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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ペーパーと、この電子ペーパーが着脱自在に装着されるペーパー装着部とを有する
電子ペーパー記録装置であって、
　前記電子ペーパーは、
　当該電子ペーパー面を不揮発性の表示画面とする不揮発性表示手段と、
　前記電子ペーパー装着部との間で信号を送受信する通信手段と、
　当該電子ペーパーの表面上に他の電子ペーパーが重ねられているか否かを検出する重な
り検出手段と、を備え、
　前記ペーパー装着部は、
　前記電子ペーパーを装着した際にその下敷きとなる下敷き構造と、
　前記電子ペーパーとの間で信号を送受信する通信手段と、
　前記電子ペーパーの重なり検出手段から通信手段を介して受信される重なり検出信号に
基づき重なり無しの電子ペーパーを有効な電子ペーパーとして判別する有効ペーパー判別
手段と、
　前記下敷き構造部に載せて装着した前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ操作位
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前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ操
作位置に応じたデータを、前記有効ペーパー判別手段により有効判別された電子ペーパー
へ前記通信手段を介して送信し、当該電子ペーパーの不揮発性表示手段により表示させる
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表示制御手段と、を備えた、
ことを特徴とする電子ペーパー記録装置。
【請求項２】
　さらに、
　電子ペンを備え、
　前記ペーパー装着部の操作位置検出手段は、前記電子ペーパーの表示画面に対する前記
電子ペンによるユーザ操作位置を検出する、
ことを特徴とする請求項１に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項３】
　前記電子ペーパーは、さらに、前記ペーパー装着部における下敷き構造部の下敷き面に
対応して装着された状態であることを当該ペーパー装着部へ通知する装着状態通知手段を
備え、
　前記ペーパー装着部の有効ペーパー判別手段は、前記電子ペーパーの重なり検出手段か
ら通信手段を介して受信される重なり検出信号および前記装着状態通知手段により通知さ
れる下敷き構造部での装着状態に基づき重なり無しで下敷き面に対応して装着された電子
ペーパーを有効な電子ペーパーとして判別する、
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項４】
　前記電子ペーパーは、さらに、当該電子ペーパーのサイズ情報を記憶するペーパーサイ
ズ記憶手段を備え、
　前記ペーパー装着部の有効ペーパー判別手段は、前記電子ペーパーの重なり検出手段か
ら通信手段を介して受信される重なり検出信号および前記装着状態通知手段により通知さ
れる下敷き構造部での装着状態および前記ペーパーサイズ記憶手段から通信手段を介して
読み出されるペーパーサイズ情報に基づき重なり無しで下敷き面に対応して装着された最
小サイズの電子ペーパーを有効な電子ペーパーとして判別する、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項５】
　前記ペーパー装着部は、さらに、電源手段と、この電源手段により出力される電力を無
線により前記電子ペーパーへ供給する電源供給手段とを備え、
　前記電子ペーパーは、さらに、前記ペーパー装着部の電源供給手段により無線により供
給される電力を無線により受給する電源受給手段を備えた、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項６】
　前記電子ペーパーは、さらに、当該電子ペーパーの識別子を記憶するペーパー識別子記
憶手段を備え、
　前記ペーパー装着部は、さらに、前記電子ペーパーのペーパー識別子記憶手段から通信
手段を介して読み出される電子ペーパーの識別子に応じて当該ペーパー装着部に装着され
た複数の電子ペーパーそれぞれを識別する電子ペーパー識別手段を備えた、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項５の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項７】
　前記ペーパー装着部の通信手段は、前記電子ペーパーの綴じ込み部に対応して設けられ
電磁誘導により信号を送受信するための磁気コアを有し、
　前記電子ペーパーの通信手段は、前記ペーパー装着部の通信手段が有する磁気コアの位
置に対応して設けられた磁気コアと、この磁気コアを囲んで設けられ電磁誘導により信号
を送受信するための平面環状コイルとを有する、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項６の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項８】
　前記ペーパー装着部の電源供給手段は、前記電子ペーパーの綴じ込み部に対応して設け
られ、前記電源手段により出力される電源電圧信号を電磁誘導により前記電子ペーパーへ
供給するための磁気コアを有し、
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　前記電子ペーパーの電源受給手段は、前記ペーパー装着部の電源供給手段が有する磁気
コアの位置に対応して設けられた磁気コアと、この磁気コアを囲んで設けられ電磁誘導に
より供給される電源電圧信号を受給するための平面環状コイルとを有する、
ことを特徴とする請求項５に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項９】
　前記ペーパー装着部の通信手段は、前記電子ペーパーの綴じ込み用の孔に対応して設け
られ電磁誘導により信号を送受信するための凸型磁気コアを有し、
　前記電子ペーパーの通信手段は、前記ペーパー装着部の通信手段が有する凸型磁気コア
の凸状部が挿通される綴じ込み用の孔を囲んで設けられ電磁誘導により信号を送受信する
ための平面環状コイルを有する、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項８の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項１０】
　前記ペーパー装着部の電源供給手段は、前記電子ペーパーの綴じ込み用の孔に対応して
設けられ、前記電源手段により出力される電源電圧信号を電磁誘導により前記電子ペーパ
ーへ供給するための凸型磁気コアを有し、
　前記電子ペーパーの電源受給手段は、前記ペーパー装着部の電源供給手段が有する凸型
磁気コアの凸状部が挿通される綴じ込み用の孔を囲んで設けられ電磁誘導により供給され
る電源電圧信号を受給するための平面環状コイルを有する、
ことを特徴とする請求項５に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項１１】
　前記電子ペーパーは、さらに、前記ペーパー装着部に対する装着位置を当該ペーパー装
着部へ通知する装着位置通知手段を備え、
　前記ペーパー装着部は、さらに、前記操作位置検出手段により検出された前記電子ペー
パーの表示画面に対するユーザ操作位置を前記電子ペーパーの前記装着位置通知手段によ
り通知される装着位置に応じて補正する位置補正手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記位置補正手段により補正された後の前記電子ペーパーの表示
画面に対するユーザ操作位置に応じたデータを前記通信手段を介して前記電子ペーパーへ
送信し、当該電子ペーパーの不揮発性表示手段により表示させる、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１０の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置
。
【請求項１２】
　前記ペーパー装着部の操作位置検出手段は、電磁誘導信号の発生位置を検出するタブレ
ットからなり、
　前記電子ペーパーの装着状態通知手段は、当該電子ペーパーに設けられて電磁誘導信号
を発生し前記ペーパー装着部の前記タブレットに検出させるための電磁誘導コイルである
、
ことを特徴とする請求項３に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項１３】
　前記ペーパー装着部の操作位置検出手段は、電磁誘導信号の発生位置を検出するタブレ
ットからなり、
　前記電子ペーパーの装着位置通知手段は、当該電子ペーパーの複数箇所に設けられて電
磁誘導信号を発生し前記ペーパー装着部の前記タブレットに位置検出させるための電磁誘
導コイルである、
ことを特徴とする請求項１１に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項１４】
　前記ペーパー装着部は、さらに、前記電子ペーパーをソフトキーボードとして機能させ
るソフトキー制御手段を備えたことを特徴とする請求項１ないし請求項１３の何れか１項
に記載の電子ペーパー記録装置。
【請求項１５】
　前記電子ペーパーは、
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　さらに、当該電子ペーパーの識別子を記憶するペーパー識別子記憶手段を備え、
　前記ペーパー装着部は、
　さらに、外部のネットワーク上にあるサーバ装置と接続する外部接続手段と、
　前記電子ペーパーのペーパー識別子記憶手段から通信手段を介して読み出される電子ペ
ーパーの識別子を前記外部接続手段により接続されたサーバ装置へ送信するペーパー識別
子送信手段と、
　前記操作位置検出手段により検出された前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ操
作位置を前記外部接続手段により接続されたサーバ装置へ送信するユーザ操作位置送信手
段と、を備え、
　前記表示制御手段は、
　前記ペーパー識別子送信手段により前記電子ペーパーの識別子を前記サーバ装置へ送信
し、前記ユーザ操作位置送信手段による前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ操作
位置の前記サーバ装置への送信に応答して当該サーバ装置から受信されたデータを前記通
信手段を介して前記電子ペーパーへ送信し、当該電子ペーパーの不揮発性表示手段により
表示させる、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１４の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置
。
【請求項１６】
　前記ペーパー装着部は、
　前記下敷き構造部の代わりに、
　前記電子ペーパーを挟み込んで装着するバインダー構造部、を備え、
　さらに、外部の携帯通信機器と接続する外部接続手段、を備え、
　前記表示制御手段は、
　この外部接続手段を介して前記携帯通信機器から受信されたデータを前記通信手段を介
して前記電子ペーパーへ送信し、当該電子ペーパーの不揮発性表示手段により表示させる
、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１５の何れか１項に記載の電子ペーパー記録装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙状の不揮発性表示装置を用いた電子ペーパーによって所望の情報を記録・
表示させるための電子ペーパー記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパー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
ーパーは、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）。
【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
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来、電子ペーパーに対して表示させるテキストや画像のデータは、パーソナルコンピ
ュータなどの情報処理端末によって生成され、ペーパー端部に設けられた通信端子から電
源と共に受信入力されて表示される。このため、電子ペーパーにおいて表示されるコンテ
ンツは、予めキー入力されたテキストデータや予め描画生成された画像データに限られ、
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電子ペーパーに直接手書きするなどした文字や絵などの手書きデータを通常の紙を使用す
る場合と同じように書き込んで表示保持させることはできない。
【０００４】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、表示面に対し直接的に為された手書
きデータを通常の紙を使用する場合と同じように書き込んで表示保持させることが可能に
なる電子ペーパー記録装置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】
【０００５】
　請求項１に記載の電子ペーパー記録装置は、電子ペーパーと、この電子ペーパーが着脱
自在に装着されるペーパー装着部とを有する電子ペーパー記録装置であって、前記電子ペ
ーパーは、当該電子ペーパー面を不揮発性の表示画面とする不揮発性表示手段と、前記電
子ペーパー装着部との間で信号を送受信する通信手段と、当該電子ペーパーの表面上に他
の電子ペーパーが重ねられているか否かを検出する重なり検出手段と、を備え、前記ペー
パー装着部は、前記電子ペーパーを装着した際にその下敷きとなる下敷き構造と、前記電
子ペーパーとの間で信号を送受信する通信手段と、前記電子ペーパーの重なり検出手段か
ら通信手段を介して受信される重なり検出信号に基づき重なり無しの電子ペーパーを有効
な電子ペーパーとして判別する有効ペーパー判別手段と、前記下敷き構造部に載せて装着
した前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ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前記電子ペーパーの表示画面に対するユーザ操
作位置に応じたデータを、前記有効ペーパー判別手段により有効判別された電子ペーパー
へ前記通信手段を介して送信し、当該電子ペーパーの不揮発性表示手段により表示させる
表示制御手段と、を備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、複数枚重ねてペーパー装着部に装着された電子ペーパーの最上部に面
した電子ペーパーを有効として、そこでのユーザ入力に応じたデータを確実にそのペーパ
ー面に不揮発表示させることができる。
【００４１】
　よって本発明によれば、表示面に対し直接的に為された手書きデータを通常の紙を使用
する場合と同じように書き込んで表示保持させることが可能になる電子ペーパー記録装置
を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００４３】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態（その１）に係る電子ペーパー記録装置（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
電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａを抜き出して示す正面図である。
【００４４】
　この電子ペーパー記録装置（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ー（片面タイプ）１１Ａ…と、この複数枚の電子ペーパー１
１Ａ…を重ねて載置する電子下敷（片面タイプ）１２Ａとを備え、各電子ペーパー１１Ａ
…は電子下敷１２Ａの左側中央に設けられた片面バインダー部１３にその左辺中央を挟み
込ませて綴じられる。
【００４５】
　電子下敷１２Ａは、その表面における電子ペーパー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ー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、バインダー部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
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段（図３～図６参照）を介して電子ペーパー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を記憶させ、電子ペーパー１１Ａの不揮
発性表示装置１７を表示動作させる。
【００４６】
　電子ペーパー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。
【００４７】
　これにより、電子下敷１２Ａおよびそのバインダー部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ー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ー１
１Ａ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。
【００４８】
　図２は、本発明の第１実施形態（その１）に係る電子ペーパー記録装置（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
電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂを抜き出し裏面にして示す正面図である。
【００４９】
　この電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１０Ｂで使用する複数枚の電子ペーパー（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１７
Ｒ，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ー部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。
【００５０】
　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ー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ー１１Ｂ
の表面上と左側最上部の電子ペーパー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、見開きバインダー部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ー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を
記憶させ、電子ペーパー１１Ｂをその両面の不揮発性表示装置１７Ｒ，１７Ｌで表示動作
させる。
【００５１】
　これにより、電子下敷１２Ｂおよびその見開きバインダー部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ー（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ー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。
【００５２】
　図３は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂの構成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパー（片面タ
イプ）１１Ａを表側から見て示す構成図、同図（Ｂ）は電子ペーパー（両面タイプ）１１
Ｂを裏側から見て示す構成図である。
【００５３】
　なお、表側から見た電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａの構成と電子ペーパー（両面タ
イプ）１１Ｂの構成とは同じである。
【００５４】
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　電子ペーパー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Ｉ
Ｃチップからなる制御装置１９、個別の電子ペーパー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。
【００５５】
　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ー用貫通孔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
ンダー用貫通孔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。
【００５６】
　また、電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂの表側上部と、電子ペーパー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、当該ペーパー上部の前記綴じ込み部１８とは反対の端部には、光センサーを使用し
た重なり検出センサー２５（２５Ｒ），２５Ｌが設けられる。
【００５７】
　そして、前記電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂにおける不揮発性表示装置（表）１７（１７
Ｒ），（裏）１７Ｌの４角の位置には、当該電子ペーパー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（図８参照）２６ａ～２６ｄが表裏共用として内蔵される。
【００５８】
　図４は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置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）１
２Ａ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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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、またペーパー綴じ込み部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、電子ペーパー
１１Ａ，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
。
【００６１】
　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
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。
【００６２】
　さらに、前記ペーパー綴じ込み部２７のバインダー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（３
５Ｒ），３５Ｌから電磁誘導によって前記電子ペーパー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。
【００６３】
　また、同ペーパー綴じ込み部２７のバインダー位置に対応させた中央部分には、通信装
置３７（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ー１１Ａ，１１Ｂへの非接触通信を行うための通信用コア３６
（３６Ｒ），３６Ｌが設けられる。
【００６４】
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　そしてこの電子下敷１２Ａ，１２Ｂには、例えば充電式のバッテリー３８が内蔵され、
このバッテリー３８によって前記タブレット１４（１４Ｒ），１４Ｌ、制御装置２８、Ｉ
Ｄ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／
Ｆ３２を介して接続される外部の表示装置（図１０参照）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ー１１Ａ，
１１Ｂへと非接触で電力が供給される。
【００６５】
　図５は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて
電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバインダー部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパー１１
Ａ，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。
【００６６】
　この電磁誘導部（平面タイプ）は、バインダー用貫通孔１６ａ，１６ｂ（図３参照）を
持たない電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂの綴じ込み部１８の電磁誘導電源部２２と通信部２
３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、電子ペーパー（片面タイプ
）１１Ａ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ー内コア４０…が内蔵され、このペー
パー内コア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。
【００６７】
　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
の電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａを綴じ込むバインダー部１３の内部にも下敷側コア
３９を延長させ、当該電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａのペーパー内コア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はバインダー部１３の綴じ込み力を有するヒンジである。
【００６８】
　図７は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂの電磁誘
導部において電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａ…の綴じ込み部１８にペーパー内コア４
０…を設けた場合と設けない場合とで磁束ループＢの形成状態を対比して示す図である。
【００６９】
　すなわち、図７（Ａ）に示すように、電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａ…の綴じ込み
部１８にペーパー内コア４０…を設けた場合には、図７（Ｂ）で示す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ー内コア４０…を介し磁気抵抗が低くなり漏れ磁
束少なく磁束ループＢ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、電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂのペーパー内コア４０…からペーパー側平面コ
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。
【００７０】
　図６は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて
電子下敷１２Ａ，１２Ｂのバインダー部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパー１１
Ａ，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
図である。
【００７１】
　この電磁誘導部（凸面タイプ）は、バインダー用貫通孔１６ａ，１６ｂ（図３参照）を
有する電子ペーパー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、
電子ペーパー（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
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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ー兼用凸型コア３９ａを電子
ペーパー（片面タイプ）１１Ａの綴じ込み部１８におけるバインダー用貫通孔１６ａ，１
６ｂに挿通係止させ、当該電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａの綴じ込みを行う。
【００７２】
　また、図６（Ｂ）に示すように、電子ペーパー（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
インダー兼用凸型リング状コア３９ｂ（１６）を電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂの綴
じ込み部１８におけるバインダー用貫通孔１６ａ，１６ｂに挿通係止させ、当該電子ペー
パー（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
ダー部１６（３９ｂ）の綴じ込み力を有するヒンジである。
【００７３】
　なお、図６で示すバインダー用貫通孔１６ａ，１６ｂを有する電子ペーパー１１Ａ，１
１Ｂ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、
バインダー兼用凸型コア３９ａあるいはバインダー兼用凸型リング状コア３９ｂによって
電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂのバインダー用貫通孔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。
【００７４】
　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からバインダー兼用凸型コア３９ａあるいはバインダー兼用
凸型リング状コア３９ｂを経て、電子ペーパー１１Ａ，１１Ｂのペーパー側平面コイル４
１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。
【００７５】
　図８は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄと電子下敷
１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４との位置関係を示す図である。
【００７６】
　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ー１１Ａ（１１
Ｂ）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。
【００７７】
　この際、電子ペーパー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。
【００７８】
　これにより、電子ペーパー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ー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ー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。
【００７９】
　図９は、前記電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１０Ｂの電子下敷（両面タイプ）１
２Ｂに対して異なるサイズを含む複数枚の電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂ（Ａ～Ｅ）
を綴じ込んだ場合の有効な電子ペーパーの判別機能を説明する図であり、同図（Ａ）は複
数枚の電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂ（Ａ～Ｅ）の電子下敷（両面タイプ）１２Ｂに
対する閉じ開き状態を示す図、同図（Ｂ）は有効電子ペーパーの判別テーブルを示す図で
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ある。
【００８０】
　例えば、電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの左面のタブレット１４Ｌ上には１枚の電子ペ
ーパー１１Ｂ（Ａ）が開かれ、また右面のタブレット１４Ｒ上には３枚の電子ペーパー１
１Ｂが（Ｄ）→（Ｃ）→（Ｅ）の順に重ねられ、さらに電子ペーパー１１Ｂ（Ｂ）が当該
電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの中間付近に中立している状態では、左面のタブレット１
４Ｌ上にある電子ペーパー１１Ｂ（Ａ）の裏面側重なり検出センサー２５Ｌに受光ａ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、当該電子ペーパー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。
【００８１】
　また、中立している電子ペーパー１１Ｂ（Ｂ）の表裏面側重なり検出センサー２５Ｒ，
２５Ｌに受光ｂ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、当該電子ペーパー１１Ｂ（Ｂ）は無効（非ア
クティブ）と判別される。
【００８２】
　また、右面のタブレット１４Ｒ上に重ねてある３枚の電子ペーパー１１Ｂ（Ｄ）（Ｃ）
（Ｅ）については、何れの電子ペーパー１１Ｂ（Ｄ）（Ｃ）（Ｅ）もそのキャリブレーシ
ョンポインタ２６ａ～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
ー１１Ｂ（Ｃ）（Ｄ）の各表側重なり検出センサー２５Ｒにだけ受光ｃ，ｅが検出されて
「重なり無し」と判別されるものの、そのうちペーパーサイズが小さい方の電子ペーパー
１１Ｂ（Ｅ）が優先され電子下敷（両面タイプ）１２Ｂの右面上で有効（アクティブ）と
判別される。
【００８３】
　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ー１１Ｂ（Ａ～Ｅ）それぞれのＩＤに対応付けて、その表裏の
重なり検出センサー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、各ペーパー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）な電子ペーパー
１１Ｂを判別でき、当該左右のタブレット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）な電子ペーパー１
１Ｂ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。
【００８４】
　図１０は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおけ
る電子下敷１２Ａ，１２Ｂに綴じ込み載置されその接触型表示Ｉ／Ｆ（インターフェイス
）３２に対して接続使用される表示装置４５の構成を示す正面図である。
【００８５】
　この表示装置４５は、その中央の略全域に駆動時には常時電源供給を要するＬＣＤ表示
装置４６を備え、当該ＬＣＤ表示装置４６の４角に対応する位置には前記電子ペーパー１
１Ａ，１１Ｂにおけるそれと同様の構成・機能を有するキャリブレーションポインタ２６
ａ～２６ｄが内蔵される。
【００８６】
　また、電子下敷１２Ａ，１２Ｂに対して載置する際の綴じ込み部４７には、バインダー
用貫通孔１６ａ，１６ｂが形成されると共に、ＩＣチップからなる制御装置４８、個別の
表示装置ＩＤを記憶するＩＤ記憶部４９、表示データを記憶する（情報）記憶装置５０が
内蔵される。
【００８７】
　さらに、この表示装置４５の上部には、キーやタッチパッドなどを使用した入力装置５
１が設けられ、当該装置上部の前記綴じ込み部４７とは反対の端部には、前記同様の構成
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・機能を有する重なり検出センサー２５が設けられる。
【００８８】
　そして、同装置上部の裏面側には、前記電子下敷１２Ａ，１２Ｂの表面上部に設けられ
た接触型表示Ｉ／Ｆ３２とコネクタ接続して電力の供給や表示データの入力を受けるため
の接触型表示Ｉ／Ｆ５２が設けられる。
【００８９】
　図１１は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂをシン
クライアント（サーバベース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。
【００９０】
　このシンクライアントシステムとは、端末側の機能を操作入力と表示出力のみに限定し
、この端末操作入力に応じた全ての処理・データ生成・データ記憶保持をサーバ装置５３
側で行うことで、高機能端末を要さず且つデータ保護の安全性を確保したものである。
【００９１】
　電子ペーパー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
２１、電磁誘導電源部２２、通信装置２３、入力装置２４（２４Ｒ，２４Ｌ）、重なり検
出センサー２５（２５Ｒ，２５Ｌ）、キャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄが接続
される。
【００９２】
　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（バッテリー
）３８が接続される。
【００９３】
　前記電子ペーパー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、そのバインダー部１６（１３）によってタブレット１４Ｒ
，１４Ｌ（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
子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…の電磁誘導電源部２２に電磁接続され、また電子下敷１２
Ｂ（１２Ａ）の通信装置３７Ｒ，３７Ｌ（３７）が電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…の通
信装置２３に電磁接続される。
【００９４】
　そして、電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６
ｄ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
電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…の載置位置が検出される。
【００９５】
　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。
【００９６】
　前記電子ペーパー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
ーパー１１Ａ（１１Ｂ）の仕様である固有情報（図１３参照）の他、入力装置２４（２４
Ｒ，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（１２
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Ａ）による手書き位置検出入力、あるいは外部接続されたサーバ装置５３からのテキスト
・画像など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。
【００９７】
　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
データは情報記憶装置３０に記憶され、またこの情報記憶装置３０には、綴じ込み中であ
る各電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…を管理するための管理情報（図１２参照）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，１４
Ｌ（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
サーバ装置５３からのテキスト・画像などの入力に応じたデータを現在有効（アクティブ
）な電子ペーパー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。
【００９８】
　そして、表示装置４５は、前記図１０を参照して説明したように、前記電子ペーパー１
１Ａ（１１Ｂ）…と同様にして前記電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）のバインダー部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サーバ装置５３からのテキスト・画像などの
入力に応じたデータをＬＣＤ表示装置４６にて表示できる。
【００９９】
　図１２は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置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ー管理テーブル
５４の内容を示す図である。
【０１００】
　この電子ペーパー管理テーブル５４は、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）のバインダー部１６
（１３）に綴じられてタブレット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）上に載置された電子ペーパー１
１Ａ（１１Ｂ）…のそれぞれから通信受信される当該各電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…
の固有情報（電子ペーパーＩＤ：ＩＤ・表裏コード・サイズ）および重なり検出センサー
２５（２５Ｒ，２５Ｌ）による重なり検出情報と、各電子ペーパー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）情報とからなる。
【０１０１】
　この電子ペーパー管理テーブル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）な電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）を認識し、当該有効
（アクティブ）な電子ペーパーＩＤに基づいた操作信号の入力処理および表示データの送
信処理を実行する。
【０１０２】
　図１３は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおけ
る各電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…のＩＤ記憶部２０に記憶された電子ペーパー固有情
報５５を示す図である。
【０１０３】
　この電子ペーパー固有情報５５は、該当するペーパーＩＤ・表裏コード・サイズ、およ
び各キャリブレーションポインタ（１）２６ａ～（４）２６ｄの不揮発性表示装置１７（
１７Ｒ，１７Ｌ）に相対する補正用の位置情報からなっている。
【０１０４】
　図１４は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂをシン
クライアント（サーバベース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
において、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）上に表示装置４５だけを接続した状態での電子回路
の構成を示すブロック図である。
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【０１０５】
　表示装置４５の電子回路は、前記図１０を参照して説明したように、コンピュータであ
る低機能ＣＰＵからなる制御装置４８を中心にして、ＬＣＤ表示装置４６、ＩＤ記憶部４
９、情報記憶装置５０、入力装置３１，５１、接触型表示Ｉ／Ｆ５２、重なり検出センサ
ー２５、キャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄが接続される。
【０１０６】
　この表示装置４５は、前記電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）に対して、そのバインダー部１６
（１３）によってタブレット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）上に載置して綴じることで、相互の
接触型表示Ｉ／Ｆ３２，５２を介して接続され、電源供給されると共に通信接続される。
【０１０７】
　そして、表示装置４５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ＬＣＤ表示装置４６
の載置位置が検出される。
【０１０８】
　前記表示装置４５の各回路部を制御装置４８が制御するためのプログラムデータは情報
記憶装置５０に記憶され、またこの情報記憶装置５０には、各入力装置３１，５１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サーバ装置５３からのテキスト・画像などの入力に
応じたデータをＬＣＤ表示装置４６に表示させるための表示データなども記憶される。
【０１０９】
　図１５は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂを端末としネッ
トワーク上のサーバ装置へ接続して使用する場合の構成例を示すブロック図であり、同図
（Ａ）はシンクライアントシステムのサーバ装置５３に接続しリモートアクセスベースで
使用する場合を示す図、同図（Ｂ）はインターネットシステムのサーバ装置５３Ｗに接続
しウェブアクセスベースで使用する場合を示す図である。
【０１１０】
　サーバ装置５３，５３Ｗは、何れも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（ＬＡＮ・無線ＬＡＮ・ＷＡＮ）上の端末（電子ペーパー記録装
置１０Ｂ）と通信接続するための通信装置６０が接続される。
【０１１１】
　前記サーバ装置５３，５３Ｗの記憶装置５８には、種々の制御情報や各端末（電子ペー
パー記録装置１０Ｂ…）からの要求に応じて配信すべきコンテンツなどの情報を記憶管理
するための情報管理部５８ａをはじめ、各クライアントのＩＤを記憶管理するためのクラ
イアントＩＤ管理部５８ｂ、各端末（電子ペーパー記録装置１０Ｂ…）における電子下敷
１２Ｂ…のＩＤを記憶管理するための電子下敷ＩＤ管理部５８ｃ、この電子下敷ＩＤ管理
部５８ｃにて管理される各電子下敷１２Ｂ…毎に綴じられた電子ペーパー１１Ｂ…のＩＤ
を記憶管理するための電子ペーパーＩＤ管理部５８ｄが生成される。
【０１１２】
　なお、図１５（Ａ）に示すように、端末（電子ペーパー記録装置１０Ｂ）をシンクライ
アントシステムによりリモートベースで使用する場合には、そのサーバ装置５３には各端
末電子下敷１２Ｂ…毎の電子ペーパー１１Ｂ…それぞれに対応した制御情報および表示コ
ンテンツなどの動作状態情報を記憶管理するための仮想ペーパークライアント５８ｅ…が
生成される。
【０１１３】
　図１６は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂをシンクライア
ントシステムの端末として使用する場合にそのサーバ装置５３にて生成される仮想ペーパ
ークライアント５８ｅ…の構成を示す図である。
【０１１４】
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　この場合の仮想ペーパークライアント５８ｅ…は、各端末（電子ペーパー記録装置１０
Ｂ…）の電子下敷１２Ｂに載置された電子ペーパー１１Ｂ…毎に、その制御情報および表
示コンテンツなどの動作状態情報を記憶管理するための仮想コンソール６１が生成される
。
【０１１５】
　図１７は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂをシンクライア
ントシステムの端末として使用した場合にそのサーバ装置５３にて生成された仮想ペーパ
ークライアント５８ｅ…にて記憶管理される基本情報を示す図である。
【０１１６】
　この仮想ペーパークライアント５８ｅにおける基本情報は、ログインが許可されている
端末（電子ペーパー記録装置１０Ｂ）の電子下敷１２ＢのＩＤ、当該電子下敷１２Ｂにて
その使用が検知されている電子ペーパー１１ＢのＩＤ、当該電子ペーパー１１Ｂの表裏コ
ード、そしてその有効（アクティブ）有無、当該有効（アクティブ）な電子ペーパー１１
Ｂに対する初期画面となるデフォルトデータからなっている。
【０１１７】
　図１８は、前記図１５におけるサーバクライアントシステムのサーバ装置５３，５３Ｗ
のクライアントＩＤ管理部５８ｂにて記憶管理されるユーザ認証テーブル６２の内容を示
す図である。
【０１１８】
　このユーザ認証テーブル６２には、該当のサーバ装置５３，５３Ｗへログイン可能な各
端末（電子ペーパー記録装置１０Ｂ…）毎に予め設定されたユーザＩＤとその認証用パス
ワードが対応付けられて記憶管理される。
【０１１９】
　図１９は、前記図１５におけるサーバクライアントシステムのサーバ装置５３，５３Ｗ
の電子ペーパーＩＤ管理部５８ｄにて記憶管理される電子ペーパー認証テーブル６３の内
容を示す図である。
【０１２０】
　この電子ペーパー認証テーブル６３には、前記電子下敷ＩＤ管理部５８ｃにて管理され
る各電子下敷１２Ｂ…毎に綴じられた電子ペーパー１１Ｂ…毎のペーパーＩＤとそのユー
ザＩＤ、当該電子ペーパー１１Ｂが綴じられた電子下敷１２ＢのＩＤ、そして当該電子ペ
ーパー１１Ｂに対して予め使用許可された電子ペン１５のＩＤが対応付けられて記憶管理
される。
【０１２１】
　図２０は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおい
て電子下敷１２Ａ，１２Ｂの情報記憶装置３０にて記憶管理される電子ペン機能テーブル
６４の内容を示す図である。
【０１２２】
　この電子ペン機能テーブル６４には、個々の電子ペン１５…それぞれのＩＤ、当該ペン
ＩＤの電子ペン１５による手書き入力に伴う手書き軌跡の表示色、同手書き軌跡の線幅が
予め設定されて記憶管理される。
【０１２３】
　次に、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂをシンクライア
ントシステムの端末として組み込んだ場合（図１１～図２０参照）の動作について説明す
る。
【０１２４】
　図２１は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおけ
る電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理を示すフローチャートである。
【０１２５】
　図２２は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおけ
る電子下敷処理に伴うアクティブ電子ペーパー検出処理を示すフローチャートである。
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【０１２６】
　図２３は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末
として組み込んだシンクライアントシステムにおけるサーバ装置５３でのサーバ処理を示
すフローチャートである。
【０１２７】
　図２４は、前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末
として組み込んだサーバ装置５３でのサーバ処理に伴う認証チェック処理を示すフローチ
ャートである。
【０１２８】
　電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１０Ｂの電子下敷（両面タイプ）１２Ｂにおいて
、電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂが装着されたことが、バインダー部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Ａ１（Ｙｅｓ））、図２２におけるアクティブ電子
ペーパー検出処理に移行される（ステップＡＢ）。
【０１２９】
　このアクティブ電子ペーパー検出処理が起動され、前記電子ペーパー（両面タイプ）１
１Ｂの装着判断がなされると（ステップＢ１）、バインダー部１６の電磁誘導部における
相互の通信装置３７Ｒ（３７Ｌ），２３を介して当該電子ペーパー１１Ｂの固有情報（図
１３参照）がそのＩＤ記憶部２０から読み出されて取得されると共に（ステップＢ２）、
重なり検出センサー２５Ｒ，２５Ｌからの重なり検出信号が取得され（ステップＢ３）、
当該電子ペーパー１１Ｂの重なりの有無が判断される（ステップＢ４）。
【０１３０】
　ここで、装着された電子ペーパー１１Ｂの表裏面何れか重なり検出信号によって重なり
無しと判断されると（ステップＢ４（Ｙｅｓ））、同電子ペーパー１１Ｂのキャリブレー
ションポインタ２６ａ～２６ｄから出力される当該電子ペーパー１１Ｂを示す電磁誘導信
号がタブレット１４Ｒ，１４Ｌに位置検出されているか否かによってアクセス可能な状態
にあるか検出され（ステップＢ５）、その電子ペーパー１１Ｂの表面（または裏面）がア
クティブ（有効）であるか判別される（ステップＢ６）。
【０１３１】
　そして、情報記憶装置３０にて記憶管理される電子ペーパー管理テーブル５４（図１２
参照）が、前記ステップＢ２にて取得された装着電子ペーパー１１Ｂの固有情報、および
前記ステップＢ３にて取得された重なり検出情報、および前記ステップＢ５，Ｂ６にて判
別されたアクティブ（有効）ペーパー情報に応じて更新される（ステップＢ７）。
【０１３２】
　こうして、電子下敷１２Ｂに電子ペーパー１１Ｂが装着されるのに伴いアクティブ（有
効）な電子ペーパー１１Ｂが検出されると（ステップＡＢ）、当該アクティブ判別された
電子ペーパー１１Ｂについてタブレット１４Ｒ（１４Ｌ）による前記キャリブレーション
ポインタ２６ａ～２６ｄの位置検出座標に応じて当該タブレット１４Ｒ（１４Ｌ）による
その後の電子ペン１５での手書き検出位置とこれに伴うアクティブ電子ペーパー１１Ｂへ
の表示書き込み位置との座標補正量が計算取得される（ステップＡ２）。
【０１３３】
　そして、これに伴いさらに更新された電子ペーパー管理テーブル５４（図１２参照）が
情報記憶装置３０から読み出されて外部接続されたサーバ装置５３へ送信されると共に（
ステップＡ３）、前記アクティブ判別された電子ペーパー１１ＢのペーパーＩＤ、ペーパ
ー装着された電子下敷１２ＢのＩＤ記憶部２９から読み出される下敷ＩＤ、電子ペン機能
テーブル６４（図２０参照）にて記憶管理される当該電子下敷１１Ｂにて使用可能な電子
ペン１５のペンＩＤも同サーバ装置５３へログイン要求として送信され（ステップＡ４）
、ログイン認証ＯＫか否か判断される（ステップＡ５）。
【０１３４】
　サーバ装置５３におけるサーバ処理（図２３参照）において、前記電子下敷１２Ｂから
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のログイン要求が受信されたと判断されると（ステップＣ１）、図２４における認証チェ
ック処理へ移行される（ステップＣＤ）。
【０１３５】
　このサーバ装置５３における認証チェック処理では、まず前記端末である電子ペーパー
記録装置１０Ｂの電子下敷１２Ｂからログイン要求と共に受信されたアクティブ判別され
た電子ペーパー１１ＢのペーパーＩＤ、当該電子下敷１２Ｂの下敷ＩＤ、同電子下敷１１
Ｂにて使用可能な電子ペン１５のペンＩＤそれぞれについて、電子ペーパーＩＤ管理部５
８ｄにて記憶管理されている電子ペーパー認証テーブル６３（図１９参照）に登録された
電子ペーパーＩＤ・電子下敷ＩＤ・電子ペンＩＤと照合処理され（ステップＤ１）、照合
ＯＫ（一致）か否か判断される（ステップＤ２）。
【０１３６】
　ここで、前記電子ペーパー認証テーブル６３に従い電子ペーパーＩＤ・電子下敷ＩＤ・
電子ペンＩＤの組み合わせついて照合ＯＫ（一致）と判断されると（ステップＤ２（Ｙｅ
ｓ））、この照合ＯＫと判断された電子ペーパーＩＤ・電子下敷ＩＤ・電子ペンＩＤに対
応付けられてユーザＩＤが未登録であるか登録済みであるかに応じて該ユーザＩＤの認証
が必要か否か判断される（ステップＤ３）。
【０１３７】
　前記照合ＯＫと判断された電子ペーパーＩＤ・電子下敷ＩＤ・電子ペンＩＤについてユ
ーザＩＤが未登録であると判断されることで該ユーザＩＤの認証が必要であると判断され
ると（ステップＤ３（Ｙｅｓ））、前記電子下敷１２Ｂに対してユーザＩＤとパスワード
の入力要求が送信されるのに応じて、アクティブ判別されている電子ペーパー１１Ｂの不
揮発性表示装置１７に対し同入力要求が表示されてユーザＩＤの認証チェック処理が実行
される（ステップＤ４）。
【０１３８】
　ここで、電子ペーパー１１Ｂの入力装置２４Ｒ（２４Ｌ）によってユーザ入力されその
不揮発性表示装置１７に表示されたユーザＩＤとパスワードが、電子下敷１２Ｂに通信転
送されてサーバ装置５３へ送信され、該サーバ装置５３にて受信されると、クライアント
ＩＤ管理部５８ｂにて記憶管理されているユーザ認証テーブル６２（図１８参照）に登録
されたユーザＩＤ・パスワードと照合処理され、認証ＯＫ（一致）か否か判断される（ス
テップＤ５）。
【０１３９】
　前記ユーザ認証テーブル６２に従い前記ユーザ入力されたユーザＩＤ・パスワードの組
み合わせついて認証ＯＫ（一致）と判断されると（ステップＤ５（Ｙｅｓ））、当該認証
ＯＫと判断されたユーザＩＤが前記電子ペーパーＩＤ管理部５８ｄにて記憶管理されてい
る電子ペーパー認証テーブル６３（図１９参照）の今回認証された電子ペーパーＩＤ・電
子下敷ＩＤ・電子ペンＩＤに対応付けられてセット（登録）される（ステップＤ６）。
【０１４０】
　ここで、電子ペーパー認証テーブル６３にユーザＩＤが新たにセット（登録）されたと
ころの電子ペーパー１１Ｂについて、仮想ペーパークライアント５８ｅ（図１６・図１７
参照）に未登録である新規のペーパークライアントであると判断されると（ステップＤ７
（Ｙｅｓ））、当該仮想ペーパークライアント５８ｅに今回認証された電子下敷１２Ｂ・
電子ペーパー１１Ｂの組み合わせに対応する仮想コンソール６１が生成されて更新される
（ステップＤ８）。
【０１４１】
　そして、仮想ペーパークライアント５８ｅにおける今回更新された電子下敷１２Ｂ（Ｉ
Ｄ）・電子ペーパー１１Ｂ（ＩＤ）の組み合わせに対応付けて、当該アクティブ判別され
た電子ペーパー１１Ｂに初期画面として表示させるべきデフォルトデータが生成記憶され
る（ステップＤ９）。
【０１４２】
　なお、前記ステップＤ２において、今回認証対象である電子ペーパーＩＤ・電子下敷Ｉ
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Ｄ・電子ペンＩＤの組み合わせついて照合ＮＧ（不一致）と判断された場合と、前記ステ
ップＤ５において、ユーザ入力されたユーザＩＤ・パスワードの組み合わせついて認証Ｎ
Ｇ（不一致）と判断された場合には、ログイン要求元の電子下敷１２Ｂに対して認証エラ
ーが送信され（ステップＤ１０）、アクティブ判別されている電子ペーパー１１Ｂの不揮
発性表示装置１７Ｒ（１７Ｌ）に対してエラーメッセージが表示される（ステップＡ５→
Ａ１０）。
【０１４３】
　こうした認証チェック処理での前記ステップＤ９において、仮想ペーパークライアント
５８ｅ（図１６・図１７参照）における今回認証更新された電子下敷１２Ｂ（ＩＤ）・電
子ペーパー１１Ｂ（ＩＤ）の組み合わせに対応付けられて、当該認証された電子ペーパー
１１Ｂに表示させるべきデフォルトの初期画面データが生成記憶されると、その電子ペー
パー１１Ｂの仮想コンソール６１では画面変化ありと判断され（ステップＣ２（Ｙｅｓ）
）、当該初期画面データがログイン要求元の電子下敷１２Ｂへ送信される（ステップＣ３
）。
【０１４４】
　電子下敷１２Ｂにおいて、前記サーバ装置５３での認証チェック処理（ステップＣＤ）
に応じて認証ＯＫの信号が受信されたと判断されると共に（ステップＡ５（Ｙｅｓ））、
前記サーバ処理（ステップＣ２，Ｃ３）に応じて送信された初期画面データが受信された
と判断されると（ステップＡ６（Ｙｅｓ））、この初期画面データはアクティブ判別され
た新規装着の電子ペーパー１１Ｂへ通信転送され、その不揮発性表示装置１７Ｒ（１７Ｌ
）に表示される（ステップＡ７）。
【０１４５】
　そして、前記アクティブな電子ペーパー１１Ｂの不揮発性表示装置１７Ｒ（１７Ｌ）に
よる表示画面上で、ユーザによる電子ペン１５を使用した手書き入力が行われることで、
対応する電子下敷１２Ｂのタブレット１４Ｒ（１４Ｌ）によりその入力位置が検出される
か、あるいは同電子ペーパー１１Ｂの入力装置２４Ｒ（２４Ｌ）にてユーザによるキー入
力が行われることで、そのキー入力信号が電子下敷１２Ｂに対して通信転送されるか、あ
るいは同電子下敷１２Ｂの入力装置３１Ｒ（３１Ｌ）にてユーザによるキー入力が行われ
るかして、入力装操作ありと判断されると（ステップＡ８）、この入力操作データはサー
バ装置５３へ送信される（ステップＡ９）。
【０１４６】
　サーバ装置５３において、前記電子下敷１２Ｂから送信された電子ペンによる手書き入
力の位置座標や入力キーの入力操作データが受信されると（ステップＣ４（Ｙｅｓ））、
当該入力操作データの発信元に対応する電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソール６１におい
て、その入力操作データに応じて手書き入力の位置座標に対応した軌跡を表示する処理や
入力キーの指示に従った処理が実行されて、処理の結果として画面データが生成される（
ステップＣ５）。
【０１４７】
　そして、これに伴い同電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソール６１における画面データが
書き替えられ表示中の画面データに対して画像変化ありと判断されると（ステップＣ２（
Ｙｅｓ））、この画像変化後の画面データは前記電子下敷１２Ｂへ送信される（ステップ
Ｃ３）。
【０１４８】
　すると、電子下敷１２Ｂでは、前記サーバ装置５３から受信された変化後の画面データ
が電子ペーパー１１Ｂへ通信転送され、その不揮発性表示装置１７Ｒ（１７Ｌ）に表示さ
れる（ステップＡ６→Ａ７）。
【０１４９】
　すなわち、ユーザ入力操作が前記電子ペン１５による電子ペーパー１１Ｂ上での手書き
入力操作である場合には、電子下敷１２Ｂのタブレット１４Ｒ（１４Ｌ）により検出され
た手書き位置の始点座標とその移動方向および距離からなるベクトルデータがサーバ装置
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５３へ送信されることで、サーバ装置５３では、当該電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソー
ル６１にて、その画面データに対し前記ベクトルデータに応じた手書きの軌跡が書き込ま
れ、この手書き軌跡の書き込み変化後の画面データが前記電子下敷１２Ｂへ送信されて電
子ペーパー１１Ｂにて表示される。
【０１５０】
　この場合、前記電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソール６１における画面データへの手書
きデータの書き込み位置は、前記電子下敷処理のステップＡ３にてサーバ装置５３へ送信
転送された電子ペーパー管理テーブル５４に設定されている手書き検出位置とこれに伴う
アクティブ電子ペーパー１１Ｂへの表示書き込み位置との座標補正量に従い位置ずれ補正
されて書き込まれるので、電子下敷１２Ｂのタブレット１４Ｒ（１４Ｌ）に対するアクテ
ィブ電子ペーパー１１Ｂの載置位置にずれが生じていても、ユーザによる電子ペン１５で
の手書き位置に正しく対応してその手書き軌跡のデータが電子ペーパー１１Ｂにて表示さ
れるようになる。
【０１５１】
　また、前記ユーザ入力操作が電子ペーパー１１Ｂにて表示された画面データの内容に従
い行われた入力装置２４Ｒ（２４Ｌ）におけるキー入力操作や電子ペン１５による画面位
置指定の入力操作である場合には、そのキー入力データやタブレット１４Ｒ（１４Ｌ）に
て検出された画面位置指定データがサーバ装置５３へ送信されることで、サーバ装置５３
では、当該電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソール６１にて、前記キー入力データや画面位
置指定データに応じた処理が実行されてその画面データが更新され、この更新変化後の画
面データが前記電子下敷１２Ｂへ送信されて電子ペーパー１１Ｂにて表示される。
【０１５２】
　なお、サーバ装置５３において、ログイン中の何れかの端末である電子ペーパー記録装
置１０Ｂ（１０Ａ）の電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）からログアウト要求が受信された場合に
は（ステップＣ６（Ｙｅｓ））、当該ログアウト要求送信元の電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）
におけるアクティブ電子ペーパー１１Ｂの仮想コンソール６１についてログアウトの処理
が実行される（ステップＣ７）。
【０１５３】
　一方、前記電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）に例えば複数枚装着されている電子ペーパー１１
Ｂ（１１Ａ）…うちの何れかがそのバインダー部１６（１３）から外されたことが、電磁
誘導電源供給部３５Ｒ，３５Ｌおよび通信装置３７Ｒ，３７Ｌでの接続遮断検出に応じて
制御装置２８に判断されると（ステップＡ１１（Ｙｅｓ））、当該何れかの電子ペーパー
１１Ｂ（１１Ａ）が外された状態で、改めてアクティブ電子ペーパーの検出処理が行われ
ると共に（ステップＡＢ）、これにより新たにアクティブ判別された電子ペーパー１１Ｂ
（１１Ａ）の手書き表示用座標位置の補正処理（ステップＡ２）、更新後の電子ペーパー
管理テーブル５４のサーバ装置５３への送信処理（ステップＡ３）、当該アクティブ判別
された電子ペーパーＩＤ・電子下敷ＩＤ・電子ペンＩＤのログイン要求を伴う同サーバ装
置５３への送信処理（ステップＡ４）が、前記同様に実行されて認証ＯＫか判断される（
ステップＡ５）。
【０１５４】
　この際、サーバ装置５３における認証チェック処理（ステップＣＤ）（図２４参照）で
は、今回アクティブ判別された電子ペーパー１１Ｂ（１１Ａ）が以前に既に認証済みであ
る場合、ユーザＩＤの認証必要無し（ステップＤ３（Ｎｏ））、新規の電子ペーパークラ
イアントではない（ステップＤ７（Ｎｏ））、と判断されてこの認証チェック処理が終了
され、電子下敷１２Ｂでは認証ＯＫと判断される（ステップＡ５（Ｙｅｓ））。
【０１５５】
　これにより、改めてアクティブ判別された電子ペーパー１１Ｂ（１１Ａ）について、電
子下敷１２Ｂ（１２Ａ）からの入力操作データの送信（ステップＡ８→Ａ９）に応じたサ
ーバ装置５３での該当仮想ペーパークライアント５８ｅにおける処理（ステップＣ４→Ｃ
５）が実行され、これに伴い画面データに変化が生じた場合にはその変化後の画面データ
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が電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）へ送信され（ステップＣ２→Ｃ３）、電子ペーパー１１Ｂ（
１１Ａ）の不揮発性表示装置１７Ｒ（１７Ｌ）に対して表示更新される（ステップＡ６→
Ａ７）。
【０１５６】
　したがって、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）によれ
ば、略全面に不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の表示画面を有する電子ペーパー
１１Ａ（１１Ｂ）を、バッテリー電源３８を有する電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）の表面に設
けられたタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）上に装着し、バインダー部１３（１６）によ
って綴じると、当該バインダー部１３（１６）の綴じ込み構造に対応して設けられた電磁
誘導部を介して電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）から電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）への電源供
給ならびに相互の通信接続がなされる。そして、前記電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）の表
示画面（１７Ｒ，１７Ｌ）上で電子ペン１５により手書き入力操作を行うと、当該ペン入
力位置が前記電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）を重ねた電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレ
ット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）にて座標検出され、そのペン入力位置の座標軌跡に応じたベ
クトルデータが表示データとして電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）へ通信転送され、不揮発
性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の表示画面に表示されるので、電子下敷１２Ａ（１２
Ｂ）の外部接続装置３３を介して外部の情報機器から入力された表示データを前記電子ペ
ーパー１１Ａ（１１Ｂ）にて表示できるだけでなく、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ー１１Ａ（１１Ｂ
）を電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に着脱自在にすることで、通常の紙と同じように情報表記
したり任意に書き込んだり消したりして取り扱うことができる。
【０１５７】
　また、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）によれば、電
子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）の不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の画面４角に対
応して設けられたキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄからの電磁誘導信号を電子
下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）により検出することで、当該
電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）が下敷面に装着された状態であることを判断すると共に、
各電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…の表面に設けられた重なり検出センサー２５（２５Ｒ
，２５Ｌ）での受光の有無を検出することで、前記下敷面に複数枚重ねて装着された電子
ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…のうちの最上頁に位置する電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）を
判断するので、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に対する複数枚の電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ
）の装着／取り外しがあっても、当該電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）上でデータの書き込み・
表示に有効（アクティブ）な電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）を常に容易に判別することが
できる。
【０１５８】
　また、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）によれば、電
子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）により検出された電子ペー
パー１１Ａ（１１Ｂ）のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄの位置の規定位置か
らのずれ量に応じて、同タブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）により検出される電子ペン１
５での手書き位置に応じた電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）への表示位置を補正するので、
電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のバインダー部１３（１６）に綴じられた個々の電子ペーパー
１１Ａ（１２Ｂ）…にタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）に対する位置ずれが生じていて
も、電子ペン１５による手書き位置に正しく対応して電子ペーパー１１Ａ（１２Ｂ）に対
する書き込み表示を行うことができる。
【０１５９】
　また、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）によれば、各
電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…にはそれぞれ異なるペーパーＩＤを記憶させて識別管理
するので、前記有効（アクティブ）判別された電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）を、当該ペ
ーパーＩＤをアクセス情報に付加して使用することで常に正確に識別してデータの書き込
み・表示処理を行うことができる。
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【０１６０】
　さらに、前記構成の第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）をシンクラ
イアントシステムの端末として組み込み、前記有効（アクティブ）判別された電子ペーパ
ー１１Ａ（１１Ｂ）でサーバ装置５３へログインすることで、高機能端末を要さずデータ
保護の安全性も確保した所謂電子ペーパークライアントを実現できる。
【０１６１】
　なお、前記第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）では、電子下敷１２
Ａ（１２Ｂ）に綴じられた電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）上での電子ペン１５による手書
き位置を、当該電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）が重ね置きされる電子下敷１２Ａ（１２Ｂ
）上のタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）により座標検出する構成としたが、当該タブレ
ット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）に替えて、図２５に示すように、電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）
のバインダー部１３ａに超音波方式のデジタイザ６５を内蔵させ、当該電子下敷１２Ａ（
１２Ｂ）に装着した電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）の表面上にて手書き操作される電子ペ
ン１５での手書き位置や同電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）に内蔵されたキャリブレーショ
ンポインタ２６ａ～２６ｄの配設位置を、そのデジタイザ６５によって座標検出し、前記
第１実施形態同様に有効（アクティブ）判別された電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）へのデ
ータの書き込み・表示処理を行う構成としてもよい。
【０１６２】
　図２５は、本発明の第１実施形態（その２）に係る電子ペーパー記録装置（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
の電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａを抜き出して示す正面図である。
【０１６３】
　また、前記第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）では、電子ペーパー
１１Ａ（１１Ｂ）に対して書き込み・表示を行う際には、当該電子ペーパー１１Ａ（１１
Ｂ）を電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）のバインダー部１３（１６）に綴じることで、当該バイ
ンダー部１３（１６）に設けられた電磁誘導部を介して電源供給ならびに通信接続を行い
表示データの書き込みを行う構成としたが、図２６に示すように、下敷部を持たずに電源
部（バッテリー）３８を内蔵したバインダー部１３ｂに、前記同様の電磁誘導部（３５，
３７）ならびに制御装置２８を中心とする電子回路部（２８～３３）を内蔵させ、例えば
ブルートゥースにより外部接続される携帯通信情報機器６６での入力操作に応じて電子ペ
ーパー１１Ａに対するデータの入力・表示・編集処理を行ったり、あるいは当該携帯通信
情報機器６６を介してシンクライアントシステムのサーバ装置５３と通信接続することに
より各種データの入力・表示・編集処理を行ったりする構成としてもよい。
【０１６４】
　図２６は、本発明の第１実施形態（その３）に係る電子ペーパー記録装置（片面タイプ
）１０Ａの構成を示す図であり、同図（Ａ）は携帯通信情報機器６６と近距離無線接続可
能な電源内蔵バインダー部１３ｂの外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は当該バインダー
部１３ｂにより綴じられた電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａ…の外観構成を示す斜視図
である。
【０１６５】
　なお、前記図２６における第１実施形態（その３）で説明した電源内蔵バインダー部１
３ｂの電源部（バッテリー）３８に替えて、当該バインダー部１３ｂに有線接続される携
帯通信情報機器６６から電源供給を行い、前記同様のデータの入力・表示・編集処理を行
う構成としてもよい。
【０１６６】
　さらに、前記図１～図２５を参照して説明した電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）を有する電子
ペーパー記録装置１０Ａ（１０Ｂ）において、ネットワーク上のサーバ装置５３との接続
処理は、当該電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）に外部接続して使用する携帯通信情報機器６６（
図２６参照）の側で行わせる構成としてもよい。
【０１６７】
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　図２７は、本発明の第１実施形態（その４）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ
）１０Ｂの外観構成を示す正面図である。
【０１６８】
　この第１実施形態（その４）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１０Ｂでは、
例えば電子下敷１２Ｂの右面に装着されている電子ペーパー１１Ｂ表面の不揮発性表示装
置１７Ｒに対して、電子下敷１２Ｂの情報記憶装置３０に予め記憶されたソフトキー処理
プログラムに従いソフトキーボード６７を表示させる。そして、この表示されたソフトキ
ーボード６７におけるタッチ操作位置を電子下敷１２Ｂのタブレット１４Ｒにより検出し
てタッチされたキーの内容を認識することで、当該キー操作に応じた処理を電子下敷１２
Ｂの制御装置２８あるいは外部接続されたサーバ装置５３において実行し、その表示デー
タを電子下敷１２Ｂの左面に装着されている電子ペーパー１１Ｂ裏面の不揮発性表示装置
１７Ｌに表示させて、あたかもＰＣ（パーソナルコンピュータ）端末を使用しているかの
如く構成してもよい。
【０１６９】
　さらに、前記図２７を参照して説明したソフトキーボード６７ではなく、図２８に示す
ように、フルキーボード６８を印刷したペーパー型キーボード１１ＡＫを前記実施形態同
様に電子下敷１２Ｂに装着して電磁誘導により電源供給ならび通信接続可能な構成とし、
このペーパー型キーボード１１ＡＫの単独でキー操作信号を出力させることで、当該キー
操作信号に応じた処理を電子下敷１２Ｂの制御装置２８あるいは外部接続されたサーバ装
置５３において実行し、その表示データを電子下敷１２Ｂのもう一方の面に装着されてい
る電子ペーパー１１Ｂの不揮発性表示装置１７Ｌ（１７Ｒ）に表示させて、ＰＣ（パーソ
ナルコンピュータ）端末として使用してもよい。
【０１７０】
　図２８は、本発明の第１実施形態（その５）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ
）１０Ｂで電子下敷１２Ｂに装着して使用するペーパー型キーボード１１ＡＫの外観構成
を示す正面図である。
【０１７１】
　なお、前記第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて、電子ペーパ
ー１１Ａ（１１Ｂ）上でのユーザ操作に伴うタッチ入力位置を検出するための座標検出手
段は、前述した電磁誘導方式のタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）や超音波方式のデジタ
イザ６５の他に、抵抗膜方式の感圧式タブレットや光方式、静電容量方式などを用いたも
のでもよい。
【０１７２】
　また、電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）と電子下敷１２Ａ（１２Ｂ）との間での無線接続
手段は、前述した電磁誘導方式の他に、電波方式などを用いたものでもよい。
【０１７３】
　さらに、前記第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂでは、電子下敷１２
Ａ（１２Ｂ）に設けられたタブレット１４（１４Ｒ，１４Ｌ）あるいはバインダー部１３
（１６）に内蔵させたデジタイザ６５によって、アクティブ（有効）な電子ペーパー１１
Ａ（１１Ｂ）に対するタッチ入力位置を検出する構成としたが、次の第２実施形態で説明
する電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′のように、不揮発性表示装置１７（１７Ｒ
，１７Ｌ）の表示画面にタブレット１４Ｔを重ねて内蔵一体にした電子ペーパー１１Ａ′
（１１Ｂ′）として構成してもよい。
【０１７４】
　（第２実施形態）
　図２９は、本発明の第２実施形態に係る電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′にお
ける電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′の構成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパー
（片面タイプ）１１Ａ′を表側から見て示す構成図、同図（Ｂ）は電子ペーパー（両面タ
イプ）１１Ｂ′を裏側から見て示す構成図である。
【０１７５】
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　図３０は、前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置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）１
２Ａ′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。
【０１７６】
　この図２９、図３０に示す第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′に
おける電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′とその電子下敷１２Ａ′，１２Ｂ′において、前
記図３、図４で示した第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子
ペーパー１１Ａ，１１Ｂとその電子下敷１２Ａ，１２Ｂとの同一の構成部分については、
それと同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１７７】
　すなわち、この第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′における電子
ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′のように、不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の表示
画面にタブレット１４Ｔを重ねて内蔵一体にした構成とすることで、当該電子ペーパー１
１Ａ′，１１Ｂ′における不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の表示画面上でのタ
ッチ入力操作位置を直に座標検出することができ、手書き入力に伴う不揮発性表示装置１
７（１７Ｒ，１７Ｌ）への書き込み表示を行うことができる。
【０１７８】
　この場合、個々の電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′…それぞれにタブレット１４Ｔを内
蔵させるので、ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′自体の薄さが若干損なわれ、またその単価も
上昇するものの、前記第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂでは必要とし
た電子下敷１２Ａ，１２Ｂにおけるタブレット１４やキャリブレーションポインタ２６ａ
～２６ｄによる位置ずれ検出とその補正処理が不要になり、手書き入力位置により正確な
書き込み表示を行うことができる。
【０１７９】
　図３１は、前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′における電子
下敷１２Ａ′，１２Ｂ′に綴じ込み載置されその接触型表示Ｉ／Ｆ（インターフェイス）
３２に対して接続使用される表示装置４５′の構成を示す正面図である。
【０１８０】
　この図３１に示す第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′における表
示装置４５′において、前記図１０で示した第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ
，１０Ｂにおける表示装置４５と同一の構成部分については、それと同一の符号を付して
その説明を省略する。
【０１８１】
　すなわち、この第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′における表示
装置４５′のように、ＬＣＤ表示装置４６にタブレット１４Ｔを重ねて内蔵一体にした構
成とすることで、当該ＬＣＤ表示装置４６の表示画面上でのタッチ入力操作位置を直に座
標検出することができ、手書き入力に伴うＬＣＤ表示装置４６への書き込み表示を行うこ
とができる。
【０１８２】
　図３２は、前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクライ
アント（サーバベース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。
【０１８３】
　この図３２に示す第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクラ
イアント（サーバベース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
子回路において、前記図１１で示した第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０
Ｂにおける電子回路と同一の構成部分については、それと同一の符号を付してその説明を
省略する。
【０１８４】
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　すなわち、この第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクライ
アント（サーバベース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
回路では、第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電子回路と比較
して、電子下敷１２Ｂ′（１２Ａ′）の制御装置２８に接続されたタブレット１４Ｒ，１
４Ｌ（１４）が必要なく、電子ペーパー１１Ａ′（１１Ｂ′）の制御装置１９にタブレッ
ト１４Ｔが接続された点、およびこれに伴い当該電子ペーパー１１Ａ′（１１Ｂ′）の装
着位置を検出するためのキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄが必要ない点で異な
る。
【０１８５】
　図３３は、前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクライ
アント（サーバベース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におい
て、電子下敷１２Ｂ′（１２Ａ′）上に表示装置４５′だけを接続した状態での電子回路
の構成を示すブロック図である。
【０１８６】
　この図３３に示す第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクラ
イアント（サーバベースコンピューティング）システムの端末として組み込み表示装置４
５′だけを接続した状態での電子回路において、前記図１４で示した第１実施形態の電子
ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける表示装置４５を接続した状態での電子回路と同
一の構成部分については、それと同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１８７】
　これによれば、第１実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける表示装置
４５を接続した状態での電子回路と比較して、電子下敷１２Ｂ′（１２Ａ′）の制御装置
２８に接続されたタブレット１４Ｒ，１４Ｌ（１４）が必要なく、表示装置４５′の制御
装置４８にタブレット１４Ｔが接続された点、およびこれに伴い当該表示装置４５′の装
着位置を検出するためのキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄが必要ない点で異な
る。
【０１８８】
　そして、前記構成の第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンク
ライアントシステムの端末として組み込んだ場合（図２９～図３３参照）の動作について
は、電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′上で行われる電子ペン１５による手書き入力位置の
座標検出処理が当該電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′内のタブレット１４Ｔでの検出動作
に基づき実行される点で異なり、またキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄによる
ペーパー装着位置の検出処理とこれに伴う表示位置の補正処理が省略される点で異なる。
それ以外の動作については、前記図２１～図２４のフローチャートに従い説明した動作処
理と略同様であるためその説明を省略する。
【０１８９】
　したがって、前記構成の第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′（１０Ｂ′）に
よれば、略全面に不揮発性表示装置１７（１７Ｒ，１７Ｌ）の表示画面を有する電子ペー
パー１１Ａ′（１１Ｂ′）を、バッテリー電源３８を有する電子下敷１２Ａ′（１２Ｂ′
）に装着し、バインダー部１３（１６）によって綴じると、当該バインダー部１３（１６
）の綴じ込み構造に対応して設けられた電磁誘導部を介して電子下敷１２Ａ′（１２Ｂ′
）から電子ペーパー１１Ａ′（１１Ｂ′）への電源供給ならびに相互の通信接続がなされ
る。そして、前記電子ペーパー１１Ａ′（１１Ｂ′）の表示画面（１７Ｒ，１７Ｌ）上で
電子ペン１５により手書き入力操作を行うと、当該ペン入力位置が表示画面（１７Ｒ，１
７Ｌ）に一体に重ねたタブレット１４Ｔにて座標検出され、そのペン入力位置の座標軌跡
に応じたベクトルデータが表示データとして同不揮発性の表示画面（１７Ｒ，１７Ｌ）に
表示されるので、電子下敷１２Ａ′（１２Ｂ′）の外部接続装置３３を介して外部の情報
機器から入力された表示データを前記電子ペーパー１１Ａ′（１１Ｂ′）にて表示できる
だけでなく、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ー１１Ａ′（１１Ｂ′）を電子下敷１２Ａ′（１２Ｂ′）
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に着脱自在にすることで、通常の紙と同じように情報表記したり任意に書き込んだり消し
たりして取り扱うことができる。
【０１９０】
　また、本願発明の各実施形態において、電子ペーパーとペーパー装着部との通信手段は
無線となっているが、接触型の通信手段を用いてもよい。
【０１９１】
　また、本願発明の各実施形態において、電子ペーパーのサイズ情報を予め電子ペーパー
に記憶しておくようにしているが、電子ペーパーに記憶されているキャリブレーションポ
インタの位置情報を電子ペーパーのサイズ情報として用いるようにしてもよい。
【０１９２】
　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。
【図面の簡単な説明】
【０１９３】
【図１】本発明の第１実施形態（その１）に係る電子ペーパー記録装置（片面タイプ）１
０Ａ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
子ペーパー（片面タイプ）１１Ａを抜き出して示す正面図。
【図２】本発明の第１実施形態（その１）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１
０Ｂ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
子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂを抜き出し裏面にして示す正面図。
【図３】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電
子ペーパー１１Ａ，１１Ｂの構成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパー（片面タイ
プ）１１Ａを表側から見て示す構成図、同図（Ｂ）は電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂ
を裏側から見て示す構成図。
【図４】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置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）１２
Ａ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】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電
子下敷１２Ａ，１２Ｂのバインダー部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパー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】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて電
子下敷１２Ａ，１２Ｂのバインダー部１３，１６に対応させて設けた電子ペーパー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】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂの電磁誘導
部において電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａ…の綴じ込み部１８にペーパー内コア４０
…を設けた場合と設けない場合とで磁束ループＢの形成状態を対比して示す図。
【図８】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける電
子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）のキャリブレーションポインタ２６ａ～２６ｄと電子下敷１
２Ａ（１２Ｂ）のタブレット１４との位置関係を示す図。
【図９】前記電子ペーパー記録装置（両面タイプ）１０Ｂの電子下敷（両面タイプ）１２
Ｂに対して異なるサイズを含む複数枚の電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂ（Ａ～Ｅ）を
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綴じ込んだ場合の有効な電子ペーパーの判別機能を説明する図であり、同図（Ａ）は複数
枚の電子ペーパー（両面タイプ）１１Ｂ（Ａ～Ｅ）の電子下敷（両面タイプ）１２Ｂに対
する閉じ開き状態を示す図、同図（Ｂ）は有効電子ペーパーの判別テーブルを示す図。
【図１０】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
電子下敷１２Ａ，１２Ｂに綴じ込み載置されその接触型表示Ｉ／Ｆ（インターフェイス）
３２に対して接続使用される表示装置４５の構成を示す正面図。
【図１１】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂをシンク
ライアント（サーバベース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１２】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置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ー管理テーブル５
４の内容を示す図。
【図１３】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
各電子ペーパー１１Ａ（１１Ｂ）…のＩＤ記憶部２０に記憶された電子ペーパー固有情報
５５を示す図。
【図１４】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂをシンク
ライアント（サーバベース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に
おいて、電子下敷１２Ｂ（１２Ａ）上に表示装置４５だけを接続した状態での電子回路の
構成を示すブロック図。
【図１５】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂを端末としネット
ワーク上のサーバ装置へ接続して使用する場合の構成例を示すブロック図であり、同図（
Ａ）はシンクライアントシステムのサーバ装置５３に接続しリモートアクセスベースで使
用する場合を示す図、同図（Ｂ）はインターネットシステムのサーバ装置５３Ｗに接続し
ウェブアクセスベースで使用する場合を示す図。
【図１６】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂをシンクライアン
トシステムの端末として使用する場合にそのサーバ装置５３にて生成される仮想ペーパー
クライアント５８ｅ…の構成を示す図。
【図１７】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ｂをシンクライアン
トシステムの端末として使用した場合にそのサーバ装置５３にて生成された仮想ペーパー
クライアント５８ｅ…にて記憶管理される基本情報を示す図。
【図１８】前記図１５におけるサーバクライアントシステムのサーバ装置５３，５３Ｗの
クライアントＩＤ管理部５８ｂにて記憶管理されるユーザ認証テーブル６２の内容を示す
図。
【図１９】前記図１５におけるサーバクライアントシステムのサーバ装置５３，５３Ｗの
電子ペーパーＩＤ管理部５８ｄにて記憶管理される電子ペーパー認証テーブル６３の内容
を示す図。
【図２０】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおいて
電子下敷１２Ａ，１２Ｂの情報記憶装置３０にて記憶管理される電子ペン機能テーブル６
４の内容を示す図。
【図２１】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
電子下敷１２Ａ，１２Ｂでの処理を示すフローチャート。
【図２２】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂにおける
電子下敷処理に伴うアクティブ電子ペーパー検出処理を示すフローチャート。
【図２３】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末と
して組み込んだシンクライアントシステムにおけるサーバ装置５３でのサーバ処理を示す
フローチャート。
【図２４】前記第１実施形態（その１）の電子ペーパー記録装置１０Ａ，１０Ｂを端末と
して組み込んだサーバ装置５３でのサーバ処理に伴う認証チェック処理を示すフローチャ
ート。
【図２５】本発明の第１実施形態（その２）に係る電子ペーパー記録装置（片面タイプ）
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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
電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａを抜き出して示す正面図。
【図２６】本発明の第１実施形態（その３）に係る電子ペーパー記録装置（片面タイプ）
１０Ａの構成を示す図であり、同図（Ａ）は携帯通信情報機器６６と近距離無線接続可能
な電源内蔵バインダー部１３ｂの外観構成を示す斜視図、同図（Ｂ）は当該バインダー部
１３ｂにより綴じられた電子ペーパー（片面タイプ）１１Ａ…の外観構成を示す斜視図。
【図２７】本発明の第１実施形態（その４）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ）
１０Ｂの外観構成を示す正面図。
【図２８】本発明の第１実施形態（その５）に係る電子ペーパー記録装置（両面タイプ）
１０Ｂで電子下敷１２Ｂに装着して使用するペーパー型キーボード１１ＡＫの外観構成を
示す正面図。
【図２９】本発明の第２実施形態に係る電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′におけ
る電子ペーパー１１Ａ′，１１Ｂ′の構成を示す図であり、同図（Ａ）は電子ペーパー（
片面タイプ）１１Ａ′を表側から見て示す構成図、同図（Ｂ）は電子ペーパー（両面タイ
プ）１１Ｂ′を裏側から見て示す構成図。
【図３０】前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置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）１２
Ａ′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３１】前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′における電子下
敷１２Ａ′，１２Ｂ′に綴じ込み載置されその接触型表示Ｉ／Ｆ（インターフェイス）３
２に対して接続使用される表示装置４５′の構成を示す正面図。
【図３２】前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクライア
ント（サーバベース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３３】前記第２実施形態の電子ペーパー記録装置１０Ａ′，１０Ｂ′をシンクライア
ント（サーバベース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において
、電子下敷１２Ｂ′（１２Ａ′）上に表示装置４５′だけを接続した状態での電子回路の
構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【０１９４】
　１０Ａ…第１実施形態の電子ペーパー記録装置（片面タイプ）
　１０Ｂ…第１実施形態の電子ペーパー記録装置（両面タイプ）
　１１Ａ…第１実施形態の電子ペーパー（片面タイプ）
　１１Ａ′…第２実施形態の電子ペーパー（片面タイプ）
　１１Ｂ…第１実施形態の電子ペーパー（両面タイプ）
　１１Ｂ′…第２実施形態の電子ペーパー（両面タイプ）
　１１ＡＫ…ペーパー型キーボード
　１２Ａ…第１実施形態の電子下敷（片面タイプ）
　１２Ａ′…第２実施形態の電子下敷（片面タイプ）
　１２Ｂ…第１実施形態の電子下敷（見開きタイプ）
　１２Ｂ′…第２実施形態の電子下敷（見開きタイプ）
　１３　…片面バインダー部
　１３ａ…デジタイザ内蔵バインダー部
　１３ｂ…電源内蔵バインダー部
　１４（１４Ｒ，１４Ｌ）…タブレット
　１４Ｔ…第２実施形態のタブレット
　１５　…電子ペン
　１６　…見開きバインダー部
　１６ａ，１６ｂ…バインダー用貫通孔
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　１７（１７Ｒ，１７Ｌ）…不揮発性表示装置
　１８，２７，４７…電子ペーパー綴じ込み部
　１９　…電子ペーパー制御装置
　２０　…電子ペーパーＩＤ記憶部
　２１　…電子ペーパー情報記憶装置
　２２　…電磁誘導電源部
　２３　…電子ペーパー通信装置
　２４（２４Ｒ，２４Ｌ）…電子ペーパー入力装置
　２５（２５Ｒ，２５Ｌ）…重なり検出センサー
　２６ａ～２６ｄ…キャリブレーションポインタ
　２８　…電子下敷制御装置
　２９　…電子下敷ＩＤ記憶部
　３０　…電子下敷情報記憶装置
　３１（３１Ｒ，３１Ｌ）…電子下敷通信装置
　３２，５２…接触型表示Ｉ／Ｆ
　３３　…外部接続装置
　３４（３４Ｒ，３４Ｌ）…電源供給用コア
　３５（３５Ｒ，３５Ｌ）…電磁誘導電源供給部
　３６（３６Ｒ，３６Ｌ）…通信用コア
　３７（３７Ｒ，３７Ｌ）…電子下敷通信装置
　３８　…バッテリー（電源）
　３９　…下敷側コア
　３９ａ…バインダー兼用凸型コア
　３９ｂ…バインダー兼用凸型リング状コア
　４０　…ペーパー内コア
　４１　…平面コイル
　４２　…バインダー部ヒンジ（片面タイプ）
　４３　…下敷側コイル
　４４　…バインダー部ヒンジ（見開きタイプ）
　４５　…第１実施形態の表示装置
　４５′…第２実施形態の表示装置
　４６　…ＬＣＤ表示装置
　４８　…表示装置の制御装置
　４９　…表示装置のＩＤ記憶部
　５０　…表示装置の情報記憶装置
　５１　…表示装置の入力装置
　５３　…サーバ装置
　５４　…電子ペーパー管理テーブル
　５５　…電子ペーパー固有情報
　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…クライアントＩＤ管理部
　５８ｂ…電子ペーパーＩＤ管理部
　５８ｃ…電子下敷ＩＤ管理部
　５８ｄ…情報管理部
　５８ｅ…仮想ペーパークライアント
　５９　…サーバ表示装置
　６０　…サーバ通信装置
　６１　…仮想コンソール
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　６２　…ユーザ認証テーブル
　６３　…電子ペーパー認証テーブル
　６４　…電子ペン機能テーブル
　６５　…超音波デジタイザ
　６６　…携帯通信情報機器
　６７　…ソフトキーボード
　６８　…フルキーボード

【図１】 【図２】
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