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(57)【要約】
【課題】情報出力装置において、広告等の情報を出力し
ながら当該出力中の情報に関する付加的な情報を発信す
る。
【解決手段】広告情報としてのコンテンツ（ｉｍ，ｍｏ
）と当該広告情報に応じたサービス情報としてのコンテ
ンツ情報（Ｓｉ）を含むコンテンツを、クラウドサーバ
４０からダウンロードして取得し、当該ダウンロードさ
れた広告情報（コンテンツ（ｉｍ，ｍｏ））を投影パネ
ル１１に投影・表示して装置本体に近寄ったユーザに知
らせることができるのと共に、当該表示中の広告情報に
応じたクーポン等取得のためのサービス情報（コンテン
ツ情報（Ｓｉ））を近距離無線通信信号Ｂｔによって発
信（ブロードキャスト）し前記ユーザの通信端末３０へ
提供できる。
【選択図】　　　図１



(2) JP 2016-173670 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを出力するコンテンツ出力手段と、
　前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテンツに関する情報をブロードキャ
ストするブロードキャスト手段と、
を備えたことを特徴とする情報出力装置。
【請求項２】
　出力対象のコンテンツと当該コンテンツに関する情報を取得する情報取得手段と、
を備え、
　前記コンテンツ出力手段は、前記情報取得手段により取得されたコンテンツを出力し、
　前記ブロードキャスト手段は、前記情報取得手段により取得された情報であって、前記
コンテンツ出力手段により出力されているコンテンツに関する情報をブロードキャストす
る、
ことを特徴とする請求項１に記載の情報出力装置。
【請求項３】
　前記情報取得手段は、出力対象のコンテンツと当該コンテンツに関する情報を複数組み
取得し、
　前記コンテンツ出力手段は、前記情報取得手段により取得された複数のコンテンツを切
り替えながら出力する切り替え出力手段を有し、
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツが前記切り替え出力手段により切り替えられた場合に、当該切り替えられたコンテンツ
に関する情報に切り替えてブロードキャストする、
ことを特徴とする請求項２に記載の情報出力装置。
【請求項４】
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツに関する情報を、近距離無線信号にして発信するビーコン発信手段である、ことを特徴
とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の情報出力装置。
【請求項５】
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツに関する情報を、超音波信号にして発信する超音波発信手段である、ことを特徴とする
請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の情報出力装置。
【請求項６】
　前記コンテンツは広告情報であり、前記コンテンツに関する情報は当該広告情報に関す
るサービス情報である、ことを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れか１項に記載の
情報出力装置。
【請求項７】
　表示部と発信部を備えた電子機器を制御して情報を出力するための情報出力方法であっ
て、
　コンテンツを前記表示部に表示させ、
　前記表示部に表示されているコンテンツに関する情報を前記発信部によりブロードキャ
ストする、
ことからなる情報出力方法。
【請求項８】
　表示部と発信部を備えた電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであって
、
　コンテンツを前記表示部に表示させるコンテンツ表示手段、
　前記コンテンツ表示手段により表示されているコンテンツに関する情報を前記発信部に
よりブロードキャストするブロードキャスト手段、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報出力装置、情報出力方法、およびその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種の専門店や大型店舗の店頭において、販売対象となる商品の広告を、映像・音声の
モニタによってそこを訪れる顧客向けに自動再生することが広く一般に行われている。
【０００３】
　一方、店舗の会員カード等を顧客に持たせ、当該会員カード等によって識別される顧客
の来店回数が、予め段階的に設定された所定回数に達した場合には、その来店回数に応じ
たサービス内容のクーポンを出力する情報処理装置が考えられている（例えば、特許文献
１参照。）。
【０００４】
　また、商業施設内の複数の場所に、Bluetooth（登録商標）等の近距離無線通信を利用
したビーコン機器を設置し、各場所に応じたサービス情報をその場所に来たユーザの通信
端末を対象に固定的に発信することが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－５２８１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来、広告等の自動再生とサービス情報をユーザ向けに発信することとは別々に行われ
ており、ユーザが広告等の情報を見ながら当該情報に関する付加的なサービス情報をその
場で受信して取得することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、出力中の情報に関する付加的な情報
を発信することが可能になる情報出力装置、情報出力方法、およびその制御プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る情報出力装置は、コンテンツを出力するコンテンツ出力手段と、前記コン
テンツ出力手段により出力されているコンテンツに関する情報をブロードキャストするブ
ロードキャスト手段と、を備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、出力中の情報に関する付加的な情報を発信することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の情報出力装置の実施形態に係る電子公告システムの全体構成を示す図。
【図２】前記電子公告システムにおける広告情報出力装置１０の電子回路の構成を示すブ
ロック図。
【図３】前記広告情報出力装置１０のワークメモリ２４におけるＦＬＡＳＨ　ＲＡＭ２４
ａとＲＡＭ２４ｂとの間でのデータ構造の一例を示す図。
【図４】前記広告情報出力装置１０による情報出力処理を示すフローチャート。
【図５】前記電子公告システムの通信端末３０による通信端末処理を示すフローチャート
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の情報出力装置の実施形態に係る電子公告システムの全体構成を示す図
である。
【００１３】
　この電子公告システムは、例えば商業施設の店頭に設置される広告情報出力装置１０と
、この広告情報出力装置１０からBluetooth等の近距離無線通信信号Ｂｔによって発信の
対象とするユーザの通信端末３０と、前記広告情報出力装置１０と前記通信端末３０のそ
れぞれに公共の通信ネットワークＮを介して相互に通信可能なクラウドサーバ４０とを備
えて構成される。
【００１４】
　前記広告情報出力装置１０は、例えば当該広告情報出力装置１０の設置者からの依頼に
より前記クラウドサーバ４０により生成されて配信された広告情報のコンテンツを再生す
ると共に、当該再生中のコンテンツ（広告情報）に応じたクーポン等取得用のコンテンツ
情報（サービス情報）を前記近距離無線通信信号Ｂｔによって発信（ブロードキャスト）
する。
【００１５】
　前記通信端末３０は、例えば携帯電話やＰＤＡ(Personal Digital Assistants)であっ
て、前記広告情報出力装置１０から発信されているサービス情報（ＵＲＬ／ＩＤ等）を受
信すると共に、当該受信したサービス情報に従って前記クラウドサーバ４０の該当するＷ
ｅｂサイトにアクセスし、クーポン等のサービスコンテンツを受信する。なお、前記通信
端末３０には、前記サービス情報（ＵＲＬ／ＩＤ等）に従って該当するＷｅｂサイトにア
クセスするためのアプリケーションプログラムを、例えば当該Ｗｅｂサイトから予めダウ
ンロードしてインストールしておく。
【００１６】
　前記広告情報出力装置１０は、装置本体の上部に、短焦点型のプロジェクタ（図示せず
）により背面から画像が投影されて表示される投影パネル１１を備え、この投影パネル１
１には、例えば広告モデルを含む広告画像１２が投影されて表示される。
【００１７】
　また、装置本体の前面上部には、メニュー選択ボタン１３ａ～１３ｄが、前記投影パネ
ル１１の下部に沿って表示される広告コンテンツの選択メニュー１４ａ～１４ｄの位置に
対応して設けられる。
【００１８】
　また、装置本体の前面下部には、近距離無線通信部（ビーコン）１５、人感センサ１６
が設けられ、当該近距離無線通信部（ビーコン）１５により前記近距離無線通信信号Ｂｔ
が発信される。
【００１９】
　前記人感センサ１６は、装置本体の前方に接近した人物を検出するもので、この人感セ
ンサ１６により人物の接近が検出されることに応じて、前記投影パネル１１に対する広告
画像１２の表示動作と前記近距離無線通信部１５からのサービス情報の発信動作が開始さ
れる。
【００２０】
　近距離無線通信部１５は、例えば、Bluetooth Low Energy(登録商標)の通信規格に従い
、アドバタイズ（ビーコン）によって、再生しているコンテンツの付加情報をブロードキ
ャストする。
　なお、前記近距離無線通信部１５は、装置本体と信号ケーブルを介して接続される別体
のものとして構成してもよい。
【００２１】
　そして、前記装置本体の前面パネルには、液晶表示部１７、ＮＦＣ(Near Field Commun
ication)リーダ／ライタ１８も設けられる。
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【００２２】
　図２は、前記電子公告システムにおける広告情報出力装置１０の電子回路の構成を示す
ブロック図である。
【００２３】
　この広告情報出力装置１０の電子回路は、コンピュータであるＣＰＵ２１を備え、当該
ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に予め記憶された装置制御プログラム、あるいは通信ネットワ
ークＮ上のプログラムサーバ（図示せず）からネットワーク通信部２５を介してダウンロ
ードされた装置制御プログラム、あるいは外部メモリ接続部２３を介してメモリカード（
図示せず）から読み込まれた装置制御プログラムに従い回路各部の動作を制御する。
【００２４】
　前記ＣＰＵ２１には、前記メニュー選択ボタン１３ａ～１３ｄを含む操作ボタン１３、
前記近距離無線通信部１５、前記人感センサ１６、前記投影パネル１１による投影表示部
（プロジェクタ）および前記液晶表示部１７を含む表示出力部２６、前記ＮＦＣリーダ／
ライタ１８、前記ＲＯＭ２２、前記外部メモリ接続部２３、前記ネットワーク通信部２５
が接続される他に、ＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ２４ａおよびＲＡＭ２４ｂを備えたワークメモリ
２４、スピーカ２７が接続される。　
【００２５】
　図３は、前記広告情報出力装置１０のワークメモリ２４におけるＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ２
４ａとＲＡＭ２４ｂとの間でのデータ構造の一例を示す図である。
【００２６】
　本実施形態の広告情報出力装置１０により出力される広告情報のコンテンツは、前記ク
ラウドサーバ４０により生成されてダウンロードされ、外部メモリ接続部２３を介して一
旦外部のメモリカード（図示せず）に保存される。
【００２７】
　そして、前記メモリカードに保存されたコンテンツ群は、図３（Ａ）に示すように、前
記ワークメモリ２４内のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ２４ａに書き出され、後述の情報出力処理に
伴いその個々のコンテンツが、図３（Ｂ）に示すように、順番にＲＡＭ２４ｂに読み出さ
れて再生される。
【００２８】
　前記コンテンツ群に含まれる各コンテンツ（Ｎ，Ｎ＋１，…）には、以下のように、例
えば４種類のコンテンツが含まれる。
【００２９】
　<content’s info>ｉ:コンテンツの情報（コンテンツ名・再生スケジュール等）
　<content’s image>ｉｍ:コンテンツ表示用の静止画画像
　<content’s movie>ｍｏ：コンテンツの再生動画
　<content’s send info>ｓｉ：コンテンツに応じた発信情報（ＵＲＬ／ＩＤ等）
　なお、前記クラウドサーバ４０により生成された広告情報のコンテンツは、外部ＰＣに
ダウンロードして前記メモリカードに保存してもよい。
【００３０】
　このように構成された広告情報出力装置１０は、前記ＣＰＵ２１がプログラムに記述さ
れた命令に従い回路各部の動作を制御し、ソフトウエアとハードウエアとが協働して動作
することにより、以下の動作説明で述べる情報出力機能を実現する。
【００３１】
　次に、前記構成の電子公告システムの動作について説明する。
【００３２】
　図４は、前記広告情報出力装置１０による情報出力処理を示すフローチャートである。
【００３３】
　先ず、前記広告情報出力装置１０の設置者からの依頼に応じてクラウドサーバ４０によ
り生成されたコンテンツ（ｉ，ｉｍ，ｍｏ，ｓｉ）がネットワーク通信部２５を介して複
数組みダウンロードされ、外部メモリ接続部２３に接続されたメモリカードに保存される
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（ステップＳ１）。
【００３４】
　前記メモリカードに保存されたコンテンツ群は、図３（Ａ）で示したように、ワークメ
モリ２４のＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ２４ａに書き出される（ステップＳ２）。
【００３５】
　前記ＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ２４ａに書き込まれたコンテンツ群は、図３（Ｂ）で示したよ
うに、個々のコンテンツ毎（Ｎ，Ｎ＋１，…）にＲＡＭ２４ｂに読み出される（ステップ
Ｓ３）。
【００３６】
　すると、前記ＲＡＭ２４ｂに読み出されたコンテンツ（ｉ，ｉｍ，ｍｏ，ｓｉ）のうち
、<content’s image>（静止画画像）ｉｍと<content’s movie>（動画）ｍｏが、<conte
nt’s info>（再生スケジュール）ｉに従い広告情報として再生され、投影パネル１１に
投影・表示される（ステップＳ４）。
【００３７】
　また、前記ＲＡＭ２４ｂに読み出されたコンテンツ（ｉ，ｉｍ，ｍｏ，ｓｉ）のうち、
<content’s send info>（ＵＲＬ／ＩＤ等）ｓｉが、サービス情報として近距離無線通信
部１５から一定時間間隔で繰り返し発信（ブロードキャスト）される（ステップＳ５）。
【００３８】
　前記コンテンツ再生処理（ステップＳ４）とコンテンツ情報発信処理（ステップＳ５）
は、前記<content’s info>（再生スケジュール）ｉに記述された連続再生時間または連
続再生回数に応じて繰り返し実行される（ステップＳ６（Ｎｏ）→Ｓ７（Ｎｏ）→Ｓ４，
Ｓ５）。
【００３９】
　そして、前記コンテンツ再生処理（ステップＳ４）とコンテンツ情報発信処理（ステッ
プＳ５）の繰り返しが前記連続再生時間または連続再生回数に達したことでコンテンツの
切り替えが発生したと判断されると（ステップＳ６（Ｙｅｓ））、前記ＦＬＡＳＨ　ＲＯ
Ｍ２４ａに書き込まれたコンテンツ群から、次のコンテンツがＲＡＭ２４ｂに読み出され
る（ステップＳ３）。
【００４０】
　すると、前記同様に、前記ＲＡＭ２４ｂに読み出された次のコンテンツの<content’s 
image>（静止画画像）ｉｍと<content’s movie>（動画）ｍｏが、<content’s info>（
再生スケジュール）ｉに従い広告情報として再生され、投影パネル１１に投影・表示され
る（ステップＳ４）と共に、<content’s send info>（ＵＲＬ／ＩＤ等）ｓｉが、サービ
ス情報として近距離無線通信部１５から一定時間間隔で繰り返し発信（ブロードキャスト
）される（ステップＳ５）。
【００４１】
　この後、前記人感センサ１６により装置本体近くの人物が検出されなくなるか、あるい
は本装置１０の設置者の操作に応じて停止が指示されたと判断されると（ステップＳ７（
Ｙｅｓ））、前記一連の情報出力処理が終了される。
【００４２】
　図５は、前記電子公告システムの通信端末３０による通信端末処理を示すフローチャー
トである。
【００４３】
　通信端末３０は、先ず、ユーザ操作に応じて、前記広告情報出力装置１０の再生対象と
なるコンテンツ（広告情報）の生成元であるクラウドサーバ４０のＷｅｂサイトにアクセ
スし、当該サイトのサービスを受けるためのアプリケーションプログラムをインストール
する（ステップＴ１）。
【００４４】
　この後、前記通信端末３０を持ったユーザが前記広告情報出力装置１０に近寄ってそこ
に再生されているコンテンツ（広告情報）を見ることに伴い、当該広告情報出力装置１０
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からの近距離無線通信信号Ｂｔにより発信されているコンテンツ情報<content’s send i
nfo>（ＵＲＬ／ＩＤ等）ｓｉが受信されると（ステップＴ２（Ｙｅｓ））、受信されたコ
ンテンツ情報（ＵＲＬ／ＩＤ等）ｓｉに応じて前記クラウドサーバ４０の該当するＷｅｂ
サイトにアクセスされる（ステップＴ３）。
【００４５】
　そして、前記アクセスされた前記クラウドサーバ４０のＷｅｂサイトからクーポン等の
サービス情報が受信されると（ステップＴ４（Ｙｅｓ））、当該サービス情報が表示部等
に出力されて表示され、前記広告情報出力装置１０で再生された広告情報のコンテンツに
関係するサービスが受けられる（ステップＴ５）。
【００４６】
　したがって、前記構成の電子公告システムの広告情報出力装置１０によれば、広告情報
としてのコンテンツ（ｉｍ，ｍｏ）と当該広告情報に応じたサービス情報としてのコンテ
ンツ情報（Ｓｉ）を含むコンテンツを、クラウドサーバ４０からダウンロードして取得し
、当該ダウンロードされた広告情報（コンテンツ（ｉｍ，ｍｏ））を投影パネル１１に投
影・表示して装置本体に近寄ったユーザに知らせることができるのと共に、当該表示中の
広告情報に応じたクーポン等取得のためのサービス情報（コンテンツ情報（Ｓｉ））を近
距離無線通信信号Ｂｔによって発信（ブロードキャスト）し前記ユーザの通信端末３０へ
提供できる。
【００４７】
　これにより、ユーザが広告等の情報を見ながら当該情報に関する付加的なサービス情報
をその場で受信して取得することができる。
【００４８】
　また、前記構成の電子公告システムの広告情報出力装置１０によれば、前記クラウドサ
ーバ４０から、複数の広告情報（コンテンツ（ｉｍ，ｍｏ））と当該各広告情報（コンテ
ンツ（ｉｍ，ｍｏ））に対応するサービス情報（コンテンツ情報（Ｓｉ））とをダウンロ
ードして取得し、前記投影パネル１１に順番に投影・表示される広告情報（コンテンツ（
ｉｍ，ｍｏ））が切り替わった際には、当該切り替わった広告情報に応じて該当するサー
ビス情報が発信（ブロードキャスト）される。
【００４９】
　これにより、複数種類の広告等の情報に応じた複数種類のクーポン等のサービス情報を
ユーザに効果的に提供できる。
【００５０】
　なお、前記実施形態の広告情報出力装置１０では、投影パネル１１に投影・表示される
広告情報（コンテンツ（ｉｍ，ｍｏ））に応じたサービス情報（コンテンツ情報（Ｓｉ）
）を、Bluetoothを使用した近距離無線通信部１５によって発信（ブロードキャスト）す
る構成としたが、スピーカ２７から出力する超音波信号によって発信する構成としてよい
。
【００５１】
　前記各実施形態において記載した電子公告システムによる各処理の手法、すなわち、図
４のフローチャートに示す広告情報出力装置１０による情報出力処理、図５のフローチャ
ートに示す通信端末３０による通信端末処理等の各手法は、何れもコンピュータに実行さ
せることができるプログラムとして、メモリカード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等）、
磁気ディスク（フロッピ（登録商標）ディスク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の外部記録装置の媒体に格納して配布することが
できる。そして、表示装置（１１）と通信装置（１５）を備えた電子機器のコンピュータ
（ＣＰＵ）は、この外部記憶装置の媒体に記憶されたプログラムを記憶装置に読み込み、
この読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、前記実施形態において
説明した情報出力機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することができる
。
【００５２】
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　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
して通信ネットワークＮ上を伝送させることができ、この通信ネットワークＮに接続され
たコンピュータ装置（プログラムサーバ）から前記プログラムのデータを表示装置（１１
）と通信装置（１５）を備えた電子機器に取り込んで記憶装置に記憶させ、前述した情報
出力機能を実現することもできる。
【００５３】
　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。
【００５４】
　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。
【００５５】
　　［１］
　コンテンツを出力するコンテンツ出力手段と、
　前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテンツに関する情報をブロードキャ
ストするブロードキャスト手段と、
を備えたことを特徴とする情報出力装置。
【００５６】
　　［２］
　出力対象のコンテンツと当該コンテンツに関する情報を取得する情報取得手段と、
を備え、
　前記コンテンツ出力手段は、前記情報取得手段により取得されたコンテンツを出力し、
　前記ブロードキャスト手段は、前記情報取得手段により取得された情報であって、前記
コンテンツ出力手段により出力されているコンテンツに関する情報をブロードキャストす
る、
ことを特徴とする請求項１に記載の情報出力装置。
【００５７】
　　［３］
　前記情報取得手段は、出力対象のコンテンツと当該コンテンツに関する情報を複数組み
取得し、
　前記コンテンツ出力手段は、前記情報取得手段により取得された複数のコンテンツを切
り替えながら出力する切り替え出力手段を有し、
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツが前記切り替え出力手段により切り替えられた場合に、当該切り替えられたコンテンツ
に関する情報に切り替えてブロードキャストする、
ことを特徴とする［２］に記載の情報出力装置。
【００５８】
　　［４］
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツに関する情報を、近距離無線信号にして発信するビーコン発信手段である、ことを特徴
とする［１］ないし［３］の何れかに記載の情報出力装置。
【００５９】
　　［５］
　前記ブロードキャスト手段は、前記コンテンツ出力手段により出力されているコンテン
ツに関する情報を、超音波信号にして発信する超音波発信手段である、ことを特徴とする
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【００６０】
　　［６］
　前記コンテンツは広告情報であり、前記コンテンツに関する情報は当該広告情報に関す
るサービス情報である、ことを特徴とする［１］ないし［５］の何れかに記載の情報出力
装置。
【００６１】
　　［７］
　表示部と発信部を備えた電子機器を制御して情報を出力するための情報出力方法であっ
て、
　コンテンツを前記表示部に表示させ、
　前記表示部に表示されているコンテンツに関する情報を前記発信部によりブロードキャ
ストする、
ことからなる情報出力方法。
【００６２】
　　［８］
　表示部と発信部を備えた電子機器のコンピュータを制御するためのプログラムであって
、
　コンテンツを前記表示部に表示させるコンテンツ表示手段、
　前記コンテンツ表示手段により表示されているコンテンツに関する情報を前記発信部に
よりブロードキャストするブロードキャスト手段、
として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　…広告情報出力装置
　１１　…投影パネル
　１２　…広告画像
　１５　…近距離無線通信部
　１６　…人感センサ
　２１　…ＣＰＵ
　２２　…ＲＯＭ
　２３　…外部メモリ接続部
　２４　…ワークメモリ
　２４ａ…ＦＬＡＳＨ　ＲＯＭ
　２４ｂ…ＲＡＭ
　２５　…ネットワーク通信部
　２６　…表示出力部
　２７　…スピーカ
　３０　…通信端末
　４０　…クラウドサーバ
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