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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示情報を保持する表示情報管理装置と、当該表示情報を前記表示情報管理装置以外の
装置で閲覧するための１又は複数の表示装置とを備えた表示情報管理システムにおいて、
　前記表示情報管理装置は、
　表示情報と、当該表示情報の閲覧状況を示す閲覧状況情報とを記憶する記憶手段と、
　前記表示情報及び前記閲覧状況情報を表示するための表示手段と、
　前記表示装置との間で前記表示情報及び前記閲覧状況情報の授受を行うための情報授受
手段と、
　前記閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段と、を備え、
　前記表示装置は、
　前記表示情報及び当該表示情報に対応する閲覧状況情報を前記表示情報管理装置から取
得する表示情報取得手段と、
　前記表示情報取得手段により取得した表示情報及び閲覧状況情報を記憶する記憶手段と
、
　前記表示情報を表示する表示手段と、
　前記表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲覧判定手段と、
　前記閲覧判定手段により前記表示情報が閲覧されたと判定すると、前記表示情報に対応
する閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段と、
　前記閲覧状況情報又は当該閲覧状況情報を更新した旨の情報を前記表示情報管理装置に
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受け渡すための閲覧状況情報受け渡し手段と、
　自装置固有のＩＤを記憶するＩＤ記憶手段と、を備え、
　前記閲覧判定手段は、自装置のＩＤと対応するＩＤが設定された特定の表示情報が閲覧
された場合にのみ、当該表示情報が閲覧されたと判定し、
　前記表示情報管理装置の閲覧状況情報更新手段は、
　前記表示装置から更新された閲覧状況情報又は当該閲覧状況情報を更新した旨の情報を
前記情報授受手段により取得した場合にのみ、前記表示情報の閲覧状況情報を更新する
　ことを特徴とする表示情報管理システム。
【請求項２】
　前記表示装置を複数有しており、
　前記表示装置は、前記閲覧判定手段により前記表示情報の閲覧状況の判定を行う第１モ
ードと、前記閲覧判定手段により前記表示情報の閲覧状況の判定を行わない第２モードと
を選択する選択手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の表示情報管理システム。
【請求項３】
　前記表示装置は、使用者を特定するためのユーザ認証手段を有しており、
　前記閲覧判定手段は、前記特定の表示情報が閲覧された場合であって、前記ユーザ認証
手段により認証した使用者が特定の使用者であるときにのみ、当該表示情報が閲覧された
と判定する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示情報管理システム。
【請求項４】
　前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成されている場合に当該表示情報
の最初のページが前記表示手段により表示されたとき、当該表示情報が閲覧されたと判定
する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理システム。
【請求項５】
　前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成されている場合に当該表示情報
の最後のページが前記表示手段により表示されたとき、当該表示情報が閲覧されたと判定
する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理システム。
【請求項６】
　前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成されている場合に前記表示情報
の全てのページが前記表示手段により表示されたとき、当該表示情報が閲覧されたと判定
する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理システム。
【請求項７】
　前記表示情報の未読か既読かを示す文字情報を当該表示情報のファイル名とすることに
より、前記閲覧状況情報を前記表示情報に関連づけたことを特徴とする請求項１～６のい
ずれか１項に記載の表示情報管理システム。
【請求項８】
　前記閲覧状況情報は、前記表示装置で前記表示情報が最初、最後又は最初と最後に閲覧
されたときの日時情報であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の表示
情報管理システム。
【請求項９】
　前記表示装置は、電気泳動表示パネルを有する携帯端末であることを特徴とする請求項
１～８のいずれか１項に記載の表示情報管理システム。
【請求項１０】
　前記表示装置は、当該表示装置の記憶手段に記憶されている表示情報が削除される際に
、当該表示情報に対応する閲覧状況情報が更新されていない場合、当該表示情報が未読で
あることを示す警告を前記表示手段に表示する表示処理手段を有することを特徴とする請
求項１～９のいずれか１項に記載の表示情報管理システム。
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【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示情報管理システムにおける前記表示情報管
理装置の前記各手段としてコンピュータを機能させるプログラム。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示情報管理システムにおける前記表示装置の
前記各手段としてコンピュータを機能させるプログラム。
【請求項１３】
　閲覧状況を示す閲覧状況情報が関連づけられた表示情報、及び、自装置固有のＩＤを記
憶する記憶手段と、当該表示情報を表示する表示手段と、他の装置との間で前記表示情報
及び前記閲覧状況情報の授受を行うための情報授受手段と、を有する複数の表示装置を備
え、
　一の表示装置に保持された表示情報を当該表示装置もしくは他の表示装置を用いて閲覧
する場合における、当該表示情報の閲覧状況を管理する表示情報管理システムであって、
　前記表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲覧判定手段と、
　前記閲覧判定手段により前記表示情報が閲覧されたと判定すると、前記表示情報に対応
する閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段と、を備え、
　前記閲覧判定手段は、特定の表示装置で自装置のＩＤと対応するＩＤが設定された特定
の表示情報が閲覧された場合にのみ、当該表示情報の閲覧状況情報を更新する
　ことを特徴とする表示情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示情報を保持する表示情報管理装置と、当該表示情報を前記表示情報管理
装置以外の装置で閲覧するための１又は複数の表示装置とを備えた表示情報管理システム
及びプログラムに関し、特に、表示情報を閲覧したか否かの情報を統一的に管理する表示
情報管理システム及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＣ（Personal Computer）で作成されたドキュメント情報やウェブサイトから
取得した画像情報等である表示情報は、主にＰＣのディスプレイ上で閲覧されるかプリン
ターで紙に印刷して閲覧されている。さらに近年では、電子ペーパーのような携帯性・視
認性に優れた表示装置が開発されており、ＰＣに記憶された表示情報をＰＣ以外の表示装
置で閲覧する機会が増えてきている。
【０００３】
　ところが、上記のようにＰＣなどの表示情報管理装置と電子ペーパーなどの表示装置と
を連携させて、表示情報管理装置が保持する表示情報を表示装置で閲覧しようとする場合
、表示情報の未読・既読の情報が表示情報管理装置と表示装置との間で統一的に管理され
ておらず、例えば、表示情報管理装置で確認程度に表示情報を表示させただけでも表示情
報管理装置側では当該表示情報が閲覧されたと判定されてしまうため、表示情報を閲覧し
たか否かの判断が困難になるおそれがあった。
【０００４】
　ここで、表示情報の未読・既読等の閲覧状況を管理するシステムとしては、例えば、特
許文献１に、サーバ装置に保持された表示情報を複数の使用者が閲覧する場合において、
当該表示情報の閲覧状況情報を使用者毎に管理することによって、他の使用者が閲覧した
か否かとは無関係に自分がその表示情報を閲覧したか否かを正確に把握することのできる
システムが開示されている。
【特許文献１】特開２００２－５５９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１に記載のシステムは、複数の使用者に対する閲覧状況情報の
管理を目的とするものであり、使用者がどの装置で閲覧したかまでは考慮されていない。
従って、上記のように、表示情報管理装置で確認程度に表示させただけで表示情報が閲覧
されたと判定されてしまうといった状況に対応できるものではない。
【０００６】
　そこで、本発明は、表示情報管理装置と表示装置との間で表示情報を閲覧したか否かの
情報を統一的に管理することのできる表示情報管理システム及びプログラムを提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、表示情報を保持する表示情報管
理装置と、当該表示情報を前記表示情報管理装置以外の装置で閲覧するための１又は複数
の表示装置とを備えた表示情報管理システムにおいて、前記表示情報管理装置は、表示情
報と、当該表示情報の閲覧状況を示す閲覧状況情報とを記憶する記憶手段と、前記表示情
報及び前記閲覧状況情報を表示するための表示手段と、前記表示装置との間で前記表示情
報及び前記閲覧状況情報の授受を行うための情報授受手段と、前記閲覧状況情報を更新す
る閲覧状況情報更新手段と、を備え、前記表示装置は、前記表示情報及び当該表示情報に
対応する閲覧状況情報を前記表示情報管理装置から取得する表示情報取得手段と、前記表
示情報取得手段により取得した表示情報及び閲覧状況情報を記憶する記憶手段と、前記表
示情報を表示する表示手段と、前記表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲覧判定手段
と、前記閲覧判定手段により前記表示情報が閲覧されたと判定すると、前記表示情報に対
応する閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段と、前記閲覧状況情報又は当該閲覧
状況情報を更新した旨の情報を前記表示情報管理装置に受け渡すための閲覧状況情報受け
渡し手段と、自装置固有のＩＤを記憶するＩＤ記憶手段と、を備え、前記閲覧判定手段は
、自装置のＩＤと対応するＩＤが設定された特定の表示情報が閲覧された場合にのみ、当
該表示情報が閲覧されたと判定し、前記表示情報管理装置の閲覧状況情報更新手段は、前
記表示装置から更新された閲覧状況情報又は当該閲覧状況情報を更新した旨の情報を前記
情報授受手段により取得した場合にのみ、前記表示情報の閲覧状況情報を更新することを
特徴とする。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示情報管理システムにおいて、前
記表示装置を複数有しており、前記表示装置は、前記閲覧判定手段により前記表示情報の
閲覧状況の判定を行う第１モードと、前記閲覧判定手段により前記表示情報の閲覧状況の
判定を行わない第２モードとを選択する選択手段を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の表示情報管理システムにおい
て、前記表示装置は、使用者を特定するためのユーザ認証手段を有しており、前記閲覧判
定手段は、前記特定の表示情報が閲覧された場合であって、前記ユーザ認証手段により認
証した使用者が特定の使用者であるときにのみ、当該表示情報が閲覧されたと判定するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムに記載の発明において、前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成さ
れている場合に当該表示情報の最初のページが前記表示手段により表示されたとき、当該
表示情報が閲覧されたと判定することを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムにおいて、前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成されている場合
に当該表示情報の最後のページが前記表示手段により表示されたとき、当該表示情報が閲
覧されたと判定することを特徴とする。
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【００１４】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムにおいて、前記閲覧判定手段は、前記表示情報が複数ページで構成されている場合
に前記表示情報の全てのページが前記表示手段により表示されたとき、当該表示情報が閲
覧されたと判定することを特徴とする。 
【００１５】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１～６のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムにおいて、前記表示情報の未読か既読かを示す文字情報を当該表示情報のファイル
名とすることにより、前記閲覧状況情報を前記表示情報に関連づけたことを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１～７のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムにおいて、前記閲覧状況情報は、前記表示装置で前記表示情報が最初、最後又は最
初と最後に閲覧されたときの日時情報であることを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれか１項に記載の表示情報管理シ
ステムにおいて、前記表示装置は、電気泳動表示パネルを有する携帯端末であることを特
徴とする。
【００１８】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか１項に記載の表示情報管理
システムにおいて、前記表示装置は、当該表示装置の記憶手段に記憶されている表示情報
が削除される際に、当該表示情報に対応する閲覧状況情報が更新されていない場合、当該
表示情報が未読であることを示す警告を前記表示手段に表示する表示処理手段を有するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示情報管
理システムにおける前記表示情報管理装置の前記各手段としてコンピュータを機能させる
プログラムとした。
【００２０】
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項１～１０のいずれか１項に記載の表示情報管
理システムにおける前記表示装置の前記各手段としてコンピュータを機能させるプログラ
ムとした。
【００２１】
　また、請求項１３に記載の発明は、閲覧状況を示す閲覧状況情報が関連づけられた表示
情報、及び、自装置固有のＩＤを記憶する記憶手段と、当該表示情報を表示する表示手段
と、他の装置との間で前記表示情報及び前記閲覧状況情報の授受を行うための情報授受手
段と、を有する複数の表示装置を備え、一の表示装置に保持された表示情報を当該表示装
置もしくは他の表示装置を用いて閲覧する場合における、当該表示情報の閲覧状況を管理
する表示情報管理システムであって、前記表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲覧判
定手段と、前記閲覧判定手段により前記表示情報が閲覧されたと判定すると、前記表示情
報に対応する閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段と、を備え、前記閲覧判定手
段は、特定の表示装置で自装置のＩＤと対応するＩＤが設定された特定の表示情報が閲覧
された場合にのみ、当該表示情報の閲覧状況情報を更新することを特徴とする表示情報管
理システムとした。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１、請求項１１及び請求項１２に記載の発明によれば、表示情報管理装置が既読
に更新された閲覧状況情報を前記情報授受手段により表示装置から取得した場合にのみ、
表示情報の閲覧状況情報を更新することとしたため、表示情報に対応する閲覧状況を統一
して管理することができる。また、閲覧された表示情報が自装置のＩＤと対応するＩＤが
設定された特定の表示情報である場合にのみ当該表示情報の閲覧情況情報を更新すること
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としたため、表示情報を閲覧したか否かの情報をより詳細に管理することができる。
【００２３】
　請求項２に記載の発明によれば、表示装置が複数存在する場合であっても、特定の表示
装置で表示情報を閲覧したときにのみ当該表示情報の閲覧状況情報を更新することができ
る。すなわち、例えば、一の使用者が閲覧用の表示装置及び保管用の表示装置の二つの表
示装置を有しているような場合、閲覧用の表示装置を第１モードに設定するとともに保管
用の表示装置を第２モードに設定しておくことにより、当該保管用の表示装置で表示情報
を確認程度に流し読みしたとしても閲覧用の表示装置で表示情報を閲覧するまでは閲覧状
況情報が更新されることがないため、表示情報を閲覧したか否かの情報をより正確に管理
することができる。
【００２５】
　請求項３に記載の発明によれば、表示装置は、他の使用者が表示情報を閲覧したとして
も当該表示情報が閲覧されたとは判定しないため、表示情報を閲覧したか否かの情報をよ
り正確に管理することができる。
【００２６】
　請求項４～６に記載の発明によれば、表示情報が複数ページで構成される場合であって
も、当該表示情報を閲覧したか否かの情報を適切に管理することができる。
【００２７】
　請求項７に記載の発明によれば、未読又は既読の文字情報を表示情報のファイル名とす
ることとしたため、表示情報が未読か既読かを容易に判別することができる。
【００２８】
　請求項８に記載の発明によれば、使用者は、表示情報が未読か既読かを判別できるばか
りでなく、当該表示情報が閲覧されたときの日時情報を得ることができるため、表示情報
のより詳細な管理が可能となる。
【００２９】
　請求項９に記載の発明によれば、表示装置として、携帯性・視認性に優れた電気泳動表
示パネルを有する携帯端末を用いることにより、表示装置を本システムに一層適したもの
とすることができる。
【００３０】
　請求項１０に記載の発明によれば、表示装置の記憶手段に記憶されている表示情報が削
除される際に、当該表示情報に対応する閲覧状況情報が更新されていない場合、当該表示
情報が未読であることを示す警告を表示手段に表示することとしたため、使用者が未読の
表示情報を誤って削除してしまうのを未然に防止することができる。
【００３１】
　請求項１３に記載の発明によれば、特定の表示装置で自装置のＩＤと対応するＩＤが設
定された特定の表示情報が閲覧された場合にのみ、当該表示情報に対応する閲覧状況情報
を更新することとしたため、表示情報を閲覧したか否かの情報を統一して管理することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　［１．表示情報管理システムの概要］
　以下に、本発明の実施の形態における表示情報管理システムについて、図面を参照しな
がら説明する。図１は本実施形態における表示情報管理システムの全体的なシステム構成
を示す図であり、図２は本実施形態における表示情報管理システムに用いられる表示情報
管理装置の概略構成図であり、図３は本実施形態における表示情報管理システムに用いら
れる表示装置の概略構成図であり、図４は本実施形態における表示情報管理システムの処
理の流れを説明するための図である。
【００３３】
　図１に示すように、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳは、表示情報を保持す
る表示情報管理装置１と、当該表示情報管理装置１に保持された表示情報を表示情報管理
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装置１以外の装置で閲覧するための表示装置２（ここでは、表示装置２ａ，２ｂ，２ｃ）
とを備えたシステムである。
【００３４】
　表示情報とは、各種アプリケーションソフトで作成されたテキスト、図、グラフ、写真
等で構成されたドキュメント情報あるいは画像情報に基づき表示装置２で閲覧可能な形式
に変換された情報であり、表示情報管理装置に記憶されているこれら表示情報を不揮発性
のメモリカード３を介して例えば表示装置２ａへ移動させることにより、表示情報管理装
置１に保持されている表示情報を表示装置２ａで閲覧することが可能となる。
【００３５】
　そして、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳは、特に、表示情報管理装置１と
表示装置２との間で表示情報を閲覧したか否かの情報を統一的に管理することを可能とす
るものである。
【００３６】
　なお、本実施形態においては、３台の表示装置２ａ，２ｂ，２ｃを有する場合について
説明するが、表示装置２の数はこれに限ったものではない。
【００３７】
　本実施形態にかかる表示情報管理システムＳにおいて、表示情報管理装置１は、図２に
示すように、記憶手段１０と、表示手段１１と、情報授受手段１２と、閲覧状況情報更新
手段１３と、を備えている。
【００３８】
　また、表示装置２は、図３に示すように、表示情報取得手段２０と、記憶手段２１と、
表示手段２２と、閲覧判定手段２３と、閲覧状況情報更新手段２４と、閲覧状況情報受け
渡し手段と２５と、表示処理手段２６と、選択手段２７と、ユーザ認証手段２８と、ＩＤ
記憶手段２９と、を備えている。
【００３９】
　すなわち、表示情報管理装置１は、記憶手段１０に表示情報及び当該表示情報に対応す
る閲覧状況情報を記憶しており、図４（ａ）に示すように、任意の表示情報（ここでは「
文書Ｃ」）を表示手段１１に表示して閲覧することができる。ここで、「閲覧状況情報」
とは、表示情報の閲覧状況を示す情報であり、例えば、表示情報が閲覧されたか否か（「
未読」か「既読」か）を判別するための情報の他、「全ページ閲覧済み」、「○○ページ
まで閲覧済み」、「＊＊分で閲覧した」等の情報であって、当該表示情報と関連付けられ
て記憶手段１０に記憶されている。なお、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳで
は、閲覧情報を表示情報が「未読」か「既読」かを判別するための情報として説明するこ
ととする。
【００４０】
　また、表示情報管理装置１は、図４（ｂ）に示すように、表示手段１１に閲覧状況情報
を表示して閲覧することもできる。
【００４１】
　次に、表示情報管理装置１の記憶手段１０に記憶されている表示情報を表示装置２で閲
覧する場合、当該表示情報及びこの表示情報に対応する閲覧状況情報は、表示情報管理装
置１の情報授受手段１２及びメモリカード３を介して表示装置２へと受け渡される。この
際、表示装置２は、表示情報取得手段２０により、表示情報及び当該表示情報に対応する
閲覧状況情報を表示情報管理装置１から取得し、当該取得した表示情報及び閲覧状況情報
を必要に応じて記憶手段２１に記憶する。
【００４２】
　そして、表示装置２は、図４（ｃ）に示すように、記憶手段２１に記憶した表示情報あ
るいはメモリカード３に記憶された表示情報を表示手段２２に表示する。
【００４３】
　このように、表示装置２は、表示情報管理装置１が保持する表示情報を閲覧することが
できるため、例えば、表示情報管理装置１を大量の情報を保持しておくためのデスクトッ
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プ型のＰＣとするとともに表示装置を携帯型端末とした場合、表示情報管理装置１に保持
された大量の表示情報の中から必要な表示情報のみを表示装置２に移動させて、当該必要
な情報を例えば通勤途中などデスクから離れた場所でも閲覧することが可能となる。
【００４４】
　また、本実施形態において、表示装置２は、表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲
覧判定手段２３を有しており、この閲覧判定手段２３により表示情報が閲覧されたと判定
すると、閲覧状況情報更新手段２４により表示情報に対応する閲覧状況情報を未読から既
読に更新することとしている。
【００４５】
　次に、表示装置２は、閲覧状況情報受け渡し手段２５及びメモリカード３を介して閲覧
状況情報を表示情報管理装置１に受け渡し（図４（ｄ）参照。）、表示情報管理装置１は
、メモリカード３及び情報授受手段１２を介して閲覧状況情報を受け取る。
【００４６】
　そして、表示情報管理装置１は、閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新手段１３を
有しており、表示装置２から既読に更新された閲覧状況情報を情報授受手段１２により取
得した場合にのみ、この閲覧状況情報更新手段１３により表示情報の閲覧状況情報を未読
から既読に更新する。
【００４７】
　すなわち、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳにおいて、表示情報管理装置１
は、自装置で表示情報を閲覧しても（図４（ａ）参照。）閲覧状況情報更新手段１３によ
る閲覧状況情報の更新は行わず（図４（ｂ）参照。）、表示装置２から既読に更新された
閲覧状況情報を取得した場合にのみ（すなわち、表示装置２で表示情報が閲覧された場合
にのみ）自装置に記憶されている閲覧状況情報を未読から既読に更新することとしている
（図４（ｄ）参照。）。
【００４８】
　かかる構成とすることにより、例えば、表示情報管理装置１で確認程度に表示情報を表
示させただけで当該表示情報が閲覧されたと判定されて、表示情報を閲覧したか否かの判
断が困難になるおそれもなく、表示情報を閲覧したか否かの情報を統一して管理すること
ができる。
【００４９】
　ここで、表示装置２は、閲覧判定手段２３により表示情報の閲覧状況の判定を行う第１
モードと、閲覧判定手段２３により表示情報の閲覧状況の判定を行わない第２モードとを
選択する選択手段２７を備えている。
【００５０】
　かかる構成とすることにより、表示装置２が複数存在する場合であっても、この選択手
段２７により第１モード又は第２モードを選択することで、表示情報を閲覧したか否かの
情報をより正確に管理することができる。
【００５１】
　また、表示装置２の閲覧判定手段２３は、閲覧された表示情報が特定の表示情報である
場合に、当該表示情報が閲覧されたと判定することもできる。
【００５２】
　すなわち、表示装置２は、使用者を特定するためのユーザ認証手段２８を有しており、
閲覧判定手段２３は、特定の表示情報が閲覧された場合であって、ユーザ認証手段２８に
より認証した使用者が特定の使用者であるときにのみ、当該表示情報が閲覧されたと判定
することができる。
【００５３】
　さらに、表示装置２は、自装置固有のＩＤを記憶するＩＤ記憶手段２９を備えており、
閲覧判定手段２３は、自装置のＩＤと対応するＩＤと関連付けられた表示情報を特定の表
示情報として、当該特定の表示情報が閲覧された場合にのみ、当該表示情報が閲覧された
と判定することも可能である。
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【００５４】
　かかる構成とすることにより、他の使用者が表示情報を閲覧したとしても当該表示情報
が閲覧されたとは判定されないため、表示情報を閲覧したか否かの情報をより正確に管理
することができる。
【００５５】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳにおいて、表示情報が複数ページで
構成されている場合、表示装置２の閲覧判定手段２３は、当該表示情報の最後のページが
表示手段２２に表示されたとき、当該表示情報が閲覧されたと判定することとしている。
【００５６】
　しかも、表示装置２は、設定変更によって表示情報の最初のページが表示されたときや
表示情報の全てのページが表示されたときに、当該表示情報が閲覧されたと判定すること
とすることもできる。
【００５７】
　また、本実施形態では、表示情報の未読か既読かを示す文字情報を当該表示情報のファ
イル名とすることにより、閲覧状況情報を表示情報に関連づけることとしており、これに
より、表示情報が未読か既読かを容易に判別することが可能となっている。
【００５８】
　なお、閲覧状況情報は、表示装置で表示情報が最初、最後又は最初と最後に閲覧された
ときの日時情報であってもよい。
【００５９】
　また、本実施形態にかかる表示装置２は、例えば電子ペーパーのような電気泳動表示パ
ネルを有する携帯端末としている。
【００６０】
　このように、表示装置２として、携帯性・視認性に優れた携帯端末を用いることにより
、表示装置を本システムに一層適したものとすることができる。
【００６１】
　また、表示装置２は、当該表示装置２の記憶手段２１に記憶されている表示情報が削除
される際に、当該表示情報に対応する閲覧状況情報が既読に更新されていない場合、当該
表示情報が未読であることを示す警告を表示処理手段２６により表示手段２２に表示する
こととしており、これにより、使用者が未読の表示情報を誤って削除してしまうのを未然
に防止することが可能となる。
【００６２】
　以下、上述した表示情報管理システムＳのさらに具体的な構成及び動作の一例を図面を
参照しながら具体的に説明する。
【００６３】
　［２．表示情報管理システムの具体的構成］
　（表示情報管理装置１の構成について）
　次に、表示情報管理装置１の構成について説明する。図５は本実施形態における表示情
報管理装置の構成図であり、図６及び図７は本実施形態における表示情報管理装置の表示
手段に表示される表示情報の閲覧状況の一例を示す図であり、図８は本実施形態にかかる
表示情報管理装置の表示手段に表示される閲覧状況情報の一例を示す図である。
【００６４】
　本実施形態にかかる表示情報管理装置１は、一般のパーソナルコンピュータ或いは専用
端末を適用することができ、図５に示すように、表示手段であるＬＣＤ１００、ＬＣＤ１
００を駆動するためのグラフィックスコントローラ１０１と、各種データ等を記憶するハ
ードディスク装置１０２（記憶手段に相当）と、メモリカード３を介して表示装置２との
間で表示情報等の授受を行うためのメモリカードインターフェイス１０３（情報授受手段
に相当）と、通信経路を介して表示装置２との間で通信を行うための通信インターフェイ
ス１０４（情報授受手段に相当）と、使用者の操作により所定の情報を入力可能なキーボ
ード１０６及びマウス１０７と、表示情報管理装置１全体を制御する制御部１０８とを備
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えて構成され、これらの各種要素は第１のバス１０９、第２のバス１１０を介して相互に
接続される。なお、図中、１１１は、第１のバス１０９と第２のバス１１０との間のデー
タの授受を行うためのバスコントローラである。
【００６５】
　ハードディスク装置１０２は、記憶手段として機能するものであり、このハードディス
ク装置１０２には、表示情報及び当該表示情報に対応する閲覧状況情報の他、表示情報管
理装置１のオペレーティングシステム（ＯＳ）プログラム、文書作成ソフトウエア、プレ
ゼンテーションソフトウエア、表計算ソフトウエア、図形作成ソフトウエア等の各種アプ
リケーションプログラム及びこれらアプリケーションプログラムにより作製されるドキュ
メント情報や画像情報等が格納されている。
【００６６】
　ここで、本実施形態において、表示情報は、上記ドキュメント情報や画像情報等に基づ
いて表示装置２で閲覧可能な形式に変換された情報であり、閲覧状況情報（「未読」、「
既読」を示す情報）は、当該変換の際に作成される。なお、この閲覧状況情報は、作成さ
れた時点では当該閲覧状況情報に対応する表示情報が「未読」であることを示す状態とな
っている。
【００６７】
　また、ハードディスク装置１０２には、上記アプリケーションプログラムとは別に、本
実施形態における表示情報管理システムＳ用の処理プログラムとしての表示情報管理プロ
グラムが格納されている。
【００６８】
　なお、この表示情報管理プログラムは、例えば、通信経路に接続されたサーバ（図示せ
ず）から、通信インターフェイス１０４を介して、ハードディスク装置１０２にダウンロ
ードされるようにしてもよく、又ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録されてから記録媒体ド
ライブ（図示せず）を介して、ハードディスク装置１０２に読み込まれるようにしてもよ
い。
【００６９】
　メモリカードインターフェイス１０３は、不揮発性のメモリカード３との間で表示情報
や閲覧状況情報等の授受を行うものであり、メモリカード３に表示情報や閲覧状況情報を
書き込んだり、メモリカード３に記憶されている表示情報や閲覧状況情報を読み込んだり
することができる。
【００７０】
　通信インターフェイス１０４は、外部装置との通信を行うことができるＵＳＢインター
フェイスであり、表示装置２から表示情報や閲覧情況情報等を取得したり、外部のコンピ
ュータ装置と通信したりするときに制御部１０８によって用いられる。なお、通信インタ
ーフェイス１０４としてＵＳＢインターフェイスに代えて、無線或いは有線のＬＡＮイン
ターフェイスなどを用いるようにしてもよい。
【００７１】
　制御部１０８は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭなどを内蔵しており、ＣＰＵがハードディス
ク装置１０２に格納された表示情報管理プログラムを読み出して実行することによって、
表示情報管理装置１を、画像表示手段、閲覧状況情報更新手段等として機能させる。
【００７２】
　制御部１０８のＣＰＵは、画像表示手段として機能することにより、ドキュメント情報
や画像情報に基づき表示情報を生成する。そして、生成された表示情報は、表示手段とし
てのＬＣＤ１００及びグラフィックスコントローラ１０１によって、当該表示情報に基づ
く画像としてＬＣＤ１００に表示される。
【００７３】
　また、制御部１０８のＣＰＵは、画像表示手段として機能することにより、表示情報及
び当該表示情報に対応する閲覧状況情報に基づいて、表示情報の閲覧状況を示す一覧画面
を生成するとともに当該生成した一覧画面をＬＣＤ１００に表示する。この一覧画面には



(11) JP 5181896 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

、図６に示すように、表示情報のファイル名（表示情報名）と後述する表示装置２に固有
のＩＤ（端末ＩＤ）とが表示情報に固有のＩＤ（表示情報ＩＤ）に関連付けられている。
【００７４】
　なお、端末ＩＤ及び表示情報ＩＤは、表示情報や閲覧状況情報とともにメモリカード３
を介して表示装置２へ受け渡される。
【００７５】
　ここで、本実施形態では、例えば、「既／文書Ａ」や「未／文書Ｅ」のように、表示情
報の未読か既読かを示す文字情報を当該表示情報のファイル名とすることにより、閲覧状
況情報を表示情報に関連付けている。
【００７６】
　かかる構成とすることにより、表示情報が未読か既読かを容易に判別することができる
。
【００７７】
　なお、表示情報管理装置１は、設定変更により、閲覧状況情報を表示装置２で表示情報
が最初、最後又は最初と最後に閲覧されたときの日時情報とすることもできる。
【００７８】
　かかる場合、制御部１０８が画像表示手段として機能することにより生成される一覧画
面には、例えば、図７に示すように、表示情報名と端末ＩＤと表示情報の最終閲覧日時と
が表示情報ＩＤに関連付けられて記憶されている。
【００７９】
　かかる構成とすることにより、使用者は、表示情報が未読か既読かを判別できるばかり
でなく、当該表示情報が閲覧されたときの日時情報を得ることができるため、表示情報の
より詳細な管理が可能となる。
【００８０】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、上記のように、表示情報が未
読か既読かを一覧画面にて判別できるようにしているが、表示情報をＬＣＤ１００に表示
した際に、当該表示情報とともに当該表示情報が「未読」又は「既読」であることを示す
文字情報を表示するようにしてもよい。
【００８１】
　すなわち、例えば、表示情報「文書Ｂ」をＬＣＤ１００に表示させた場合、図８に示す
ように、ＬＣＤ１００に表示された表示情報の上部に「既読」の文字情報が表示される。
かかる構成とすることによっても、表示情報が未読か既読かを容易に判別することができ
る。
【００８２】
　また、制御部１０８のＣＰＵは、閲覧状況情報更新手段として機能することによって、
表示情報に対応する閲覧状況情報を更新する。
【００８３】
　特に、本実施形態において、制御部１０８のＣＰＵは、閲覧状況情報更新手段として機
能することにより、表示装置２から未読に更新された閲覧状況情報を取得した場合にのみ
、当該表示情報に対応する閲覧状況情報を既読に更新することとしている。
【００８４】
　（表示装置２の構成について）
　次に、表示装置２の構成について説明する。図９は本実施形態における表示装置の構成
図であり、図１０は本実施形態における表示装置の表示手段に表示される表示情報の一覧
画面の一例を示す図であり、図１１は本実施形態における表示装置の表示手段に表示され
る警告の一例を示す図であり、図１２は本実施形態における表示装置の表示手段に表示さ
れるモード設定画面の一例を示す図であり、図１３は本実施形態にかかる表示装置の表示
手段に表示される特定の使用者の選択画面の一例を示す図である。
【００８５】
　図９に示すように、本実施形態における表示装置２は、携帯端末装置であり、表示手段
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である表示部２００と、各種データ等を記憶する記憶部２０１（記憶手段及びＩＤ記憶手
段に相当）と、使用者の操作により所定の情報を入力可能な入力部２０２と、メモリカー
ド３を介して表示情報管理装置１との間で表示情報や閲覧状況情報等の授受を行うための
メモリカードインターフェイス２０３（表示情報取得手段及び閲覧状況情報受け渡し手段
に相当）と、通信経路を介して表示情報管理装置１との間で通信を行うための通信インタ
ーフェイス２０４（表示情報取得手段及び閲覧状況情報受け渡し手段に相当）と、表示装
置２全体を制御する制御部２０５とを備えて構成され、これらの各種要素はバス２０６を
介して相互に接続される。
【００８６】
　表示部２００は、帯電粒子の電気泳動現象を利用して画像を表示するいわゆる電気泳動
表示パネルであり、主に電子ペーパーの表示手段として用いられるものである。
【００８７】
　このように、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳは、表示装置２として、携帯
性・視認性に優れた電気泳動表示パネルを有する携帯端末を用いることとしており、かか
る構成とすることにより、表示装置を本システムに一層適したものとすることができる。
【００８８】
　記憶部２０１は、記憶手段及びＩＤ記憶手段として機能するものであり、この記憶部２
０１には、表示情報及び当該表示情報に対応する閲覧状況情報、ユーザ認証を行う際に用
いられるユーザＩＤ及び当該ユーザＩＤと関連付けられたパスワード、自装置固有のＩＤ
である端末ＩＤ等の他、各種設定情報が格納されている。
【００８９】
　また、記憶部２０１には、本実施形態における表示情報管理システムＳ用の処理プログ
ラムとしての表示情報管理プログラムが格納されている。
【００９０】
　なお、この表示情報管理プログラムは、例えば、通信経路に接続されたサーバ（図示せ
ず）から、通信インターフェイス２０４を介して、記憶部２０１にダウンロードされるよ
うにしてもよく、又ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録されてから記録媒体ドライブ（図示
せず）を介して、記憶部２０１に読み込まれるようにしてもよい。
【００９１】
　入力部２０２は、主に閲覧したい表示情報を選択するための上下ボタン、主に閲覧中の
表示情報のページめくりを行うための左右ボタン、各種操作を確定させるための決定ボタ
ン、一覧表示画面を表示部２００に表示させるための一覧表示ボタン、表示情報を削除す
るための削除ボタンにより構成される。
【００９２】
　メモリカードインターフェイス２０３は、不揮発性のメモリカード３との間で表示情報
や閲覧状況情報等の授受を行うものであり、メモリカード３に表示情報や閲覧状況情報を
書き込んだり、メモリカード３に記憶されている表示情報や閲覧状況情報を読み込んだり
することができる。
【００９３】
　通信インターフェイス２０４は、外部装置との通信を行うことができるＵＳＢインター
フェイスであり、表示情報管理装置１から表示情報や閲覧情況情報等を取得したり、外部
のコンピュータ装置と通信したりするときに制御部２０５によって用いられる。なお、通
信インターフェイス２０４としてＵＳＢインターフェイスに代えて、無線或いは有線のＬ
ＡＮインターフェイスなどを用いるようにしてもよい。
【００９４】
　制御部２０５は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭなどを内蔵しており、ＣＰＵが記憶部２０１
に格納された表示情報管理プログラムを読み出して実行することによって、表示装置２を
、閲覧判定手段、閲覧状況情報更新手段、表示処理手段、選択手段、ユーザ認証手段等と
して機能させる。
【００９５】
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　制御部２０５のＣＰＵは、閲覧判定手段として機能することにより、表示情報が閲覧さ
れたか否かを判定する。
【００９６】
　また、本実施形態において、制御部２０５は、閲覧判定手段として機能することにより
、閲覧された表示情報が特定の表示情報である場合に、当該表示情報が閲覧されたと判定
することとしている。
【００９７】
　ここで、「特定の表示情報」とは、表示装置２の端末ＩＤと関連付けて記憶されている
表示情報を示すものである（図６参照。）。すなわち、制御部２０５は、閲覧された表示
情報が、自装置の端末ＩＤと関連付けられた表示情報である場合に、当該表示情報が閲覧
されたと判定する。
【００９８】
　かかる構成とすることにより、例えば、一人の使用者が表示装置２ａ，２ｂ，２ｃを有
している場合に、各表示装置２で閲覧したい表示情報を分けることができるようになり、
表示情報を閲覧したか否かの情報をより詳細に管理することが可能となる。
【００９９】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、記憶部２０１や入力部２０２とともにユーザ認証手段
として機能することにより、使用者を特定することとしている。
【０１００】
　すなわち、制御部２０５は、表示部２００にアルファベットや数字を表示させるととも
に、入力部２０２を用いてユーザに自分のユーザＩＤ及びパスワードを入力させ、当該入
力されたユーザＩＤ及びパスワードと記憶部２０１に記憶されたユーザＩＤ及びパスワー
ドに基づいて使用者を特定する。
【０１０１】
　そして、制御部２０５は、閲覧判定手段として機能することにより、特定の表示情報が
閲覧された場合であって、認証した使用者が特定の使用者であるときにのみ、当該表示情
報が閲覧されたと判定する。
【０１０２】
　かかる構成とすることにより、他の使用者が表示情報を閲覧したとしても当該表示情報
が閲覧されたと判定されないため、表示情報を閲覧したか否かの情報をより正確に管理す
ることができる。
【０１０３】
　また、表示情報が複数ページで構成されている場合、制御部２０５は、閲覧判定手段と
して機能することにより、最後のページが表示部２００に表示されたときに、当該表示情
報が閲覧されたと判定する。
【０１０４】
　すなわち、表示情報の最終ページが表示部２００に表示されない限り当該表示情報が閲
覧されたと判定されないため、使用者が当該表示情報を閲覧したか否かをより正確に判定
することができる。
【０１０５】
　ここで、表示装置２は、設定変更により、表示情報の最初のページが表示部２００に表
示されたときに当該表示情報が閲覧されたと判定することとすることもできる。かかる構
成とすることにより、使用者が最初のページを閲覧しただけで表示情報を閲覧したことに
したい場合にも対応することができる。
【０１０６】
　また、表示装置２は、設定変更により、表示情報の全てのページが表示部２００に表示
されたときに当該表示情報が閲覧されたと判定することとすることもできる。かかる構成
とすることにより、表示情報の全てのページが表示部２００に表示されなければ当該表示
情報が閲覧されたと判定されないため、使用者が当該表示情報を閲覧したか否かを確実に
判定することができる。
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【０１０７】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、表示部２００とともに表示処理手段として機能するこ
とにより、記憶部２０１又はメモリカード３に記憶された表示情報及び当該表示情報に対
応する閲覧状況情報等に基づいて、表示情報の閲覧状況を示す一覧画面を生成するととも
に当該生成した一覧画面を表示部２００に表示する。この一覧画面には、図１０に示すよ
うに、表示情報ＩＤと表示情報名と端末ＩＤとが閲覧状況情報に関連付けられている。
【０１０８】
　ここで、本施形態において、閲覧状況情報は「○」、「×」の情報で表示される。すな
わち、表示情報が既読である場合、閲覧状況情報の欄は「○」と表示され、表示情報が未
読である場合、「×」と表示される。
【０１０９】
　なお、この一覧画面は、表示情報管理装置１に表示される一覧画面のように、表示情報
の未読か既読かを示す文字情報を当該表示情報のファイル名とすることにより、閲覧状況
情報を表示情報に関連付けるようにしたり（図６参照。）、閲覧状況情報を表示装置２で
表示情報が最初、最後又は最初と最後に閲覧されたときの日時情報としたり（図７参照。
）、閲覧状況情報を一覧画面に表示せずに表示情報の上部に表示される「未読」又は「既
読」を示す文字情報としたりしてもよい（図８参照。）。
【０１１０】
　なお、本実施形態にかかる表示装置２において、使用者は、閲覧したい表示情報の選択
操作をこの一覧画面にて行うこととしている。
【０１１１】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、記憶部２０１とともに閲覧状況情報更新手段として機
能することにより、表示情報が閲覧されたと判定すると、表示情報に対応する閲覧状況情
報を未読から既読に更新する。
【０１１２】
　すなわち、本実施形態において、制御部２０５は、特定の表示情報の最終ページが閲覧
された場合であって、ユーザ認証手段により認証した使用者が特定の使用者であるときに
、記憶部２０１又はメモリカード３に記憶された当該表示情報に対応する閲覧状況情報を
「未読」から「既読」へ更新する。
【０１１３】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、表示部２００とともに表示処理手段として機能するこ
とにより、記憶部２０１に記憶されている表示情報が削除される際に、当該表示情報に対
応する閲覧状況情報が既読に更新されていない場合、図１１に示すように、当該表示情報
が未読であることを示す警告文を表示部２００に表示する。
【０１１４】
　この警告文には、当該表示情報の削除を肯定するか否かを選択するための欄（「ＹＥＳ
」の欄と「ＮＯ」の欄）が設けられており、使用者は、入力部２０２への操作により、い
ずれかを選択することができる構成となっている。
【０１１５】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、記憶部２０１や入力部２０２とともに選択手段として
機能することにより、表示情報の閲覧状況の判定を行う第１モードと、表示情報の閲覧状
況の判定を行わない第２モードとを選択する。
【０１１６】
　すなわち、使用者は、図１２に示すモード選択画面において、入力部２０２の上下ボタ
ン及び決定ボタンを操作して、表示装置２を第１モードの状態で使用するか第２モードの
状態で使用するかを決定する。
【０１１７】
　そして、かかる操作により第２モードが選択された場合、制御部２０５は、閲覧判定手
段として機能せず、したがって、特定の表示情報の最終ページが閲覧された場合であって
、ユーザ認証手段により認証した使用者が特定の使用者であるときであっても、当該表示
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情報に対応する閲覧状況情報が更新されることはない。
【０１１８】
　かかる構成とすることによって、表示装置２が複数存在する場合であっても、特定の表
示装置２で表示情報を閲覧したときにのみ当該表示情報の閲覧状況情報が更新されるよう
にすることができる。
【０１１９】
　すなわち、例えば、使用者が閲覧用の表示装置２及び保管用の表示装置２の二つの表示
装置を有しているような場合、閲覧用の表示装置２を第１モードに設定するとともに保管
用の表示装置２を第２モードに設定しておくことにより、当該保管用の表示装置２で表示
情報を確認程度に流し読みしたとしても閲覧用の表示装置２で表示情報を閲覧するまでは
閲覧状況情報が更新されることがないため、表示情報を閲覧したか否かの情報をより正確
に管理することができる。
【０１２０】
　また、制御部２０５のＣＰＵは、記憶部２０１や入力部２０２とともに選択手段として
機能することにより、ユーザＩＤにより登録されている複数の使用者の中から特定の使用
者を選択する。
【０１２１】
　すなわち、使用者は、図１３に示す特定使用者選択画面において、入力部２０２の上下
ボタン及び決定ボタンを操作して、表示部２００に表示されている複数のユーザＩＤ（こ
こでは、ID_1～ID_5）の中から特定の使用者を決定する。
【０１２２】
　（表示情報管理装置の具体的動作について）
　次に、表示情報管理装置１の具体的動作の一例について、図１４を参照して説明する。
図１４は、本実施形態における表示情報管理装置１のメイン処理フローチャートである。
なお、以下の各処理は、表示情報管理装置１の制御部１０８が上述した各手段等として機
能することによって実行されるものである。
【０１２３】
　図１４に示すように、表示情報管理装置１の電源スイッチ（図示せず）が押下されたと
き、表示情報管理装置１の制御部１０８は、一覧画面表示指示がなされたか否かを判定す
る（ステップＳ１０）。この判定は、使用者によるマウス１０７等の操作によって、一覧
画面を表示するための操作がなされたか否かにより判定されるものである。
【０１２４】
　この処理において、一覧画面表示指示がなされたと判定すると（ステップＳ１０：Ｙｅ
ｓ）、制御部１０８は、ハードディスク装置１０２に記憶されている表示情報、当該表示
情報に対応する閲覧状況情報等を取得し（ステップＳ１１）、当該取得した各情報に基づ
いて一覧画面を生成して（ステップＳ１２）、当該生成した一覧画面をＬＣＤ１００に表
示する（ステップＳ１３）。これにより、表示情報管理装置１のＬＣＤ１００には、図６
に示す一覧画面が表示されることとなる。
【０１２５】
　一方、ステップＳ１０において、一覧画面表示指示がなされていないとき（ステップＳ
１０：Ｎｏ）、制御部１０８は、表示装置２からメモリカード３を介して表示情報及び閲
覧情況情報を取得したか否かを判定する（ステップＳ１４）。この処理において、表示情
報及び閲覧状況情報を取得したと判定すると（ステップＳ１４：Ｙｅｓ）、制御部１０８
は、処理をステップＳ１５に移行する。
【０１２６】
　ステップＳ１５において、制御部１０８は、ステップＳ１４において取得した閲覧情況
情報の中に、既読に更新された閲覧状況情報があるか否かを判定する。この処理において
、既読に更新された閲覧情況情報があると判定すると（ステップＳ１５：Ｙｅｓ）、制御
部１０８は、当該取得した更新された閲覧状況情報及び当該閲覧状況情報に対応する表示
情報に基づいて、自装置である表示情報管理装置１のハードディスク装置１０２に記憶さ
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れている閲覧状況情報を未読から既読に更新する（ステップＳ１６）。
【０１２７】
　すなわち、例えば、文書Ｃが未読である場合において（図４（ｂ）参照。）、メモリカ
ード３を介して表示装置２から受け渡された文書Ｃの閲覧状況情報が既読に更新されてい
る場合、制御部２０５は、自装置のハードディスク装置１０２に記憶されている文書Ｃの
閲覧状況情報を未読から既読に更新する。
【０１２８】
　このように、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳにおいて、表示情報管理装置
１は、表示装置２から既読に更新された閲覧状況情報を取得した場合にのみ、表示情報の
閲覧状況情報を未読から既読に更新することとしたため、表示情報を閲覧したか否かの情
報を統一して管理することが可能となる。
【０１２９】
　ステップＳ１３、Ｓ１６の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ１４において閲覧状
況情報を取得していないとき（ステップＳ１４：Ｎｏ）、ステップＳ１５において既読に
更新された閲覧状況情報がないとき（ステップＳ１５：Ｎｏ）、制御部１０８は、処理を
ステップＳ１７へ移行する。
【０１３０】
　ステップＳ１７において、制御部１０８は、電源がＯＦＦされたか否かを判定し、電源
がＯＦＦされていないとき（ステップＳ１７：Ｎｏ）、処理をステップＳ１０に移行する
。一方、電源がＯＦＦされたと判定すると（ステップＳ１７：Ｙｅｓ）、制御部１０８は
、メイン処理を終了する。
【０１３１】
　（表示装置の具体的動作について）
　次に、表示装置２の具体的動作の一例について、図１５～図１８を参照して説明する。
図１５は、本実施形態における表示装置２のメイン処理フローチャートである。なお、以
下の各処理は、表示装置２の制御部２０５が上述した各手段等として機能することによっ
て実行されるものである。
【０１３２】
　図１５に示すように、表示装置２の電源スイッチ（図示せず）が押下されたとき、表示
装置２の制御部２０５は、ユーザ認証処理を行う（ステップＳ１００）。このユーザ認証
処理は、使用者に自分のユーザＩＤ及びパスワードを入力させて、当該入力されたユーザ
ＩＤ及びパスワードと記憶部２０１に記憶されたユーザＩＤ及びパスワードとに基づいて
当該使用者を特定するものである。
【０１３３】
　ステップＳ１００のユーザ認証処理を終えると、制御部２０５は、モード設定処理を行
う（ステップＳ１０１）。このモード設定処理において、制御部２０５は、先ず、図１２
に示すモード選択画面を表示部２００に表示する。そして、制御部２０５は、入力部２０
２への操作に基づき第１モード又は第２モードのどちらが選択されたかを判定するととも
に、どちらのモードに設定されたかを示す情報を記憶部２０１に記憶する。
【０１３４】
　ステップＳ１０１のモード設定処理を終えると、制御部２０５は、特定使用者決定処理
を行う（ステップＳ１０２）。この特定使用者決定処理において、制御部２０５は、先ず
、図１３に示すように、特定使用者選択画面を表示部２００に表示する。そして、制御部
２０５は、入力部２０２への操作に基づきどのユーザＩＤが選択されたかを判定するとと
もに、どのユーザＩＤが選択されたかを示す情報を記憶部２０１に記憶する。
【０１３５】
　なお、ステップＳ１０１及びステップＳ１０２の処理は、必ずしも表示装置２の電源ス
イッチが押下される毎に行う必要はなく、例えば、初回のみ行い、設定された情報をユー
ザＩＤと関連付けて記憶部２０１に記憶しておき、次回からは、ユーザ認証処理で認証し
たユーザＩＤに関連付けられている情報に基づいてモードや特定の使用者を設定すること
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としてもよい。
【０１３６】
　次に、制御部２０５は、記憶部２０１又はメモリカード３に記憶されている表示情報、
当該表示情報に対応する閲覧状況情報等を取得し（ステップＳ１０３）、当該取得した各
情報に基づいて一覧画面を生成して（ステップＳ１０４）、当該生成した一覧画面を表示
部２００に表示する（ステップＳ１０５）。これにより、表示装置２の表示部２００には
、図１０に示す一覧画面が表示されることとなる。
【０１３７】
　次に、制御部２０５は、キー入力待機処理を行う（ステップＳ１０６）。このキー入力
待機処理は、使用者の入力部２０２への入力操作に応じて各種の処理を行うものであり、
後述する。
【０１３８】
　ステップＳ１０６の処理を終えると、制御部２０５は、電源がＯＦＦされたか否かを判
定し、電源がＯＦＦされていないとき（ステップＳ１０７：Ｎｏ）、処理をステップＳ１
０６に移行する。一方、電源がＯＦＦされたと判定すると（ステップＳ１０７：Ｙｅｓ）
、制御部２０５は、メイン処理を終了する。
【０１３９】
　次に、ステップＳ１０６のキー入力待機処理について、図１６を用いて具体的に説明す
る。図１６は本実施形態にかかる表示装置のキー入力待機処理フローチャートである。
【０１４０】
　図１６に示すように、キー入力待機処理を開始すると、制御部２０５は、一覧画面表示
操作がなされたか否かを判定する（ステップＳ２００）。この判定は、入力部２０２の一
覧画面表示ボタンが押下されたか否かによって判定されるものである。この処理において
、一覧画面表示操作がなされたと判定すると（ステップＳ２００：Ｙｅｓ）、制御部２０
５は、記憶部２０１又はメモリカード３に記憶されている表示情報、当該表示情報に対応
する閲覧状況情報等を取得し（ステップＳ２０１）、当該取得した各情報に基づいて一覧
画面を生成して（ステップＳ２０２）、当該生成した一覧画面を表示部２００に表示する
（ステップＳ２０３）。
【０１４１】
　一方、ステップＳ２００において、一覧画面表示操作がなされていないとき（ステップ
Ｓ２００：Ｎｏ）、制御部２０５は、一覧画面を表示中であるか否かを判定する（ステッ
プＳ２０４）。この処理において、一覧画面を表示中であると判定すると（ステップＳ２
０４：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、処理をステップＳ２０５へ移行する。
【０１４２】
　ステップＳ２０５において、制御部２０５は、表示情報選択操作がなされたか否かを判
定する。この判定は、図１０に示す一覧画面において、入力部２０２の上下ボタン及び決
定ボタンへの入力操作に応じて一の表示情報が選択されたか否かにより判定されるもので
ある。この処理において、表示情報選択操作がなされたと判定すると（ステップＳ２０５
：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、選択された表示情報の１ページ目を表示部２００に表示す
る（ステップＳ２０６）。
【０１４３】
　一方、ステップＳ２０５において、表示情報選択操作がなされていないとき（ステップ
Ｓ２０５：Ｎｏ）、制御部２０５は、表示情報削除操作がなされたか否かを判定する（ス
テップＳ２０７）。この判定は、入力部２０２の削除ボタンが押下されたか否かにより判
定されるものである。この処理において、表示情報削除操作がなされたと判定すると（ス
テップＳ２０７：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、表示情報削除処理を行う（ステップＳ２０
８）。この表示情報削除処理は、図１７におけるステップＳ３００～Ｓ３０６までの処理
であり、後述する。
【０１４４】
　一方、ステップＳ２０４において、一覧画面を表示中でないとき（ステップＳ２０４：
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Ｎｏ）、制御部２０５は、表示部２００に表示情報を表示中であるか否かを判定する（ス
テップＳ２０９）。この処理において、表示情報を表示中であると判定すると（ステップ
Ｓ２０９：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、処理をステップＳ２１０に移行する。
【０１４５】
　ステップＳ２１０において、制御部２０５は、ページめくり操作がなされたか否かを判
定する。この判定は、入力部２０２の左右ボタンが押下されたか否かにより判定されるも
のである。この処理において、ページめくり操作がなされたと判定すると（ステップＳ２
１０：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、ページめくり処理を行う（ステップＳ２１１）。この
ページめくり処理は、図１８のステップＳ４００～Ｓ４０４までの処理であり、後述する
。
【０１４６】
　ステップＳ２０３、Ｓ２０６、Ｓ２０８、Ｓ２１１の処理を終えたとき、或いは、ステ
ップＳ２０７において表示情報削除操作がなされていないとき（ステップＳ２０７：Ｎｏ
）、ステップＳ２０９において表示情報を表示中でないとき（ステップＳ２０９：Ｎｏ）
、ステップＳ２１０においてページめくり操作がなされていないとき（ステップＳ２１０
：Ｎｏ）、制御部２０５は、キー入力待機処理を終了する。
【０１４７】
　次に、ステップＳ２０８の表示情報削除処理について、図１７を用いて具体的に説明す
る。図１７は、本実施形態にかかる表示装置の表示情報削除処理フローチャートである。
【０１４８】
　図１７に示すように、表示情報削除処理を開始すると、制御部２０５は、表示部２００
に表示中の表示情報に対応する閲覧状況情報が既読であるか否かを判定する（ステップＳ
３００）。この処理において、当該閲覧状況情報が既読であると判定すると（ステップＳ
３００：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、処理をステップＳ３０３に移行する。
【０１４９】
　一方、ステップＳ３００において、閲覧状況情報が既読ではないとき（ステップＳ３０
０：Ｎｏ）、制御部２０５は、図１１に示すように、使用者が削除しようとしている表示
情報が未読であることを示す警告文を表示部２００に表示する（ステップＳ３０１）。
【０１５０】
　次に、制御部２０５は、削除指示がなされたか否かを判定する（ステップＳ３０２）。
この判定は、入力部２０２の左右ボタン及び決定ボタンへの操作により、表示部２００に
表示されている、当該表示情報の削除を肯定する欄が選択されたか否かにより判定される
ものである。この処理において、削除指示がなされたと判定すると（ステップＳ３０２：
Ｙｅｓ）、制御部２０５は、処理をステップＳ３０３に移行する。
【０１５１】
　ステップＳ３０３において、制御部２０５は、表示部２００に表示されている表示情報
を記憶部２０１又はメモリカード３から削除する。
【０１５２】
　このように、本実施形態にかかる表示装置２は、表示情報が削除される際に、当該表示
情報に対応する閲覧状況情報が既読に更新されていない場合、当該表示情報が未読である
ことを示す警告を表示することとしたため、使用者が未読の表示情報を誤って削除してし
まうのを未然に防止することができる。
【０１５３】
　次に、制御部２０５は、記憶部２０１又はメモリカード３に記憶されている表示情報、
当該表示情報に対応する閲覧状況情報等を取得し（ステップＳ３０４）、当該取得した各
情報に基づいて一覧画面を生成して（ステップＳ３０５）、当該生成した一覧画面を表示
部２００に表示する（ステップＳ３０６）。
【０１５４】
　ステップＳ３０６の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ３０２において削除指示が
なされていないとき（ステップＳ３０２：Ｎｏ）、制御部２０５は、表示情報削除処理を
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終了する。
【０１５５】
　次に、ステップＳ２１１におけるページめくり処理について、図１８を用いて具体的に
説明する。図１８は本実施形態にかかる表示装置のページめくり処理フローチャートであ
る。
【０１５６】
　図１８に示すように、ページめくり処理を開始すると、制御部２０５は、更新ページを
表示する（ステップＳ４００）。すなわち、表示情報を表示中に、入力部２０２の右ボタ
ンが押下されると次ページを表示し、左ボタンが押下されると前ページを表示する。
【０１５７】
　次に、制御部２０５は、表示情報の最終ページが表示されたか否かを判定する（ステッ
プＳ４０１）。この処理において、表示情報の最終ページが表示されたと判定すると（ス
テップＳ４０１：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、処理をステップＳ４０２に移行する。
【０１５８】
　ステップＳ４０２において、制御部２０５は、使用者が特定の使用者であるか否かを判
定する。この判定は、図１５のステップＳ１００におけるユーザ認証処理において認証さ
れた使用者のユーザＩＤと、ステップＳ１０２における特定使用者決定処理において決定
された特定の使用者のユーザＩＤとが一致するか否かにより判定されるものである。この
処理において、使用者が特定の使用者であると判定すると（ステップＳ４０２：Ｙｅｓ）
、制御部２０５は、処理をステップＳ４０３に移行する。
【０１５９】
　ステップＳ４０３において、制御部２０５は、表示部２００に表示されている表示情報
が特定の表示情報であるか否かを判定する。この判定は、表示中の表示情報に関連付けら
れている端末ＩＤと、記憶部２０１に記憶されている自装置の端末ＩＤとが一致するか否
かにより判定されるものである。この処理において、表示情報が特定の表示情報であると
判定すると（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）、制御部２０５は、表示中の表示情報に対応す
る閲覧状況情報を既読に更新する（ステップＳ４０４）。
【０１６０】
　ステップＳ４０４の処理を終えたとき、或いは、ステップＳ４０１において表示情報の
最終ページが表示されていないとき（ステップＳ４０１：Ｎｏ）、ステップＳ４０２にお
いて使用者が特定の使用者でないとき（ステップＳ４０２：Ｎｏ）、ステップＳ４０３に
おいて表示情報が特定の表示情報でないとき（ステップＳ４０３：Ｎｏ）、制御部２０５
は、ページめくり処理を終了する。
【０１６１】
　以上、本発明の実施の形態のうちのいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これ
らは例示であり、当業者の知識に基づいて種々の変形、改良を施した他の形態で本発明を
実施することが可能である。
【０１６２】
　例えば、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、閲覧状況情報を表示情報が
「未読」か「既読」かを示す情報としたが、この未既読情報の他、例えば「全ページ閲覧
済み」、「○○ページまで閲覧済」、「＊＊分で閲覧した」等の閲覧に関する情報が含ま
れていてもよい。
【０１６３】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、表示情報管理装置１と表示装
置２との間での表示情報や閲覧状況情報等の受け渡しは、メモリカード３を介して行うこ
ととしたが、これに限らず、有線又は無線通信による受け渡しとしてもよい。かかる受け
渡しは、表示情報管理装置１の通信インターフェイス１０４及び表示装置２の通信インタ
ーフェイス２０４を用いて行われる。
【０１６４】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、表示装置２が閲覧状況情報受



(20) JP 5181896 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

け渡し手段により既読に更新された閲覧状況情報を表示情報管理装置１へ受け渡すことに
より、当該既読に更新された閲覧状況情報を受け取った表示情報管理装置１が閲覧状況情
報更新手段により閲覧状況情報を既読に更新することとしたが、表示装置２から表示情報
管理装置１へ受け渡される情報は、既読に更新された閲覧状況情報ではなく、閲覧状況情
報を既読に更新した旨の情報であってもよい。
【０１６５】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、表示情報管理装置１と複数の
表示装置２とを備えた構成としたが、これに限らず、複数の表示装置２のみで構成するこ
ともできる。
【０１６６】
　かかる場合、表示装置は、閲覧されたか否かの閲覧状況を示す閲覧状況情報が関連づけ
られた表示情報を記憶する記憶手段と、当該表示情報を表示する表示手段と、他の装置と
の間で表示情報及び閲覧状況情報の授受を行うための情報授受手段と、表示情報が閲覧さ
れたか否かを判定する閲覧判定手段と、閲覧判定手段により表示情報が閲覧されたと判定
すると、表示情報に対応する閲覧状況情報を未読から既読に更新する閲覧状況情報更新手
段と、を備えており、閲覧判定手段により、特定の表示装置で表示情報が閲覧された場合
にのみ当該表示情報の閲覧状況情報を未読から既読に更新する。
【０１６７】
　ここで、「特定の表示装置」は、例えば、表示情報に関連付けられている端末ＩＤと同
一の端末ＩＤを持つ表示装置であってもよいし、表示情報を保持する表示装置側で端末Ｉ
Ｄに基づき「特定の表示装置」として設定された表示装置であってもよいし、第１モード
に設定された表示装置であってもよい。
【０１６８】
　このように、閲覧されたか否かの閲覧状況を示す閲覧状況情報が関連づけられた表示情
報を記憶する記憶手段と、当該表示情報を表示する表示手段と、他の装置との間で表示情
報及び閲覧状況情報の授受を行うための情報授受手段と、を有する複数の表示装置を備え
、一の表示装置に保持された表示情報を当該表示装置もしくは他の表示装置を用いて閲覧
する場合における、当該表示情報の閲覧状況を管理する表示情報管理システムであって、
表示情報が閲覧されたか否かを判定する閲覧判定手段と、閲覧判定手段により表示情報が
閲覧されたと判定すると、表示情報に対応する閲覧状況情報を更新する閲覧状況情報更新
手段と、を備え、閲覧判定手段は、特定の表示装置で表示情報が閲覧された場合にのみ、
当該表示情報の閲覧状況情報を未読から既読に更新する表示情報管理システムとすること
により、表示情報を閲覧したか否かの情報を統一して管理することができる。
【０１６９】
　また、本実施形態にかかる表示情報管理システムＳでは、ユーザ認証手段として、いわ
ゆるパスワード認証を用いて説明したが、生態認証（指静脈認証、指紋認証、手形認証、
網膜認証、虹彩認証、顔認証、血管認証、署名認証、タイピング習慣認証、音声・声紋認
証等）を利用した認証方法を適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】本実施形態における表示情報管理システムの全体的なシステム構成を示す図であ
る。
【図２】本実施形態における表示情報管理システムに用いられる表示情報管理装置の概略
構成図である。
【図３】本実施形態における表示情報管理システムに用いられる表示装置の概略構成図で
ある。
【図４】本実施形態における表示情報管理システムの処理の流れを説明するための図であ
る。
【図５】本実施形態における表示情報管理装置の構成図である。
【図６】実施形態における表示情報管理装置の表示手段に表示される表示情報の閲覧状況
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の一例を示す図である。
【図７】実施形態における表示情報管理装置の表示手段に表示される表示情報の閲覧状況
の一例を示す図である。
【図８】本実施形態にかかる表示情報管理装置の表示手段に表示される閲覧状況情報の一
例を示す図である。
【図９】本実施形態における表示装置の構成図である。
【図１０】本実施形態における表示装置の表示手段に表示される表示情報の一覧画面の一
例を示す図である。
【図１１】本実施形態における表示装置の表示手段に表示される警告の一例を示す図であ
る。
【図１２】本実施形態における表示装置の表示手段に表示されるモード設定画面の一例を
示す図である。
【図１３】本実施形態にかかる表示装置の表示手段に表示される特定の使用者の選択画面
の一例を示す図である。
【図１４】本実施形態における表示情報管理装置のメイン処理フローチャートである。
【図１５】本実施形態における表示装置２のメイン処理フローチャートである。
【図１６】は本実施形態にかかる表示装置のキー入力待機処理フローチャートである。
【図１７】本実施形態にかかる表示装置の表示情報削除処理フローチャートである。
【図１８】本実施形態にかかる表示装置のページめくり処理フローチャートである。
【符号の説明】
【０１７１】
　　Ｓ　　表示情報管理システム
　　１　　表示情報管理装置
　　２　　表示装置
　　３　　メモリカード
【図２】

【図３】

【図５】

【図９】
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