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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグリーダを有する外部装置と通信できる位置認識ディスプレイ装置において、
　ディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部に設けられる複数個のタグであって、各タグは、互いに異なるＩＤ
を有するタグと、
　それぞれのタグの位置情報を保存している位置情報保存部と、
　前記外部装置が認識した前記タグのＩＤを前記外部装置から受信した場合、前記ＩＤを
前記位置情報保存部に保存された位置情報と比較し、前記外部装置の位置を決定する制御
部と、
　を備え、
　前記制御部は、複数の前記ＩＤを受信した場合、前記外部装置が有する前記外部装置固
有の情報を利用して、単一の外部装置によるものであるか、複数の外部装置によるもので
あるかを判別する、
　ことを特徴とする位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記タグは、ディスプレイ部の少なくとも１つの正面または背面に位置する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項３】
　複数のＩＤが受信された場合、前記制御部は、前記複数のＩＤと前記位置情報保存部に
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保存された位置情報とに基づいて、当該タグ間の中心位置を前記外部装置の位置として決
定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記外部装置と有線及び無線のうち少なくとも一つで通信する通信部をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記ディスプレイ部は、ユーザの入力を感知するタッチスクリーンパネルをさらに備え
る、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記外部装置から前記ＩＤが受信されてタッチスクリーンパネルが少なくとも１つの入
力を感知する場合、
　前記制御部は、前記受信されたＩＤと前記位置情報保存部に保存された位置情報とに基
づいて該当タグの位置を決定し、タッチスクリーンから感知された位置のうち該当タグの
位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項７】
　複数のＩＤが受信された場合、前記制御部は、前記複数のＩＤと前記位置情報保存部に
保存された位置情報とに基づいて該当タグの中心位置を決定し、タッチスクリーンから感
知された位置のうち前記中心位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記外部装置と有線及び無線のうち少なくとも一つで通信する通信部をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項５に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記タッチスクリーンから感知された位置領域情報に基づいて、前記外
部装置の決定された位置で前記外部装置の方向を決定する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記タグに所定の情報を記録できるタグライタと、
　前記タグと前記タグライタとの通信を可能にするタグアンテナとをさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１１】
　タグリーダを有する外部装置と通信できる位置認識ディスプレイ装置において、
　ディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部に設けられる複数個のタグであって、各タグは、互いに異なる位置
情報を有するタグと、
　前記外部装置が認識した前記タグの位置情報を前記外部装置から受信した場合、前記位
置情報に基づいて前記外部装置の位置を決定する制御部と、
　を備え、        
　前記制御部は、複数の前記タグのＩＤを前記外部装置から受信した場合、前記外部装置
が有する前記外部装置固有の情報を利用して、単一の外部装置によるものであるか、複数
の外部装置によるものであるかを判別する、
　位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１２】
　前記タグは、ディスプレイ部の少なくとも１つの正面または背面に位置する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記ディスプレイ部は、ユーザの入力を感知するタッチスクリーンパネルをさらに備え
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る、
　ことを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記外部装置から前記位置情報が受信されてタッチスクリーンパネルが少なくとも１つ
の入力を感知する場合、
　前記制御部は、前記受信された位置情報に基づいて該当タグの位置を決定し、タッチス
クリーンから感知された位置のうち該当タグの位置と最も近い位置を前記外部装置の位置
として決定する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項１５】
　位置認識ディスプレイ装置における、タグリーダを有する外部装置の位置を認識する方
法において、
　前記位置認識ディスプレイ装置のディスプレイ部に設けられる複数個のタグのＩＤのう
ち、前記外部装置が認識したタグのＩＤを前記外部装置から受信する段階と、
　前記受信したＩＤと前記ＩＤに対応する位置情報とに基づいて、前記外部装置の位置を
決定する段階と、
　を含み、    
　複数の前記ＩＤを受信した場合、前記外部装置が有する前記外部装置固有の情報を利用
して、単一の外部装置によるものであるか、複数の外部装置によるものであるかを判別す
る、
　ことを特徴とする外部装置の位置を認識する方法。
【請求項１６】
　前記外部装置の位置を決定する段階は、
　複数のＩＤが受信された場合、前記複数のＩＤと前記複数のＩＤに対応する位置情報と
に基づいて、当該タグ間の中心位置を決定する段階と、
　前記中心位置を前記外部装置の位置として決定する段階とを含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載の外部装置の位置を認識する方法。
【請求項１７】
　位置認識ディスプレイ装置における、タグリーダを有する外部装置の位置を認識する方
法において、
　タッチスクリーンパネルを有したディスプレイ部が入力を感知する段階と、
　前記位置認識ディスプレイ装置のディスプレイ部に設けられる複数個のタグのＩＤのう
ち、前記外部装置の認識したタグのＩＤを前記外部装置から受信する段階と、
　前記受信されたＩＤと前記ＩＤに対応する位置情報とに基づいて該当タグの位置を決定
し、タッチスクリーンから感知された位置座標のうち該当タグの位置と最も近い位置を前
記外部装置の位置として決定する段階と、
　を含み、
　複数の前記ＩＤを受信した場合、前記外部装置が有する前記外部装置固有の情報を利用
して、単一の外部装置によるものであるか、複数の外部装置によるものであるかを判別す
る、
　ことを特徴とする外部装置の位置を認識する方法。
【請求項１８】
　前記外部装置の位置を計算して決定する段階は、
　複数のＩＤと位置情報とが受信された場合、前記複数のＩＤと前記複数のＩＤに対応す
る位置情報とに基づいて該当タグ座標の中心位置を決定する段階と、
　前記タグ座標の中心位置と最も近いタッチスクリーンに感知された位置座標間にマッピ
ングを行う段階と、
　前記マッピングされた座標を前記外部装置の位置として決定する段階とを含む、
　ことを特徴とする請求項１７に記載の外部装置の位置を認識する方法。
【請求項１９】
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　タグリーダを有する外部装置と通信できる位置認識ディスプレイ装置において、
　ディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部に設けられる複数個のタグと、
　前記タグに位置情報を有する所定の情報を記録できるタグライタと、
　前記タグライタがタグに記録した所定の情報を前記外部装置が認識し、前記所定の情報
を前記外部装置から受信した場合、前記所定の情報によって前記外部装置の位置を決定す
る制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、複数の前記タグのＩＤを前記外部装置から受信した場合、前記外部装置
が有する前記外部装置固有の情報を利用して、単一の外部装置によるものであるか、複数
の外部装置によるものであるかを判別する、
　ことを特徴とする位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２０】
　前記タグは、前記ディスプレイ部の背面に位置する、
　ことを特徴とする請求項１９に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２１】
　前記タグと前記タグライタとの通信を可能にするタグアンテナをさらに備える、
　ことを特徴とする請求項１９に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２２】
　前記タグライタと前記タグアンテナは、前記ディスプレイ部の背面に位置する、
　ことを特徴とする請求項２１に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２３】
　前記所定の情報は、テキスト情報である、
　ことを特徴とする請求項１９に記載の位置認識ディスプレイ装置。
【請求項２４】
　位置認識ディスプレイ装置における、タグリーダを有する外部装置の位置を認識する方
法において、
　前記位置認識ディスプレイ装置のディスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場
合、タグライタが前記所定の情報と前記所定の情報が位置する位置情報とを共に、前記デ
ィスプレイ部に設けられているタグに記録する段階と、
　前記ディスプレイ部に設けられている前記タグに記録された情報のうち、前記外部装置
が認識した情報を前記外部装置から受信する段階と、
　前記受信した情報によって前記外部装置の位置を決定する段階と、
　を含み、
　複数の前記タグのＩＤを前記外部装置から受信した場合、前記外部装置が有する前記外
部装置固有の情報を利用して、単一の外部装置によるものであるか、複数の外部装置によ
るものであるかを判別する、
　ことを特徴とする外部装置の位置を認識する方法。
【請求項２５】
　前記ディスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場合、タグライタが前記所定の
情報と前記所定の情報が位置する位置情報とを共にタグに記録する段階は、
　前記ディスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場合、タグライタが前記所定の
情報と前記所定の情報が位置する位置情報とを共にタグアンテナを介してタグに記録する
段階とを含む、
　ことを特徴とする請求項２４に記載の外部装置の位置を認識する方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置のインターフェースに係り、さらに詳細には、携帯電話、
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デジタルカメラ、カムコーダ、ＰＤＡ（パーソナル　デジタル　アシスタンス）のような
外部装置の位置を認識できるディスプレイ装置及び該方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のディスプレイで外部装置を認識する技術においては、ＲＦＩＤ（Radio　Frequen
cy　Identification）技術、カメラ、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）原理を利
用したものがある。具体的には、ＲＦＩＤ技術を利用したものは、電波信号を介して非接
触式で物に付着された薄い平面状のタグを識別して情報を処理するシステム判読及び解読
機能を行うリーダ（ＲＦ　reader）と、固有情報を内蔵した電波識別タグ（ＲＦＩＤタグ
）と、運用ソフトウェアと、ネットワークとから構成される。ディスプレイ装置の外部に
リーダを設け、外部装置にＲＦＩＤタグを付着して外部装置のＩＤ（Identification）を
認識するのである。カメラを利用したものは、テーブルディスプレイのような場合には、
ディスプレイの下側か上側にカメラを取り付けて外部装置の位置を認識のである。ＧＰＳ
の原理を利用するものは、ＧＰＳ受信器として３個以上の測定器から正確な時間と距離と
を測定し、３個のそれぞれ異なる距離を三角法によって現位置を正確に計算するものであ
って、外部装置の位置を認識するにおいて利用されている。
【０００３】
　しかし、かような従来技術によれば、ディスプレイ装置の外部にＲＦＩＤのようなリー
ダを設ける場合には、単純にディスプレイの前に所定のＩＤを有する外部装置があるとい
う情報が分かるだけであって位置を知りえないという問題点があり、カメラを利用するの
は、外部装置の位置を知ることは可能であるが、カメラを介したイメージプロセシング（
Image　Processing）を使用するので、条件によって認識率が落ちて多くのプロセシング
能を必要とするという問題点があり、ＧＰＳの原理を利用するのは、ディスプレイ装置の
ような小さい空間では位置誤差が大きくなり、具現するにあたって装置が複雑になってコ
ストがかさむという問題点がある。
【特許文献１】韓国特許公開第１０－２００２－００１２２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記のような問題点を解決するための本発明の目的は、ディスプレイ上でタグを利用し
て外部装置の位置を認識できる位置認識ディスプレイ装置及び位置認識方法を提供すると
ころにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記本発明の目的を達成するための本発明の１つの特徴は、タグリーダを有する外部装
置と通信できる位置認識ディスプレイ装置において、ディスプレイ部と、前記ディスプレ
イ部に設けられる複数個のタグであって、各タグは、互いに異なるＩＤを有するタグと、
それぞれのタグの位置情報を保存している位置情報保存部と、前記外部装置が認識した前
記タグのＩＤを前記外部装置から受信した場合、前記ＩＤを前記位置情報保存部に保存さ
れた位置情報と比較し、前記外部装置の位置を決定する制御部とを備えることである。
【０００６】
　前記タグは、ディスプレイ部の正面または背面に位置することが望ましい。
【０００７】
　前記受信されたＩＤが複数である場合、前記制御部は、前記複数のＩＤと前記位置情報
保存部に保存された位置情報とに基づいて、当該タグ間の中心位置を前記外部装置の位置
として決定することが望ましい。
【０００８】
　前記外部装置と有線及び無線のうち少なくとも一つで通信する通信部をさらに備えるこ
とが望ましい。
【０００９】
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　前記ディスプレイ部は、ユーザの入力を感知するタッチスクリーンパネルをさらに備え
ることが望ましい。
【００１０】
　前記外部装置から前記ＩＤが受信されてタッチスクリーンパネルが少なくとも一つ以上
の入力を感知する場合、前記制御部は、前記受信されたＩＤと前記位置情報保存部に保存
された位置情報とに基づいて該当タグの位置を決定し、タッチスクリーンから感知された
位置のうち該当タグの位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定することが望
ましい。
【００１１】
　前記受信されたＩＤが複数である場合、前記複数のＩＤと前記位置情報保存部に保存さ
れた位置情報とに基づいて該当タグの中心位置を決定し、タッチスクリーンから感知され
た位置のうち前記中心位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定することが望
ましい。
【００１２】
　前記制御部は、前記タッチスクリーンから感知された位置領域情報に基づいて、前記外
部装置の決定された位置で前記外部装置の方向を決定することが望ましい。
【００１３】
　前記タグに所定の情報を記録できるタグライタと、前記タグと前記タグライタとの通信
を可能にするタグアンテナとをさらに備えることが望ましい。
【００１４】
　本発明の他の特徴は、タグリーダを有する外部装置と通信できる位置認識ディスプレイ
装置において、ディスプレイ部と、前記ディスプレイ部に設けられる複数個のタグであっ
て、各タグは、互いに異なる位置情報を有するタグと、前記外部装置が認識した前記タグ
の位置情報を前記外部装置から受信した場合、前記位置情報に基づいて前記外部装置の位
置を決定する制御部とを備えることである。
【００１５】
　本発明のさらに他の特徴は、タグリーダを有する外部装置の位置認識方法において、前
記外部装置の認識したＩＤを受信する段階と、前記受信したＩＤと前記ＩＤに対応する位
置情報とに基づいて、前記外部装置の位置を決定する段階とを含むことである。
【００１６】
　本発明のさらに他の特徴は、タグリーダを有する外部装置の位置認識方法において、タ
ッチスクリーンパネルを有したディスプレイ部が入力を感知する段階と、前記外部装置の
認識したＩＤを受信する段階と、前記受信されたＩＤと前記ＩＤに対応する位置情報とに
基づいて該当タグの位置を決定し、タッチスクリーンから感知された位置座標のうち該当
タグの位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定する段階とを含むことである
。
【００１７】
　前記外部装置の位置を計算して決定する段階は、前記ＩＤが複数である場合、前記ＩＤ
と前記複数のＩＤに対応する位置情報とに基づいて該当タグ座標の中心位置を決定する段
階と、前記タグ座標の中心位置と最も近いタッチスクリーンに感知された位置座標間にマ
ッピングを行う段階と、前記マッピングされた座標を前記外部装置の位置として決定する
段階とであることが望ましい。
【００１８】
　本発明のさらに他の特徴は、タグリーダを有する外部装置と通信できる位置認識ディス
プレイ装置において、ディスプレイ部と、前記ディスプレイ部に設けられる複数個のタグ
と、前記タグに位置情報を有する所定の情報を記録できるタグライタと、前記タグライタ
がタグに記録した所定の情報を前記外部装置が認識し、前記所定の情報を前記外部装置か
ら受信した場合、前記所定の情報によって前記外部装置の位置を決定する制御部とを備え
ることが望ましい。
【００１９】
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　前記タグは、前記ディスプレイ部の背面に位置することが望ましい。
【００２０】
　前記タグと前記タグライタとの通信を可能にするタグアンテナをさらに備えることが望
ましい。
【００２１】
　前記タグライタと前記タグアンテナは、前記ディスプレイ部の背面に位置することが望
ましい。
【００２２】
　前記所定の情報は、テキスト情報であることが望ましい。
【００２３】
　本発明のさらに他の特徴は、タグリーダを有する外部装置の位置認識方法において、デ
ィスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場合、タグライタが前記所定の情報と前
記所定の情報が位置する位置情報とを共にタグに記録する段階と、前記外部装置が認識し
た前記情報を受信する段階と、前記受信した情報によって前記外部装置の位置を決定する
段階とを含むことが望ましい。
【００２４】
　前記ディスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場合、タグライタが前記所定の
情報と前記所定の情報が位置する位置情報とを共にタグに記録する段階は、前記ディスプ
レイ部に所定の情報がディスプレイされる場合、タグライタが前記所定の情報と前記所定
の情報が位置する位置情報とを共にタグアンテナを介してタグに記録する段階であること
が望ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ディスプレイ上に外部装置の位置をリアルタイムで認識させる位置認
識ディスプレイ装置及びその方法を提供する。それによって、それぞれの外部装置とディ
スプレイ装置とのインタラクション（interaction）を可能にする。本発明は具現が非常
に容易であり、コストの側面でも非常に経済性がある。また、今後Simple　&　Adaptive
　Interfaceを有するウェブ家電製品と将来的なウォールディスプレイ（Wall　Display）
とに有用に適用可能である。また、タグに簡単なテキスト情報を記録することによって、
外部装置で当該情報を再加工することなしに使用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付した図面を参照しつつ、本発明の望ましい実施形態について説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の一実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイヤグラム
である。図１を参照するに、ディスプレイ装置１００は、ディスプレイ部１１０、制御部
１２０、位置情報保存部１３０、通信部１４０を備え、ディスプレイ部はタグ１１１を有
する。
【００２８】
　電子タグは、自動認識（ＡＩＤＣ）技術の一種である。マイクロチップを内蔵した電子
タグに保存されたデータを、無線周波数を利用して非接触で読む技術であって、タグ半導
体チップとアンテナは、かような情報を無線で数メートルから数十メートルまで送り、リ
ーダ（Reader）は、この信号を受けて情報を解読する。電子タグは、情報蓄積と発信機能
とを有する非常に小さいチップに所定の細部情報を有しており、高周波（ＲＦ）信号を受
ければ、内蔵された情報を伝送する役割を行う。タグは電子タグに限定されず、電子タグ
、イメージタグなど、ＩＤ（Identification）のみ区分できるならば、さまざまな形態で
もって可能である。本発明による複数のタグ１１１は、それぞれ互いに異なるＩＤを有し
ている。ＩＤは、当該タグの固有の識別番号である。位置情報保存部１３０は、それぞれ
のタグの位置情報について保存する。位置情報は、当該タグがディスプレイ部でどの位置
に設けられているか、当該外座標についての情報である。制御部１２０は、タグリーダを
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有する外部装置２２０（図２）からＩＤが受信される場合、前記ＩＤと前記位置情報保存
部に保存された位置情報とに基づいて、前記外部装置の位置を決定する。前記ディスプレ
イ部１１０に設けられたタグ１１に前記外部装置２２０が接近すれば、前記外部装置は、
タグ１１１のＩＤについてのデータを読み取る。前記外部装置２２０は、読み込んだタグ
のＩＤをディスプレイ装置１００に伝送する。前記ディスプレイ装置１００の制御部１２
０は、受信したタグのＩＤと前記位置情報保存部に保存された位置情報とによって当該電
子タグの位置を把握した後、その位置を前記外部装置の位置として決定する。
【００２９】
　タグの配置は、図２を参照して説明する。図２は、本発明の一実施形態によるディスプ
レイ部を示したものである。図２を参照するに、ディスプレイ部の正面または背面に、ｎ
個のタグが配されうる。正面にはイメージタグのような透明タグが配され、背面には制限
なく配されうる。タグは、間隔に合わせて配され、タグの個数は、多ければ多いほど外部
装置の位置を正確に認識できるのである。前記外部装置２２０は、タグリーダと通信部と
を備える。前記外部装置２２０は、通信可能なＣＥ（コンシューマ　エレクトロニクス）
機器であって、携帯電話、ＭＰ３Ｐ（ＭＰ３プレーヤ）、ＰＭＰ（ポータブル　マルチメ
ディア　プレーヤ）などがあるが、それらに限定されるものではない。タグリーダは、タ
グから入る信号を変えたり、そのデータの信号を検証しつつ記憶装置のメモリに保存した
りもし、必要によっては、後で送信したりもする。現在、タグリーダを有した携帯電話な
どが販売されている。通信部は、タグから認識したＩＤを前記外部装置固有の情報と共に
ディスプレイ装置に送信できる。
【００３０】
　また、前記外部装置２２０は、タグが認識可能な距離にあるならば、複数のタグを同時
に、あるいは順次に認識できる。前記外部装置２２０が複数のＩＤを認識して送信した場
合には、ディスプレイ装置は複数のＩＤを受信する。その場合、制御部は、前記複数のＩ
Ｄと前記位置情報保存部に保存された位置情報とに基づいて、当該タグ間の中心位置を前
記外部装置の位置として決定する。例えば、図２を参照するに、外部装置２２０がタグ１
２１１とタグ２　２１２とを認識し、前記タグのＩＤをディスプレイ装置に送信した場合
、ディスプレイ装置は、タグ１　２１１とタグ２　２１２とのＩＤを受信する。その場合
、制御部は、位置情報保存部に保存された位置情報に基づいて、タグ１　２１１とタグ２
　２１２との位置の中心位置を把握した後、その中心位置に前記外部装置２２０があると
仮定して前記外部装置２２０の位置を決定する。
【００３１】
　前記タグ１１１は、それぞれ自体の固有位置情報を有することができる。その場合、制
御部１２０は、タグリーダを有する外部装置２２０から位置情報が受信される場合、前記
位置情報に基づいて前記外部装置２２０の位置を決定する。
【００３２】
　通信部１４０は、前記外部装置２２０から外部装置２２０の認識したＩＤを受信する。
【００３３】
　前記説明は、単一の外部装置の位置を決定することを仮定して説明したのである。外部
装置は、外部装置固有の情報を有しており、認識したＩＤと共に自体の情報を送信できる
。外部装置固有の情報とは、外部装置がいかなる機器であるか（例えば、携帯電話、ＭＰ
３Ｐ、ＰＭＰなど）を判別できる情報を有することができる。複数の外部装置がディスプ
レイ装置に位置する場合には、前記それぞれの外部装置の固有の情報を受信し、同じ外部
装置の固有情報を有する該当タグだけの位置によって、前記単一の外部装置の位置を決定
する過程を実行することによって複数のＩＤを受信した場合、単一の外部装置によるもの
であるか、複数の外部装置によるものであるかを判別して位置を決定できる。
【００３４】
　図３は、本発明の他の実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイヤグラ
ムである。図３を参照するに、ディスプレイ装置３００は、ディスプレイ部３１０、制御
部３２０、位置情報保存部３３０、通信部３４０を備え、ディスプレイ部は、タグ３１１
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とタッチスクリーンパネル３１２とを備える。本実施形態によるディスプレイ部３１０、
タグ３１１、通信部３４０は、前述の実施形態での構成要素と類似しているので、重複説
明は省略する。
【００３５】
　ディスプレイ部３１０は、タッチスクリーンパネル３１１を備える。タッチスクリーン
パネルは、外部装置に対するユーザの入力を感知する。本発明では、マルチ・タッチスク
リーン（Multi-touch　Screen）を使用することが望ましい。前記外部装置から前記ＩＤ
が受信され、タッチスクリーンパネルが少なくとも一つ以上の入力を感知できる。タッチ
スクリーンパネルは、一つ以上の入力を感知できる。例えば、外部装置に接触しつつユー
ザの指など二以上の入力が感知されることもある。その場合、外部装置ではない他の入力
を感知する場合、前記外部装置の位置を不正確に決定しうる。これを解決するために、制
御部３２０は、前記受信されたＩＤと前記位置情報保存部３３０に保存された位置情報と
に基づいて該当タグ３１１の位置を決定し、タッチスクリーンから感知された位置のうち
、当該タグの位置と最も近い位置を前記外部装置の位置として決定することが望ましい。
【００３６】
　また、前記外部装置はタグが認識可能な距離にあるならば、複数のタグを同時に、ある
いは順次で認識できる。外部装置が複数のＩＤを認識して送信した場合には、ディスプレ
イ装置は、複数のＩＤを受信する。その場合、制御部は、前記複数のＩＤと前記位置情報
保存部に保存された位置情報とに基づいて、当該タグ間の中心位置を決定する。例えば、
図４を参照するに、外部装置４２０がタグ１　４１１とタグ２　４１２とを認識し、前記
タグのＩＤをディスプレイ装置に送信した場合、ディスプレイ装置は、タグ１　４１１と
タグ２　４１２とのＩＤを受信する。その場合、制御部は、タグ１　４１１とタグ２　４
１２との位置間の中心位置を把握した後、その中心位置を決定する。その後、タッチスク
リーンから感知された位置のうち、前記中心位置と最も近い位置を前記外部装置の位置と
して決定することが望ましい。
【００３７】
　タグ３１１は、それぞれ自体の固有位置情報を有することができる。その場合、制御部
３２０は、タグリーダを有する外部装置４２０から位置情報が受信されてタッチスクリー
ンパネルが一つ以上の入力を感知する場合、前記受信された位置情報に基づいて当該タグ
の位置を決定し、タッチスクリーンから感知された位置のうち、当該タグの位置と最も近
い位置を前記外部装置の位置として決定する。
【００３８】
　前記説明は、単一の外部装置の位置を決定することを仮定して説明したのである。前記
外部装置は、外部装置固有の情報を有しており、認識したＩＤと共に自体の情報を送信で
きる。複数の外部装置がディスプレイ装置に位置する場合には、前記それぞれの外部装置
の固有の情報を受信し、同じ外部装置固有情報を有する当該タグだけの位置情報によって
、前記単一の外部装置の位置を決定する過程を実行することによって複数のＩＤを受信し
た場合、単一の外部装置によるものであるか、あるいは複数の外部装置によるものである
かを判別して位置を決定できる。
【００３９】
　また、外部装置に対してタッチスクリーンに感知されたあらゆる位置領域情報を計算し
、前記外部装置の決定された位置で外部装置の方向を決定することも可能である。
【００４０】
　図５は、本発明の一実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフローチャート
である。図５を参照するに、タグリーダを有する外部装置がタグを有するディスプレイ装
置に近接するか接触する場合、タグに保存されたＩＤについてのデータを認識する。その
後、ディスプレイ装置は、認識したＩＤを受信する（段階５０１）。制御部は、前記受信
したＩＤと前記ＩＤに対応する位置情報とに基づいて、前記外部装置の位置を決定する（
段階５０２）。
【００４１】
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　図６は、本発明の他の実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフローチャー
トである。図６を参照するに、ディスプレイ装置は、認識したＩＤを受信する（段階６０
１）。前記外部装置の認識したＩＤが単数である場合には、前記受信したＩＤと前記ＩＤ
に対応する位置情報とに基づいて、前記外部装置の位置を決定する（段階６０３）。前記
認識したＩＤが複数である場合には、前記複数のＩＤと前記複数のＩＤに対応する位置情
報とに基づいて当該タグ間の中心位置を決定し（段階６０４）、前記中心位置を前記外部
装置の位置として決定する（段階６０５）。
【００４２】
　図７は、本発明の一実施形態による外部装置のタッチスクリーンパネルでの位置認識方
法についてのフローチャートである。図７を参照するに、タグリーダを有する外部装置が
タグとタッチスクリーンパネルを有するディスプレイ部に近接するか接触する場合、タグ
に保存されたＩＤについてのデータを認識する。同時に、または順次にタッチスクリーン
パネルを有したディスプレイ部が入力を感知する（段階７０１）。その後、前記外部装置
の認識したＩＤを受信する（段階７０２）。制御部は、前記受信されたＩＤと前記受信さ
れたＩＤに対応する位置情報に基づいて、当該タグの位置を決定する（段階７０３）。そ
の後、タッチスクリーンから感知された位置座標のうち、当該タグの位置と最も近い位置
を前記外部装置の位置として決定する（段階７０４）。
【００４３】
　図８は、本発明の他の実施形態による外部装置のタッチスクリーンパネルでの位置認識
方法についてのフローチャートである。図８を参照するに、タッチスクリーンパネルを有
したディスプレイが入力を感知した後（段階８０１）、前記外部装置の認識したＩＤを受
信する（段階８０２）。ＩＤが単数である場合には、前記受信されたＩＤと前記受信され
たＩＤに対応する位置情報とに基づいて当該タグの位置を決定し（段階８０４）、タッチ
スクリーンから感知された位置座標のうち、当該タグの位置と最も近い位置を前記外部装
置の位置として決定する（段階８０５）。ＩＤが複数である場合、前記複数のＩＤと前記
複数のＩＤに対応する位置情報とに基づいて、当該タグ座標の中心位置を決定する（段階
８０６）。その後、前記タグ座標の中心位置と最も近いタッチスクリーンに感知された位
置座標間にマッピングを行い（段階８０７）、前記マッピングされた座標を前記外部装置
の位置として決定する（段階８０８）。
【００４４】
　図９は、本発明のさらに他の実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイ
ヤグラムである。図９を参照するに、ディスプレイ装置９００は、ディスプレイ部９１０
及び制御部９２０を備え、ディスプレイ部は、タグ９１２、タグライタ９１４及びタグア
ンテナ９１６を備える。ディスプレイ部９１０及びタグ９１２についての構成は、前述の
構成と類似しているので、その詳細な説明は省略する。
【００４５】
　ディスプレイ部９１０に所定の情報がディスプレイされるとき、タグライタ９１４は、
前記所定の情報がディスプレイされる位置にあるタグに当該情報を記録する。ディスプレ
イ装置９００がディスプレイ部９１０に所定の情報をディスプレイしようとする場合、デ
ィスプレイ装置９００は、ディスプレイ部９１０に、所定の位置に所定の内容をディスプ
レイせよとの命令を送り、命令をタグライタ９１４にも送る。前記命令を受けたタグライ
タ９１４は、前記位置情報と所定の内容を有する情報とを当該位置にあるタグに記録する
。前記所定の情報は、テキスト情報及び／またはグラフィック情報である。
【００４６】
　タグアンテナ９１６は、タグ９１２とタグライタ９１４との通信を可能にする。タグラ
イタ９１４は、タグアンテナ９１６を介してタグに記録できる。タグライタ９１４とタグ
アンテナ９１６は、ディスプレイ部の背面に位置しうる。
【００４７】
　タグリーダを有する外部装置（図示せず）は、当該情報のあるディスプレイ部９１０に
接近する場合、当該位置にあるタグ９１２から前記情報を受信する。前記外部装置は、前
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記タグを介してディスプレイされる情報を直ちに読み取ることができる。ディスプレイ装
置９００が前記外部装置が認識した位置情報を受信する場合、制御部９２０は、前記位置
情報によってタグの位置を把握し、その位置を外部装置の位置として決定する。
【００４８】
　図１０は、本発明の他の実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフローチャ
ートである。図１０を参照するに、ディスプレイ部に所定の情報がディスプレイされる場
合、タグライタが前記所定の情報と前記所定の情報が位置する位置情報とを共にタグに記
録する（段階１００１）。このとき、前記情報と前記位置情報は、タグアンテナを介して
タグに記録されうる。
【００４９】
　外部装置は、前記タグから前記情報と前記位置情報とを読み込む。その後、ディスプレ
イ装置は、前記外部装置から前記位置情報を受信する（段階１００２）。
【００５０】
　前記受信した情報によって、前記外部装置の位置を決定する（段階１００３）。前記タ
グが位置するところを前記外部装置の位置として決定する。
【００５１】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に説明した。本発明の属する技術分
野で当業者は、本発明が本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態に具現
可能であるということを理解することができるであろう。従って、開示された実施形態は
、限定的な観点ではなくして説明的な観点から考慮されねばならない。本発明の範囲は、
前述の説明ではなくして特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にあるあら
ゆる差異点は、本発明に含まれるものと解釈されねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の位置認識ディスプレイ装置及び位置認識方法は、例えば、ディスプレイ関連の
技術分野に効果的に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の一実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイヤグラムで
ある。
【図２】本発明の一実施形態によるディスプレイ部を示した図である。
【図３】本発明の他の実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイヤグラム
である。
【図４】本発明の一実施形態によるタッチスクリーンパネルを有するディスプレイ部を示
した図である。
【図５】本発明の一実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフローチャートで
ある。
【図６】本発明の他の実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフローチャート
である。
【図７】本発明の一実施形態による外部装置のタッチスクリーンパネルでの位置認識方法
についてのフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施形態による外部装置のタッチスクリーンパネルでの位置認識方
法についてのフローチャートである。
【図９】本発明のさらに他の実施形態によるディスプレイ装置を図示したブロックダイヤ
グラムである。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態による外部装置の位置認識方法についてのフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００５４】
　１００，３００，９００　　ディスプレイ装置
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　１１０，３１０，９１０　　ディスプレイ部
　１１１，３１１，９１２　　タグ
　１２０，３２０，９２０　　制御部
　１３０，３３０　　位置情報保存部
　１４０，３４０　　通信部
　２１１，４１１　　タグ１
　２１２，４１２　　タグ２
　２２０，４２０　　外部装置
　３１２　　タッチスクリーンパネル
　９１４　　タグライタ
　９１６　　タグアンテナ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】
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