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(57)【要約】
【課題】操作者の操作に応じて複数の表示装置の表示内
容を連携して変更すると共に、各表示装置の軽量化を実
現する。
【解決手段】マスタ表示装置は、表示装置の各々に割り
当てられた画面ＩＤと、各々の表示装置に表示する画像
の画像データとの対応関係を記憶し、タッチセンサから
出力された操作信号に基づいて操作者の操作内容を判別
し、判別した操作内容に応じて上記対応関係を変更する
。マスタ表示装置は、自装置の画面ＩＤと対応付けられ
た画像データに応じた画像を記憶性表示体に表示させ、
また、スレーブ表示装置に電力を供給し、スレーブ表示
装置の画面ＩＤと対応付けられた画像データを送信する
。スレーブ表示装置は、マスタ表示装置から供給された
電力を受け取り、その電力を用いて、自装置宛に送信さ
れてきた画像データを受信し、その画像データに応じた
画像を自装置の記憶性表示体に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示装置と、複数の第２の表示装置とを備え、
　前記第１の表示装置及び各々の前記第２の表示装置は、
　複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像を表示するまでの期間において
は電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供給されなくても当該画像を表示
し続ける表示手段と、
　操作者による操作を検出し、当該操作に応じた操作信号を出力する操作検出手段とを備
え、
　前記第１の表示装置は、
　前記第１の表示装置及び前記第２の表示装置の各々に割り当てられた識別情報と、各々
の当該表示装置に表示する画像の画像データとの対応関係を記憶する記憶手段と、
　自装置又は前記第２の表示装置の前記操作検出手段から出力された操作信号を取得し、
取得した当該操作信号に基づいて前記操作者の操作内容を判別する操作内容判別手段と、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容に応じて、前記記憶手段に記憶され
ている対応関係を変更して前記記憶手段に記憶させる対応関係変更手段と、
　自装置の前記表示手段の表示素子を駆動して、前記記憶手段により自装置の識別情報と
対応付けられている画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる第１の表示制御
手段と、
　前記第２の表示装置に電力を供給するとともに、前記記憶手段により前記第２の表示装
置の識別情報と対応付けられている画像データを当該第２の表示装置宛に送信する送信手
段とを備え、
　各々の前記第２の表示装置は、
　前記第１の表示装置の前記送信手段から供給された電力を受け取り、受け取った当該電
力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受け取った電力を用いて自装置の前記表示手段の表示素子を駆動し、当
該受信手段によって受信された画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる第２
の表示制御手段とを備える
　ことを特徴とする表示システム。
【請求項２】
　前記第１の表示装置の前記対応関係変更手段は、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容が、一方の前記表示装置と他方の前
記表示装置のそれぞれを交互または同時に指定する操作であった場合には、
　前記対応関係の変更前に前記他方の表示装置の識別情報に対応付けられていた画像デー
タと、前記一方の表示装置の識別情報とが対応するとともに、前記対応関係の変更前に前
記一方の表示装置の識別情報に対応付けられていた画像データと、前記他方の表示装置の
識別情報とが対応するように、前記対応関係を変更する
　ことを特徴とする請求項１記載の表示システム。
【請求項３】
　前記第１の表示装置及び前記複数の第２の表示装置は、隣り合うように直列に配列され
ており、
　前記第１の表示装置の前記対応関係変更手段は、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容が、前記表示装置の前記表示手段上
において指定した位置を、前記配列の方向と平行な方向成分を有する方向に移動させる操
作であった場合には、
　前記対応関係の変更前に各々の前記表示装置の識別情報に対応付けられていた画像デー
タと、当該表示装置の隣に配列された前記表示装置の識別情報とが対応するように、前記
対応関係を変更する
　ことを特徴とする請求項１記載の表示システム。
【請求項４】
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　前記画像データは、予め表示順序が決められた複数の画像のうちのいずれかの画像を表
すものであり、
　前記第１の表示装置の前記対応関係変更手段は、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容が、前記表示装置の前記表示手段上
において指定した位置を、前記配列の方向と平行な方向成分を有する方向に移動させる操
作であった場合には、
　前記対応関係の変更前に前記各々の前記表示装置の識別情報に対応付けられていた画像
データと、当該表示装置の位置からみて前記指定した位置の移動方向にある隣の前記表示
装置の識別情報とが対応するとともに、前記指定した位置の移動方向と逆の方向の端に配
列されている前記表示装置の識別情報と、当該表示装置に表示されている画像の前又は後
の表示順序の画像を表す画像データとが対応するように、前記対応関係を変更する
　ことを特徴とする請求項３記載の表示システム。
【請求項５】
　前記第１の表示装置は、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容が、前記表示装置の表示手段上にお
いて指定した位置を所定の方向に移動させる操作であった場合には、各々の前記表示装置
の識別情報に対応付けられて前記記憶手段に記憶された画像データが表す画像を集めて、
いずれか１つの前記表示装置の前記表示手段が表示し得る集約画像を表す集約画像データ
を作成する集約画像データ作成手段を備え、
　前記第１の表示装置の前記対応関係変更手段は、
　前記集約画像データ作成手段によって作成された集約画像データと、前記操作が行われ
た表示手段を有する前記表示装置の識別情報とが対応するよう、前記対応関係を変更する
　ことを特徴とする請求項１記載の表示システム。
【請求項６】
　前記第１の表示装置の前記対応関係変更手段は、
　前記集約画像データ作成手段によって作成された集約画像データと、前記操作が行われ
た表示手段を有する前記表示装置の識別情報とが対応するよう、前記対応関係を変更する
とともに、前記集約画像データが表す集約画像に含まれる各画像を表す画像データと、前
記操作が行われたときに当該画像データが表す画像を表示していた前記表示装置の識別情
報とを対応付けて前記記憶手段に記憶させ、
　いずれか１つの前記表示装置に前記集約画像が表示されているときに、前記操作内容判
別手段によって判別された操作内容が、前記表示装置の前記表示手段上において指定した
位置を所定の方向に移動させる操作であった場合には、前記記憶手段に記憶されている前
記集約画像データと当該集約画像データに対応付けられた前記識別情報とを削除する
　ことを特徴とする請求項５記載の表示システム。
【請求項７】
　複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像を表示するまでの期間において
は電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供給されなくても当該画像を表示
し続ける表示手段と、
　操作者による操作を検出し、当該操作に応じた操作信号を出力する操作検出手段と、
　自装置及び自装置以外の他の表示装置の各々に割り当てられた識別情報と、各々の当該
表示装置に表示する画像の画像データとの対応関係を記憶する記憶手段と、
　自装置又は前記他の表示装置の操作検出手段から出力された操作信号を取得し、取得し
た当該操作信号に基づいて前記操作者の操作内容を判別する操作内容判別手段と、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容に応じて、前記記憶手段に記憶され
ている対応関係を変更して前記記憶手段に記憶させる対応関係変更手段と、
　前記表示手段の表示素子を駆動して、前記記憶手段により自装置の識別情報と対応付け
られている画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記他の表示装置に電力を供給するとともに、前記記憶手段により前記他の表示装置の
識別情報と対応付けられている画像データを当該他の表示装置宛に送信する送信手段と
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　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像を表示するまでの期間において
は電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供給されなくても当該画像を表示
し続ける表示手段と、操作者による操作を検出し、当該操作に応じた操作信号を出力する
操作検出手段とを有する表示装置のコンピュータを、
　自装置及び自装置以外の他の表示装置の各々に割り当てられた識別情報と、各々の当該
表示装置に表示する画像の画像データとの対応関係を記憶する記憶手段と、
　自装置又は前記他の表示装置の操作検出手段から出力された操作信号を取得し、取得し
た当該操作信号に基づいて前記操作者の操作内容を判別する操作内容判別手段と、
　前記操作内容判別手段によって判別された操作内容に応じて、前記記憶手段に記憶され
ている対応関係を変更して前記記憶手段に記憶させる対応関係変更手段と、
　前記表示手段の表示素子を駆動して、前記記憶手段により自装置の識別情報と対応付け
られている画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記他の表示装置に電力を供給するとともに、前記記憶手段により前記他の表示装置の
識別情報と対応付けられている画像データを当該他の表示装置宛に送信する送信手段と
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の表示装置に画像を表示させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子ペーパと呼ばれる複数の表示装置を連結させて、複数の画面を同時に表示する技術
が知られている。例えば、特許文献１には、見開き可能に連結された２つの画面を用いて
、目次を表すページと、選択されたページとを表示する技術が提案されている。また、特
許文献２には、本を模した形状になるように複数の表示装置を連結して使用する技術が提
案されている。
【特許文献１】特開２００１－１０１２０２号公報
【特許文献２】特開２００２－２２１９１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記特許文献１、２に記載された技術では、操作者は同時に２つの画面しか
見ることができないが、さらに多くの画面を同時に見たい場合がある。
　また、このような場合、操作者の簡単な操作に応じて、一方の表示装置の画面と他方の
表示装置の画面とが入れ替えられたり、複数ページで構成される一連の画面のページ送り
が連携して行われたりすると便利である。ただし、複数の表示装置のうちの特定の表示装
置においてのみ上記のような操作を可能にしただけでは、操作者が閲覧している表示装置
と操作者が操作を行う表示装置とが異なる場合が生じてしまい、不便である。よって、ど
の表示装置においても操作機能を実装することがのぞましい。その一方で、各々の表示装
置に多くの機能を等しく実装すると、これら表示装置群の全体が重くなり可搬性が悪くな
るから、表示装置乃至これら表示装置群の軽量化にも努める必要がある。
　本発明は、操作者の操作に応じて複数の表示装置の表示内容を連携して変更すると共に
、各表示装置の軽量化を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、第１の表示装置と、複数の第２の表示装置とを備え、前記第１の表示装置及
び各々の前記第２の表示装置は、複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像
を表示するまでの期間においては電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供
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給されなくても当該画像を表示し続ける表示手段と、操作者による操作を検出し、当該操
作に応じた操作信号を出力する操作検出手段とを備え、前記第１の表示装置は、前記第１
の表示装置及び前記第２の表示装置の各々に割り当てられた識別情報と、各々の当該表示
装置に表示する画像の画像データとの対応関係を記憶する記憶手段と、自装置又は前記第
２の表示装置の前記操作検出手段から出力された操作信号を取得し、取得した当該操作信
号に基づいて前記操作者の操作内容を判別する操作内容判別手段と、前記操作内容判別手
段によって判別された操作内容に応じて、前記記憶手段に記憶されている対応関係を変更
して前記記憶手段に記憶させる対応関係変更手段と、自装置の前記表示手段の表示素子を
駆動して、前記記憶手段により自装置の識別情報と対応付けられている画像データに応じ
た画像を当該表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、前記第２の表示装置に電力を
供給するとともに、前記記憶手段により前記第２の表示装置の識別情報と対応付けられて
いる画像データを当該第２の表示装置宛に送信する送信手段とを備え、各々の前記第２の
表示装置は、前記第１の表示装置の前記送信手段から供給された電力を受け取り、受け取
った当該電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信する受信手段と、前
記受信手段が受け取った電力を用いて自装置の前記表示手段の表示素子を駆動し、当該受
信手段によって受信された画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる第２の表
示制御手段とを備えることを特徴とする表示システムを提供する。これにより、操作者の
操作に応じて複数の表示装置の表示内容を連携して変更すると共に、各表示装置の軽量化
を実現することができる。
【０００５】
　また、本発明は、複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像を表示するま
での期間においては電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供給されなくて
も当該画像を表示し続ける表示手段と、操作者による操作を検出し、当該操作に応じた操
作信号を出力する操作検出手段と、自装置及び自装置以外の他の表示装置の各々に割り当
てられた識別情報と、各々の当該表示装置に表示する画像の画像データとの対応関係を記
憶する記憶手段と、自装置又は前記他の表示装置の操作検出手段から出力された操作信号
を取得し、取得した当該操作信号に基づいて前記操作者の操作内容を判別する操作内容判
別手段と、前記操作内容判別手段によって判別された操作内容に応じて、前記記憶手段に
記憶されている対応関係を変更して前記記憶手段に記憶させる対応関係変更手段と、前記
表示手段の表示素子を駆動して、前記記憶手段により自装置の識別情報と対応付けられて
いる画像データに応じた画像を当該表示手段に表示させる表示制御手段と、前記他の表示
装置に電力を供給するとともに、前記記憶手段により前記他の表示装置の識別情報と対応
付けられている画像データを当該他の表示装置宛に送信する送信手段とを備えることを特
徴とする表示装置を提供する。これにより、操作者の操作に応じて複数の表示装置の表示
内容を連携して変更すると共に、各表示装置の軽量化を実現することができる。
【０００６】
　さらに、本発明は、複数の表示素子を有し、当該表示素子が駆動されて画像を表示する
までの期間においては電力が供給され、当該画像が表示された後は、電力が供給されなく
ても当該画像を表示し続ける表示手段と、操作者による操作を検出し、当該操作に応じた
操作信号を出力する操作検出手段とを有する表示装置のコンピュータを、自装置及び自装
置以外の他の表示装置の各々に割り当てられた識別情報と、各々の当該表示装置に表示す
る画像の画像データとの対応関係を記憶する記憶手段と、自装置又は前記他の表示装置の
操作検出手段から出力された操作信号を取得し、取得した当該操作信号に基づいて前記操
作者の操作内容を判別する操作内容判別手段と、前記操作内容判別手段によって判別され
た操作内容に応じて、前記記憶手段に記憶されている対応関係を変更して前記記憶手段に
記憶させる対応関係変更手段と、前記表示手段の表示素子を駆動して、前記記憶手段によ
り自装置の識別情報と対応付けられている画像データに応じた画像を当該表示手段に表示
させる表示制御手段と、前記他の表示装置に電力を供給するとともに、前記記憶手段によ
り前記他の表示装置の識別情報と対応付けられている画像データを当該他の表示装置宛に
送信する送信手段として機能させるためのプログラムを提供する。これにより、操作者の
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操作に応じて複数の表示装置の表示内容を連携して変更すると共に、各表示装置の軽量化
を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
［構成］
（表示システムの構成）
　図１は、本実施形態に係る表示システム１の外観を示す斜視図である。この表示システ
ム１は、複数の表示装置によって構成されている。本実施形態において、表示システム１
は、第１の表示装置である１台のマスタ表示装置１０と、第２の表示装置である２台のス
レーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂとを備えている。なお、以下の説明においてスレーブ表示
装置２０Ａ、２０Ｂを特に区別する必要がない場合には、これらを総称して「スレーブ表
示装置２０」という。
【０００８】
　図２は、図１に示した表示システム１を図１中の矢印Ｉ方向から見たときの側面図であ
る。同図に示すように、マスタ表示装置１０の裏面側には、紙面に垂直な方向に延びる直
線状のレールｄ１が２列設けられており、スレーブ表示装置２０Ａの表面側には、紙面に
垂直な方向に延びる直線状のレールｄ１’が２列設けられている。これらのレールｄ１と
レールｄ１’が互いに噛み合うことで、マスタ表示装置１０とスレーブ表示装置２０Ａと
が連結される。スレーブ表示装置２０Ａは、マスタ表示装置１０のレールｄ１の長手方向
に沿ってスライドさせられることにより、図１中の矢印Ｒ方向および矢印Ｌ方向に移動す
ることができる。同様に、スレーブ表示装置２０Ａの裏面側には、紙面に垂直な方向に延
びる直線状のレールｄ２が２列設けられており、スレーブ表示装置２０Ｂの表面側には、
紙面に垂直な方向に延びる直線状のレールｄ２’が２列設けられている。スレーブ表示装
置２０Ｂは、スレーブ表示装置２０Ａのレールｄ２の長手方向に沿って図１中の矢印Ｒ方
向および矢印Ｌ方向に移動することができる。なお、スレーブ表示装置２０Ａは、マスタ
表示装置１０に対して直接的に連結されているから、この連結の仕方を「直接連結」とい
う。一方、スレーブ表示装置２０Ｂは、マスタ表示装置１０に対してスレーブ表示装置２
０Ａを介して間接的に連結されているから、この連結の仕方を「間接連結」という。
【０００９】
　図３は、スレーブ表示装置２０が開閉する様子を示す平面図である。スレーブ表示装置
２０を使用しない場合、操作者は、図１に示すように、各々のスレーブ表示装置２０をマ
スタ表示装置１０の下方に移動させる。このとき、各々のスレーブ表示装置２０は、マス
タ表示装置１０と重なる状態となるため、図３（ａ）に示す位置Ｐ０に配置される。この
ようにスレーブ表示装置２０が閉じられると、表示システム１全体がコンパクトな形状に
なり、狭いスペースでの使用や持ち運びが容易になる。
【００１０】
　一方、スレーブ表示装置２０Ａおよび２０Ｂを使用する場合、操作者は、画像が表示さ
れる表示面が見えるように各々のスレーブ表示装置２０を引き出す。例えば、操作者によ
って図中の矢印Ｒ方向に引き出された場合、スレーブ表示装置２０Ａは、図３（ｂ）に示
すように、マスタ表示装置１０の下方の位置Ｐ０からマスタ表示装置１０の隣の位置Ｐ１
へと移動する。同様に、スレーブ表示装置２０Ｂは、位置Ｐ０からスレーブ表示装置２０
Ａの隣の位置Ｐ２へと移動する。また、操作者によって矢印Ｌ方向に引き出された場合、
スレーブ表示装置２０Ａは、図３（ｃ）に示すように、マスタ表示装置１０の下方の位置
Ｐ０からマスタ表示装置１０の隣の位置Ｐ３へと移動する。同様に、スレーブ表示装置２
０Ｂは、位置Ｐ０からスレーブ表示装置２０Ａの隣の位置Ｐ４へと移動する。図３（ｂ）
および図３（ｃ）に示すように、スレーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂが開いた状態になった
場合、マスタ表示装置１０及びスレーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂは、隣り合うように直列
に配列される。
【００１１】
　このように、各表示装置に設けられたレールｄ１～ｄ２，ｄ１’～ｄ２’は、一方の表
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示装置の表示面と他方の表示装置の表示面とが重なる第１の位置（位置Ｐ０）と、一方の
表示装置の表示面と他方の表示装置の表示面とが重ならない第２の位置（位置Ｐ１～Ｐ４
）との間を、一方の表示装置又は他方の表示装置が移動可能な状態で、これらを連結する
連結手段として機能する。さらに、これらレールｄ１～ｄ２，ｄ１’～ｄ２’は、各々の
スレーブ表示装置２０が、第１の位置（位置Ｐ０）とマスタ表示装置１０から見て第１の
方向（矢印Ｒ方向）にある第２の位置（位置Ｐ１，Ｐ２）との間、及び、第１の位置（位
置Ｐ０）とマスタ表示装置１０から見て第１の方向（矢印Ｒ方向）と反対の第２の方向（
矢印Ｌ方向）にある第２の位置（位置Ｐ３，Ｐ４）との間で移動可能な状態で、各表示装
置を連結する。
【００１２】
（マスタ表示装置の構成）
　次に、マスタ表示装置１０の構成について説明する。
　図４は、マスタ表示装置１０の外観を示す平面図であり、図５は、マスタ表示装置１０
の電気的構成を示すブロック図である。マスタ表示装置１０は、記憶性表示体１１と、タ
ッチパネル１１ｔと、送信アンテナ部１２ａ、１２ｂと、受信アンテナ部１３ａ、１３ｂ
と、電源１４と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１５と、ＲＯＭ（Read Only Memor
y）１６と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１７と、制御回路１８と、駆動回路１９と
を備えている。なお、以下の説明において送信アンテナ部１２ａ、１２ｂを特に区別する
必要がない場合には、これらを総称して「送信アンテナ部１２」という。同様に、受信ア
ンテナ部１３ａ、１３ｂを特に区別する必要がない場合には、これらを総称して「受信ア
ンテナ部１３」という。
【００１３】
　記憶性表示体１１は、コレステリック液晶や電気泳動などの複数の表示素子を有してお
り、これらの表示素子が供給される画像データに応じて駆動されることで、画像データに
応じた画像を表示する表示手段である。この記憶性表示体１１においては、表示素子が駆
動されて画像を表示するまでの駆動期間においては電力が必要であるが、その駆動期間が
経過して画像が表示された後は、電力が供給されなくてもその画像を表示し続けることが
できる。タッチパネル１１ｔは、記憶性表示体１１の表面に設けられた透明なパネルであ
り、所定の微小領域毎に物体の接触の有無を感知し、物体の接触を表す接触信号を微小領
域毎に出力する。この微小領域は、記憶性表示体１１における所定数の画素（例えば、１
×１画素や３×３画素）にそれぞれ対応付けられている。
【００１４】
　送信アンテナ部１２は、図４中に点線で示しているように、導線が巻き回されてコイル
状に形成されたものであり、電磁誘導によって電力を供給するとともに無線でデータを送
信する。この送信アンテナ部１２は、マスタ表示装置１０の内部の裏面側に近い位置に設
けられている。送信アンテナ部１２ａは、マスタ表示装置１０において図４中の左上に配
置されており、送信アンテナ部１２ｂは、図４中の右下に配置されている。すなわち、送
信アンテナ部１２ａと送信アンテナ部１２ｂとは、互いに対角線上に配置されている。ま
た、送信アンテナ部１２は、スレーブ表示装置２０が移動可能な方向に沿って延びており
、その長手方向の長さは、マスタ表示装置１０の幅方向（スレーブ表示装置２０の移動方
向）の長さの約半分になっている。この送信アンテナ部１２とＣＰＵ１５乃至制御回路１
８が、マスタ表示装置１０に連結されたスレーブ表示装置２０に対し、電磁誘導によって
電力を供給するとともに無線で画像データを送信する送信手段として機能する。
【００１５】
　受信アンテナ部１３は、図４中に点線で示しているように、導線が巻き回されてコイル
状に形成されたものであり、電磁誘導によって電力の供給を受けるとともに、無線で送信
されてきたデータをその電力を用いて受信する。この受信アンテナ部１３は、マスタ表示
装置１０の内部の表面側に近い位置に設けられている。受信アンテナ部１３ａは、マスタ
表示装置１０において図４中の右上に配置されており、受信アンテナ部１３ｂは、図４中
の左下に配置されている。すなわち、受信アンテナ部１３ａと受信アンテナ部１３ｂとは
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、互いに対角線上に配置されている。電源１４は、電池などを有し、マスタ表示装置１０
及びスレーブ表示装置２０の各部に電力を供給する電力供給手段である。ＣＰＵ１５は、
ＲＯＭ１６に記憶されているプログラムなどをＲＡＭ１７に読み出し、このプログラムに
従って各種の処理を実行する。ＲＯＭ１６は、ＣＰＵ１５によって用いられるプログラム
や各種データを記憶する。ＲＡＭ１７は、ＣＰＵ１５のワークエリアとして使用される記
憶手段である。
【００１６】
　制御回路１８は、駆動制御回路３１と、タッチセンサ３２と、Ａ／Ｄコンバータ３３と
を備えている。駆動制御回路３１は、電源の制御や、画像データやコマンドなどの各種デ
ータの授受の制御などを行う。また、駆動制御回路３１には、記憶性表示体１１に割り当
てられた画面ＩＤなどが記憶されるＲＡＭ３５が設けられている。この実施形態では、Ｒ
ＡＭ３５には、記憶性表示体１１に割り当てられた画面ＩＤとして「０１」が記憶されて
いるものとする。この画面ＩＤ「０１」は、マスタ表示装置１０に割り当てられた識別情
報として利用される。タッチセンサ３２は、タッチパネル１１ｔから出力された接触信号
に基づいてタッチパネル１１ｔが接触された位置を検出し、検出した位置を表す操作信号
を出力する。このタッチセンサ３２は、記憶性表示体１１の表示領域の左上隅点を原点０
としたｘｙ座標系に従って、接触された位置の検出を行う。すなわち、タッチパネル１１
ｔとタッチセンサ３２とが、操作者による操作を検出し、その操作に応じた操作信号を出
力する操作検出手段として機能する。Ａ／Ｄコンバータ３３は、タッチセンサ３２から出
力された操作信号をアナログデジタル変換して駆動制御回路３１に供給する。駆動回路１
９は、電源１４から供給される電力を用いて記憶性表示体１１の表示素子を駆動して、駆
動制御回路３１から供給される画像データに応じた画像を記憶性表示体１１に表示させる
第１の表示制御手段である。
【００１７】
（スレーブ表示装置の構成）
　次に、スレーブ表示装置２０の構成について説明する。なお、以下の説明において、ス
レーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂの構成を区別する必要がある場合には、スレーブ表示装置
２０Ａの構成については「Ａ」という符号を付して説明し、スレーブ表示装置２０Ｂの構
成については「Ｂ」という符号を付して説明する。また、スレーブ表示装置２０Ａ、２０
Ｂの構成を特に区別する必要がない場合には、「Ａ」、「Ｂ」という符号の記載を省略す
る。
【００１８】
　図６は、スレーブ表示装置２０の外観を示す平面図であり、図７は、スレーブ表示装置
２０の電気的構成を示すブロック図である。スレーブ表示装置２０は、記憶性表示体２１
と、タッチパネル２１ｔと、送信アンテナ部２２ａ、２２ｂと、受信アンテナ部２３ａ、
２３ｂと、制御回路２４と、駆動回路２５とを備えている。なお、以下の説明において送
信アンテナ部２２ａ、２２ｂを特に区別する必要がない場合には、これらを総称して「送
信アンテナ部２２」という。同様に、受信アンテナ部２３ａ、２３ｂを特に区別する必要
がない場合には、これらを総称して「受信アンテナ部２３」という。
【００１９】
　この記憶性表示体２１と、タッチパネル２１ｔと、送信アンテナ部２２と、受信アンテ
ナ部２３と、制御回路２４と、駆動回路２５の構成はそれぞれ、上述したマスタ表示装置
１０の記憶性表示体１１、送信アンテナ部１２、受信アンテナ部１３、制御回路１８、駆
動回路１９と同様である。すなわち、制御回路２４は、上述したマスタ表示装置１０の制
御回路１８と同様に、駆動制御回路４１と、タッチセンサ４２と、Ａ／Ｄコンバータ４３
とを備えている。したがって、受信アンテナ部２３と制御回路２４とが、マスタ表示装置
１０の送信アンテナ部１２から電磁誘導によって供給された電力を受け取り、受け取った
電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信する受信手段として機能する
。また、駆動回路２５は、受信アンテナ部２３が受け取った電力を用いて自装置の記憶性
表示体２１を駆動し、その受信アンテナ部２３によって受信された画像データに応じた画
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像を記憶性表示体２１に表示させる第２の表示制御手段である。
【００２０】
　また、駆動制御回路４１には、記憶性表示体２１に割り当てられた画面ＩＤなどが記憶
されるＲＡＭ４５が設けられている。この実施形態では、スレーブ表示装置２０ＡのＲＡ
Ｍ４５Ａには、記憶性表示体２１Ａに割り当てられた識別情報である画面ＩＤとして「０
２」が記憶されており、スレーブ表示装置２０ＢのＲＡＭ４５Ｂには、記憶性表示体２１
Ｂに割り当てられた識別情報である画面ＩＤとして「０３」が記憶されているものとする
。これらの画面ＩＤ「０２」、「０３」はそれぞれ、スレーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂに
割り当てられた識別情報として利用される。
【００２１】
　次に、マスタ表示装置１０のＲＯＭ１６に記憶されているデータの内容について説明す
る。このＲＯＭ１６には、記憶性表示体１１、２１の各々に割り当てられた画面ＩＤと、
予め表示順序が決められた複数の画像を表す各々の画像データと、画面移動処理特定テー
ブルとが記憶されている。上述したように、この実施形態では、記憶性表示体１１、２１
Ａ、２１Ｂには、それぞれ「０１」、「０２」、「０３」という画面ＩＤが割り当てられ
ている。したがって、ＲＯＭ１６には、記憶性表示体１１の画面ＩＤとして「０１」が記
憶されており、記憶性表示体２１Ａの画面ＩＤとして「０２」が記憶されており、記憶性
表示体２１Ｂの画面ＩＤとして「０３」が記憶されている。
【００２２】
　次に、画面移動処理特定テーブルについて説明する。
　図８は、画面移動処理特定テーブルＴの一例を示す図である。画面移動処理特定テーブ
ルＴは、操作者の「操作内容」と「画面移動処理」との対応関係を示している。「操作内
容」は、操作者によって行われた操作の内容を示す情報である。例えば、図中の「２回タ
ップ」は、一方の記憶性表示体と他方の記憶性表示体のそれぞれを交互または同時に指定
する操作を表している。また、図中の「右方向になぞる」は、いずれかの記憶性表示体上
において指定した位置を、表示装置の配列方向と平行な方向成分を有する図３中のＲ方向
に移動させる操作を表している。同様に、図中の「左方向になぞる」は、いずれかの記憶
性表示体上において指定した位置を、表示装置の配列方向と平行な方向成分を有する図３
中のＬ方向に移動させる操作を表している。また、図中の「時計回りに円を描く」は、い
ずれかの記憶性表示体上において指定した位置を、時計回りの方向に円を描くように移動
させる操作を表している。同様に、図中の「反時計回りに円を描く」は、いずれかの記憶
性表示体上において指定した位置を、反時計回りの方向に円を描くように移動させる操作
を表している。この例では、「２回タップ」の操作が行われると、「画面入れ替え処理」
が行われるようになっている。また、「右方向になぞる」操作が行われると、「右方向の
画面移動処理」が行われ、「左方向になぞる」操作が行われると、「左方向の画面移動処
理」が行われるようになっている。同様に、「時計回りに円を描く」操作が行われると、
「集約画像の表示処理」が行われ、「反時計回りに円を描く」操作が行われると、「集約
画像の分散表示処理」が行われるようになっている。
【００２３】
［動作］
　次に、表示システム１の動作について説明する。ここでは、まずスレーブ表示装置２０
に画像を表示させる表示処理について説明し、その後、表示装置の画面を移動させる画面
移動処理について説明する。
（表示処理）
　上述したように、スレーブ表示装置２０Ａおよび２０Ｂを使用したい場合、操作者は、
各々のスレーブ表示装置２０を図３中の矢印Ｒ方向又は矢印Ｌ方向のいずれかの方向に引
き出して、スレーブ表示装置２０を開いた状態にする。スレーブ表示装置２０が開かれた
状態とは、各スレーブ表示装置２０の表示面が他の表示装置の表示面と重ならない位置、
つまり前述した第２の位置へとスレーブ表示装置２０が移動させられた場合のことである
。
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【００２４】
　図９は、スレーブ表示装置２０Ａ、２０Ｂが図３中の矢印Ｒ方向に引き出された様子を
示す平面図である。また、図１０は、図９に示した表示システム１を図中の矢印II方向か
ら見たときの側面図である。操作者によって図３中の矢印Ｒ方向に引き出されると、図１
０に示すように、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２ｂとスレーブ表示装置２０Ａ
の受信アンテナ部２３ｂＡとが重なった状態になり、さらにスレーブ表示装置２０Ａの送
信アンテナ部２２ｂＡとスレーブ表示装置２０Ｂの受信アンテナ部２３ｂＢとが重なった
状態になる。これにより、マスタ表示装置１０とスレーブ表示装置２０Ａ、スレーブ表示
装置２０Ａとスレーブ表示装置２０Ｂとが電気的に接続された状態になるため、マスタ表
示装置１０からスレーブ表示装置２０Ａ、スレーブ表示装置２０Ａからスレーブ表示装置
２０Ｂへと電力が順に供給されていく。スレーブ表示装置２０の各部、すなわち記憶性表
示体２１、送信アンテナ部２２、受信アンテナ部２３、制御回路２４及び駆動回路２５は
、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２から自装置の受信アンテナ部２３に供給され
た電力を用いて以下の処理を行う。
【００２５】
　図１１は、表示処理を示すシーケンス図である。まず、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１
５は、ＲＯＭ１６に記憶されている画像データのうち、記憶性表示体１１、２１に表示さ
せる画像の画像データを読み出して、ＲＡＭ１７に記憶させる（ステップＳＡ１０）。こ
こでは、１ページ目～３ページ目の画像を表す画像データがそれぞれ読み出され、ＲＡＭ
１７に記憶された場合を想定する。
【００２６】
　図１２は、画像データが記憶されるＲＡＭ１７の記憶領域を模式的に示す図である。図
の例では、１ページ目の画像データが先頭アドレス「０ｘＸＸＸＸ　ａａａａ」から記憶
されており、２ページ目の画像データが先頭アドレス「０ｘＸＸＸＸ　ｂｂｂｂ」から記
憶されており、３ページ目の画像データが先頭アドレス「０ｘＸＸＸＸ　ｃｃｃｃ」から
記憶されている。また、ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に読み出した各々の画像データについ
て画面管理情報を作成し、作成した画面管理情報をＲＡＭ１７に記憶させる。
【００２７】
　図１３は、画面管理情報のデータ構造を示す図である。図中の「ｉｎｔ　ＩＤ；」には
、画像データが表す画像を表示する記憶性表示体１１、２１に割り当てられた画面ＩＤが
記述される。また、図中の「ｉｎｔ*　ＰｉｃＤａｔａ；」には、画像データが記憶され
ているＲＡＭ１７の記憶領域の先頭アドレスが記述され、「ｕｎｓｉｎｇｎｅｄ　ｉｎｔ
　ＤａｔａＳｉｚｅ；」には、画像データのデータサイズが記述される。そして、図中の
「ｉｎｔ　Ｓｔａｔｕｓ；」には、各種のステータスフラグが記述される。この場合には
、１ページ目～３ページ目の各画像データについて、この画面管理情報が作成される。
【００２８】
　続いて、ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に記憶されている画像データを読み出して、対応す
る表示装置宛に送信する（ステップＳＡ２０）。この画像データの送信は、表示画像を決
定するための予め決められた方法に従って行われる。
　図１４は、表示画像を決定する方法を模式的に示す図である。図中の並び列Ｌ１は、ペ
ージ順序に沿った画像データの論理的な並び順を表している。また、図中の並び列Ｌ２は
、表示装置の配置の順序を表している。この例では、ＲＡＭ１７には、１ページ目～３ペ
ージ目の各画像データが記憶されている。この場合、最初のページである１ページ目の画
像データは、画面ＩＤ「０３」が割り当てられたスレーブ表示装置２０Ｂ宛に送信される
。その次のページである２ページ目の画像データは、画面ＩＤ「０２」が割り当てられた
スレーブ表示装置２０Ａ宛に送信される。そして、その次のページである３ページ目の画
像データは、画面ＩＤ「０１」が割り当てられたマスタ表示装置１０の記憶性表示体１１
に供給される。
【００２９】
　具体的に説明すると、ＣＰＵ１５は、ＲＯＭ１６に記憶されている画面ＩＤを読み出し
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て、記憶性表示体２１Ｂの画面ＩＤ「０３」と１ページ目の画像データ、記憶性表示体２
１Ａの画面ＩＤ「０２」と２ページ目の画像データ、記憶性表示体１１の画面ＩＤ「０１
」と３ページ目の画像データとをそれぞれ対応付けて、駆動制御回路３１に供給する。駆
動制御回路３１は、供給された画像データの中から、ＲＡＭ３５に記憶されている画面Ｉ
Ｄに対応付けられた画像データを選択して取得するとともに、それ以外の画像データを送
信アンテナ部１２から送信させる。この例では、ＲＡＭ３５には画面ＩＤとして「０１」
が記憶されているため、この画面ＩＤ「０１」と対応付けられた３ページ目の画像データ
が駆動制御回路３１によって取得され、それ以外の２ページ目の画像データと３ページ目
の画像データとが送信アンテナ部１２から送信される。
【００３０】
　マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２ｂから画像データが送信されると、スレーブ
表示装置２０Ａの受信アンテナ部２３ｂＡは、この画像データを受信して、駆動制御回路
４１Ａに供給する。駆動制御回路４１Ａは、上述した駆動制御回路３１と同様に、供給さ
れた画像データの中からＲＡＭ４５Ａに記憶されている画面ＩＤに対応付けられた画像デ
ータを選択して取得するとともに、それ以外の画像データを送信アンテナ部２２Ａから送
信させる。この例では、ＲＡＭ４１Ａには画面ＩＤとして「０２」が記憶されているため
、この画面ＩＤ「０２」と対応付けられた２ページ目の画像データが取得され、それ以外
の１ページ目の画像データが送信アンテナ部２２Ａから送信される。
【００３１】
　スレーブ表示装置２０Ａの送信アンテナ部２２ｂＡから画像データが送信されると、ス
レーブ表示装置２０Ｂの受信アンテナ部２３ｂＢは、この画像データを受信して、駆動制
御回路４１Ｂに供給する。駆動制御回路４１Ｂは、上述した駆動制御回路３１と同様に、
供給された画像データの中からＲＡＭ４５Ｂに記憶されている画面ＩＤに対応付けられた
画像データを選択して取得する。この例では、ＲＡＭ４５Ｂには画面ＩＤとして「０３」
が記憶されているため、この画面ＩＤ「０３」と対応付けられた１ページ目の画像データ
が取得される。なお、駆動制御回路４１Ｂには画像データが１つしか供給されないため、
画像データを転送する必要はない。このようにして、駆動制御回路３１および４１は、マ
スタ表示装置１０のＣＰＵ１５から自装置宛に送信されてきた画像データを取得する。
【００３２】
　画像データを取得すると、マスタ表示装置１０の駆動制御回路３１は、取得した画像デ
ータを駆動回路１９に供給する。駆動回路１９は、駆動制御回路３１から供給された画像
データに応じて記憶性表示体１１の表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表
示させる（ステップＳＡ３０）。これにより、記憶性表示体１１には３ページ目の画像が
表示される。また、スレーブ表示装置２０の駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ画
像データを取得すると、正常に画像データが送信されたことを表すＡＣＫ信号を返信する
（ステップＳＡ４０）。続いて、駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ取得した画像
データを自回路に接続された駆動回路２５に供給する。駆動回路２５Ａ、２５Ｂは、それ
ぞれ駆動制御回路４１から供給された画像データに応じて自回路に接続された記憶性表示
体２１の表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表示させる（ステップＳＡ５
０）。これにより、記憶性表示体２１Ａには２ページ目の画像が表示され、記憶性表示体
２１Ｂには１ページ目の画像が表示される。
【００３３】
　続いて、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に記憶されている画面管理情
報に、対応する画像データの画像が表示されている記憶性表示体の画面ＩＤを書き込む（
ステップＳＡ６０）。
　図１５は、装置ＩＤが書き込まれた画面管理情報Ｉ１～Ｉ３を示す図である。図中の画
面管理情報Ｉ１は、１ページ目の画像データに対応する画面管理情報であり、画面管理情
報Ｉ２は、２ページ目の画像データに対応する画面管理情報であり、画面管理情報Ｉ３は
、３ページ目の画像データに対応する画面管理情報である。図に示すように、画面管理情
報Ｉ１の「ｉｎｔ　ＩＤ；」には、１ページ目の画像を表示する表示装置２０Ｂの画面Ｉ
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Ｄ「０３」が記述されている。同様に、画面管理情報Ｉ２の「ｉｎｔ　ＩＤ；」には、２
ページ目の画像を表示する表示装置２０Ａの画面ＩＤ「０２」が記述されており、画面管
理情報Ｉ３の「ｉｎｔ　ＩＤ；」には、３ページ目の画像を表示するマスタ表示装置１０
の画面ＩＤ「０１」が記述されている。つまり、この画面管理情報Ｉ１～Ｉ３は、マスタ
表示装置１０及びスレーブ表示装置２０の各々に割り当てられた画面ＩＤと、各々の表示
装置に表示する画像の画像データとの対応関係を表すものである。ＣＰＵ１５は、この画
面管理情報Ｉ１～Ｉ３を参照することにより、どの表示装置がどの画像を表示しているか
を把握することができる。
【００３４】
（画面移動処理の概略）
　次に、表示装置の画面を移動させる画面移動処理について説明する。ここでは、まず画
面移動処理の概略を説明してから、具体例をいくつか挙げて画面移動処理の内容を詳細に
説明する。
【００３５】
　図１６は、画面移動処理の概略を示すフロー図である。操作者によって表示装置のタッ
チパネルが操作されると、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１５は、その操作内容を表す操作
信号を取得する（ステップＳＢ１０）。例えば、マスタ表示装置１０のタッチパネル１１
ｔが操作された場合、タッチセンサ３２は、上述したように、タッチパネル１１ｔから出
力された接触信号に基づいてタッチパネル１１ｔが接触された位置を表す操作信号を出力
する。この操作信号は、Ａ／Ｄコンバータ３３によってアナログデジタル変換された後、
駆動制御回路３１によってＲＡＭ３５に記憶されている画面ＩＤとともにＣＰＵ１５に供
給される。一方、スレーブ表示装置２０のタッチパネル２１ｔが操作された場合、タッチ
センサ４２は、上述したように、タッチパネル２１ｔから出力された接触信号に基づいて
タッチパネル２１ｔが接触された位置を表す操作信号を出力する。この操作信号は、Ａ／
Ｄコンバータ４３によってアナログデジタル変換された後、駆動制御回路４１によってＲ
ＡＭ４５に記憶されている画面ＩＤとともに送信アンテナ部２２に供給される。そして、
この操作信号は、スレーブ表示装置２０の送信アンテナ部２２からマスタ表示装置１０の
受信アンテナ部１２ａへと送信され、受信アンテナ部１２ａによってＣＰＵ１５に供給さ
れる。
【００３６】
　続いて、ＣＰＵ１５は、取得した操作信号に基づいて、その操作信号が表す位置座標の
変化パターンや勾配などを計算し、操作者の操作内容を判別する（ステップＳＢ２０）。
すなわち、ＣＰＵ１５は、自装置又はスレーブ表示装置２０のタッチパネルから出力され
た操作信号を取得し、取得した操作信号に基づいて操作者の操作内容を判別する操作内容
判別手段として機能する。続いて、ＣＰＵ１５は、ＲＯＭ１６に記憶されている画面移動
処理特定テーブルＴを参照して、判別した操作内容に対応する画面移動処理を特定し（ス
テップＳＢ３０）、特定した画面移動処理を実行する（ステップＳＢ４０）。この画面移
動処理では、ステップＳＢ２０にて判別された操作者の操作内容に応じて、ＲＡＭ１７に
記憶されている画面管理情報が書き換えられる。上述したように、画面管理情報は、マス
タ表示装置１０及びスレーブ表示装置２０の各々に割り当てられた画面ＩＤと、各々の表
示装置に表示する画面の画像データとの対応関係を表したものである。したがって、ＣＰ
Ｕ１５は、ステップＳＢ２０において判別した操作内容に応じて、ＲＡＭ１７に記憶され
ている対応関係（画面管理情報）を変更してＲＡＭ１７に記憶させる対応関係変更手段と
して機能する。
【００３７】
（画面入れ替え処理）
　次に、画面移動処理の一例である画面入れ替え処理について説明する。表示装置の画面
を入れ替えたい場合、操作者は、一方の記憶性表示体上のタッチパネルと、他方の記憶性
表示体上のタッチパネルのそれぞれを交互または同時に指先などで指定するタップ操作を
行う。
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【００３８】
　図１７は、３ページ目の画像が表示されたマスタ表示装置１０のタッチパネル１１ｔと
、１ページ目の画像が表示されたスレーブ表示装置２０Ｂのタッチパネル２１ｔＢとが順
にタップされたときの処理を説明する図である。この場合、上述したステップＳＢ１０で
は、スレーブ表示装置２０Ｂのタッチセンサ４２Ｂから出力されて、画面ＩＤ「０３」が
対応付けられた操作信号と、マスタ表示装置１０のタッチセンサ３２から出力されて、画
面ＩＤ「０１」が対応付けられた操作信号とが取得される。続いて、上述したステップＳ
Ｂ２０では、図８に示した画面移動処理特定テーブルＴが参照され、「２回タップ」の操
作が操作者の操作内容として判別される。続いて、ステップＳＢ３０では、この画面移動
処理特定テーブルＴにおいて、「２回タップ」の操作に対応付けられた「画面入れ替え処
理」が特定される。
【００３９】
　図１８は、画像入れ替え処理を示すシーケンス図である。まず、マスタ表示装置１０の
ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に記憶されている画面管理情報のうち、操作者による操作が行
われたスレーブ表示装置２０Ｂの画面ＩＤ「０３」を含む画面管理情報と、マスタ表示装
置１０の画面ＩＤ「０１」を含む画面管理情報とを特定する。この例では、ＲＡＭ１７に
は図１５に示した画面管理情報Ｉ１～Ｉ３が記憶されているため、画面ＩＤとして「０３
」が記述されている画面管理情報Ｉ１と、画面ＩＤとして「０１」が記述されている画面
管理情報Ｉ３とが特定される。そして、ＣＰＵ１５は、特定した画面管理情報Ｉ１の画面
ＩＤと、画面管理情報Ｉ３の画面ＩＤとを入れ替える（ステップＳＢ１１０）。この例で
は、図１５に示した画面管理情報Ｉ１に含まれる画面ＩＤ「０３」と、画面管理情報Ｉ３
に含まれる画面ＩＤ「０１」とが入れ替えられる。
【００４０】
　上述したように、画面管理情報Ｉ１は、スレーブ表示装置２０Ｂの記憶性表示体２１Ｂ
に表示されている１ページ目の画像の画像データに対応しており、画面管理情報Ｉ３は、
マスタ表示装置１０の記憶性表示体１１に表示されている３ページ目の画像の画像データ
に対応している。すなわち、ＣＰＵ１５は、ステップＳＢ２０において判別された操作内
容が、一方の表示装置と他方の表示装置のそれぞれを交互または同時に指定する操作であ
った場合には、ＲＡＭ１７に記憶されている対応関係（画面管理情報）の変更前に他方の
表示装置の画面ＩＤに対応付けられていた画像データと、一方の表示装置の画面ＩＤとが
対応するとともに、その対応関係の変更前に一方の表示装置の画面ＩＤに対応付けられて
いた画像データと、他方の表示装置の画面ＩＤとが対応するように、対応関係を変更する
対応関係変更手段として機能する。
【００４１】
　続いて、ＣＰＵ１５は、画面ＩＤが入れ替えられた画面管理情報に基づいて、画像デー
タの送信を行う（ステップＳＢ１２０）。具体的に説明すると、ＣＰＵ１５は、まず図１
５に示した画面管理情報Ｉ１に記述されている先頭アドレス「０ｘＸＸＸＸ　ａａａａ」
が表すＲＡＭ１７の記憶領域から１ページ目の画像データを読み出すとともに、画面管理
情報Ｉ３に記述されている先頭アドレス「０ｘＸＸＸＸ　ｃｃｃｃ」が表すＲＡＭ１７の
記憶領域から３ページ目の画像データを読み出す。続いて、ＣＰＵ１５は、画面管理情報
Ｉ１に記述されている画面ＩＤ「０１」と１ページ目の画像データ、画面管理情報Ｉ３に
記述されている画面ＩＤ「０３」と３ページ目の画像データとを対応付けて、駆動制御回
路３１に供給する。この場合、１ページ目の画像データは、上述と同様にして、画面ＩＤ
として「０１」が記憶されている駆動制御回路３１によって取得される。また、３ページ
目の画像データは、画面ＩＤとして「０３」が記憶されている駆動制御回路４５Ｂによっ
て取得される。
【００４２】
　すなわち、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２とＣＰＵ１５乃至制御回路１８と
は協働して、スレーブ表示装置２０に電力を供給するとともに、ＲＡＭ１７によりスレー
ブ表示装置２０の画面ＩＤと対応付けられている画像データをそのスレーブ表示装置２０
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宛に送信することになる。また、スレーブ表示装置２０の受信アンテナ部２３と制御回路
２４とは協働して、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２から供給された電力を受け
取り、受け取った電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信することに
なる。
【００４３】
　画像データを取得すると、マスタ表示装置１０の駆動制御回路３１は、取得した画像デ
ータを駆動回路１９に供給する。駆動回路１９は、駆動制御回路３１から供給された画像
データに応じて記憶性表示体１１の表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表
示させる（ステップＳＢ１３０）。すなわち、駆動回路１９は、記憶性表示体１１の表示
素子を駆動して、ＲＡＭ１７により自装置の画面ＩＤと対応付けられている画像データに
応じた画像を表示させることになる。これにより、記憶性表示体１１には、図１７に示す
ように３ページ目の画像に代えて１ページ目の画像が表示される。
【００４４】
　また、スレーブ表示装置２０Ｂの駆動制御回路４１Ｂは、画像データを取得すると、正
常に画像データが送信されたことを表すＡＣＫ信号を返信する（ステップＳＢ１４０）。
続いて、駆動制御回路４１Ｂは、取得した画像データを駆動回路２５Ｂに供給する。駆動
回路２５Ｂは、駆動制御回路４１Ｂから供給された画像データに応じて記憶性表示体２１
Ｂの表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表示させる（ステップＳＢ１５０
）。すなわち駆動回路２５は、受信アンテナ部２３が受け取った電力を用いて自装置の記
憶性表示体２１の表示素子を駆動し、その受信アンテナ部２３によって受信された画像デ
ータに応じた画像を記憶性表示体２１に表示させることになる。これにより、記憶性表示
体２１Ｂには、図１７に示すように、１ページ目の画像に代えて３ページ目の画像が表示
される。これを操作者から見ると、マスタ表示装置１０の画面とスレーブ表示装置２０Ｂ
の画面とが入れ替わったように見える。
【００４５】
（右方向の画面移動処理）
　次に、画面移動処理の一例である右方向の画面移動処理について説明する。右方向に画
面を移動させたい場合、操作者は、いずれかの記憶性表示体上のタッチパネルにおいて指
などで指定した位置を、表示装置の配列方向と平行な方向成分を有する図３中の右方向に
移動させる操作を行う。
【００４６】
　図１９は、３ページ目の画像が表示されたマスタ表示装置１０のタッチパネル１１ｔに
おいて指定された位置が右方向に移動されたときの処理を説明する図である。この場合、
上述したステップＳＢ１０では、マスタ表示装置１０のタッチセンサ３２から出力されて
、画面ＩＤ「０１」が対応付けられた操作信号が取得される。続いて、ステップＳＢ２０
では、図８に示した画面移動処理特定テーブルＴが参照されて、「右方向になぞる」操作
が操作者の操作内容として判別される。続いて、ステップＳＢ３０では、この画面移動処
理特定テーブルＴにおいて、「右方向になぞる」操作に対応付けられた「右方向の画面移
動処理」が特定される。
【００４７】
　図２０は、右方向の画面移動処理を示すシーケンス図である。この場合、各々の表示装
置には、図１４に示した並び列Ｌ１を図中の右方向に1つずらしたときに対応する画像が
表示されることになる。したがって、ＣＰＵ１５は、まず新たに表示される４ページ目の
画像を表す画像データをＲＯＭ１６から読み出して、ＲＡＭ１７に記憶させる（ステップ
ＳＢ２１０）。続いて、ＣＰＵ１５は、４ページ目の画像データに対応する画面管理情報
を作成し、記憶性表示体１１の画面ＩＤ「０１」をその画面管理情報に書き込む（ステッ
プＳＢ２２０）。
【００４８】
　続いて、ＣＰＵ１５は、２ページ目の画像データと３ページ目の画像データに対応する
画面管理情報の画面ＩＤを変更する（ステップＳＢ２３０）。具体的に説明すると、この
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例では、ＲＡＭ１７には図１５に示した画面管理情報Ｉ１～Ｉ３が記憶されているため、
ＣＰＵ１５は、３ページ目の画像データに対応する画面管理情報Ｉ３に含まれる画面ＩＤ
「０１」を、３ページ目の画像を表示しているマスタ表示装置１０の右隣にあるスレーブ
表示装置２０Ａの画面ＩＤ「０２」に変更する。さらに、ＣＰＵ１５は、２ページ目の画
像データに対応する画面管理情報Ｉ２に含まれる画面ＩＤ「０２」を、２ページ目の画像
を表示しているスレーブ表示装置２０Ａの右隣にあるスレーブ表示装置２０Ｂの画面ＩＤ
「０３」に変更する。すなわち、ＣＰＵ１５は、ステップＳＢ２０において特定された操
作内容が、表示装置の記憶性表示体上において指定した位置を、表示装置の配列の方向と
平行な方向成分を有する方向に移動させる操作であった場合には、ＲＡＭ１７に記憶され
ている対応関係（画面管理情報）の変更前に各々の表示装置の画面ＩＤに対応付けられて
いた画像データと、その表示装置の位置からみて指定した位置の移動方向にある隣の表示
装置の画面ＩＤとが対応するとともに、その指定した位置の移動方向と逆の方向の端に配
列されている表示装置の画面ＩＤと、その表示装置に表示されている画像の前又は後の表
示順序の画像を表す画像データとが対応するように、対応関係を変更する対応関係変更手
段として機能する。
【００４９】
　続いて、ＣＰＵ１５は、画面ＩＤが追加または変更された画面管理情報に基づいて、画
像データの送信を行う（ステップＳＢ２４０）。具体的に説明すると、ＣＰＵ１５は、上
述と同様にして、ＲＡＭ１７に記憶されている画面管理情報の先頭アドレスが表すＲＡＭ
１７の記憶領域から画像データを読み出す。この例では、２ページ目～４ページ目の画像
データが読み出される。続いて、ＣＰＵ１５は、４ページ目の画像データに対応する画面
管理情報に記述されている画面ＩＤ「０１」と４ページ目の画像データ、画面管理情報Ｉ
３に記述されている画面ＩＤ「０２」と３ページ目の画像データ、画面管理情報Ｉ２に記
述されている画面ＩＤ「０３」と２ページ目の画像データとを対応付けて、駆動制御回路
３１に供給する。この場合、４ページ目の画像データは、上述と同様にして、画面ＩＤと
して「０１」が記憶されている駆動制御回路３５によって取得される。同様に、３ページ
目の画像データは、画面ＩＤとして「０２」が記憶されている駆動制御回路４５Ａによっ
て取得され、２ページ目の画像データは、画面ＩＤとして「０３」が記憶されている駆動
制御回路３１Ｂによって取得される。
【００５０】
　すなわち、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２とＣＰＵ１５乃至制御回路１８と
は協働して、スレーブ表示装置２０に電力を供給するとともに、ＲＡＭ１７によりスレー
ブ表示装置２０の画面ＩＤと対応付けられている画像データをそのスレーブ表示装置２０
宛に送信することになる。また、スレーブ表示装置２０の受信アンテナ部２３と制御回路
２４とは協働して、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２から供給された電力を受け
取り、受け取った電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信することに
なる。
【００５１】
　画像データを取得すると、マスタ表示装置１０の駆動制御回路３１は、取得した画像デ
ータを駆動回路１９に供給する。駆動回路１９は、駆動制御回路３１から供給された画像
データに応じて記憶性表示体１１の表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表
示させる（ステップＳＢ２５０）。すなわち、駆動回路１９は、記憶性表示体１１の表示
素子を駆動して、ＲＡＭ１７により自装置の画面ＩＤと対応付けられている画像データに
応じた画像を表示させることになる。これにより、記憶性表示体１１には、図１９に示す
ように３ページ目の画像に代えて４ページ目の画像が表示される。
【００５２】
　また、スレーブ表示装置２０の駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ画像データを
取得すると、正常に画像データが送信されたことを表すＡＣＫ信号を返信する（ステップ
ＳＢ２６０）。続いて、駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ取得した画像データを
自回路と接続された駆動回路２５に供給する。駆動回路２５Ａ、２５Ｂは、駆動制御回路
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４１から供給された画像データに応じて自回路に接続された記憶性表示体２１の表示素子
を駆動し、その画像データに応じた画像を表示させる（ステップＳＢ２７０）。すなわち
駆動回路２５は、受信アンテナ部２３が受け取った電力を用いて自装置の記憶性表示体２
１の表示素子を駆動し、その受信アンテナ部２３によって受信された画像データに応じた
画像を記憶性表示体２１に表示させることになる。これにより、記憶性表示体２１Ａには
、図１９に示すように、２ページ目の画像に代えて３ページ目の画像が表示され、記憶性
表示体２１Ｂには、１ページ目の画像に代えて２ページ目の画像が表示される。これを操
作者から見ると、表示装置の画面が右方向に移動したように見える。
【００５３】
（左方向の画面移動処理）
　次に、画面移動処理の一例である左方向の画面移動処理について説明する。左方向に画
面を移動させたい場合、操作者は、いずれかの記憶性表示体上のタッチパネルにおいて指
などで指定した位置を、表示装置の配列方向と平行な方向成分を有する図３中の左方向に
移動させる操作を行う。この場合、上述したステップＳＢ２０では、図８に示した画面移
動処理特定テーブルＴが参照されて、「左方向になぞる」操作が操作者の操作内容として
判別される。続いて、ステップＳＢ３０では、この画面移動処理特定テーブルＴにおいて
、「左方向になぞる」操作に対応する「左方向の画面移動処理」が特定される。
【００５４】
　この場合、各々の表示装置には、図１４に示した並び列Ｌ１を図中の左方向に1つずら
したときに対応する画像が表示されることになる。したがって、ＣＰＵ１５は、上述した
ステップＳＢ２１０および２２０の処理を行わずに、ステップＳＢ２３０以降の処理を行
う。この例では、ＲＡＭ１７には図１５に示した画面管理情報Ｉ１～Ｉ３が記憶されてい
るため、ステップＳＢ２３０において、ＣＰＵ１５は、１ページ目の画像データに対応す
る画面管理情報Ｉ１に含まれる画面ＩＤ「０３」を、１ページ目の画像を表示しているス
レーブ表示装置２０Ｂの左隣にあるスレーブ表示装置２０Ａの画面ＩＤ「０２」に変更す
る。さらに、ＣＰＵ１５は、２ページ目の画像データに対応する画面管理情報Ｉ２に含ま
れる画面ＩＤ「０２」を、２ページ目の画像を表示しているスレーブ表示装置２０Ａの左
隣にあるマスタ表示装置１０の画面ＩＤ「０１」に変更する。
【００５５】
　これにより、マスタ表示装置１０の記憶性表示体１１には、３ページ目の画像に代えて
２ページ目の画像が表示される。また、スレーブ表示装置２０Ａの記憶性表示体２１Ａに
は、２ページ目の画像に代えて１ページ目の画像が表示される。なお、図１４に示したよ
うに、並び列Ｌ１を図中の左方向に1つずらしたときにスレーブ表示装置２０Ｂに対応す
る画像はなくなるため、スレーブ表示装置２０Ｂの記憶性表示体２１Ｂには、１ページ目
の画像に代えて背景画像が表示される。あるいは、記憶性表示体２１Ｂには、画像が表示
されなくてもよい。これを操作者から見ると、表示装置の画面が左方向に移動したように
見える。
【００５６】
（集約画像の表示処理）
　次に、画面移動処理の一例である集約画像の表示処理について説明する。各表示装置の
画面のサムネイルである集約画像を表示させたい場合、操作者は、いずれかの記憶性表示
体上のタッチパネルにおいて指先などで指定した位置を、時計回りの方向に円を描くよう
に移動させる操作を行う。
【００５７】
　図２１は、２ページ目の画像が表示された記憶性表示体２１Ａ上のタッチパネル２１ｔ
Ａにおいて指定された位置が時計回りの方向に円を描くように移動されたときの処理を説
明する図である。この場合、上述したステップＳＢ１０では、スレーブ表示装置２０Ａの
タッチセンサ４２から出力され、画面ＩＤ「０２」が対応付けられた操作信号が取得され
る。続いて、ステップＳＢ２０では、図８に示した画面移動処理特定テーブルＴが参照さ
れ、「時計回りに円を描く」操作が操作者の操作内容として判別される。続いて、ステッ
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プＳＢ３０では、この画面移動処理特定テーブルＴにおいて、「時計回りに円を描く」操
作に対応付けられた「集約画像の表示処理」が特定される。
【００５８】
　図２２は、集約画像の表示処理を示すシーケンス図である。まず、マスタ表示装置１０
のＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に１画面分の画像データを記憶するための記憶領域を確保す
る。続いて、ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に記憶されている画面管理情報を参照して、各々
の表示装置に表示されている画像を表す画像データを読み出す。この例では、ＲＡＭ１７
には図１５に示した画面管理情報Ｉ１～Ｉ３が記憶されているため、１ページ目～３ペー
ジ目の画像データが読み出される。続いて、ＣＰＵ１５は、読み出した画像データに基づ
いて、各々の表示装置に表示されている画像を縮小して１画面分に集約した集約画像を表
す集約画像データを作成する（ステップＳＢ３１０）。そして、ＣＰＵ１５は、作成した
集約画像データをＲＡＭ１７の確保していた記憶領域に記憶させる。すなわち、ＣＰＵ１
５は、ステップＳＢ２０において判別された操作内容が、表示装置の記憶性表示体上にお
いて指定した位置を所定の方向に移動させる操作であった場合には、各々の表示装置の画
面ＩＤに対応付けられてＲＡＭ１７の画面管理情報に記憶された画像データが表す画像を
集めて、いずれか１つの表示装置の記憶性表示体が表示し得る集約画像を表す集約画像デ
ータを作成する集約画像データ作成手段として機能する。このとき、画像の縮小は、線形
法やバイキュービック法などの公知の方法を利用して行われる。
【００５９】
　続いて、ＣＰＵ１５は、集約画像データに対応する画面管理情報を作成し、操作者によ
る操作が行われた表示装置２０Ａの画面ＩＤ「０２」をその画面管理情報に書き込む（ス
テップＳＢ３２０）。なお、この場合、ＲＡＭ１７には、図１５に示した画面管理情報Ｉ
１～Ｉ３も記憶されているから、ＣＰＵ１５は、ステップＳＢ３１０において作成された
集約画像データと、操作が行われた記憶性表示体を有する表示装置の画面ＩＤとが対応す
るよう、ＲＡＭ１７に記憶されている対応関係（画面管理情報）を変更するとともに、集
約画像データが表す集約画像に含まれる各画像を表す画像データと、操作が行われたとき
にその画像データが表す画像を表示していた表示装置の画面ＩＤとを対応付けてＲＡＭ１
７に記憶させる対応関係変更手段として機能する。
【００６０】
　また、この場合、集約画像データに対応する画面管理情報には、集約画像データである
ことを表すステータスフラグが記述される。
　図２３は、集約画像データに記述されるステータスフラグＦを示す図である。このステ
ータスフラグＦの先頭には、集約画像データであることを表す「ＳＵＭ」という集約状態
フラグビットがセットされている。
【００６１】
　続いて、ＣＰＵ１５は、集約画像データの画面管理情報に基づいて、集約画像データの
送信を行う（ステップＳＢ３３０）。具体的に説明すると、ＣＰＵ１５は、まず集約画像
データの画面管理情報に記述されている先頭アドレスが表すＲＡＭ１７の記憶領域から集
約画像データを読み出す。続いて、ＣＰＵ１５は、その画面管理情報に記述されている画
面ＩＤ「０２」と集約画像データとを対応付けて、駆動制御回路３１に供給する。この場
合、集約画像データは、上述と同様にして、画面ＩＤとして「０２」が記憶されている駆
動制御回路４１Ａによって取得される。
【００６２】
　すなわち、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２とＣＰＵ１５乃至制御回路１８と
は協働して、スレーブ表示装置２０に電力を供給するとともに、ＲＡＭ１７によりスレー
ブ表示装置２０の画面ＩＤと対応付けられている画像データをそのスレーブ表示装置２０
宛に送信することになる。また、スレーブ表示装置２０の受信アンテナ部２３と制御回路
２４とは協働して、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２から供給された電力を受け
取り、受け取った電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信することに
なる。
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【００６３】
　スレーブ表示装置２０Ａの駆動制御回路４１Ａは、画像データを取得すると、正常に画
像データが送信されたことを表すＡＣＫ信号を返信する（ステップＳＢ３４０）。続いて
、駆動制御回路４１Ａは、取得した画像データを駆動回路２５Ａに供給する。駆動回路２
５Ａは、駆動制御回路４１Ａから供給された画像データに応じて記憶性表示体２１Ａの表
示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表示させる（ステップＳＢ３５０）。す
なわち駆動回路２５は、受信アンテナ部２３が受け取った電力を用いて自装置の記憶性表
示体２１の表示素子を駆動し、その受信アンテナ部２３によって受信された画像データに
応じた画像を記憶性表示体２１に表示させることになる。これにより、記憶性表示体２１
Ａには、図２１に示すように、２ページ目の画像に代えて、１ページ目～３ページ目の画
像が集約された集約画像が表示される。操作者は、この集約画像を見ることにより、各々
の表示装置に分散して表示されていた画像をまとめて確認することができる。
【００６４】
（集約画像の分散表示処理）
　次に、画面移動処理の一例である集約画像の分散表示処理について説明する。図２１に
示したような集約画像が表示されているときに、その集約画像を各ページの画像に戻して
表示させたい場合、操作者は、いずれかの記憶性表示体上のタッチパネルにおいて指など
で指定した位置を、反時計回りの方向に円を描くように移動させる操作を行う。
【００６５】
　図２４は、２ページ目の画像が表示された記憶性表示体２１Ａ上のタッチパネル２１ｔ
において指定された位置が反時計回りの方向に円を描くように移動させられたときの処理
を説明する図である。この場合、上述したステップＳＢ１０では、スレーブ表示装置２０
Ａのタッチセンサ４２から出力され、画面ＩＤ「０２」が対応付けられた操作信号が取得
される。続いて、ステップＳＢ２０では、図８に示した画面移動処理特定テーブルＴが参
照され、「反時計回りに円を描く」操作が操作者の操作内容として判別される。続いて、
ステップＳＢ３０では、この画面移動処理特定テーブルＴにおいて、「反時計回りに円を
描く」操作に対応付けられた「集約画像の分散表示処理」が特定される。
【００６６】
　図２５は、集約画像の分散表示処理を示すシーケンス図である。まず、マスタ表示装置
１０のＣＰＵ１５は、集約画像データであることを表すというステータスフラグが記述さ
れた画面管理情報があるか否かに基づいて、集約画像が表示されているか否かを判定する
（ステップＳＢ４１０）。ステータスフラグに集約状態フラグビットである「ＳＵＭ」を
含む画面管理情報がなかった場合、ＣＰＵ１５は、集約画像が表示されていないと判定し
（ステップＳＢ４１０：ＮＯ）、この処理を終了する。一方、ステータスフラグに「ＳＵ
Ｍ」を含む画面管理情報があった場合、ＣＰＵ１５は、集約画像が表示されていると判定
し（ステップＳＢ４１０：ＹＥＳ）、次の処理に進む。
【００６７】
　続いて、ＣＰＵ１５は、集約画像データと、集約画像データの画面管理情報とをＲＡＭ
１７から削除し、それらが記憶されていた記憶領域を解放する（ステップＳＢ４２０）。
すなわち、ＣＰＵ１５は、いずれか１つの表示装置に集約画像が表示されているときに、
ステップＳＢ２０において判別された操作内容が、表示装置の記憶性表示体上において指
定した位置を所定の方向に移動させる操作であった場合には、ＲＡＭ１７に記憶されてい
る集約画像データと、その集約画像データに対応付けられた画面ＩＤ（画面管理情報）と
を削除する対応関係変更手段として機能する。
【００６８】
　続いて、ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７に記憶されている画面管理情報に基づいて、画像デ
ータの送信を行う（ステップＳＢ４３０）。上述したステップＳＢ４２０では、集約画像
データに対応する画面管理情報が削除されているため、ＲＡＭ１７には、集約画像が表示
される前に記憶性表示体に表示されていた１ページ目～３ページ目の画像の画像データに
対応する画面管理情報Ｉ１～Ｉ３のみが記憶されていることになる。したがって、ＣＰＵ
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１５は、図１５に示した画面管理情報Ｉ３に含まれる画面ＩＤ「０１」と３ページ目の画
像データ、画面管理情報Ｉ２に含まれる画面ＩＤ「０２」と２ページ目の画像データ、画
面管理情報Ｉ１に含まれる画面ＩＤ「０３」と１ページ目の画像データとを対応付けて、
駆動制御回路３１に供給する。この場合、３ページ目の画像データは、上述と同様にして
、画面ＩＤとして「０１」が記憶されている駆動制御回路３１によって取得される。同様
に、２ページ目の画像データは、画面ＩＤとして「０２」が記憶されている駆動制御回路
４１Ａによって取得され、１ページ目の画像データは、画面ＩＤとして「０３」が記憶さ
れている駆動制御回路４１Ｂによって取得される。
【００６９】
　すなわち、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２とＣＰＵ１５乃至制御回路１８と
は協働して、スレーブ表示装置２０に電力を供給するとともに、ＲＡＭ１７によりスレー
ブ表示装置２０の画面ＩＤと対応付けられている画像データをそのスレーブ表示装置２０
宛に送信することになる。また、スレーブ表示装置２０の受信アンテナ部２３と制御回路
２４とは協働して、マスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２から供給された電力を受け
取り、受け取った電力を用いて、自装置宛に送信されてきた画像データを受信することに
なる。
【００７０】
　画像データを取得すると、マスタ表示装置１０の駆動制御回路３１は、取得した画像デ
ータを駆動回路１９に供給する。駆動回路１９は、駆動制御回路３１から供給された画像
データに応じて記憶性表示体１１の表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表
示させる（ステップＳＢ４４０）。すなわち、駆動回路１９は、記憶性表示体１１の表示
素子を駆動して、ＲＡＭ１７により自装置の画面ＩＤと対応付けられている画像データに
応じた画像を表示させることになる。これにより、記憶性表示体１１には、図２４に示す
ように３ページ目の画像が表示される。
【００７１】
　また、スレーブ表示装置２０の駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ画像データを
取得すると、正常に画像データが送信されたことを表すＡＣＫ信号を返信する（ステップ
ＳＢ４５０）。続いて、駆動制御回路４１Ａ、４１Ｂは、それぞれ取得した画像データを
自回路と接続された駆動回路２５に供給する。駆動回路２５Ａ、２５Ｂは、それぞれ駆動
制御回路４１から供給された画像データに応じて自回路に接続された記憶性表示体２１の
表示素子を駆動し、その画像データに応じた画像を表示させる（ステップＳＢ４６０）。
すなわち駆動回路２５は、受信アンテナ部２３が受け取った電力を用いて自装置の記憶性
表示体２１の表示素子を駆動し、その受信アンテナ部２３によって受信された画像データ
に応じた画像を記憶性表示体２１に表示させることになる。これにより、記憶性表示体２
１Ａには、図２４に示すように、集約画像に代えて２ページ目の画像が表示され、記憶性
表示体２１Ｂには、１ページ目の画像が表示される。これを操作者から見ると、各表示装
置の画面が集約画像の表示される前の状態に戻ったように見える。
【００７２】
　以上説明した実施形態によれば、操作者の操作に応じて複数の表示装置の表示内容を連
携して変更することができる。
　また、マスタ表示装置１０には、各々の表示装置に割り当てられた識別情報と画像デー
タとの対応関係を記憶する記憶手段や、操作者の操作内容を判別する操作判別手段及び記
憶手段の対応関係を変更する対応関係変更手段としてのＣＰＵ１５といった各構成が実装
されているのに対し、スレーブ表示装置２０にはこれらの構成が実装されていない。さら
に、マスタ表示装置１０及び複数のスレーブ表示装置２０の表示手段となる記憶性表示体
１１、２１は、電力供給が無くても、画像を表示し続けることができるので、マスタ表示
装置１０が備える電源として、省電力に見あった小型のものを採用することができる。よ
って、マスタ表示装置１０及び複数のスレーブ表示装置２０からなるシステム全体では構
成が簡易になり、軽量化に寄与する。
【００７３】



(20) JP 2009-211547 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

［変形例］
　以上が実施形態の説明であるが、この実施形態の内容は以下のように変形し得る。また
、以下の変形例を適宜組み合わせてもよい。
（変形例１）
　上述した実施形態において、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１５による処理は、プログラ
ムに従って行われていた。これに対し、マスタ表示装置１０にハードウェア回路を設け、
このハードウェア回路がＣＰＵ１５に代わって上述した処理を行ってもよい。また、ＣＰ
Ｕ１５とハードウェア回路とが分担して、上述した処理を行ってもよい。
【００７４】
（変形例２）
　上述した実施形態において、マスタ表示装置１０とスレーブ表示装置２０とは、非接触
で電力及びデータの授受を行っていたが、例えばお互いが導電端子を備えておき、これら
を接触させて電力及びデータの授受を行ってもよい。この導電端子も、表示装置が移動可
能な方向に長手方向を有する形状であることが望ましい。
　また、マスタ表示装置１０とスレーブ表示装置２０とを複数の導線が束ねられたフラッ
トケーブルなどで接続し、有線で電力及びデータの授受が行われてもよい。
【００７５】
（変形例３）
　上述した実施形態では、操作者によってタッチパネルが操作される例を挙げて説明した
が、これに限らない。例えば、マスタ表示装置１０及びスレーブ表示装置２０に操作者の
操作を受け付ける操作子が設けられている場合には、タッチパネルに代えてこの操作子が
操作されてもよい。この場合、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１５は、操作子を用いて、一
方の記憶性表示体と他方の記憶性表示体のそれぞれを交互または同時に指定する操作が行
われた場合には、操作者の操作内容を「２回タップ」の操作として判別する。また、ＣＰ
Ｕ１５は、操作子を用いて、いずれかの記憶性表示体上において指定した位置を、表示装
置の配列方向と平行な方向成分を有する図３中のＲ方向に移動させる操作が行われた場合
には、操作者の操作内容を「右方向になぞる」の操作として判別し、いずれかの記憶性表
示体上において指定した位置を、表示装置の配列方向と平行な方向成分を有する図３中の
Ｌ方向に移動させる操作が行われた場合には、操作者の操作内容を「左方向になぞる」操
作として判別する。同様に、ＣＰＵ１５は、操作子を用いて、いずれかの記憶性表示体上
において指定した位置を、時計回りの方向に円を描くように移動させる操作が行われた場
合には、操作者の操作内容を「時計回りに円を描く」操作として判別し、いずれかの記憶
性表示体上において指定した位置を、反時計回りの方向に円を描くように移動させる操作
が行われた場合には、操作者の操作内容を「反時計回りに円を描く」操作として判別する
。
【００７６】
（変形例４）
　上述した実施形態では、画面管理情報がプログラム形式で記述されている例を挙げて説
明したが、画面管理情報の記述形式はこれに限らない。例えば、画面管理情報がテーブル
形式で記述されていてもよい。要するに、マスタ表示装置１０及びスレーブ表示装置２０
の各々に割り当てられた画面ＩＤと、各々の表示装置に表示する画像の画像データとの対
応関係が記憶されていればよい。
　また、実施形態では、表示手段である記憶性表示体１１、２１に割り当てられた画面Ｉ
Ｄと画像データとを対応付けていた。実施形態のように各表示装置が表示手段を１つずつ
備えている場合には、この画面ＩＤは、各表示装置に割り当てられた識別情報に等しい。
また、表示装置が複数の表示手段を備えている場合には、その表示装置は、各表示手段に
対応した複数の表示装置によって構成されていると考えればよい。よってこの場合も、各
表示手段に割り当てられた画面ＩＤは、各表示装置に割り当てられた識別情報に等しい。
【００７７】
（変形例５）
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　上述した実施形態では、図３（ｂ）や図３（ｃ）に示したように、スレーブ表示装置２
０の表示面がマスタ表示装置１０又は他のスレーブ表示装置２０と完全に重なっていない
状態を例に挙げて、スレーブ表示装置２０が開かれた状態を説明したが、これに限らない
。例えば、スレーブ表示装置２０の表示面が半分だけ他の表示装置と重なった状態であっ
てもよい。図１０に示すように、送信アンテナ部１２、２２はスレーブ表示装置２０の移
動方向に延びているため、スレーブ表示装置２０が完全に開かれた状態にならなくても、
スレーブ表示装置２０の受信アンテナ部２３とマスタ表示装置１０の送信アンテナ部１２
または他のスレーブ表示装置２０の送信アンテナ部２２とが重なる状態になる。この場合
には、スレーブ表示装置２０は上述した実施形態の処理を行うことができるため、スレー
ブ表示装置２０が完全に開かれた状態でなくてもよいのである。本発明の「第２の位置」
とは、このような位置をも含むものである。このように、スレーブ表示装置２０が、図３
（ｂ）や図３（ｃ）に示したように、完全に引き出されていないうちに、上述した実施形
態の処理が開始されることにより、スレーブ表示装置２０が引き出されてから記憶性表示
体２１に画像が表示されるまでの時間を短くすることができる。
【００７８】
（変形例６）
　上述した実施形態において、集約画像を表示させたい場合、操作者は、いずれかの記憶
性表示体上のタッチパネルにおいて指先などで指定した位置を時計回りの方向に円を描く
ように移動させる操作を行っていたが、集約画像を表示させる指示を行う操作はこれに限
らない。例えば、いずれかのタッチパネルにおいて指定した位置を表示装置の長手方向に
移動させる操作であってもよい。要するに、集約画像を表示させる指示を行う操作は、記
憶性表示体上において指定した位置を所定の方向に移動させる操作であればよい。同様に
、集約画像を分散させて表示させる指示を行う操作も、記憶性表示体上において指定した
位置を所定の方向に移動させる操作であればよい。ただし、この場合には、集約画像を表
示させる指示を行う操作と、集約画像を分散させて表示させる指示を行う操作とが異なる
必要がある。
【００７９】
（変形例７）
　上述した実施形態において、マスタ表示装置１０のＣＰＵ１５によって実行される各プ
ログラムは、磁気テープや磁気ディスクなどの磁気記録媒体、光ディスクなどの光記録媒
体、光磁気記録媒体、半導体メモリなどの、コンピュータ装置が読み取り可能な記録媒体
に記憶された状態で提供し得る。また、このプログラムを、インターネットのようなネッ
トワーク経由でダウンロードさせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本実施形態に係る表示システムの外観を示す斜視図である。
【図２】上記表示システムの側面図である。
【図３】上記表示システムのスレーブ表示装置が開閉する様子を示す平面図である。
【図４】上記表示システムのマスタ表示装置の外観を示す平面図である。
【図５】上記マスタ表示装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】上記スレーブ表示装置の外観を示す平面図である。
【図７】上記スレーブ表示装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図８】上記マスタ表示装置の画面移動処理特定テーブルの一例を示す図である。
【図９】各々の上記スレーブ表示装置が引き出された様子を示す平面図である
【図１０】上記スレーブ表示装置が引き出されたときの表示システムの側面図である。
【図１１】上記表示システムの表示処理を示すシーケンス図である。
【図１２】上記マスタ表示装置のＲＡＭの記憶領域を模式的に示す図である。
【図１３】上記ＲＡＭに記憶される画面管理情報のデータ構造を示す図である。
【図１４】上記表示システムにおける表示画像を決定する方法を模式的に示す図である。
【図１５】装置ＩＤが書き込まれた上記画面管理情報を示す図である。
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【図１６】上記表示システムの画面移動処理の概略を示すフロー図である。
【図１７】上記表示システムの画像入れ替え処理を説明する図である。
【図１８】上記表示システムの画像入れ替え処理を示すシーケンス図である。
【図１９】上記表示システムの右方向の画面移動処理を説明する図である。
【図２０】上記表示システムの右方向の画面移動処理を示すシーケンス図である。
【図２１】上記表示システムの集約画像の表示処理を説明する図である。
【図２２】上記表示システムの集約画像の表示処理を示すシーケンス図である。
【図２３】集約画像データに記述されるステータスフラグを示す図である。
【図２４】上記表示システムの集約画像の分散表示処理を説明する図である。
【図２５】上記表示システムの集約画像の分散表示処理を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００８１】
１…表示システム、１０…マスタ表示装置、１１…記憶性表示体（表示手段）、１１ｔ…
タッチパネル（操作検出手段）、１２…送信アンテナ部（送信手段）、１３…受信アンテ
ナ部、１４…電源、１５…ＣＰＵ（操作内容判別手段、対応関係変更手段、送信手段、集
約画像データ作成手段）、１６…ＲＯＭ、１７…ＲＡＭ（記憶手段）、１８…制御回路（
送信手段）、１９…駆動回路（第１の表示制御手段）、３１…駆動制御回路、３２…タッ
チセンサ（操作検出手段）、３３…Ａ／Ｄコンバータ、３５…ＲＡＭ、２０…スレーブ表
示装置、２１…記憶性表示体（表示手段）、２１ｔ…タッチパネル（操作検出手段）、２
２…送信アンテナ部、２３…受信アンテナ部（受信手段）、２４…制御回路（受信手段）
、２５…駆動回路（第２の表示制御手段）、４１…駆動制御回路、４２…タッチセンサ（
操作検出手段）、４３…Ａ／Ｄコンバータ、４５…ＲＡＭ。

【図１】

【図２】

【図３】
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