができる。例えば、総合的な内容の道路地図、ハイキング地図、あるいはそ
れらの類似物として。さらに、もし必要ならば、従来の骨の折れる多くの本の持ち運びな
しで、旅行においても単独に総合的な文献を持ち運びできる。特に、動きの自由度が限ら
れている場所において、デジタルブックは参照手段としても適している。この点に関して
、例えば、大型の商業用飛行機の操縦席には、実行せれるべき調査と操作命令に関する多
くのファイルがあり、このような所で必要とされる。特に、緊急事態においては、ざっと
目を通したり、ページをめくる時間のロス無しにすばやく関連した有用なヒントを探すこ
とが重要である。従来のノートやまたはその類似物は限定された範囲においてのみ適して
いる。というのも、複雑な操作や、例えば、激しい揺れに対してディスクドライブの影響
を受けやすい性質の理由からである。その上、このことは、個人の飛行機においては、高
い利用の度合いを保持している。
【００１３】
　更なる利点は、異なった機能を実行出来る少なくとも、二つの画面が本のページの形式
で読むことができる。例えば、テキスト記事の全ページを読むことや、二番目の画面上に
テキストの一節の抜粋を同時に指定できる。これらは、テキストの上で事前にマークされ
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るか、または、それぞれの（例えば、科学的な）本のテキストの他のページが、例えば、
テキストのある側において説明図に沿って表示される。
【００１４】
　デジタルブックでは、現在の本のようにページが重なったり、見えなくなったりするこ
とはない。その上、他の箇所への参照、参照示唆等が、マーキング、例えば、ページを繰
ることなしに、スクリーンペンでソースマーク軽く叩くことによって表示できる。
【００１５】
　デジタルブックのスクリーンを分離できる可能性によって、それの基本的な配置から始
めて（読むことだけを予定している）、先行技術と必要な一覧表に従って、第二の画面を
ユーザのニーズに一致させることが可能である。デジタルブックの可能性はこのように拡
大される。例えば、第二の画面は、圧力に関して微妙に反応するように設計されている。
これによって、画面ページには、スクリーンペンを用いて手書きできる。この時にまた、
ある程度同時に書かれたテキストはプリントされた文字で主要画面の上に表示できる。そ
して、そのテキストはロードされたソフトウェアの翻訳機能によって適当なほかの言語に
翻訳可能である。これによって、もっと速くかつ便利なビジネスレターの準備と改定が可
能になる。この発明に従って、ユーザインターフェイスを第一の最適化としているデジタ
ルブックは、少ない技術情報でもって単純操作を指向しており、少なくとも、デジタルブ
ックの左右に位置する一つの入力単体を持っている。それは、表された情報の操作であっ
たり、操作状態やセッティングに関する変更であったり、文書情報のロードであったり、
あるいはまた、他の操作モードへの切替えであったりする。しかしながら、その他の制約
なしに、主要な入力構成要素あるいは、キー要素は、ディスプレイ側から離れた所に面す
るデジタルブックのサイド（６０ｈ）上の握り縁に、配置されている。その結果、操作は
、ディスプレイ単体を支えている腕の指が接地している位置において実行可能となる。
【００１６】
　図１１は、典型的な方式で、左上部分を表示している。好ましくは、ディスプレイ側面
の中央のわきに提供された位置がある。というのも、開始操作位置が中央にあることは、
もっと自然なことである。しかし、図の次の記述で指摘するように、そこでは、好ましい
典型的な三つの組合わせキーの図が示されていて、それらは、他の操作構成要素に置換替
えることが可能である。その構成要素は、三つのキーの機能の換わりに、少なくとも、部
分的に仕事を果たす。その機能として、例えば、ディスプレイ領域上に表示された情報の
起動や選択、ページの選択、ディスプレイ領域上の情報の表示されている第一アイテムの
選択、既に表示されている情報の第一アイテムの終了、例えば、提供された任意の入力を
通して操作される起動ブロック手段（ＥＳ）を用いる。このために、例えば、好ましくは
、ディスプレイ（２０）の横の握り縁のにあるタッチ画面を通して行なう。感度ディスプ
レイ領域を用いた組合わせによる、そしてまたは、音声を用いた組合わせによる実操作構
成要素のサービスのみであるかどうかは、開かれている。というのも、このことは、まず
第一に、（図１６から図１９に示されているように）ディスプレイ媒体が如何に設計され
るべきか、例えば、タッチ画面かまたは単なるディスプレイ画面としてか、といったこと
と独立しているからである。
【００１７】
　操作構成要素は異なった設計や配置で提供される。操作領域もまた、スライドパット、
トラックボール、多機能キー等を備えうる。あるいは、関連しているキー領域が誘導領域
あるいはスイッチとして設計されうる。最小の技術的情報を伴なった単純化された操作に
関するこの発明に基づき、付加的に最適化されたユーザインターフェイスをもつデジタル
ブックは、少なくとも一つあるいは複数の敏感に反応するディスプレイ領域からなってい
て、それらを通して、任意のしかし事前に決められている場所のタッチによって、目に見
えない関数選択の第一操作情報や操作情報を利用できるものにする。即ち、それらは表示
され、更に加工されうる。このことは、表示されるべき関数的選択、あるいは、関数群の
確認によって生じる。このことは、固定された位置情報（６０Ｖ’）、例えば、ディスプ
レイ領域の第一の角、そしてまたは、ディスプレイ領域の横側の中央位置にある。好まし
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くは、それは、通常の読解モードにおいて、いらいら煩わされる関数あるいはディスプレ
イ上に表示されるべき操作情報の多重性に関して、線を引いて消したり、目に見えないも
のにすることが出来る。ここでの操作情報は、必要な場合に、ディスプレイ領域上に表示
され、そして、関連する機能的あるいは操作的情報を利用可能なものにする。この為に、
全ての関数が、全てを一度にか、または、一つの関数群を、少なくとも、一つ以上の関数
群の中から別々に目に見える形で、利用される。これに関する利点は、いらいら無し、あ
るいは、煩わされることのない、本（図例は図１９，２０，２１で示されている）に類似
した表示文書ページにある。
【００１８】
　付加的に便利な発展は、しかしながら、それによって制限されるものではなく、初期化
された文書による関数的あるいは、操作的情報のインストールを実行するものであり、デ
ィスプレイ領域から、指向的に表示された特別な関数に対して、素人の上手な操作を可能
にする領域の中へと分離する可能性を提供する。例えば、もし、文書情報（５０’）を備
えた連結メモリが全ての関数と操作情報のそれぞれを利用できるものにし、この文書のサ
ービスが、ディスプレイ単体の中で、目に見えない方式で、連結メモリが配置されたその
場所において要求される。こうして素人は、初期文書に直接関連した捜査情報に関する要
求の可能性にのみ関心を持つ。
【００１９】
　デジタルブックは、少ない技術情報を用いて、単純な操作性を求めた発明であり、付加
的に最適なユーザインターフェイスを構成している。また、デジタルブックの上方に適切
に組み込まれた第一の固体連結装置を、少なくとも、構成し、メモリーカード（５０’）
と上手く対応している。しかし、デジタルブックは、連結操作の手段手段によって、その
他の制約を受けておらず、好ましく固体構成要素を挿入することによって、デジタルブッ
クの中で、一つあるいは、様々な処理を引き起こす。連結固体物体の中身が、ユーザに対
する更なる煩わしさなしに、望んでいる仕事の実行を支えている限りにおいては、デジタ
ルブックは、素人によるページ繰りを容易にしている。このことは、例えば、固体物体を
受け口の中に取り入れることによってなされる。例として、ブック情報を持つメモリカー
ドの中身は、結合の成功の後に表示される、それも、ユーザによる付加的操作なしに、あ
るいは、少なくとも、情報の第一アイテムが、ユーザによって修正されるべきニーズのみ
が利用できるような状況において。それゆえ、好ましくは、初期化要求の必要性は、連結
固体物体の確認の後、デジタルブックによって準備される。この目的のため、既によく知
られている接続するだけですぐに使用できる（プラグ　アンド　プレイ）技術が、固体物
体の認識を確実にすることに使用できる。（この点に関しては、図２２、または、図２３
も参照）。
【００２０】
　この発明による少ない技術情報を伴なった簡単な操作に関する付加的に便利な手段は、
一つあるいはそれ以上の固体物体によって、これらの固体構成要素が、ソフトウェアそし
てまたはハードウェアを含んでいるところにある。この様な例としては、電気的手段（集
積回路、バッテリー、メモリ、トランスミッター、配線なしの情報伝送に関するレシーバ
ー、等）これらは、いくつかの方法あるいは別の方法において、概略的には、好ましくは
、ユーザの更なる煩わしさなしで、明らかにすべき情報に関して、能力の範囲を拡大して
いる。ここで、明らかにすべき情報は、固体手段を通して入力され、そしてまたは、ユー
ザによって実行できないような操作関数を引き継ぎ、あるいは、文字と数字からなるキー
ボードの不足のために、制限された範囲のみにおいて、操作関数を引き継ぎ、デジタルブ
ックに入力される。
【００２１】
　少ない技術的情報を伴った単純な操作に関するさらに有効な手段は、この発明によるデ
ジタルブックと一つあるいはそれ以上の固体物体との結合によって、自動的なインストー
ル、そしてまたは、デジタルブックの設定にある。デジタルブックと固体メモリの結合に
よって実現されたことは、例えば、固体メモリ（図２２）の中に集積された文書の最適操
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作に対するデジタルブックの関数キーのプログラミングによって、あるいは、対応する操
作情報によって、例えば、操作モードの分離ディスプレイから操作モードの結合ディスプ
レイへ自動的切替え、そして、逆に、好ましくは、表示されるべき（図２）文書情報をも
った一つ目と二つ目の固体メモリの結合と分離による自動的切替え。
【００２２】
　最小の技術情報を備えた簡単な操作性に関するこの発明に沿って、付加的に最適化され
たユーザ・インターフェイスを持つデジタルブックは、デジタルブック（７０’）の底面
にあるたった一つのインターフェイスを通して、ケーブルコネクタによる結合を利用する
。本の回転蝶番において、二つ、あるいは、複数部分からなるディスプレイ部分において
、片方のディスプレイ部分は、例えば、ジャック・プラグを受け取るためための握り手部
分になっている。このことは、インターフェイスが操作において複雑ではなく、接面を作
るために必要な接触位置が、ジャック・プラグの任意の長さに沿って調整することができ
る、といった利点を提供する。というのも、この構成を取り入れることは、構成上必要な
デジタル・ブックの奥行きを妨げるものではないからである。好ましくは、たった一つの
インターフェイスは、デジタルブックの電気的手段が、多くの種類の異なった装置、手段
、そして器具一式と、データを送信する（例えば、双方向逐次方式で）ための信号によっ
て、有効に接続できる。この目的のために、異なった周辺機器一式の結合が可能である。
例えば、プリンター、電話、モデム、ＰＣ，ラップトップ、充電装置、などであるが、こ
れらは単に例として列挙したものである。これらをそのように実行するために、素人のユ
ーザは、もし、この効果に対する備えがあれば、単に、対応するコネクタケーブルをプラ
グに入れるだけでよい。このインターフェイスの他の機能は、ブックステーション（本台
）の誘導供給ピンの受け渡し部分にある。ここでは、エネルギーとデータ情報をデジタル
ブックに供給する役割を担っている。また、この部分では、例えば、特別仕様が、ブック
ステーションまたはデジタルブックの中に備えられることが可能である。この供給プラグ
は、同時に、デジタルブックが直立した形で配置できるようにするための安定化ピン（図
５/７）としての役割も果たす。即ち、これらは、閉じた状態では、二つの部分からなる
本として、そしてまた、開いた状態では、ハンドル（形をもっていない）の中で、統合さ
れたインターフェイスを通して、本の片側として機能する。発明の具体的な形は、以下、
多くの図が書かれたリファレンスと一緒に、詳細に述べられるだろう。
【００２３】
　図１．は、デジタルブックの具体的なディスプレイ部分の結合の概要計画の図を示して
いる。この図は、ディスプレイが、図式的に指定された設置に沿ってケースに入れられて
、折れ曲がって開いている状態で、二つのディスプレイ部分１，２を構成している。そし
て、デジタルブックに関する結合に適した付加的構成要素ＥＰ、ＥＰ２、ＨＰ、ＮＰ２、
１４、５、５’、Ｂは、それの本質的部分の分離と結合の可能性を含んでいる。本の形式
で開閉折り曲げに適した二つの部分の具体的な形の収納は、少なくとも、一つの折り曲げ
軸、主要部分１、そして、少なくとも、一つの二番目の部分２、一緒になって本の背の部
分を形成している上述の１と２の部分を構成している。１，２部分は、構成的にそしてあ
るいは電気的に分離可能であるように組み合わされ、例えば、接触部分をスライドさせる
ことによって、必要な電気的接続が成されている。図式的に示されていることとして、さ
らに、主要部の回路版ＨＰ、第二部の回路版ＮＰ、勿論、バスラインを通して内部接続さ
れている拡張回路版ＥＰ，ＥＰ２がある。ケースの中で挿入チャンネル５が読み込み手段
を伴なって形成されている。というのも、ＰＣカード５’あるいは、その類似の挿入する
ためであり、これらは、デジタルブックをロードする為に使用される。また、ＰＣカード
５’及びその類事物は、例えば、本のテキスト、グラフ、操作プログラム等を持っている
。更に、ケースは、操作構成要素の多くを伴なった操作単体６、つまり個々にあるいは、
組合わせ的な操作キー（例えば、図３と比較せよ）、を構成している。
【００２４】
　図２：　デジタルブックのディスプレイ部分が結合している具体的な形は、ディスプレ
イ単体１，２，３，４を含んでいる。この単体は、少なくとも二部構成になっており、主



(12) JP 5548105 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

要部分１が一つの画面３と二番目の部分２が少なくとも一つの画面４をもつように、ケー
スの折れて開いた状態で配置されている。ディスプレイ単体は、ユーザにとって、任意に
検索したり、必要なときに作業できる（図２も参照）ことに関して、本のページのような
働きをする。
【００２５】
　図３：　ケースの閉じた状態での、結合した主要なディスプレイ部分は、誘導供給ピン
７を通して、供給単体ＶＥ（図５参照）に接続できるようになっている。このピンは、情
報の供給と出力のためのエネルギー供給接点８と多重接触リング９のペアからなっており
、先述の供給単体ＶＥは、情報信号やエネルギー供給、そしてデジタルブック（図５を参
照）を構成するために開供給単体ＶＥ’を備えていている。さらに、本の背の部分ＢＲは
、バッテリーＢの充電状況を示すために、発光ダイオードＬを備えている。並置された組
合わせキー要素は、握り縁の領域に配置されている。
【００２６】
　変形された具体的な形において、主要部と二番目の部分は、また、固定的に常時、互い
に回転可能な様に、接続できる。この時、特別な準備なしに、二つの部分はお互いに切り
離しが可能である。
【００２７】
　図４は、常時接続されている主要部分と閉じた形のデジタルブックの結合したディスプ
レイ部分の底面図の部分的断面を示している。もし、書くことに適したディスプレイ領域
が、デジタルブックの右側に配置されていれば、先に述べた構成機器を含む形で、右利き
左利きの人が使用できるようにこの発明は考案された。ケースは開誘導供給装置７’の中
に、エネルギー供給のためのカウンター接点８’、そしてまたは、情報の入出力のための
カウンター接点９’を含んでいる。本の背部分ＢＲ（図３もまた比較）は、デジタルブッ
クの電子単体と構成要素のエネルギー供給のための再充電可能バッテリーを備えている。
【００２８】
　図５．は、既に指摘したように、永続的な接続状態、そしてまたは、二つのディスプレ
イ部分を備えたディスプレイ部分が結合した、閉じた状態での具体的な形の概念図を表し
ている。また、開受動器ＶＥ’をもつ供給単体ＶＥの概観図もまた表されている。供給単
体から突き出ている誘導供給ピンは、その他の装置の間にあって、供給単体の中で、固定
器具としての役割を果たしている。デジタルブックの移動中の状態、あるいは、同様のも
のを供給単体ＶＥに導入している状態において、デジタルブックは、供給単体ＶＥとの関
連において表されている。供給単体ＶＥは情報の入出力に関する接続ケーブル８９を含ん
でいる。というのも、例えば、ＰＣ、モデム、から或はへ、エネルギー電気単体と構成機
器にエネルギーを供給するために、そして、デジタルブックの画面を動かすためである。
並置された組み合わせキーは、握り縁の領域に配置されている。
【００２９】
　図６a図６bそして図６cは、折れて開いた状態において、永続的に接続され、ディスプ
レイ部分が結合した具体的な形の異なった概観図を示している。二つのディスプレイ部分
は、読む為、書くことに適したディスプレイ領域で書く為にある。例示された中において
、書くこと自体に適した、そして、圧力に敏感に設計されているディスプレイ領域上で書
くことは、画面ペン１５を用いて行われる。特別な関数に注意を払ったり、起動するため
に、勿論、画面の特別な位置において指先で押すこともまた可能である、このことは、タ
ッチ画面接続として良く知られている。
【００３０】
　図７a、図７b、図７c、図７d、図７eそして図７fは、既に指摘したように、永続的に接
続され、ディスプレイ部分が、結合した具体的な形、一つ、二つ、そして三つのディスプ
レイからなるデジタルブックの、異なったアプリケーションでの異なった表現を示してい
る。これらの表現は、デジタルブックの様々な利点を示唆している。
【００３１】
　図８．は、第二の部分２a、２bの可能な構造を表現している。この部分は、デジタルブ
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ックが折れ曲がって開いている状態において、折り畳み地図あるいは時間管理フォルダー
に類似的な二重画面を形成しており、三つの画面を伴なったアプリケーションを使用して
いる。図示されている具体的な形において、デジタルブックのケースは、二つの折り曲げ
軸Ａ１、Ａ２を持っている。
【００３２】
　図９a及び図９bは、デジタルブックの一緒に折れ曲がっているか、または、完全に折り
たたまれた状態で、図８で示されているものと同じような具体的な形の表現が示されてい
る。
【００３３】
　図１０．は、既に指摘したように、デジタルブックのディスプレイ部分が結合している
具体的な形のブロック回路図を示している。そこにおいては、デジタルブックを操作する
ための単体や構成要素の配置が示されている。この構成要素に加えて、ブロック回路図は
、ディスプレイ単体Ｄを構成しており、この単体は、二つの画面３，４、二つのスクリー
ンドライバ、あるいは、グラフィックカード３’、４’、コントロール単体１０を持って
おり、これらは、情報の受信、記憶、処理、そして再生の手段を伴なっている。ここにお
いて、情報は、テキスト、画像、グラフィック、オーディオ・ビデオ情報の形式で表示で
きる。エネルギー供給のための先述したインターフェイス単体１１は、情報インターフェ
イス１２と供給単体ＶＥから単体Ｄ，１０，１１へパワーを供給するためのエネルギー供
給手段を含んでいる。コントロール単体１０は、ＥＰＲＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＰＵ、制
御手段ＳＴ、そしてドライバ回路ＴＲを含んでいる。バス回線を通してこれらの構成要素
は内部接続されている。画面ドライバ、あるいは、グラフィックカード３’、４’、操作
構成要素を伴った操作単体６、コントロール単体１０、そして、情報インターフェイス１
２は、それぞれ前述のバス回線１４を通して、接続されている。
【００３４】
　図１１．は、永続的に接続された、そしてまたは、ディスプレイ部分が、二つのディス
プレイ部分を伴ない、結合している具体的な形を表しており、そしてまた、５つの構成要
素を用いて技術情報を簡約するために、さらに、素人によるシンプルな操作のために最適
化されたユーザインターフェイスを表している。
【００３５】
　図１１は、デジタルブックが、最小の技術情報で単純な操作を行なうための最適化され
たユーザインターフェイスを構成しており、デジタルブックの左右に位置するところに、
少なくとも、一操作領域６０ｈをもつことを示している。というのも、特に、ディスプレ
イ情報を巧みに操作するため、操作状態・セッティングの変更を実行するため、文書情報
をロードするため、あるいは、操作の異なったモードに切り換えるためである。操作領域
６０ｈには、背面に（つまり、ディスプレイ領域から離れた側に）配置された関数キーＦ
１，Ｆ２，Ｆ３がある。勿論、圧力に敏感な入力領域は、ディスプレイの前面にある。オ
プション的な入力領域６０ｔは、また、他の技術的手段によって実現することが出来る。
例えば、電気的容量の近いスイッチ、小型のキーによって。
【００３６】
　操作領域６０ｈは、握り手の指によって、ディスプレイ単体１０は支えられ、この支え
られている場所で操作が出来るように配置されている。図１１は、典型的な左上の位置が
示されており、この位置は、好ましくは、ディスプレイの横の端の中央部において提供さ
れたところにある、というのも、中央位置は、より自然な操作のためのスタート位置をな
しており、次の図の中で指摘するように、そこには三つの組合わせキーがある。少なくと
も、部分的には、三つの組合わせキーの性質を用いて実行される。例えば、その性質とし
て、ディスプレイ領域に表示される情報の選択や、起動を含んでいたり、そしてまた、ペ
ージ移動や、少なくとも、ディスプレイ領域上の情報の第一アイテムを表示するためのオ
プション、そしてまた、すでに表示された情報の第一アイテムを終了させること等も含ん
でいる。第一アイテムは、起動ブロック手段（ＥＳ）の、例えば、任意入力によるディス
プレイ（２０）の横の握り端の領域にあるタッチ画面を通して、動作を終了させる。実操



(14) JP 5548105 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

作のサービスのみがあるか、そしてまたは、感度ディスプレイ領域の組合わせがあるかど
うか、音声の組合わせがあるかどうか、開いた状態になっている。というのも、このこと
は、第一に（図１６から１９で示されているように）、ディスプレイメディアがどのよう
に設計されているかに依存するからである、例えば、タッチ画面であるか、単なる画面か
といったことに。ディスプレイの防護範囲に影響を与えること無しに、ディスプレイ単体
のほかの位置において、他の操作要素を配置することの基本的可能性もある。操作構成要
素は、異なった設計と配置の中に提供される。操作領域は、また、スライドパット、トラ
ックボール、多機能関数キー等を備えることが出来る。あるいは、関連したキー領域が、
誘導領域あるいはスイッチとして設計可能である。
【００３７】
　最小の技術情報を伴ったシンプル操作の付加的ユーザインターフェイスに基づくデジタ
ルブックは、少なくとも、一つまたは複数の敏感な設計が成されているディスプレイ領域
を構成し、それを通して、任意に、しかし、事前に決められている位置をタッチすること
によって、目に見えない関数選択の第一の操作情報、あるいは、情報の操作が、利用でき
るようになる。つまり、表示され、それらは、さらに操作しうる。このことは、提示され
た固定位置情報を通して表示される関数群あるいは、関数選択の決定によって起こる。例
えば、ディスプレイ領域の第一の角、そしてまたは、ディスプレイ領域の横側の中心位置
によって。好ましくは、通常の読みモードに関しては、完全に消去したり、ディスプレイ
領域に表示された、いらいら煩わしい関数や操作情報の多くを目に見えない様にする、あ
るいは、対応した関数や必要な場合のみの操作情報が利用可能である。そこでは、全ての
関数が、目に見える形で与えられており、全てが一度か、または、一つの関数群が、少な
くとも一つ以上の関数群の中から、それらの操作に関して選択される。これに関する利点
は、いらいらなし、煩わしさ無しの文書ページが表示され、まるで本のようであることに
ある。（説明的な例が、図１９、２０、２１に示されている）。付加的利点の発展は、（
しかし、それによって制約されるものではなく、初期文書によって、関数的あるいは、操
作情報のインストールを実行するもの）、指向型出版物の特別な関数に関して、ディスプ
レイ領域の分離の可能性によって、素人に賢い操作ができる領域を提供する。例えば、も
し、文書情報（５０’）を持つ結合メモリが、全ての関数と操作情報を利用でき、結合メ
モリが位置している場所に、目に見えない方式でディスプレイ単体の中に、全ての関数及
び操作情報のそれぞれが、この文書サービスに関して要求されているならば。
【００３８】
　デジタルブックは、最小技術情報を持つシンプルな操作性に基づいた付加的ユーザフェ
イスを構成し、デジタルブックの上部に配置された第一の固体結合装置（５０）を構成し
ている。この装置（５０）は、メモリカード（５０’）をサポートしているが、結合操作
による、あるいは、より好ましくは、固体要素の挿入による以外のその他の制約はない。
これが引き金になり、デジタルブックの中で、一つ或は、様々なプロセスが、例えば、結
合固体物体の内容に関する限りは、本体（５０’）を開受動器に導入することによって、
ユーザが実行しようとする仕事に、面倒なしで、素人によるページ捲りを容易にする。例
えば、ブック情報を持つメモリカードの内容は、連結が成功した後に、表示され、ユーザ
による付加的作業は必要ない。また、少なくとも、情報の第一アイテムは、ユーザ（図２
４）が、確認に必要なものだけが、利用可能である。それゆえ、結合固体物体の確認の後
、初期化の要請は、デジタルブックによってなされる。この目的のために、既に知られて
いる差し込むだけですぐ使用できる技術は、固体物体の確認を有効に利用することができ
る。（この点については、図２２または図２３と比較）。
【００３９】
　最小技術情報を伴なった簡単操作に関する付加的利点の操作は、固体要素が、ソフトウ
ェア及びハードウェアを含むことにある。例えば、電気的手段（集積回路、バッテリー、
メモリ、トランスミッター、そしてまたは、情報伝送の為の配線のないレシーバ等）は、
いくつかの方法或は、その他において、ユーザの面倒なしに、指向型情報に関する能力の
範囲を拡大している。この能力は、デジタルブックに固体手段を通して入力され、ユーザ
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が実行出来ない操作関数を、制限されたスペースにおいて引き受ける。
【００４０】
　一つ或はそれ以上の固体物体の連結により、最小の技術知識でシンプルな操作な操作に
対して、更に便利な手段は、デジタルブックの自動的インストールとセッティングである
。－このことは、固体メモリの連結によって、実行される－例えば、デジタルブックの関
数キーの固体メモリ（図２２）に蓄積された文書の最適操作及び対応する操作情報に関す
るプログラミングによって、例えば、分離ディスプレイモードから結合ディスプレイモー
ドへの有効な切替え、またその逆、を表示されるべき文書情報を持つ第一と第二の固体メ
モリを自動的に結合分離することによって。
【００４１】
　デジタルブックは、ケーブルの接続による結合をデジタルブックの下側のたった一つの
インターフェイスを通して利用している。その結合部分は、二つあるいは、多重ディスプ
レイ部分の回転蝶番の中にあり、一つのディスプレイ部分は、握り手になっていて、例え
ば、ジャックプラグ（７０’）を受け取るように出来ている。このことは、インターフェ
イスの複雑でないものと出来、このジャックプラグの任意の長さに応じてセッティングに
必要な位置を合わせることができる。というのも、これらの導入は、デジタルブックの構
成上必要な厚みが障害にならないからである。デジタルブックは、たった一つのインター
フェイスから設計されている。それは、デジタルブックの電気的手段が、多くの様々な異
なった装置、手段、器具一式と有効に接続できるようにするためである。これらは、デー
タを伝送するための信号によって、例えば、双方向逐次方式で行われる。
【００４２】
　この目的の為に、ことなった周辺機器を結合することが可能であり、例えば、プリンタ
、電話、モデム、ＰＣ、ラップトップ、そして充電装置、これらは単に例として引用した
ものである。これをする為に、素人のユーザは、まさに、対応するケーブルコネクタを差
し込むことだけが必要であり、もし、この効果に対する備えがあれば、後は行動するのみ
である。このインターフェイスに関する別の機能は、ブックステーションの誘導供給ピン
の受け取り部分にある。ここでは、デジタルブックへのエネルギーや情報データの供給の
仕事を担い、デジタルブックの中、あるいは、ブックステーションの上で特別な設計がな
されている。この供給プラグは、同時に、二つの部分からなる本が閉じた状態、そしてあ
るいは、ハンドルの中に集積されたインターフェイスもつ開いた状態の片側の本として、
デジタルブックが直立出来るようにするための安定化ピン（図５／７）としての役割を果
たす。
【００４３】
　素人によるシンプルな操作を第一に、最適化されたユーザインターフェイスは、少なく
とも、デジタルブックの右そして左に位置する単体への１入力となっている。というのも
、操作状態とセッティングの変更を実行する為であり、文書情報をロードする為であり、
操作の別モードへ切り換えるためであり、しかしながら、その他に制約なしで、主要入力
要素あるいは、デジタルブックの握り縁側（６０ｈ）に便利に配置されているキー要素の
みを用いて、それらが実行できる。握り手部分がディスプレイから離れている為、ディス
プレイを持っている場所において、握り手の指によって、操作が実行可能である。これに
関して、典型的な左上方の位置が示されている、そして、好ましくは、ディスプレイの真
ん中の横に位置が提供されている。というのも、このことは以下の図によって指摘される
ように、中心位置は、操作開始のより自然な位置を構成している。三つの組合わせキーの
使用が、イラストされた具体的な形で、好ましい数として、ほんの少し制約的に図示され
ている。しかし、これらは、少なくとも、それらの性質によって部分的に仕事を実行する
ように構成されている。この性質は、例として、ディスプレイ領域に表示される性質の選
択と活性化、ページ移動、ディスプレイ領域上の情報の第一アイテムを表示することの選
択、そしてまた、既に表示されている情報の第一アイテムの解除、例えば、操作されるべ
き活性化ブロック手段（ＥＳ）によって。活性化ブロック手段は、ディスプレイ（２０）
の横の握り縁の領域において、例えば、タッチ画面を通して、任意に入力され、これによ
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って操作される。開けたままにして示されている具体的な形は、実操作構成要素のサービ
スのみがあるか、そしてまた、感度ディスプレイ領域の組合わせがあるか、そしてまた、
音声の組合わせがあるかどうかである。というのも、このことは、まず第一に、ディスプ
レイ媒体の特性が、どの様に設計されるかに依存するからである。例えば、タッチ画面か
、または、単なるディスプレイ画面かと言った具合に。他の操作構成要素を保護範囲に影
響を与えること無しにディスプレイ単体のほかの場所に配置することもまた基本的に可能
である。操作構成要素は、異なった設計と配置で提供される。例えば、操作領域は、また
、スライドパット、トラックボール、多機能キー等を備えることも出来、また、関連して
いるキー領域は、誘導領域あるいはスイッチとして提供可能である。煩わしい技術情報を
簡約した、素人によるシンプルな操作を考えて、付加的に最適化されたユーザインターフ
ェイスは、敏感に反応する一つまたは複数のディスプレイ領域にある。これを通して、任
意にタッチすることによって、しかし、事前に決められた位置において、目に見えない機
能的選択の第一操作、あるいは、情報の操作が利用できる。即ち、表示され、さらにその
情報は加工されうる。このことは、固定された位置情報（６０’Ｖ）を通して表示される
関数選択あるいは、関数群の確認によってなされる。この位置情報（６０’Ｖ）は、例え
ば、ディスプレイ領域の第一の角、或は、ディスプレイ領域の横の中心位置に提供される
。通常の読書モードでは、いちいち煩わしい関数の多くが完全にないか、単に見えない状
態を保った状態にあり、ディスプレイ領域上に表示され関連した関数が利用できる操作情
報、あるいはまた、必要な場合にのみの操作情報が提供される。ここで、必要な場合のみ
の操作情報は、全ての関数が目に見え、同時に全ての関数あるいは、操作の為のさらに別
の関数群から分離された一つの関数群のどちらか一方が利用できる。これに関する利点は
、いらいら無しあるいは、表示されている文書ページに煩わされることがないことにある
。このことは、本に類似している（図例１９、２０、２１）。付加的利点の開発は、制約
なしで、関数的あるいは操作情報の初期文書によるインストールが実行され、ディスプレ
イ領域を素人が、指向型の特別な関数によるタッチ操作の可能な領域へと分離できる可能
性を提供する。例えば、もし、文書情報（５０’）を持つ結合メモリが、全ての関数と操
作情報をそれぞれ利用できるものにすれば、この文書に関するサービスへの要求は、ディ
スプレイ単体の中で、目に見えない形で、その場所において、結合メモリが配置されるこ
とになる。したがって、素人は、操作情報が初期文書に直接関連することのみを要求すれ
ばよいことになる。煩わしい技術情報を簡約した素人によるシンプルな操作を考えた付加
的に最適化されたユーザインターフェイスは、少なくとも、第一固体結合装置（５０）が
、デジタルブックの上部にあり、そして、メモリカード（５０’）に、結合操作、固体要
素の挿入によって働くことにある。しかし、メモリカード（５０’）は、装置（５０）に
よって制約されるものではない。第一固体結合装置（５０）は、デジタルブックの中で、
一つ或は様々なプロセスを引き起こし、それによって、素人のページ操作を容易にする。
このことは、ユーザへの更なる煩わしさなしで、固体物体の内容が、要求された仕事を、
構成要素（５０’）を開いた形で設計された場所に導入することによって、実行する限り
において働く。
【００４４】
　例えば、ブック情報を持つメモリカードの内容は、ユーザによる付加的活動なしで、結
合の成功のあとで表示されるか、または、少なくとも、情報の第一アイテムが、ユーザ（
図２４）によって修正しうるニーズのみ利用できた後に表示される。それゆえ、必要な初
期化の要求は、結合固体物体の確認の後、デジタルブックによって提供される。このため
に、既に知られている、差し込むだけ即、使用できる技術（プラグアンドプレイ）は、固
体物体の確認を確かなものにすることに使用できる（この点に関して、図２２、図２３も
参照）。
【００４５】
　一つ或はそれ以上の固体要素の結合による簡単操作に関する付加的に便利な手段は、固
体要素が、ソフトウェア、ハードウェア構成要素を含むことにある。例えば、電気的手段
（集積回路、バッテリー、メモリ、ケーブルなしの情報伝送に関するトランスミッター・



(17) JP 5548105 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

レシーバー、等）は、いくつかの方法あるいはその他において、好ましくは、ユーザの更
なる面倒なしに、指向型情報に関する能力の領域を拡大している。この指向型情報は、固
体手段を通して、デジタルブックに入力され、そしてまた、電気的手段は、ユーザが実行
できない場合や、また、狭いキーボードのため、制限された領域においても、操作関数を
引き継ぐ。一つ或はそれ以上の固体物体の連結により、最小の技術知識でシンプルな操作
な操作に対して、更に便利な手段は、デジタルブックの自動的インストールとセッティン
グである。－このことは、固体メモリの連結によって、実行される－例えば、デジタルブ
ックの関数キーの固体メモリ（図２２）に蓄積された文書の最適操作及び対応する操作情
報に関するプログラミングによって、例えば、分離ディスプレイモードから結合ディスプ
レイモードへの有効な切替え、またその逆、を表示されるべき文書情報を持つ第一と第二
の固体メモリを自動的に結合分離することによって。
【００４６】
　デジタルブックは、ケーブルの接続による結合をデジタルブックの下側のたった一つの
インターフェイスを通して利用している。その結合部分は、二つあるいは、多重ディスプ
レイ部分の回転蝶番の中にあり、一つのディスプレイ部分は、握り手になっていて、例え
ば、ジャックプラグ（７０’）を受け取るように出来ている。このことは、インターフェ
イスの複雑でないものと出来、このジャックプラグの任意の長さに応じてセッティングに
必要な位置を合わせることができる。というのも、これらの導入は、デジタルブックの構
成上必要な厚みが障害にならないからである。デジタルブックは、たった一つのインター
フェイスから設計されている。それは、デジタルブックの電気的手段が、多くの様々な異
なった装置、手段、器具一式と有効に接続できるようにするためである。これらは、デー
タを伝送するための信号によって、例えば、双方向逐次方式で行われる。
【００４７】
　この目的の為に、ことなった周辺機器を結合することが可能であり、例えば、プリンタ
、電話、モデム、ＰＣ、ラップトップ、そして充電装置、これらは単に例として引用した
ものである。これをする為に、素人のユーザは、まさに、対応するケーブルコネクタを差
し込むことだけが必要であり、もし、この効果に対する備えがあれば、後は行動するのみ
である。このインターフェイスに関する別の機能は、ブックステーションの誘導供給ピン
の受け取り部分にある。ここでは、デジタルブックへのエネルギーや情報データの供給の
仕事を担い、デジタルブックの中、あるいは、ブックステーションの上で特別な設計がな
されている。この供給プラグは、同時に、二つの部分からなる本が閉じた状態、そしてあ
るいは、ハンドルの中に集積されたインターフェイスもつ開いた状態の片側の本として、
デジタルブックが直立出来るようにするための安定化ピン（図５／７）としての役割を果
たす。
【００４８】
　図１２．は、デジタルブックの外観の異なったモードを表現している。しかし、そこに
は制限はなく、一つの部分あるいは多重部分の形式において、いつも繋がっているかある
いは、ディスプレイ部分が連結している具体的な形が示されている。
【００４９】
　図１３．は、最適化に関して、例えば、いらいらする情報や技術的設計を、仕事を束に
し、小さな所に集中した同時入力の容易さを用いて、同時簡約し、これに沿った簡単な操
作は、この発明によるデジタルブックの潜在的部分的側面を表している。
【００５０】
　発明の決定的側面を表現している二つの部分的な領域１と２が示されているものである
。この領域は、お互いに関連し合っているが、しかしまた、お互いに分離した状態におい
ても重要な役割を果たす。具体的な形の基礎として、図１３の左側にある開いたデジタル
ブックは、カーソルによって表示された情報の操作を表している。図１３の領域１は、互
いに統合そしてまたは、分離したすべての部分的側面が、デジタルブックのシンプルな操
作を行うことにおいて、決定的な役割を果たしている。このことは、操作領域あるいは、
初期化された文書Ｄｏｃのキープログラミング６０ＴＰｒの可能性を通した損失操作と情



(18) JP 5548105 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

報操作の削減を含んでいる。この削減は、情報伝送固体メモリ５０の結合によって自動的
に実行される。
【００５１】
　側面１ｂは、入力の可能性の組み合わせによる損失操作及び情報操作の削減にある。例
えば、実操作構成要素６０は、仮想的操作要素６０’、６０’Ｖ、そしてまたは、音声入
力ＳＰＥ，更にまた、相互に結合出来るような実操作構成要素との組み合わせがある。そ
れによって、要求される操作構成要素の数もまた、削減することが可能である。
【００５２】
　具体的な形のイラスト化において、援用された三つのキー６０があり、それによって、
関数の複雑なものは、前文で指摘した方法によって、実行されることが可能である。
【００５３】
　操作関数の更なる最適化は、ディスプレイ手段を持っている握り手の指１ｂ、１、２、
３、４、５に操作構成要素を分配することにある。その結果、人差し指１、中指２、そし
て、薬指３が関数キーを操作する。最適化は考えうるほど速い操作を可能にする。そして
、小さな指は、ディスプレイ部分を固定する役割を担い、親指は、仮想の操作構成要素の
操作を、可能なら、音声や、実操作構成要素と組み合わせる、あるいは、単独で用いるこ
とによって、実行するために、自由に可動できる。すなわち入力構成要素６０’は、ディ
スプレイ領域上に表示される。この為に、実操作構成要素６０は、ディスプレイ領域の後
ろ側に好ましく配置される。
【００５４】
　さらに、操作関数１ｃの最適化は、場所ＦＢｈの操作構成要素ＡＢの圧縮された配置で
ある。このことは、ディスプレイを握っている間、前述した横の握り端の領域のある場所
でもって、指にによって操作することが出来る。その場所では、ディスプレイを握ってい
る手は、もっともしばしば位置するところにある。というのも、この場所は、ディスプレ
イ単体を持つための尤もバランスの取れた場所であり、左利き右利きの人が操作するため
に、尤も自然な場所だからである。
【００５５】
　付加的図式的な具体的な形を基礎として、そこには、開いたデジタルブックが、図１３
の右側に指向操作要素なしで示されている。図１３の場所２は、通常かまたは、お互いに
分離されている状態において、文書を読むことに関して、煩わしたりいらいらする要素を
取り除く役割を果たすものの全ての部分的側面を図示している。
【００５６】
　このことは、実操作要素６０を必要最小なものに縮小すること、そしてまた、操作構成
要素６０ｈを、例えば、ディスプレイ側から離れているディスプレイ単体２ｂのある側へ
隠すことを含んでいる。図２ｂは、仮想の操作構成要素の隠された配置を図示している。
すなわち、ディスプレイ領域を通して操作される関数構成要素６０’は、必要な場合にの
み、お互いに結合したあるいは、分離した形において、目に見えるようにされる。その結
果、例えば、メニューを確認するための第一の関数的情報がない。この事は、便利であり
また、まさにディスプレイ領域に関して、第一の入力の可能性６０’ＥＦの位置が、便利
に利用出来る関数は何であるかの方向性を与える。好ましくは、ディスプレイ領域のコー
ナー６０’ＥＦあるいは、真ん中（図はない）の中心側は、オリエンテーションの役割を
果たす。
【００５７】
　さらに、図２ｂは、活動防御区域６０ＥＳを示しており、ここでは、表示されたあるい
は、表示されていない握り端の領域にある関数６０’の不注意による活動を避けている。
この為、音声、実操作構成要素６０’、６０あるいは、異なったディスプレイ上の位置、
例えば、コーナー６０ＭＳＦ、からの入力は、関数が実行されうるようにするために、入
力保護をなくすことに役立たされる。厄介な構成要素２ｃの縮小の更なる可能性は、すで
に利用出来る操作的そして関数的情報にそれぞれあり、それらは、表示された文書のいら
いらを避ける為に、表示された文書６０ＦＲの端あるいは、側面枠の中に位置している。
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これは、本の端、あるいは、写真の飾り台紙に類似している。
【００５８】
　背面あるいは、横に組み合わされたキーは、三つ以上に分けるべきではない。特別な場
所に集中している操作は、仕事とそれに付随した関数の複雑性のよりよい分配を提供して
いる。その分配は、ディスプレイ単体を持ったり運んだりする間、落ち着きと尤もリラッ
クスした状態が考慮されている。
【００５９】
　図１４．は、折れ曲がって開いている二つの部分からなるデジタルブックの例として、
しかしそれには制限がない、操作情報の供給を示しており、さらに、ディスプレイ領域か
ら離れて位置している構成要素の操作によって、あるいは、敏感な入力領域を通した入力
によって、操作される操作を示している。勿論、第一の関数情報や、敏感な入力領域を通
した操作に関しても示されている。
【００６０】
　図１５．は、デジタルブックの操作構成要素の最小配置の機能的な可能性を示している
。この発明には、第一のタスクを実行するための第一の関数があり、例えば、ディスプレ
イ領域上での選択情報の供給の利用と自動あるいはソフトウェア制御による操作構成要素
の再プログラミング、この第一操作の後、第二のタスクを実行するために、例えば、選択
あるいは、選択関数の起動または供給の停止などがある。
【００６１】
　図１６．は、デジタルブックの入力領域の一般的な組合わせの可能性を示している。例
として、三つの実構成要素と、第一の関数と操作を組み合わせることによって可能な付加
的第一の関数の対するそれらのプログラミングを使用している。勿論、第二操作ステップ
の中で、第二タスクを実行するために、第一操作ステップを通した、操作構成要素の自動
的にソフトウェアで制御された再プログラミングも、この例に含まれる。
【００６２】
　図１７．は、デジタルブックの一つの、そして二つの部分からなるディスプレイの例を
表している。デジタルブックの三つの構成要素のプログラミングが示されており、構成要
素は、デジタルブックの後ろ側に、好ましく配置されていて、そこでの操作は実操作要素
のみを通して成される。
【００６３】
　図１８．は、ディスプレイ領域（タッチスクリーン）通して付加的入力の可能性を持っ
た一つ、そして二つのディスプレイ部分を例として、デジタルブックに関する三つの操作
構成要素のプログラミングを示している。構成要素は、本の後ろ側に好ましく配置されて
おり、その次の更なる情報処理あるいは、感度ディスプレイ領域を通しての操作の可能性
のために、そこにおいて、第一関数に関する実操作構成要素が操作情報の供給をディスプ
レイ領域において実現する。
【００６４】
　図１９．は、一つと二つの部分からなるディスプレイの例であり、デジタルブックの三
つの構成要素のプログラミングを示している。構成要素は、頻繁に使用する決まりきった
操作に対して速い関数操作構成要素として、後ろ側に好ましく配置されており、例として
は、単純操作の第一関数が、操作する要素を考える。例えば、本の文書の中でページを動
かすことや、ディスプレイ領域を通して、それほどしばしば必要でない関数機能に関して
、これらの関数をディスプレイ領域のタッチで利用できるようにしたり、プログラムした
りする、例えば、連結した本の文書の初期化によって、といった例がある。
【００６５】
　図２０．は、コーナー関数と横の端の中央にある関数の例として、図１９の具体的な形
を示している。ディスプレイ単体の握り端の領域において、横の端での操作は、文書の端
そしてまたは枠の中で実現される。
【００６６】
　というのも表示された文書にいらいらあるいは煩わされたりしない為である。
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【００６７】
　図２１．は、ディスプレイ領域に表示される二つのコーナー関数の例として、図１９の
具体的な形を示している。その中では、握り端の領域にある横の端での操作は、文書の端
または枠を加えた中に実現される。というのも、表示された文書にいらいらさせられたり
煩わされたりしない為である。
【００６８】
　図２２．は、この発明の片側の具体的な形の例として、自動的そしてソフトウェアで制
御された操作構成要素のプログラミング及び、連結記憶媒体あるいは初期化された文書に
よる表示された操作情報の中で、結果として起こる変化を示している。
【００６９】
　図２３．は、この発明の二つの部分の具体的な形の例として、組み合わされたディスプ
レイ操作モードから、デジタルブックと第二のブック文書の結合の間において、ディスプ
レイ領域上の文書の表示に対応して分離されたディスプレイモードへ、自動的に切りかえ
ることを示している。
【００７０】
　図２４．は、デジタルブックの二つの部分の具体的な形の例として、インストールの試
み、そしてまたは、固体メモリの中身の表示は勿論のこととして、固体メモリの結合を伴
なったデジタルブックの起動と抑制プロセスを表している。これらのことは、固体要素と
呼ばれる結合によって自動的にもたらされる。
【００７１】
　図２５．は、この発明によるデジタルブックの二つの部分の具体的な形の例として、異
なった外部の器具一式あるいは、手段の結合の可能性を、多重機能のインターフェイスを
通して示している。多重機能のインターフェイスは、デジタルブックの底面に配置され、
ケーブルコネクタそしてまたは、供給台のケーブルコネクタに対するインターフェイスと
して設計されている。
【００７２】
　図２６．は、異なったハードウェア部分を取り付けたり移したりすることにより、ハー
ドウェアの結合と分解の典型的な方法を示している。このことは、二つの部分からなるデ
ジタルブックの回転蝶番は、この二つの部分の取り外し部分上にある。また、この二つの
部分は、電子機器が搭載された握り手部分となっている。
【００７３】
　図２６a．は、片側の出発基点の例として、図２６で述べた様な典型的な握り手ハンド
ルの結合を示している。また、図の中で機能的に示されている任意の素材のブックカバー
との連結や、ラップトップキーボードやカードステーションの連結も示されている。
【００７４】
　図２７．は、この発明の人間工学的デザインを示している。そのデザインは、コンパク
トに構成されており、単体としても多体部分からなるデジタルブックとしても改良型され
た所有性と操作性をもっている。
【００７５】
　図２８．は、ディスプレイ部分の例として、デジタルブックの流動性、そしてまた、少
なくとも、本体あるいはディスプレイ領域を構成しているケース部分の流動的デザインを
示している。ここでは、例えば、発泡材料のケースで電子器材を包み込むことによって、
圧力調整され敏感に反応するデザインの可能性の例が示されている。
【００７６】
　図２９．は、発明による流動的デジタルブックのディスプレイ部分を例として、示して
いる。そしてまた、ディスプレイ領域とケースの流動的デザインも示されている。ここで
は、例として、少なくとも、部分的に流動的なデザインになる可能性をディスプレイ部分
を強化（例えば、両サイドがケース枠に入っているポリマーディスプレイなど）すること
によって示されている。
【００７７】
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　図３０．は、操作可能性を伴なった一つまたは二つのディスプレイ部分の例として、デ
ジタルブックの様々な流動性を示している。そこにおいて、例として、一つあるいは様々
なポリマーディスプレイが、部分的に透明なプラスチックあるいは、プラスチックに類似
した材料で強化形成されている。
【００７８】
　既に先述したように、第二番目の部分２、あるいは、２番目の部分２a、２bは、電気的
に機械的に主要部１から切り離しが可能であるように設計されている。その結果、主要部
は、単独で使用できる。少なくとも一つの操作単体６は、操作要素として、指向性キー、
関数キーを持ち、これらは、個々にあるいは、組み合わせることによって、様々な関数と
して操作することが出来る。
【００７９】
　ディスプレイ単体Ｄは、電力供給の状態を表す機能を主要部分１の画面上に持ち得る。
【００８０】
　ディスプレイ単体Ｄの画面３または画面３，４は、流動的であり、この画面はまた、ケ
ースとしての役割も持っている。その結果、デジタルブックは、例えば、ジャケットの内
ポケットの中にあるノートブックの様に持ち運びが出来る。
【００８１】
　画面３または画面３，４は、適合的な背景図式のシステムを持っている。背景図式は勿
論のこと、画面３または画面３，４上のディスプレイは、ケースが折り曲げられて開閉さ
れる時に、自動的にスイッチが入切する様に設計されている。
【００８２】
　画面ペン１５を受ける為、あるいは、操作、記述、作図、処理道具として使用するため
のケースは、受け取り手段（図はない）である。
【００８３】
　今まで述べてきた典型的な特徴について考えてほしい。
【００８４】
　この発明は、具体的に述べられたことに制限されたものではない。かなり熟達した人は
、様々な具体的な形の変形を実行することが出来る。
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