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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示データを表示する第１表示部と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、
　前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する位置判断部と、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文書
データを前記第２表示部に表示する表示制御部と
を備え、
　前記第１表示部の表示画面及び前記第２表示部の表示画面が長方形であり、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ねる
重畳関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２表示部の前
記表示画面の長手方向とが垂直となる異方向関係である場合、前記表示制御部は、前記表
示データのうち、前記第１表示部に前記第２表示部が重なっている前記第１表示部の重畳
領域に表示される部分データを拡大して前記第２表示部に表示し、前記第２表示部が前記
表示データの上端位置から下端位置まで前記第１表示部に重なりつつ移動すると、前記表
示データの上端から下端までを順次拡大して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２
表示部の前記表示画面の長手方向とが平行となる同一方向関係である場合、前記表示制御
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部は、前記隣接文書データを前記第２表示部に表示する、表示システム。
【請求項２】
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ねる
重畳関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２表示部の前
記表示画面の長手方向とが平行となる同一方向関係である場合、前記表示制御部は、前記
隣接文書データを前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２
表示部の前記表示画面の長手方向とが垂直となる異方向関係である場合、前記表示制御部
は、前記表示データのうちの部分データを拡大して前記第２表示部に表示する、請求項１
に記載の表示システム。
【請求項３】
　表示データを表示する第１表示部と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、
　前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する位置判断部と、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文書
データを前記第２表示部に表示する表示制御部と
を備え、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ねる
重畳関係である場合、前記表示制御部は、前記表示データのうち、前記第１表示部に前記
第２表示部が重なっている前記第１表示部の重畳領域に表示される部分データを拡大して
前記第２表示部に表示し、前記第２表示部が前記表示データの上端位置から下端位置まで
前記第１表示部に重なりつつ移動すると、前記表示データの上端から下端までを順次拡大
して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係である場合、前記表示制御部は、前記隣接文書データを前記第２表示
部に表示し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部の表示面から離れて前記第
２表示部を持ち上げる揚上関係である場合、前記表示制御部は、前記揚上関係における前
記第１表示部と第２表示部との離間距離に応じて、前記部分データを拡大または縮小して
前記第２表示部に表示し、前記揚上関係における前記第１表示部が属する平面と前記第２
表示部が属する平面との為す角度に応じて、前記部分データを立体画像として表示した場
合の前記部分データの視線方向または回転角を変更し、前記視線方向または前記回転角を
変更した前記部分データを前記第２表示部に表示する、表示システム。
【請求項４】
　前記第１表示部および前記第２表示部のうち何れか一方の表示部または双方の表示部に
配置され、何れの表示部の何れの配置位置からの信号であるかを識別する識別信号を発信
する複数の信号発信部と、
　前記一方の表示部に対する他方の表示部または双方の表示部に配置され、前記複数の信
号発信部が発信する各識別信号を受信する複数の信号受信部と
をさらに備え、
　前記位置判断部は、
　前記複数の信号受信部の前記第１表示部または前記第２表示部における各配置位置と、
前記各配置位置において前記複数の信号受信部が受信した前記識別信号の強度とから、前
記複数の信号受信部を配置する表示部を基準として、前記識別信号を発信した前記複数の
信号発信部の位置を特定し、
　前記複数の信号発信部の特定された位置と、前記第１表示部または前記第２表示部にお
ける前記複数の信号発信部の配置位置とから、前記第１表示部と前記第２表示部との位置
関係を判断する、請求項１から３のいずれか一項に記載の表示システム。
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【請求項５】
　表示データを表示する第１表示部と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、
　前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する位置判断部と、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文書
データを前記第２表示部に表示する表示制御部と、
　前記第１表示部または前記第２表示部に配置され、前記第１表示部または前記第２表示
部の周辺領域における外光を検出する複数の光検出部と
を備え、
　前記位置判断部は、前記第１表示部または前記第２表示部における前記複数の光検出部
の配置位置と、前記複数の光検出部の各々が検出した光の強度とから、前記第１表示部と
前記第２表示部との位置関係を判断し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ねる
重畳関係である場合、前記表示制御部は、前記表示データのうち、前記第１表示部に前記
第２表示部が重なっている前記第１表示部の重畳領域に表示される部分データを拡大して
前記第２表示部に表示し、前記第２表示部が前記表示データの上端位置から下端位置まで
前記第１表示部に重なりつつ移動すると、前記表示データの上端から下端までを順次拡大
して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係である場合、前記表示制御部は、前記隣接文書データを前記第２表示
部に表示する、表示システム。
【請求項６】
　コンピュータを、請求項１から５のいずれか一項に記載の表示システムとして機能させ
るためのプログラム。
【請求項７】
　表示データを第１表示部に表示する第１の表示段階と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、前記第１表示部との位置関係を判断する位置判断段階と、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文
書データを前記第２表示部に表示する第２の表示段階と
を備え、
　前記第１表示部の表示画面及び前記第２表示部の表示画面が長方形であり、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ね
る重畳関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２表示部の
前記表示画面の長手方向とが垂直となる異方向関係である場合、前記第２の表示段階にお
いて、前記表示データのうち、前記第１表示部に前記第２表示部が重なっている前記第１
表示部の重畳領域に表示される部分データを拡大して前記第２表示部に表示し、前記第２
表示部が前記表示データの上端位置から下端位置まで前記第１表示部に重なりつつ移動す
ると、前記表示データの上端から下端までを順次拡大して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示
部を配置する隣接関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第
２表示部の前記表示画面の長手方向とが平行となる同一方向関係である場合、前記第２の
表示段階において、前記隣接文書データを前記第２表示部に表示する、表示方法。
【請求項８】
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ね
る重畳関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第２表示部の
前記表示画面の長手方向とが平行となる同一方向関係である場合、前記第２の表示段階に
おいて、前記隣接文書データを前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示
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部を配置する隣接関係であり、かつ、前記第１表示部の前記表示画面の長手方向と前記第
２表示部の前記表示画面の長手方向とが垂直となる異方向関係である場合、前記第２の表
示段階において、前記表示データのうちの部分データを拡大して前記第２表示部に表示す
る、請求項７に記載の表示方法。
【請求項９】
　表示データを第１表示部に表示する第１の表示段階と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、前記第１表示部との位置関係を判断する位置判断段階と、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文
書データを前記第２表示部に表示する第２の表示段階と
を備え、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ね
る重畳関係である場合、前記第２の表示段階において、前記表示データのうち、前記第１
表示部に前記第２表示部が重なっている前記第１表示部の重畳領域に表示される部分デー
タを拡大して前記第２表示部に表示し、前記第２表示部が前記表示データの上端位置から
下端位置まで前記第１表示部に重なりつつ移動すると、前記表示データの上端から下端ま
でを順次拡大して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示
部を配置する隣接関係である場合、前記第２の表示段階において、前記隣接文書データを
前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部の表示面から離れて前記
第２表示部を持ち上げる揚上関係である場合、前記第２の表示段階において、前記揚上関
係における前記第１表示部と第２表示部との離間距離に応じて、前記部分データを拡大ま
たは縮小して前記第２表示部に表示し、前記揚上関係における前記第１表示部が属する平
面と前記第２表示部が属する平面との為す角度に応じて、前記部分データを立体画像とし
て表示した場合の前記部分データの視線方向または回転角を変更し、前記視線方向または
前記回転角を変更した前記部分データを前記第２表示部に表示する、表示方法。
【請求項１０】
　前記第１表示部および前記第２表示部のうち何れか一方の表示部または双方の表示部に
配置された複数の信号発信部が、何れの表示部の何れの配置位置からの信号であるかを識
別する識別信号を発信する信号発信段階と、
　前記一方の表示部に対する他方の表示部または双方の表示部に配置された複数の信号受
信部が、前記複数の信号発信部が発信する各識別信号を受信する信号受信段階と
をさらに備え、
　前記位置判断段階において、
　前記複数の信号受信部の前記第１表示部または前記第２表示部における各配置位置と、
前記各配置位置において前記複数の信号受信部が受信した前記識別信号の強度とから、前
記複数の信号受信部を配置する表示部を基準として、前記識別信号を発信した前記複数の
信号発信部の位置を特定し、
　前記複数の信号発信部の特定された位置と、前記第１表示部または前記第２表示部にお
ける前記複数の信号発信部の配置位置とから、前記第１表示部と前記第２表示部との位置
関係を判断する、請求項７から９のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項１１】
　表示データを第１表示部に表示する第１の表示段階と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、前記第１表示部との位置関係を判断する位置判断段階と、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文
書データを前記第２表示部に表示する第２の表示段階と、
　前記第１表示部または前記第２表示部に配置された複数の光検出部が、前記第１表示部
または前記第２表示部の周辺領域における外光を検出する光検出段階と
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を備え、
　前記位置判断段階において、前記第１表示部または前記第２表示部における前記複数の
光検出部の配置位置と、前記複数の光検出部の各々が検出した光の強度とから、前記第１
表示部と前記第２表示部との位置関係を判断し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ね
る重畳関係である場合、前記第２の表示段階において、前記表示データのうち、前記第１
表示部に前記第２表示部が重なっている前記第１表示部の重畳領域に表示される部分デー
タを拡大して前記第２表示部に表示し、前記第２表示部が前記表示データの上端位置から
下端位置まで前記第１表示部に重なりつつ移動すると、前記表示データの上端から下端ま
でを順次拡大して前記第２表示部に表示し、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示
部を配置する隣接関係である場合、前記第２の表示段階において、前記隣接文書データを
前記第２表示部に表示する、表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示システム、表示方法および表示プログラムに関する。特に、本発明は、
第１の表示部が表示している表示データの部分データまたは隣接文書データを第２の表示
部に表示する、あるいは第1の表示部または第２の表示部が表示している表示ベータの部
分データまたは隣接データを第３の表示部に表示する表示システム、表示方法および表示
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第１の電子ペーパに第２の電子ペーパが隣接されたことを第１の電子ペーパが検出する
と、第１の電子ペーパに表示されている部分画像に隣接する部分画像を第２の電子ペーパ
に表示する、画像閲覧システムについて提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
具体的には、第１の電子ペーパに所定の地図が表示されている場合に、白紙の第２の電子
ペーパを第１の電子ペーパに隣接させると、第２の電子ペーパに第１の電子ペーパに続く
地図が表示される。
【特許文献１】特開２００６－３０５６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明においては、第１の電子ペーパにおける所定の
辺と第２の電子ペーパにおける所定の辺とが対向して配置されることを要するので、第１
の電子ペーパに対する第２の電子ペーパの向きによっては、第２の電子ペーパにユーザが
所望する画像を表示させることができない。また、第１の電子ペーパに第２の電子ペーパ
を重ねた場合も、第２の電子ペーパにユーザが所望する画像を表示することができない。
さらに、特許文献１に記載の発明においては、第１の電子ペーパおよび第２電子ペーパに
表示させるデータは画像データに限られ、第３の電子ペーパを配置した場合について何ら
開示がない。
【０００４】
　そこで本発明は、上記課題を解決することができる表示システム、表示方法、および表
示プログラムを提供することを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立項に
記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を
規定する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の形態における表示システムは、表示データ
を表示する第１表示部と、表示データの部分データまたは表示データに隣接する隣接文書
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データを表示する第２表示部と、第１表示部と第２表示部との位置関係を判断する位置判
断部と、位置判断部が判断した位置関係に応じて、部分データまたは隣接文書データを第
２表示部に表示する表示制御部と、を備える。
【０００６】
　さらに、本発明の第２の形態における表示システムは、第１表示データを表示する第１
表示部と、第１表示データの部分データ、または、第１表示データに隣接する隣接データ
である、第２表示データを表示する第２表示部と、第３表示データを表示する第３表示部
と、第１表示部、第２表示部および第３表示部の相互の位置関係を判断する位置判断部と
、位置判断部が判断した第１表示部、第２表示部および第３表示部の位置関係に応じて、
第２表示データの部分データまたは第２表示データに隣接する隣接データを第３表示デー
タとして第３表示部に表示する表示制御部と、を備える。
【０００７】
　本発明の他の形態においては、表示システムであって、表示データを表示する第１表示
部と、第１表示部が表示している表示データの一部を拡大して表示する第２表示部と、第
１表示部と第２表示部との相対位置関係を示す位置関係情報に対応づけて、第１表示部が
表示している表示データのうちの第２表示部に表示させる部分データの領域を格納する表
示部分領域格納部と、第１表示部と第２表示部との相対位置関係を判断する相対位置判断
部と、相対位置判断部が判断した相対位置関係を示す位置関係情報に対応づけて表示部分
領域格納部が格納している領域の部分データの少なくとも一部を拡大して、第２表示部に
表示させる表示制御部とを備える。
【０００８】
　また、表示部分領域格納部は、第１表示部と第２表示部とが表示方向に重なっているこ
とを示す位置関係情報に対応づけて、第１表示部が表示している表示データのうちで第２
表示部が重なっている部分データの領域を格納し、表示制御部は、相対位置判断部が、第
１表示部と第２表示部とが表示方向に重なっていると判断した場合に、表示部分領域格納
部が第１表示部と第２表示部とが表示方向に重なっていることを示す位置関係情報に対応
づけて格納している、第１表示部が表示している表示データのうちで第２表示部が重なっ
ている部分データの領域の少なくとも一部を拡大して、第２表示部に表示させてもよい。
【０００９】
　また、表示制御部は、第１表示部が表示している表示データの上端に重なる位置から、
第１表示部が表示している表示データの下端に重なる位置まで、第２表示部が第１表示部
に重なりつつ移動した場合に、第１表示部が表示している表示データの上端に第２表示部
が重なっている場合から、第１表示部が表示している表示データの下端に、第２表示部が
重なっている場合までの間に、第１表示部が表示している表示データの上端から下端まで
を順次拡大して第２表示部に表示させてもよい。
【００１０】
　さらに、第２表示部の予め定められた位置に配置された、それぞれ異なる周波数で識別
信号を発信する複数の信号発信部と、第１表示部の予め定められた位置に配置された、複
数の信号発信部がそれぞれ異なる周波数で発信した複数の識別信号のそれぞれを受信する
複数の信号受信部と、複数の信号受信部がそれぞれ受信した複数の識別信号の受信強度を
それぞれ算出する信号強度算出部とを備え、相対位置判断部は、複数の信号受信部におい
てそれぞれ受信された複数の識別信号のそれぞれについて信号強度算出部が算出した複数
の識別信号の受信強度から、第１表示部と第２表示部との相対位置関係を判断してもよい
。また、第１表示部に予め定められた間隔で配置され、第１表示部に照射される光量を検
出する複数の光量検出部をさらに備え、相対位置判断部は、予め定められた光量以上を検
出した複数の光量検出部の第１表示部に対する位置から、第１表示部と第２表示部との相
対位置関係を判断してもよい。さらに、第１表示部および第２表示部の位置を特定する位
置特定部を備え、相対位置判断部は、位置特定部が特定した第１表示部および第２表示部
の位置から、第１表示部と第２表示部との相対位置関係を判断してもよい。
【００１１】



(7) JP 5521226 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

　また、表示部分領域格納部は、第１表示部の所定の辺に沿った第一の方向において、第
１表示部と第２表示部との双方が存在する範囲を示す位置関係情報に対応づけて、第１表
示部が表示している表示データのうちの第一の方向における当該範囲の部分データの領域
を格納し、表示制御部は、相対位置判断部が、第１表示部と第２表示部との双方が第一の
方向において所定の範囲に存在すると判断した場合に、表示部分領域格納部が範囲を示す
位置関係情報に対応づけて格納している、第１表示部が表示している表示データのうちの
第一の方向における所定の範囲の部分データの領域の少なくとも一部を拡大して、第２表
示部に表示させてもよい。
【００１２】
　また、表示制御部は、第１表示部と第２表示部との双方が第１の方向において存在する
所定の範囲が、第１表示部が表示している表示データの上端の位置から、第１表示部が表
示している表示データの下端の位置まで移動した場合に、第１表示部が表示している表示
データの上端の位置に所定の範囲が重なっている場合から、第１表示部が表示している表
示データの下端の位置に所定の範囲が重なっている場合までの間に、第１表示部が表示し
ている表示データの上端から下端までを順次拡大して第２表示部に表示させてもよい。
【００１３】
　また、本発明の他の形態においては、表示方法であって、表示データを第１表示部に表
示する第１の表示段階と、第１表示部と第１表示部が表示している表示データの一部を拡
大して表示する第２表示部との相対位置関係を判断する相対位置判断段階と、第１表示部
と第２表示部との相対位置関係を示す位置関係情報に対応づけて、第１表示部が表示して
いる表示データのうちの第２表示部に表示させる部分データの領域を格納する表示部分領
域格納部から、相対位置判断段階において判断された相対位置関係を示す位置関係情報に
対応づけられている部分データの領域を抽出する表示部分領域抽出段階と、表示部分領域
抽出段階において抽出された領域の部分データの少なくとも一部を拡大して、第２表示部
に表示する第２の表示段階とを備える。
【００１４】
　また、本発明の他の形態においては、第１表示部が表示している表示データの一部を拡
大して第２表示部に表示させる表示システム用の表示プログラムであって、表示システム
を、第１表示部と第２表示部との相対位置関係を示す位置関係情報に対応づけて、第１表
示部が表示している表示データのうちの第２表示部に表示させる部分データの領域を格納
する表示部分領域格納部、第１表示部と第２表示部との相対位置を判断する相対位置判断
部、および相対位置判断部が判断した相対位置に対応づけて表示部分領域格納部が格納し
ている領域の部分データの少なくとも一部を拡大して、第２表示部に表示させる表示制御
部として機能させる。
【００１５】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これ
らの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、第１表示部に対する第２表示部の相対的な位置に基づいて、第１表示
部が表示している表示データの一部を拡大して第２表示部に表示させることができる。ま
た、本発明によれば、第１表示部と第２表示部との位置関係に応じて第１表示データが表
示している表示データの部分データまたは表示データに隣接する隣接文書データを第２表
示部に表示できる。さらに、本発明によれば、第１表示部および第２表示部と第３表示部
との位置関係に応じて、第１表示データが表示している第１表示データもしくは第２表示
データが表示している第２表示データの部分データまたは第１表示データもしくは第２表
示データに隣接する隣接データを第３表示データとして第３表示部に表示できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
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囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み
合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示システム１０の概要を示す。表示システム１０
は、第１表示装置２０および第２表示装置３０を備える。本実施形態に係る表示システム
１０は、第１表示装置２０が有する第１表示部２００に対する第２表示装置３０が有する
第２表示部３００の相対的な位置に基づいて、第１表示部２００が表示している表示デー
タの一部を拡大して第２表示部３００に表示させることを目的とする。
【００１９】
　まず、第１表示装置２０は、表示データの表示サイズを縮小して、表示データの全体を
第１表示部２００に表示する。例えば、複数ページにわたる表示データの全体を、第１表
示装置２０は第１表示部２００に表示する。なお、表示データは、文書データ、画像デー
タ、およびインターネット等で公開されているブログのデータ等であってよい。そして、
ユーザが、第１表示装置２０の上に第２表示装置３０を重ねると、第１表示部２００と第
２表示部３００との相対的な位置に応じて、第１表示装置２０の第１表示部２００が表示
している表示データの一部が拡大されて、第２表示部３００に表示される。
【００２０】
　例えば、第１表示装置２０と第２表示装置３０とを重ねて、第２表示装置３０を第１表
示装置２０に重ねつつ移動させる。この場合に、第１表示装置２０は、第１表示部２００
に表示されている表示データのうち、第１表示部２００と第２表示部３００とが重なって
いる部分に対応する表示データの少なくとも一部である、部分データを抽出する。そして
、第１表示装置２０は、抽出した部分データを第２表示部３００の表示領域の大きさに順
次拡大して、第２表示部３００に表示する。
【００２１】
　本実施形態に係る表示システム１０は、第２表示装置３０を第１表示装置２０に重ねて
移動させることによって、第２表示部３００に第１表示部２００に縮小表示されている表
示データの一部を拡大して表示できるので、ユーザは、表示データの全体のイメージを第
１表示装置２０で把握しつつ、ユーザが所望する表示データの部分だけを第２表示装置３
０に拡大して表示できる。
【００２２】
　図２は、本実施形態に係る表示システム１０の機能構成の一例を示す。表示システム１
０は、第１表示装置２０および第２表示装置３０を備える。第１表示装置２０は、第１表
示部２００、第１表示制御部２１０、第１通信部２２０、第１格納ユニット２３０、第１
給電部２４０、相対位置判断部２５０、光量検出部２６０、複数の信号受信部２７０、お
よび信号強度算出部２８０を有する。また、第１格納ユニット２３０は、データ格納部２
３２および表示部分領域格納部２３４を含む。さらに、光量検出部２６０は、複数の光セ
ンサ２６２を含む。一方、第２表示装置３０は、第２表示部３００、第２表示制御部３１
０、第２通信部３２０、第２格納ユニット３３０、第２給電部３４０、および複数の信号
発信部３７０を有する。なお、第１表示制御部２１０は、請求項に記載の表示制御部の一
例である。
【００２３】
　第１給電部２４０は、第１表示装置２０の第１給電部２４０を除く他の各部材に電力を
供給する。第１給電部２４０は、例えば、バッテリであってよい。また、第２給電部３４
０は、第２表示装置３０の第２給電部３４０を除く他の各部材に電力を供給する。第２給
電部３４０も、バッテリであってよい。さらに、表示システム１０が、予め定められた範
囲に磁界を発生して第１表示装置２０および第２表示装置３０に電力を供給する給電装置
をさらに備えている場合には、第１給電部２４０および第２給電部３４０は、給電装置が
発生した磁界から電力を受電してもよい。そして、第１給電部２４０および第２給電部３
４０は、給電装置から受電した電力を、第１表示装置２０が有する第１給電部２４０を除
く他の各部材、および第２表示装置３０が有する第２給電部３４０を除く他の各部材に供
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給してもよい。
【００２４】
　なお、給電装置は、複数の電力供給部および電力供給制御部を有していてよい。電力供
給部は、予め定められた範囲に磁界を発生する。なお、複数の電力供給部は、予め定めら
れた間隔で配置されていてよい。そして、電力供給部は、第１表示装置２０が有する第１
給電部２４０、および第２表示装置３０が有する第２給電部３４０と直接接続しない状態
で、第１給電部２４０および第２給電部３４０に電力を給電する。また、電力供給制御部
は、電力供給部の第１給電部２４０および第２給電部３４０への電力の給電を制御する。
例えば、電力供給制御部は、電力供給部の第１給電部２４０および第２給電部３４０への
電力の給電量を、磁界の状態を変化させることにより制御する。
【００２５】
　また、電力供給制御部は、電力供給部が発生する磁界の状態を監視してよい。電力供給
部の位置から予め定められた範囲内に第１給電部２４０または第２給電部３４０が存在す
ると、電力供給部が発生する磁界の状態が変化する。したがって、電力供給制御部は、電
力供給部が発生する磁界の状態が変化したことを検知したときに、電力供給部の位置から
予め定められた範囲内に第１給電部２４０または第２給電部３４０が存在すると判断でき
る。そして、電力供給制御部は、電力供給部が発生する磁界の状態が変化したことを検知
したときに、第１表示装置２０が有する第１給電部２４０および第２表示装置３０が有す
る第２給電部３４０に電力を給電してよい。なお、第１給電部２４０と第２給電部３４０
とは、電力供給部がそれぞれ異なる発信周波数で発生した磁界から電力を受電してもよい
。すなわち、電力供給部は電力供給制御部に制御されて、第１給電部２４０用の発信周波
数および第２給電部３４０用の発信周波数で磁界を発生してもよい。
【００２６】
　第１表示部２００は、第１表示制御部２１０に制御されて、表示データを表示する。ま
た、第２表示部３００は、第２表示制御部３１０に制御されて、第１表示部２００が表示
している表示データの少なくとも一部を拡大して表示する。第１格納ユニット２３０は、
所定の情報を格納する。具体的には、第１格納ユニット２３０が含むデータ格納部２３２
は、第１表示部２００に表示する表示データを格納する。データ格納部２３２は、第１表
示制御部２１０に制御されて、格納している表示データを第１表示制御部２１０に供給す
る。また、データ格納部２３２は、第１通信部２２０から表示データを受け取って格納し
てもよい。
【００２７】
　なお、第２格納ユニット３３０は、第２通信部３２０が第１通信部２２０から受信した
所定の情報を、一時的に格納してよい。所定の情報は、例えば、第２表示装置３０を識別
する第２表示装置識別子、および第２表示部３００が表示している部分データ等であって
よい。第２格納ユニット３３０は、格納している所定の情報を、第２表示制御部３１０に
制御されて、第２表示制御部３１０に供給してよい。また、第２格納ユニット３３０は、
格納している所定の情報を、第２通信部３２０に制御されて、第２通信部３２０に供給し
てもよい。
【００２８】
　また、第１格納ユニット２３０が含む表示部分領域格納部２３４は、第１表示部２００
と第２表示部３００との相対的な位置関係を示す位置関係情報に対応づけて、第１表示部
２００が表示している表示データのうちの第２表示部３００に表示させる部分データの領
域を格納する。具体的には、表示部分領域格納部２３４は、第１表示部２００と第２表示
部３００とが表示方向に重なっていることを示す位置関係情報に対応づけて、第１表示部
２００が表示している表示データのうちで第２表示部３００が重なっている部分データの
領域を格納する。例えば、表示部分領域格納部２３４は、第１表示部２００と第２表示部
３００とが表示方向に重なっている場合に、第２表示部３００の第１表示部２００に対す
る相対的な位置を示す座標データに対応づけて、第１表示部２００が表示している表示デ
ータのうちで第２表示部３００が重なっている部分データの領域を特定する座標データを
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格納する。
【００２９】
　また、表示部分領域格納部２３４は、第１表示部２００の所定の辺に沿った第一の方向
において、第１表示部２００と第２表示部３００との双方が存在する範囲を示す位置関係
情報に対応づけて、第１表示部２００が表示している表示データのうちの第一の方向にお
ける当該範囲の部分データの領域を格納してもよい。例えば、第２表示部３００は第１表
示部２００に対して、第１表示部２００の所定の辺に沿った第一の方向に略垂直な第二の
方向に沿って配置されてよい。表示部分領域格納部２３４は、この場合における第１表示
部２００と第２表示部３００との双方が第一の方向において存在する範囲を示す座標デー
タに対応づけて、第１表示部２００が表示している表示データのうち第一の方向における
当該範囲の部分データの領域を特定する座標データを格納する。表示部分領域格納部２３
４は、第１表示制御部２１０に制御されて、部分データの領域を第１表示制御部２１０に
供給する。
【００３０】
　光量検出部２６０は、第１表示部２００に予め定められた間隔で配置され、第１表示装
置２０に照射される光量を検出する。また、光量検出部２６０は、複数の光センサ２６２
を含む。複数の光センサ２６２は、第１表示部２００の複数の辺のそれぞれの近傍に、予
め定められた間隔で配置されていてよい。なお、光量検出部２６０は、第１給電部２４０
が電力を受電した場合に、受電した電力を用いて光量を検出してもよい。複数の光センサ
２６２は、検出した光量を、光量を検出した複数の光センサ２６２の第１表示部２００に
対するそれぞれの位置に対応づけて、相対位置判断部２５０にそれぞれ供給する。
【００３１】
　第２表示装置３０が有する複数の信号発信部３７０は、第２表示部３００の予め定めら
れた位置に配置され、それぞれ異なる周波数で識別信号を発信する。例えば、複数の信号
発信部３７０は、第２表示部３００の４つの隅の近傍のそれぞれに配置されていてよい。
そして、複数の信号発信部３７０は、それぞれに対して予め設定された周波数を用いて、
信号受信部２７０に識別信号をそれぞれ発信する。なお、複数の信号発信部３７０は、そ
れぞれ、略同一の電波強度を用いて識別信号を発信してよい。
【００３２】
　第１表示装置２０が有する複数の信号受信部２７０は、第１表示部２００の予め定めら
れた位置に配置され、複数の信号発信部３７０がそれぞれ異なる周波数で発信した複数の
識別信号のそれぞれを受信する。例えば、複数の信号受信部２７０は、第１表示部２００
の４つの隅の近傍のそれぞれに配置されていてよい。複数の信号受信部２７０は、それぞ
れが受信した複数の識別信号を信号強度算出部２８０に供給する。信号強度算出部２８０
は、複数の信号受信部２７０がそれぞれ受信した複数の識別信号の受信強度をそれぞれ算
出する。信号強度算出部２８０は、算出した複数の識別信号の受信強度のそれぞれを、相
対位置判断部２５０に供給する。
【００３３】
　相対位置判断部２５０は、第１表示部２００と第２表示部３００との相対的な位置の関
係を示す相対位置関係を判断する。具体的には、相対位置判断部２５０は、複数の信号受
信部２７０においてそれぞれ受信された複数の識別信号のそれぞれについて信号強度算出
部２８０が算出した複数の識別信号の受信強度から、第１表示部２００と第２表示部３０
０との相対位置関係を判断する。例えば、相対位置判断部２５０は、信号強度算出部２８
０が算出した複数の識別信号の受信強度を用いて、複数の信号発信部３７０のそれぞれか
ら複数の信号受信部２７０のそれぞれまでの距離を推定する。そして、相対位置判断部２
５０は算出した複数の距離のそれぞれから、第１表示部２００と第２表示部３００との相
対位置関係を判断してよい。例えば、相対位置判断部２５０は、第１表示部２００と第２
表示部３００との相対位置を、第１表示部２００の所定の位置を原点とした座標軸に対し
て第２表示部３００が占める領域を示す座標データとして算出してよい。
【００３４】
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　また、相対位置判断部２５０は、予め定められた光量以上を検出した複数の光センサ２
６２の第１表示部２００に対する位置から、第１表示部２００と第２表示部３００との相
対位置関係を判断してもよい。例えば、第１表示部２００の上に第２表示部３００が重な
っている領域に存在する複数の光センサ２６２が検出する光量は、第２表示部３００が重
なっていない領域に存在する複数の光センサ２６２が検出する光量よりも小さい。したが
って、相対位置判断部２５０は、複数の光センサ２６２のそれぞれから受け取った光量に
対応づけられている、複数の光センサ２６２の第１表示部２００に対するそれぞれの位置
から、第１表示部２００の上のいずれの領域に第２表示部３００が重なっているかを判断
できる。そして、相対位置判断部２５０は、第１表示部２００の上のいずれの領域に第２
表示部３００が重なっているかを判断した場合には、第１表示部２００と第２表示部３０
０との相対位置を、第１表示部２００の所定の位置を原点とした座標軸に対して第２表示
部３００が占める領域を示す座標データとして算出してよい。相対位置判断部２５０は、
判断した第１表示部２００と第２表示部３００との相対位置関係を示す位置関係情報を第
１表示制御部２１０に供給する。
【００３５】
　第１通信部２２０は、第２通信部３２０との間で所定の情報を送受信する。また、第２
通信部３２０は、第１通信部２２０との間で所定の情報を送受信する。具体的には、第１
通信部２２０は、第２表示部３００に表示する部分データの少なくとも一部を第２通信部
３２０に送信する。そして、第２通信部３２０は、第１通信部２２０から受信した当該部
分データの少なくとも一部を第２表示制御部３１０および第２格納ユニット３３０に供給
する。また、第１通信部２２０は、インターネット等のネットワークおよびメモリ等を介
して、表示データを受け取ってもよい。そして、第１通信部２２０は、受け取った表示デ
ータをデータ格納部２３２に格納してもよい。第２表示制御部３１０は、第２通信部３２
０から受け取った部分データを第２表示部３００に表示させる。また、第２表示制御部３
１０は、第２格納ユニット３３０から部分データの少なくとも一部を抽出してもよい。
【００３６】
　第１表示制御部２１０は、データ格納部２３２に働きかけて、データ格納部２３２が格
納している表示データを取得する。そして、第１表示制御部２１０は、取得した表示デー
タを第１表示部２００に表示させる。また、第１表示制御部２１０は、表示部分領域格納
部２３４に働きかけて、相対位置判断部２５０が判断した相対位置関係を示す位置関係情
報に対応づけて、表示部分領域格納部２３４が格納している部分データの領域を取得する
。そして、第１表示制御部２１０は、データ格納部２３２が格納している表示データから
、表示部分領域格納部２３４から取得した領域に対応する部分データを抽出する。続いて
、第１表示制御部２１０は、抽出した部分データの少なくとも一部を拡大して、第２表示
部３００に表示させる。
【００３７】
　具体的には、第１表示制御部２１０は、抽出した部分データに部分データの拡大率を対
応づけて、第１通信部２２０から第２通信部３２０に送信させる。なお、第１表示制御部
２１０は、部分データの拡大率を、第２表示部３００の表示領域の面積に対して、表示部
分領域格納部２３４から取得した部分データの領域が占める面積の割合から算出してよい
。そして、第２通信部３２０は、第１通信部２２０から受信した、部分データの拡大率が
対応づけられた部分データを第２表示制御部３１０に供給する。第２表示制御部３１０は
、部分データの拡大率で部分データを拡大して第２表示部３００に表示させる。
【００３８】
　例えば、相対位置判断部２５０が、第１表示部２００と第２表示部３００とが表示方向
に重なっていると判断した場合を考える。係る場合においては、第１表示制御部２１０は
、表示部分領域格納部２３４が第１表示部２００と第２表示部３００とが表示方向に重な
っていることを示す位置関係情報に対応づけて格納している、第１表示部２００が表示し
ている表示データのうちで第２表示部３００が重なっている部分データの領域を抽出する
。続いて、第１表示制御部２１０は、抽出した部分データに部分データの拡大率を対応づ
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けて、第１通信部２２０から第２通信部３２０に送信させる。第２通信部３２０は、第１
通信部２２０から受信した、部分データの拡大率が対応づけられた部分データを第２表示
制御部３１０に供給する。そして、第２表示制御部３１０は、部分データの拡大率で部分
データを拡大して第２表示部３００に表示させてよい。
【００３９】
　また、例えば、ユーザが、第１表示部２００が表示している表示データの上端に重なる
位置から、第１表示部２００が表示している表示データの下端に重なる位置まで、第２表
示部３００を第１表示部２００に重ねつつ移動させた場合を考える。係る場合においては
、第１表示制御部２１０は、第１表示部２００が表示している表示データの上端に第２表
示部３００が重なっている場合から、第１表示部２００が表示している表示データの下端
に、第２表示部３００が重なっている場合までの間に、第１表示部２００が表示している
表示データの上端から下端までを順次拡大して第２表示部３００に表示させてよい。
【００４０】
　これにより、ユーザが第１表示部２００に第２表示部３００を重ねた状態で、第２表示
部３００を第１表示部２００に重ねつつ表示データの上端から下端まで移動させることに
より、第１表示部２００に表示されている表示データの一部が拡大されて第２表示部３０
０に表示されるので、ユーザは、第１表示部２００に縮小表示されている表示データの所
望の部分だけを拡大して第２表示部３００で確認できる。
【００４１】
　また、相対位置判断部２５０が、第１表示部２００と第２表示部３００との双方が第一
の方向において所定の範囲に存在すると判断した場合を考える。係る場合においては、第
１表示制御部２１０は、表示部分領域格納部２３４が当該範囲を示す位置関係情報に対応
づけて格納している、第１表示部２００が表示している表示データのうちの第一の方向に
おける所定の範囲の部分データの領域を抽出する。そして、第１表示制御部２１０は、抽
出した部分データの領域の少なくとも一部を拡大して、第２表示部３００に表示させる。
【００４２】
　例えば、第１表示部２００の所定の辺に沿った第一の方向に第２表示部３００が移動す
る場合であって、第１表示部２００と第２表示部３００との双方が当該第一の方向におい
て存在する所定の範囲が、第１表示部２００が表示している表示データの上端の位置から
、第１表示部２００が表示している表示データの下端の位置まで移動した場合を考える。
係る場合においては、第１表示制御部２１０は、第１表示部２００が表示している表示デ
ータの上端の位置に所定の範囲が重なっている場合から、第１表示部２００が表示してい
る表示データの下端の位置に所定の範囲が重なっている場合までの間に、第１表示部２０
０が表示している表示データの上端から下端までを順次拡大して第２表示部３００に表示
させてよい。
【００４３】
　本実施形態に係る表示システム１０によれば、第１表示部２００が表示している表示デ
ータのうちの第２表示部３００に表示させる部分データの領域を、第１表示部２００と第
２表示部３００との相対的な位置関係に対応づけて格納できる。これにより、第１表示部
２００に第２表示部３００を重ねた場合、または、第１表示部２００の所定の辺に沿って
第２表示部３００を配置した場合に、第１表示部２００に対する第２表示部３００の相対
的な位置に応じて、第２表示部３００に第１表示部２００が表示している表示データの一
部を拡大表示できる。したがって、ユーザは、第１表示部２００が表示している表示デー
タの全体像を把握できるとともに、第２表示部３００にユーザが所望する表示データの所
定の部分だけを拡大表示して、当該部分の詳細について見ることができる。
【００４４】
　図３は、本実施形態に係る相対位置判断部２５０の相対位置の判断方法の一例を示す。
まず、第２表示装置３０が有する複数の信号発信部３７０は、それぞれが異なる周波数で
識別信号を発信する。また、複数の信号発信部３７０は、それぞれが略同一の信号強度で
識別信号を発信してよい。そして、第１表示装置２０が有する複数の信号受信部２７０は
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、複数の信号発信部３７０がそれぞれ異なる周波数で発信した識別信号のそれぞれを受信
する。なお、第１表示装置２０は信号受信部２７０を、４隅の近傍にそれぞれ有していて
よい。また、第１表示装置２０は信号受信部２７０を、複数の辺の近傍にそれぞれ有して
いてもよい。
【００４５】
　例えば、第１表示部２００が４隅の近傍に、信号受信部２７０ａ、信号受信部２７０ｂ
、信号受信部２７０ｃ、および信号受信部２７０ｄを有しており、第２表示装置３０が４
隅の近傍に信号発信部３７０ａ、信号発信部３７０ｂ、信号発信部３７０ｃ、および信号
発信部３７０ｄを有している場合を考える。信号発信部３７０ａ、信号発信部３７０ｂ、
信号発信部３７０ｃ、および信号発信部３７０ｄは、それぞれ異なる周波数で識別信号を
それぞれ発信する。第１表示部２００が有する複数の信号受信部２７０は、信号発信部３
７０ａ、信号発信部３７０ｂ、信号発信部３７０ｃ、および信号発信部３７０ｄがそれぞ
れ異なる周波数で発信した識別信号をそれぞれ受信する。信号強度算出部２８０は、複数
の信号受信部２７０がそれぞれ受信した識別信号の受信強度をそれぞれ算出する。そして
、相対位置判断部２５０は、信号強度算出部２８０が複数の信号受信部２７０がそれぞれ
算出した受信強度から、第１表示装置２０に対する第２表示装置３０の相対的な位置を判
断する。
【００４６】
　具体的には、相対位置判断部２５０は、第１表示装置２０の所定の位置（例えば、４隅
のうちの１点）を原点に設定して、複数の信号発信部３７０が原点に対して存在する位置
を、複数の信号発信部３７０のそれぞれから受信した識別信号の受信強度から算出する。
例えば、相対位置判断部２５０は、信号受信部２７０ａが信号発信部３７０ａから受信し
た識別信号の受信強度から、信号発信部３７０ａの原点に対する相対位置が、グラフ６０
１に示す相対位置６０２であると判断する。また、相対位置判断部２５０は、信号受信部
２７０ａが信号発信部３７０ｃから受信した識別信号の受信強度から、信号発信部３７０
ｃの原点に対する相対位置が、グラフ６０１に示す相対位置６０４であると判断する。
【００４７】
　相対位置判断部２５０は、複数の信号受信部２７０が複数の信号発信部３７０からそれ
ぞれ受信した識別信号の受信強度から、複数の信号発信部３７０のそれぞれについて、原
点に対する相対位置を算出する。そして、相対位置判断部２５０は、複数の信号発信部３
７０のそれぞれの原点に対する相対位置を算出して、算出結果から、第１表示装置２０に
対する第２表示装置３０の相対的な位置を判断する。なお、第１表示装置２０および第２
表示装置３０の大きさは、予め定められていてもよい。第１表示装置２０および第２表示
装置３０の大きさが予め定められている場合には、例えば、第２表示装置３０の所定の２
つの隅の対角線上に、信号発信部３７０ａおよび信号発信部３７０ｄというように、少な
くとも２つの信号発信部３７０を有していればよい。相対位置判断部２５０は、判断した
第１表示部２００と第２表示部３００との相対位置関係を示す位置関係情報を第１表示制
御部２１０に供給する。
【００４８】
　図４は、本実施形態に係る相対位置判断部２５０の相対位置の判断方法の一例を示す。
まず、第１表示装置２０は、複数の光センサ２６２を複数の辺の近傍に沿って、予め定め
られた間隔で有していてよい。係る場合において、複数の光センサ２６２にはそれぞれ、
第１表示装置２０の所定の点を原点とした場合における、原点に対して光センサ２６２が
存在する位置を示す情報が対応づけられていてよい。そして、複数の光センサ２６２は、
それぞれに照射される光量を検出する。複数の光センサ２６２はそれぞれが検出した光量
を、第１表示装置２０に対して複数の光センサ２６２が配置されている位置を示す情報に
対応づけて、相対位置判断部２５０に供給する。
【００４９】
　相対位置判断部２５０は、複数の光センサ２６２のそれぞれから受け取った光量および
複数の光センサ２６２の原点に対する位置を示す情報から、第１表示装置２０のいずれの
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領域が第２表示装置３０によって覆われているかを判断する。例えば、相対位置判断部２
５０は、予め定められた光量以上を検出した複数の光センサ２６２の原点に対する位置を
それぞれ判断する。そして、相対位置判断部２５０は、予め定められた光量以上を検出し
た複数の光センサ２６２が存在する位置には、第２表示装置３０が重なっていないと判断
してよい。相対位置判断部２５０は、判断した第１表示部２００と第２表示部３００との
相対位置関係を示す位置関係情報を第１表示制御部２１０に供給する。
【００５０】
　図５は、本実施形態に係る表示部分領域格納部２３４のデータ構造の一例を示す。表示
部分領域格納部２３４は、第１表示部２００と第２表示部３００との相対位置関係を示す
位置関係情報に対応づけて、第１表示部２００が表示している表示データのうちの第２表
示部３００に表示させる部分データの領域を格納する。例えば、第１表示部２００の重心
を原点として設定した場合に、第１表示部２００が存在する領域を領域７００とする。係
る場合には、第１表示部２００が存在する領域は、座標（ｘ１、ｙ１）と座標（ｘ２、ｙ
２）とで規定されてよい。
【００５１】
　まず、第１表示部２００と第２表示部３００との相対位置関係を示す位置関係情報は、
設定した原点に対して第２表示部３００が占める領域を特定する、座標データで表してよ
い。例えば、第２表示部３００が領域７０２に存在する場合には、位置関係情報は、座標
（ａ１、ｂ１）と座標（ａ２、ｂ２）とで規定されてよい。また、第２表示部３００が領
域７０４に存在する場合には、位置関係情報は、座標（ａ３、ｂ３）と座標（ａ４、ｂ４
）とで規定されてよい。
【００５２】
　そして、表示部分領域格納部２３４は、位置関係情報に対応づけて、第１表示部２００
が表示している表示データのうちの第２表示部３００に表示させる部分データの領域を格
納する。例えば、領域７０２について考える。領域７０２は、第１表示部２００と第２表
示部３００とが重なっている場合を示している。係る場合において、第２表示部３００の
上端が第１表示部２００と重なっていない場合を示す位置関係情報、すなわち、座標デー
タを用いて表した位置関係情報が、（ｘ２＜ａ１＜ｘ１）、かつ、（ｙ２＜ｂ２＜ｙ１＜
ｂ１）を示すときには、表示部分領域格納部２３４は、部分データの領域として、座標（
ｘ１、ｙ１）と座標（ｘ２、ｂ２）とで規定される領域を表示部分領域として格納する。
【００５３】
　また、座標データを用いて表した位置関係情報が、（ｘ２＜ａ２＜ｘ１）、かつ、（ｙ
２＜ｂ２＜ｙ１＜ｂ１）を示すときにおいても、表示部分領域格納部２３４は、部分デー
タの領域として、座標（ｘ１、ｙ１）と座標（ｘ２、ｂ２）とで規定される領域を表示部
分領域として格納してよい。さらに、第２表示部３００の下端が第１表示部２００と重な
っていない場合を示す位置関係情報、すなわち、座標データを用いて表した位置関係情報
が、（ｘ２＜ａ１＜ｘ１）、かつ、（ｂ２＜ｙ２＜ｂ１＜ｙ１）を示すときには、表示部
分領域格納部２３４は、部分データの領域として、座標（ｘ１、ｂ１）と座標（ｘ２、ｙ
２）とで規定される領域を表示部分領域として格納してよい。
【００５４】
　また、例えば、第１表示部２００の所定の辺に沿って第２表示部３００が存在している
場合、すなわち、領域７０４に第２表示部３００が存在している場合を考える。係る場合
において、座標データを用いて表した位置関係情報が（ｂ４＜ｙ２≦ｂ３≦ｙ１）を示す
ときには、表示部分領域格納部２３４は、部分データの領域として、座標（ｘ１、ｂ３）
と座標（ｘ２、ｙ２）とで規定される領域を表示部分領域として格納してよい。また、座
標データを用いて表した位置関係情報が（ｙ２≦ｂ４≦ｙ１＜ｂ３）を示すときには、表
示部分領域格納部２３４は、部分データの領域として、座標（ｘ１、ｙ１）と座標（ｘ２
、ｂ４）とで規定される領域を表示部分領域として格納してよい。
【００５５】
　図６は、本実施形態に係る表示システム１０における表示データの表示の一例を示す。
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第１表示装置２０は、表示データを縮小して、当該表示データの全体を表示する。この場
合において、第２表示装置３０を第１表示装置２０に重ねた場合を考える。第２表示装置
３０を第１表示装置２０に重ねると、第１表示装置２０は、第１表示装置２０に対する第
２表示装置３０の相対位置を判断する。例えば、第１表示装置２０は、第１表示装置２０
が有する複数の光センサ２６２からそれぞれ受け取った光量および複数の光センサ２６２
が第１表示装置２０に対して占める位置から相対位置を判断する。そして、第１表示装置
２０は、判断した相対位置に応じて第２表示装置３０に表示すべき部分データの領域を表
示部分領域格納部２３４から抽出する。そして、第１表示装置２０は、表示部分領域格納
部２３４から抽出した部分データの領域の少なくとも一部を拡大して第２表示装置３０に
表示する。
【００５６】
　例えば、第１表示部２００が表示している表示データの上端８００に第２表示装置３０
の下端８０６が重なる位置から、第１表示部２００が表示している表示データの下端８０
２に第２表示部３００の上端８０４が重なる位置まで、第２表示部３００が第１表示部２
００に重なりつつ移動した場合を考える。係る場合において、第１表示装置２０が有する
第１表示制御部２１０は、第１表示部２００が表示している表示データの上端８００に第
２表示部３００が重なっている場合から、第１表示部２００が表示している表示データの
下端８０２に、第２表示部３００が重なっている場合までの間に、第１表示部２００が表
示している表示データの上端８００から下端８０２までの少なくとも一部を順次拡大して
第２表示部３００に表示させる。これにより、第１表示部２００が縮小表示している表示
データの所定の領域を拡大して、第２表示部３００に表示できる。
【００５７】
　図７は、本実施形態に係る表示システム１０における表示データの表示の一例を示す。
第１表示装置２０、表示データを縮小して、当該表示データの全体を表示する。この場合
において、第２表示装置３０を第１表示装置２０の所定の辺に沿って配置した場合を考え
る。第２表示装置３０を第１表示装置２０に沿って配置すると、第１表示装置２０は、第
１表示装置２０に対する第２表示装置３０の相対位置を判断する。例えば、第１表示装置
２０は、第２表示装置３０が有する複数の信号発信部３７０からそれぞれ受信した識別信
号の受信強度から相対位置を判断する。そして、第１表示装置２０は、判断した相対位置
に応じて第２表示装置３０に表示すべき部分データの領域を表示部分領域格納部２３４か
ら抽出する。そして、第１表示装置２０は、表示部分領域格納部２３４から抽出した部分
データの領域の少なくとも一部を拡大して第２表示装置３０に表示する。
【００５８】
　例えば、第１表示部２００と第２表示部３００との双方が第１の方向（例えば、表示デ
ータの上端９００から表示データの下端９０６に向かう方向）において存在する所定の範
囲（例えば、表示データの上端９００から予め定められた距離だけ第１の方向に離れた位
置９０２までの領域で規定される範囲）が、第１表示部２００が表示している表示データ
の上端９００の位置から第１表示部２００が表示している表示データの下端９０６まで移
動した場合を考える。係る場合において、第１表示制御部２１０は、第１表示部２００が
表示している表示データの上端９００の位置に当該所定の範囲が重なっている場合から、
第１表示部２００が表示している表示データの下端９０６の位置に当該所定の範囲が重な
っている場合までの間に、第１表示部２００が表示している表示データの上端９００から
下端９０６までの少なくとも一部を順次拡大して第２表示部３００に表示させる。
【００５９】
　図８は、本発明の他の実施形態に係る表示システム１２の概要を示す。表示システム１
２は、電子ペーパ５０、電子ペーパ６０、および情報処理装置４０を備える。本実施形態
に係る表示システム１２は、電子ペーパ５０に対する電子ペーパ６０の相対的な位置に基
づいて、電子ペーパ５０表示している表示データの一部を拡大して電子ペーパ６０に表示
させることを目的とする。なお、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０は、電力が供給さ
れていない状態で分割データを視認可能に表示保持する表示媒体であってよい。さらに、



(16) JP 5521226 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

電子ペーパ５０および電子ペーパ６０は、例えば、フレキシブルディスプレイ、リライタ
ブルペーパ、ペーパライクディスプレイ、デジタルペーパ、エレクトロニックペーパ、電
子シート、および電子表示シートのいずれかであってもよい。
【００６０】
　まず、電子ペーパ５０は、表示データの表示サイズを縮小して、表示データの全体を表
示する。例えば、電子ペーパ５０は、情報処理装置４０から表示データを受信して、受信
した表示データを表示する。表示データは、複数ページにわたる表示データであってよい
。文書データ、画像データ、およびインターネット等で公開されているブログのデータ等
は、表示データの一例である。そして、ユーザが電子ペーパ５０の上に電子ペーパ６０を
重ねると、電子ペーパ５０と電子ペーパ６０との相対的な位置に応じて、電子ペーパ５０
に表示されている表示データの一部が拡大されて電子ペーパ６０に表示される。なお、電
子ペーパ５０の所定の辺に沿って電子ペーパ６０が配置された場合にも、電子ペーパ６０
には電子ペーパ５０が表示している表示データの所定の部分が拡大されて表示される。
【００６１】
　例えば、電子ペーパ６０を電子ペーパ５０に対して所定の方向に移動させる場合を考え
る。電子ペーパ６０は電子ペーパ５０に重ねつつ移動させてもよく、電子ペーパ５０と電
子ペーパ６０とを重ねずに移動させてもよい。係る場合において、情報処理装置４０は、
電子ペーパ５０および電子ペーパ６０のそれぞれの情報処理装置４０に対する位置を特定
する。具体的には、情報処理装置４０は、予め定められた少なくとも３つの位置に設置し
たアンテナ４２２を介して、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０のそれぞれが送信する
識別子をそれぞれのアンテナ４２２で受信する。そして、情報処理装置４０は、３点測量
を用いて、複数のアンテナ４２２が電子ペーパ５０および電子ペーパ６０のそれぞれから
識別子を受信したときのそれぞれの受信強度から、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０
の情報処理装置４０に対する位置をそれぞれ特定する。
【００６２】
　続いて、情報処理装置４０は、特定した電子ペーパ５０および電子ペーパ６０のそれぞ
れの位置を示す情報から、電子ペーパ５０に対する電子ペーパ６０の相対位置を判断する
。そして、情報処理装置４０は、例えば、電子ペーパ５０の上に電子ペーパ６０が重なっ
ている場合には、電子ペーパ５０に表示されている表示データのうち、電子ペーパ５０と
電子ペーパ６０とが重なっている部分に対応する表示データの少なくとも一部である、部
分データを抽出する。そして、情報処理装置４０は、抽出した部分データを電子ペーパ６
０の表示領域の大きさに順次拡大して、電子ペーパ６０表示させる。
【００６３】
　また、情報処理装置４０において、ユーザは、表示データの内容に変更を施してもよい
。例えば、ユーザは、情報入力部４７２から所望の情報を入力して、表示データの内容を
変更してよい。なお、キーボードおよびマウス等は情報入力部４７２の一例である。そし
て、情報処理装置４０は、表示データの内容が変更された後の表示データを、アンテナ４
２２を介して電子ペーパ５０の送信する。続いて、電子ペーパ５０は、変更後の表示デー
タを表示する。この場合において、電子ペーパ５０に電子ペーパ６０を重ねると、上記説
明と同様にして、電子ペーパ６０には変更後の表示データの一部が拡大表示される。
【００６４】
　本実施形態に係る表示システム１２は、電子ペーパ６０を電子ペーパ５０に重ねて移動
させることによって、電子ペーパ６０に、電子ペーパ５０が縮小表示している表示データ
の一部を拡大して表示できるので、ユーザは、表示データの全体のイメージを電子ペーパ
５０で把握しつつ、ユーザが所望する表示データの部分だけを電子ペーパ６０に拡大して
表示できる。
【００６５】
　また、本実施形態に係る表示システム１２によれば、ユーザは、電子ペーパ５０に縮小
表示されている表示データのうち、ユーザが所望する部分だけを電子ペーパ６０に拡大表
示させることができるので、ユーザは、随時ユーザにとって必要な部分だけを電子ペーパ
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６０に表示させて携帯することができる。
【００６６】
　図９は、本実施形態に係る表示システム１２の機能構成の一例を示す。表示システム１
２は、電子ペーパ５０、電子ペーパ６０、および情報処理装置４０を備える。電子ペーパ
５０は、第１表示部５００、第１表示制御部５１０、第１通信部５２０、および第１格納
ユニット５３０を有する。電子ペーパ６０は、第２表示部６００、第２表示制御部６１０
、第２通信部６２０、および第２格納ユニット６３０を有する。そして、情報処理装置４
０は、表示部分領域格納部２３４、相対位置判断部２５０、第３表示制御部４１０、第３
通信部４２０、位置特定部４３０、データ取得部４４０、編集指示取得部４７０、情報入
力部４７２、およびデータ格納部４９０を有する。
【００６７】
　なお、表示システム１２は、図１から図７の上記説明における表示システム１０の機能
および構成の一部、または全部をさらに備えていてもよい。また、表示システム１２が備
える部材のうち、図１から図７の上記説明において説明した部材と同一の符号を有する部
材は、図１から図７の上記説明における機能と略同一の機能を奏するので詳細な説明は省
略する。
【００６８】
　第１格納ユニット５３０は、第１表示部５００に表示すべき表示データおよび電子ペー
パ５０を識別する第１電子ペーパ識別子を格納する。また、第１格納ユニット５３０は、
第１表示部５００に表示すべき表示データを識別する表示データ識別子を格納していても
よい。第１格納ユニット５３０は、第１表示制御部５１０に制御されて、表示データを第
１表示制御部５１０に供給する。さらに、第１格納ユニット５３０は、第１通信部５２０
に制御されて、第１電子ペーパ識別子および表示データ識別子を第１通信部５２０に供給
する。また、第２格納ユニット６３０は、電子ペーパ６０を識別する第２電子ペーパ識別
子を格納する。さらに、第２格納ユニット６３０は、第２表示部６００に表示すべき部分
データを格納する。第２格納ユニット６３０は、第２表示制御部６１０に制御されて部分
データを第２表示制御部６１０に供給する。さらに、第２格納ユニット６３０は、第２通
信部６２０に制御されて、第２電子ペーパ識別子を第２通信部６２０に供給する。
【００６９】
　第１通信部５２０は、第１格納ユニット５３０に働きかけて、第１電子ペーパ識別子お
よび表示データ識別子を情報処理装置４０に送信する。第１通信部５２０は、複数の電子
ペーパ側アンテナを含んでいてよい。複数の電子ペーパ側アンテナはそれぞれ、電子ペー
パ５０の予め定められた位置に配置されていてよい。そして、複数の電子ペーパ側アンテ
ナのそれぞれには、電子ペーパ側アンテナを識別するアンテナ識別子が対応づけられてい
てよい。第１通信部５２０は、複数の電子ペーパ側アンテナのそれぞれを識別するアンテ
ナ識別子を第１電子ペーパ識別子に対応づけて、第１電子ペーパ識別子を、複数の電子ペ
ーパ側アンテナのそれぞれから情報処理装置４０に送信する。また、第１通信部５２０は
、情報処理装置４０から表示データを受信する。第１通信部５２０は、受信した表示デー
タを第１格納ユニット５３０に格納する。また、第１通信部５２０は、受信した表示デー
タを、第１表示制御部５１０に供給してもよい。
【００７０】
　第２通信部６２０は、第２格納ユニット６３０に働きかけて、第２電子ペーパ識別子を
情報処理装置４０に送信する。第２通信部６２０も、第１通信部５２０と同様に、複数の
電子ペーパ側アンテナを含んでいてよい。そして、第２通信部６２０は、第１通信部５２
０と略同一の機能および構成を有していてよいので、詳細な説明は省略する。なお、第２
通信部６２０は、情報処理装置４０から部分データを受信する。第２通信部６２０は、受
信した部分データを第２格納ユニット６３０に格納する。また、第２通信部６２０は、受
信した部分データを第２表示制御部６１０に供給してもよい。
【００７１】
　第１表示制御部５１０は、第１格納ユニット５３０に働きかけて取得した表示データ、
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または、第１通信部５２０から受け取った表示データを、第１表示部５００に表示させる
。第１表示部５００は、第１表示制御部５１０に制御されて表示データを表示する。第２
表示制御部６１０は、第２格納ユニット６３０に働きかけて取得した部分データ、または
、第２通信部６２０から受け取った部分データを、第２表示部６００の表示領域の大きさ
に拡大して、第２表示部６００に表示する。第２表示部６００は、第２表示制御部６１０
に制御されて、第１表示部５００が表示している表示データの少なくとも一部を拡大して
表示する。
【００７２】
　第３通信部４２０は、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０のそれぞれから第１電子ペ
ーパ識別子および第２電子ペーパ識別子を受信する。また、第３通信部４２０は、電子ペ
ーパ５０から表示データ識別子を受信する。第３通信部４２０は、少なくとも３つのアン
テナ４２２を含んでいてよい。そして、少なくとも３つのアンテナ４２２は、情報処理装
置４０に対して予め定められた位置に配置されていてよい。第３通信部４２０は、少なく
とも３つのアンテナ４２２を介して、電子ペーパ５０の複数の電子ペーパ側アンテナのそ
れぞれを識別するアンテナ識別子に対応づけて、第１通信部５２０が含む複数の電子ペー
パ側アンテナがそれぞれ送信した第１電子ペーパ識別子をそれぞれ受信する。同様にして
、第３通信部４２０は、少なくとも３つのアンテナ４２２を介して、電子ペーパ６０の複
数の電子ペーパ側アンテナのそれぞれを識別するアンテナ識別子に対応づけて、第２通信
部６２０が含む複数の電子ペーパ側アンテナがそれぞれ送信した第２電子ペーパ識別子を
それぞれ受信する。
【００７３】
　第３通信部４２０は、第１通信部５２０が含む複数の電子ペーパ側アンテナの複数のア
ンテナ識別子にそれぞれ対応づけられている複数の第１電子ペーパ識別子を、少なくとも
３つのアンテナ４２２が複数の第１電子ペーパ識別子のそれぞれを受信したときのそれぞ
れの受信強度とともに位置特定部４３０に供給する。第３通信部４２０は、同様にして複
数の第２電子ペーパ識別子をそれぞれ、位置特定部４３０に供給する。さらに、第３通信
部４２０は、表示データ識別子を受信した場合には、受信した表示データ識別子をデータ
取得部４４０に供給する。また、第３通信部４２０は、第３表示制御部４１０に制御され
て、表示データを第１通信部５２０に送信する。さらに、第３通信部４２０は、第３表示
制御部４１０に制御されて、部分データを第２通信部６２０に送信する。
【００７４】
　位置特定部４３０は、第３通信部４２０が受信した第１電子ペーパ識別子の受信強度お
よび第２電子ペーパ識別子の受信強度から、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０の位置
を特定する。具体的には、位置特定部４３０は、第１通信部５２０の複数の電子ペーパ側
アンテナを識別するアンテナ識別子を対応づけて、第１通信部５２０が第３通信部４２０
に送信した第１電子ペーパ識別子を、第３通信部４２０が少なくとも３つ含むアンテナ４
２２において受信したときのそれぞれの受信強度から、電子ペーパ５０の情報処理装置４
０に対する位置を特定する。
【００７５】
　例えば、電子ペーパ５０が有する第１通信部５２０は、４つの隅の近傍にそれぞれ電子
ペーパ側アンテナを含んでいてよい。まず、第１通信部５２０が含む第１の電子ペーパ側
アンテナが第１の電子ペーパ側アンテナを識別する第１アンテナ識別子に対応づけて第１
電子ペーパ識別子を第３通信部４２０に送信する。第３通信部４２０は、３つのアンテナ
４２２を介して、第１アンテナ識別子が対応づけられている第１電子ペーパ識別子を受信
する。係る場合において、３つのアンテナ４２２は、それぞれが第１アンテナ識別子に対
応づけられている第１電子ペーパ識別子を受信したときの受信強度を位置特定部４３０に
供給する。同様にして、第３通信部４２０が有する残りの２つのアンテナ４２２も、第１
アンテナ識別子に対応づけられている第１電子ペーパ識別子を受信したときの受信強度を
位置特定部４３０に供給する。
【００７６】
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　位置特定部４３０は、３つのアンテナ４２２のそれぞれが第１アンテナ識別子に対応づ
けられている第１電子ペーパ識別子を受信したときの受信強度、および３つのアンテナ４
２２の情報処理装置４０に対する位置から、第１アンテナ識別子で識別される第１の電子
ペーパ側アンテナの位置を特定する。位置特定部４３０は、同様にして、残りの３つの電
子ペーパ側アンテナ、すなわち、電子ペーパ５０の第１通信部５２０に含まれる第２の電
子ペーパ側アンテナ、第３の電子ペーパ側アンテナ、および第４の電子ペーパ側アンテナ
のそれぞれの情報処理装置４０に対する位置を特定する。これにより、位置特定部４３０
は、電子ペーパ５０の情報処理装置４０に対する位置および範囲を特定する。同様にして
、位置特定部４３０は、電子ペーパ６０の情報処理装置４０に対する位置および範囲を特
定する。そして、位置特定部４３０は、特定した位置および範囲を示す情報を相対位置判
断部２５０に供給する。
【００７７】
　相対位置判断部２５０は、位置特定部４３０が特定した電子ペーパ５０および電子ペー
パ６０の位置から、電子ペーパ６０と電子ペーパ５０との相対位置関係を判断する。相対
位置判断部２５０は、判断した電子ペーパ６０と電子ペーパ５０との相対位置関係を、第
３表示制御部４１０に供給する。第３表示制御部４１０は、相対位置判断部２５０が判断
した相対位置関係を示す位置関係情報に対応づけて表示部分領域格納部２３４が格納して
いる領域の部分データの少なくとも一部を拡大して第２表示部６００に表示させる。なお
、第３表示制御部４１０は、図１から図７の上記説明における第１表示制御部５１０の機
能の一部、または全部を備えていてよいので、詳細な説明は省略する。
【００７８】
　情報入力部４７２は、ユーザからの情報の入力を受け付ける。情報入力部４７２は、ユ
ーザの表示データの内容に対する編集指示を編集指示取得部４７０に供給する。編集指示
取得部４７０は、ユーザによる表示データの内容に対する編集指示をデータ取得部４４０
に供給する。データ格納部４９０は、表示データ識別子に対応づけて表示データを格納す
る。データ格納部４９０は、データ取得部４４０に制御されて、表示データをデータ取得
部４４０に供給する。データ取得部４４０は、第３通信部４２０から受け取った表示デー
タ識別子で識別される表示データを、データ格納部４９０から取得する。データ取得部４
４０は、取得した表示データを第３表示制御部４１０に供給する。また、データ取得部４
４０は、取得した表示データを、情報処理装置４０がさらに備えるモニタ４００に表示す
る。そして、データ取得部４４０は、編集指示取得部４７０からユーザによる編集指示を
受け取った場合には、表示データの内容に当該編集指示を反映させる。データ取得部４４
０は、取得した表示データ、または、取得した表示データの内容を変更した後の表示デー
タを第３表示制御部４１０に供給する。
【００７９】
　第３表示制御部４１０は、相対位置判断部２５０が判断した相対位置関係を示す位置関
係情報に対応づけて、表示部分領域格納部２３４が格納している領域の部分データの少な
くとも一部を拡大する。具体的には、第３表示制御部４１０は、相対位置判断部２５０か
ら位置関係情報を受け取る。そして、第３表示制御部４１０は、相対位置判断部２５０か
ら受け取った位置関係情報に対応づけて表示部分領域格納部２３４が格納している部分デ
ータの領域である表示部分領域を取得する。続いて、第３表示制御部４１０は、データ取
得部４４０から受け取った表示データから、表示部分領域格納部２３４から取得した表示
部分領域に相当する部分である部分データを抽出する。第３表示制御部４１０は、抽出し
た部分データを、第３通信部４２０に供給する。第３通信部４２０は、第３表示制御部４
１０に制御されて、当該部分データを第２表示部６００に表示させるべく、第２通信部６
２０に送信する。
【００８０】
　本実施形態に係る表示システム１２によれば、電子ペーパ５０に対する電子ペーパ６０
の相対的な位置を示す位置関係情報を、情報処理装置４０において判断できる。そして、
電子ペーパ５０が表示している表示データのうちの電子ペーパ６０に表示させる部分デー
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タの領域を、電子ペーパ５０と電子ペーパ６０との相対的な位置関係に対応づけて格納で
きる。これにより、電子ペーパ５０に電子ペーパ６０を重ねた場合、または、電子ペーパ
５０の所定の辺に沿って電子ペーパ６０を配置した場合に、電子ペーパ５０に対する電子
ペーパ６０の相対的な位置に応じて、電子ペーパ６０に電子ペーパ５０が表示している表
示データの一部を拡大表示できる。したがって、電子ペーパ５０および電子ペーパ６０が
特別な機能を有さない場合であっても、ユーザは、電子ペーパ５０が表示している表示デ
ータの全体像を把握できるとともに、電子ペーパ６０にユーザが所望する表示データの所
定の部分だけを拡大表示して、当該部分の詳細について見ることができる。
【００８１】
　図１０は、本実施形態の表示システム１０００の一例を示す。表示システム１０００は
、給電装置１１００と、表示装置１２００ａと、表示装置１２００ｂとを備える。
【００８２】
　給電装置１１００は、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂに電力を供給する
。電力供給の方式として各種の電力供給方式を採用できるが、表示装置１２００ａおよび
表示装置１２００ｂの可搬性を考慮すれば、無配線給電方式が好ましい。無配線給電方式
としては交流磁界を給電装置１１００により発生して、表示装置１２００ａおよび表示装
置１２００ｂ内に備えたコイルに電圧を誘起する方式が例示できる。あるいは、給電装置
１１００から電磁波を発生して、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂ内に備え
たアンテナ等によって電力を受電してもよい。
【００８３】
　表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂは、たとえば電子ペーパであってよく、
表示装置１２００ａと表示装置１２００ｂとが協働することにより表示システム１０００
として機能する。表示装置１２００ａには表示部１２１０ａを備え、表示部１２１０ａに
は表示データ１３００を表示する。表示装置１２００ｂには表示部１２１０ｂを備える。
【００８４】
　本実施形態においては、表示装置１２００ａと表示装置１２００ｂとは、同一の構造お
よび機能を有する等価な場合を例示する。よって、表示装置１２００ａおよび表示装置１
２００ｂのいずれか一方がマスタとして動作するときには、他方はスレーブとして動作す
る。あるいは、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂの双方が単一または複数の
たとえばコンピュータ装置によって制御されても良い。また、表示装置１２００ａおよび
表示装置１２００ｂは構造的に等価なので、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００
ｂを特に区別しない場合には単に表示装置１２００と標記する。以下の説明において、表
示装置１２００の部材に「ａ」、「ｂ」等の添え字を付す場合には「表示装置１２００ａ
」、「表示装置１２００ｂ」等に備える部材を指標することとする。
【００８５】
　図１１は、表示装置１２００の一例を示す。表示装置１２００は、表示部１２１０、位
置判断部１２１２、表示制御部１２１４、メモリ部１２１６、通信部１２１８、受電部１
２２０、表示起動部１２２２、データタイプ判断部１２２４を備える。表示部１２１０は
、複数の信号受発信部１２３０および複数の光検出部１２３２を有する。
【００８６】
　表示部１２１０は、たとえば電子ペーパの表示部であってよく、表示制御部１２１４か
らの制御を受けて、文字（テキスト）、図表、画像等のデータを表示する。表示部１２１
０が電子ペーパの表示部であるとき、表示装置１２００への電源供給を遮断しても表示部
１２１０の表示は保持される。表示部１２１０は、画素ごとの表示、非表示がパッシブマ
トリックスあるいはアクティブマトリックスによって制御され、カラーフィルタを用いこ
とにより、あるいは画素材料として着色材料を用いることによりカラーでの表示ができる
ようになる。
【００８７】
　表示装置１２００ａの表示部１２１０ａは、表示データ１３００を表示する。表示部１
２１０ａは、第１表示部の一例であり、表示データ１３００は表示データの一例である。
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ここで表示データ１３００は、第１表示部の一例である表示部１２１０ａに現に表示され
ているデータを意味する。よって、表示部１２１０ａの表示の更新に従って、表示データ
１３００も更新される。
【００８８】
　表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂは、表示データ１３００の部分データまたは表
示データ１３００に隣接する隣接文書データを表示する。表示部１２１０ｂは、第２表示
部の一例である。ここで、部分データは、表示データ１３００の全部または一部を意味す
る。また、隣接文書データは、表示データ１３００に概念的に隣接する文書データを意味
する。たとえば表示データ１３００が文書データの任意のページを表示するデータである
場合、隣接文書データは、表示データ１３００として表示している当該ページの前ページ
または次ページを意味する。
【００８９】
　表示部１２１０には、複数の信号受発信部１２３０を有する。たとえば表示部１２１０
の４隅に信号受発信部１２３０を配置することができる。信号受発信部１２３０は、信号
送信部および信号受信部の一例である。本実施形態では、信号受発信部１２３０として信
号受信機能と信号発信機能とを併せ持つものを例示しているが、信号受発信部１２３０は
、信号受信部および信号発信部に分離されてもよい。
【００９０】
　信号受発信部１２３０は、何れの表示部の何れの配置位置からの信号であるかを識別す
る識別信号を発信する。すなわち信号受発信部１２３０は、その信号受発信部１２３０に
固有の識別信号を発信する。識別の方法として、たとえば識別信号ごとに発信周波数を割
り当てる方法がある。他の方法として、たとえば識別信号に識別コードを割り当てる方法
がある。識別コードを割り当てる場合であって同一周波数を用いて識別信号を伝送する場
合には、混信を防止することを目的として、信号受発信部１２３０ごとの発信タイミング
を制御するネゴシエーションプロセスを導入する。
【００９１】
　また、信号受発信部１２３０は、複数の信号受発信部１２３０が発信する各識別信号を
受信する。なお表示部１２１０ａおよび表示部１２１０ｂの双方に信号受発信部１２３０
を備えるから、本実施形態においては信号受発信部１２３０である信号発信部および信号
受信部を表示部１２１０ａおよび表示部１２１０ｂの双方に備えることになる。しかし、
信号受発信部１２３０を信号発信部と信号受信部とに分離する場合には、一方の表示部（
たとえば表示部１２１０ａ）に信号発信部および信号受信部のいずれか一方（たとえば信
号発信部）を備え、他方の表示部（たとえば表示部１２１０ｂ）に他方の信号発信部また
は信号受信部（たとえば信号受信部）を備えればよい。
【００９２】
　表示部１２１０の周辺領域には、複数の光検出部１２３２を有する。光検出部１２３２
は、表示部１２１０の周辺領域における光を検出する。光検出部１２３２として、たとえ
ば可視光域に感度を有するフォトセンサが例示できる。なお本実施形態においては、表示
部１２１０ａおよび表示部１２１０ｂの双方に光検出部１２３２を備える。しかし、表示
装置１２００ａまたは表示装置１２００ｂのいずれか一方が常に後から配置されることが
予定されている場合には、先に配置される表示装置１２００の表示部１２１０に光検出部
１２３２が配置されていればよい。
【００９３】
　位置判断部１２１２は、表示装置１２００ａの表示部１２１０ａと表示装置１２００ｂ
の表示部１２１０ｂとの位置関係を判断する。位置判断部１２１２は、たとえば信号受発
信部１２３０からの識別信号または光検出部１２３２からの光強度信号を受けて、これら
の信号から表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係を判断する。なお、表示装
置１２００ａおよび表示装置１２００ｂの双方に位置判断部１２１２を有するが、一方の
位置判断部１２１２が判断した位置関係を他方に通信することができる場合には双方が独
立して動作しなくてもよい。



(22) JP 5521226 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【００９４】
　位置判断部１２１２が信号受発信部１２３０からの識別信号を受けて前記位置関係を判
断する場合、たとえば以下のように動作できる。すなわち、位置判断部１２１２は、識別
信号を受信した信号受発信部１２３０の表示部１２１０における各配置位置と、各配置位
置において信号受発信部１２３０が受信した識別信号の強度とから、受信側の表示部１２
１０を基準として、識別信号を発信した信号受発信部１２３０の位置を特定する。たとえ
ば表示部１２１０ａを基準とする場合、表示部１２１０ａの４隅に配置される各信号受発
信部１２３０ａが、表示部１２１０ｂの４隅に配置される各信号受発信部１２３０ｂから
の各識別信号を受信する。
【００９５】
　識別信号の発信強度を予め同じにするか、あるいは既知の距離における受信強度を測定
してキャリブレーションをしておけば、信号の受信強度は距離の関数になるから、任意の
受信側の信号受発信部１２３０における識別信号の強度を測定して、任意の発信側の信号
受発信部１２３０までの距離を求めることができる。表示部１２１０における信号受発信
部１２３０の配置位置は既知だから、受信側の表示部１２１０（たとえば表示部１２１０
ａ）の信号受発信部１２３０（たとえば信号受発信部１２３０ａ）のうち少なくとも３箇
所における識別信号の強度を測定すれば、その識別信号を発信する信号受発信部１２３０
（たとえば信号受発信部１２３０ｂ）の位置が受信側の表示部１２１０を基準として特定
される。
【００９６】
　このような信号受発信部１２３０の特定を、発信側の表示部１２１０（たとえば表示部
１２１０ｂ）の少なくとも３箇所について実施すれば、受信側の表示部１２１０を基準と
する発信側の表示部１２１０の位置を特定できる。すなわち、信号発信部の一例である発
信側の信号受発信部１２３０の特定された位置と、表示部１２１０における発信側の信号
受発信部１２３０の配置位置とから、第１表示部および第２表示部の一例である発信側お
よび受信側の表示部１２１０の位置関係を判断する。
【００９７】
　位置判断部１２１２が光検出部１２３２からの光強度信号を受けて前記位置関係を判断
する場合、たとえば以下のように動作できる。すなわち、位置判断部１２１２は、表示部
１２１０における光検出部１２３２の配置位置と、光検出部１２３２の各々が検出した光
の強度とから、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係を判断する。たとえば
、表示部１２１０ａの光検出部１２３２ａのうち特定の光検出部１２３２ａが検出する光
の強度が低い場合、当該特定の光検出部１２３２ａを含む領域を覆うように表示部１２１
０ｂが重ねられていると判断できる。逆に、表示部１２１０ｂの光検出部１２３２ｂのう
ち特定の光検出部１２３２ｂが検出する光の強度が低い場合、当該特定の光検出部１２３
２ｂを含む領域を覆うように表示部１２１０ａが重ねられていると判断できる。なお、光
検出部１２３２を密に配置すれば、光検出部１２３２の配置密度に見合った精度で重なり
領域を検出できる。
【００９８】
　なお、位置判断部１２１２で判断できる位置関係として、以下のような位置関係が例示
できる。すなわち、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとが互いに重なる重畳関係、表
示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとが互いに隣接する隣接関係、表示部１２１０ａと表
示部１２１０ｂとが同一の方向に配置される同一方向関係、表示部１２１０ａと表示部１
２１０ｂとが異なる方向に配置される異方向関係、あるいは表示部１２１０ａと表示部１
２１０ｂとが表示面から離れて配置される揚上関係を例示できる。
【００９９】
　表示制御部１２１４は、表示部１２１０へのデータの表示を制御する。表示部１２１０
ａに表示データ１３００が表示されており、表示装置１２００ａと表示装置１２００ｂと
が協働する場合には、表示制御部１２１４ｂは、位置判断部１２１２ａまたは位置判断部
１２１２ｂが判断した位置関係に応じて、表示データ１３００の部分データまたは表示デ
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ータ１３００に隣接する隣接文書データを表示部１２１０ｂに表示する。なお、表示部１
２１０ｂへの表示は直接的には表示制御部１２１４ｂが制御するが、表示制御部１２１４
ａが前記位置関係に応じた前記部分データまたは隣接文書データを生成して、これを表示
装置１２００ａから表示装置１２００ｂに送信して表示部１２１０ｂに表示させてもよい
。
【０１００】
　メモリ部１２１６は、表示部１２１０に表示するデータを記録する。また、メモリ部１
２１６は、表示制御部１２１４が表示部１２１０の表示を制御するときに利用するワーク
エリアを提供する。メモリ部１２１６は、表示制御部１２１４を介してまたは直接に通信
部１２１８との間でデータを送受信する。
【０１０１】
　通信部１２１８は、他の表示装置１２００と通信する。また通信部１２１８はコンピュ
ータ装置等表示装置１２００を制御する機器との通信をインターフェイスする。
【０１０２】
　受電部１２２０は、給電装置１１００からの電力を受電する。磁気誘導による給電の場
合、たとえばコイルが例示できる。あるいは、電磁波による給電の場合、アンテナを例示
できる。受電部１２２０には無配線で給電されることが好ましいが、有線で給電されても
よい。また、電池その他のバッテリにより給電されるものであってもよい。
【０１０３】
　表示起動部１２２２は、表示データ１３００の表示処理の起動を示す表示起動信号を発
生する。すなわち、表示起動部１２２２は表示起動信号を発生して表示部１２１０ａに表
示されている表示データ１３００の更新を起動する。なお、ここでは表示起動部１２２２
が表示部１２１０ａの表示データ１３００の更新を起動する例を示しているが、表示部１
２１０ｂの更新を起動してもよい。
【０１０４】
　表示起動部１２２２が表示起動信号を発生すると、表示起動信号は位置判断部１２１２
および表示制御部１２１４に入力され、表示起動信号を受信した位置判断部１２１２は、
表示起動信号を受信した時点の表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係である
表示起動時位置関係を判断する。そして、表示起動信号を受信した表示制御部１２１４は
、表示起動時位置関係に応じて、表示部１２１０ｂが表示している表示データ１３００の
部分データまたは隣接文書データの部分データまたは隣接文書データを表示部１２１０ａ
に表示する。
【０１０５】
　表示起動信号の発生契機として、たとえばユーザによる操作を検知するスイッチを備え
ることができる。この場合、表示起動部１２２２は、スイッチの操作を検知して表示起動
信号を発生する。あるいは、表示起動信号の発生契機として、光検出部１２３２を利用で
きる。この場合、表示起動部１２２２は、光検出部１２３２で検出される光の強度が所定
の値に低下したことを検知して表示起動信号を発生できる。
【０１０６】
　また、表示起動信号の発生契機として、表示部１２１０に有するタイマを利用できる。
すなわち、表示部１２１０には所定の場所に表示部１２１０が置かれたときにリセットさ
れるタイマ部を有する。表示起動部１２２２は、表示部１２１０ａのタイマ部のカウント
数が表示部１２１０ｂのタイマ部のカウント数に比較して小さくなったことを検知して、
表示起動信号を発生できる。
【０１０７】
　さらに、表示起動信号の発生契機として、給電装置１１００からの電力の供給開始を利
用できる。ずなわち、表示起動部１２２２は、表示部１２１０ａへの電力の供給開始を検
知して表示起動信号を発生できる。
【０１０８】
　データタイプ判断部１２２４は、表示データ１３００のタイプを判断する。これにより
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、表示データ１３００のタイプに応じて表示部１２１０ｂへの表示を行える。すなわち、
表示制御部１２１４は、データタイプ判断部１２２４が判断したデータのタイプに応じて
、表示データ１３００の部分データまたは隣接文書データを表示部１２１０ｂに表示する
。
【０１０９】
　たとえば、データタイプ判断部１２２４が判断したデータのタイプが文書型である場合
、表示制御部１２１４は、表示データ１３００として表示している文書ページの前ページ
または次ページを、位置判断部１２１２が判断した位置関係に応じて、表示部１２１０ｂ
に表示する。あるいは、データタイプ判断部１２２４が判断したデータのタイプが画像型
である場合、表示制御部１２１４は、表示データ１３００として表示している立体画像の
視線方向または回転角を位置判断部１２１２が判断した位置関係に応じて変更する。そし
て表示制御部１２１４は、視線方向または回転角を変更した立体画像を表示部１２１０ｂ
に表示する。
【０１１０】
　上記した表示システム１０００によれば、表示装置１２００ａに対する表示装置１２０
０ｂの位置関係を各種選択して配置することにより、表示装置１２００ｂの表示部１２１
０ｂに、位置関係に応じた各種の態様で表示データ１３００の部分データまたは隣接文書
データを表示できる。また、データタイプ判断部１２２４を備えることにより、表示デー
タ１３００のタイプに適した態様で表示部１２１０ｂに表示できる。さらに、表示起動部
１２２２を備えることにより、表示部１２１０ａに表示データ１３００を表示している表
示装置１２００ａを再度アクティブにして新たなデータを表示できる。この場合、表示部
１２１０ｂに表示しているデータの部分データまたは隣接文書データを表示して、本表示
システムをより有効に活用できる。以下、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置
関係により異なる表示態様となることを具体的に説明する。
【０１１１】
　図１２は、表示システム１０００における表示例を示す。ここで示す表示例は、表示装
置１２００ａと表示装置１２００ｂとが隣接関係にある場合の表示部１２１０ｂへの表示
態様を示す。同図において、上部は表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に配置
する前を示しており、下部は表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に配置した後
を示す。
【０１１２】
　表示装置１２００ｂを配置する前において、表示装置１２００ａの表示部１２１０ａに
は表示データ１３００が表示されている。本例において表示データ１３００は文書データ
であり、文書１ページ分が表示部１２１０ａに表示されている。一方、表示装置１２００
ｂの表示部１２１０ｂにはここでは何も表示されていない。
【０１１３】
　ここで、表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に配置する（同図下部）。する
と表示装置１２００ｂの受電部１２２０ｂが給電装置１１００からの電力を受けて、表示
装置１２００ｂの各部が動作を開始する。表示起動部１２２２は、受電部１２２０ｂへの
給電開始を検知して表示起動信号を発生する。表示起動信号は、位置判断部１２１２ｂお
よび表示制御部１２１４ｂに供給され、位置判断部１２１２ｂでは表示装置１２００ａと
表示装置１２００ｂとの位置関係が判断される。なお、表示起動信号を表示装置１２００
ａに送信して、表示装置１２００ａの位置判断部１２１２ａで表示装置１２００ａと表示
装置１２００ｂとの位置関係を判断してもよい。
【０１１４】
　本例では、表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に配置するから、位置判断部
１２１２ｂが判断する表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係は隣接関係にな
る。隣接関係であるとの位置関係の情報は、位置判断部１２１２ｂからたとえば位置関係
コ―ドとして表示制御部１２１４ｂに送られる。位置関係を取得した表示制御部１２１４
ｂは、隣接関係であるとの情報に基づき、表示データ１３００の隣接データである次ペー
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ジ１３１０を表示部１２１０ｂに表示する。なお、次ページ１３１０のデータは通信部１
２１８ｂを介して表示装置１２００ａから取得できる。
【０１１５】
　本例の表示システム１０００によれば、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置
関係が隣接関係であるとの判断に基づき、表示部１２１０ａに表示されている表示データ
１３００の隣接文書データである次ページを表示部１２１０ｂに表示できる。この結果、
ユーザが表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に置くだけで次ページが表示でき
るようになり、ユーザに利便性を高めることができる。なお、本例では、表示装置１２０
０ｂを表示装置１２００ａの右側に配置する例を示したが、左側に配置してもよい。この
場合も隣接関係ではあるが、隣接位置が相違するから、この隣接位置の相違に基づき、た
とえば左側に配置した表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の
前ページを表示するようにしてもよい。
【０１１６】
　また、本例では、表示部１２１０ｂが表示部１２１０ａに隣接する隣接関係に応じて隣
接文書ページを表示部１２１０ｂに表示する例を示した。しかし、本例は表示部１２１０
ｂが表示部１２１０ａと同一方向に配置されるものでもあり、このような同一方向関係に
基づいて隣接文書ページを表示部１２１０ｂに表示するものであってもよい。
【０１１７】
　図１３は、表示システム１０００における他の表示例を示す。ここで示す表示例は、表
示装置１２００ａと表示装置１２００ｂとが揚上関係にある場合の表示部１２１０ｂへの
表示態様を示す。給電装置１１００の上部には表示装置１２００ａが置かれており、表示
装置１２００ａの表示部１２１０ａには表示データとして地図データ１３２０が表示され
ている。このような状態において、表示装置１２００ｂを配置する。
【０１１８】
　表示装置１２００ｂの配置により、給電装置１１００から受電すること、各部が始動し
て位置判断部１２１２ｂによる位置関係の判断および表示制御部１２１４ｂによる表示部
１２１０ｂの表示が制御されること等は前記した例と同様である。ただし、本例では、表
示装置１２００ｂが表示装置１２００ａの隣に配置されることに加えて、表示装置１２０
０ａの表示面から離れて上部に持ち上げられる揚上関係になること、さらに、揚上関係に
おいて表示装置１２００ｂが表示装置１２００ａに対して傾けられる位置関係になること
が相違する。
【０１１９】
　まず、表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの隣に配置する場合（この場合の表示
装置を１２００ｂ１と表記し、表示部を１２１０ｂ１と表記する。）、位置判断部１２１
２ｂは、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係は隣接関係であると判断する
。表示制御部１２１４ｂは、隣接関係であるとの判断に基づき、地図データ１３２０の隣
接データである地図データ１３２２を表示部１２１０ｂ１に表示する。なお、地図データ
１３２２は通信部１２１８ｂを介して表示装置１２００ａから取得できる。
【０１２０】
　次に、表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａの表示面から離れて上方に持ち上げる
場合（この場合の表示装置を１２００ｂ２と表記し、表示部を１２１０ｂ２と表記する。
）、位置判断部１２１２ｂは、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係は揚上
関係であると判断する。表示制御部１２１４ｂは、揚上関係であるとの判断に基づき、地
図データ１３２０の部分データである地図データ１３２０の拡大図１３２４を表示部１２
１０ｂ２に表示する。拡大図１３２４の拡大率は表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂと
の離間拒理に応じて決定できる。たとえば、離間距離が大きい場合は拡大率を大きく、離
間拒理が小さい場合には拡大率を小さくできる。また、拡大率は１未満（すなわち縮小表
示）にすることもできる。なお、地図データ１３２０は通信部１２１８ｂを介して表示装
置１２００ａから取得でき、拡大図１３２４は地図データ１３２０から適切に計算できる
。
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【０１２１】
　さらに、前記した揚上関係において、表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａに対し
て傾けることができる（この場合の表示装置を１２００ｂ３と表記し、表示部を１２１０
ｂ３と表記する。）。そして、この傾きの角度に応じて表示部１２１０ｂへの表示を制御
できる。すなわち、位置判断部１２１２ｂは、表示部１２１０ａの属する平面と表示部１
２１０ｂの属する平面との為す角度を位置関係として判断できる。そして表示制御部１２
１４ｂは、前記角度に応じて、地図データ１３２０の部分データである拡大図１３２４を
立体画像として表示した場合の視線方向または回転角を変更して、視線方向または回転角
を変更した地図画像１３２６を表示部１２１０ｂ３に表示する。なお、地図データ１３２
０は通信部１２１８ｂを介して表示装置１２００ａから取得できる。
【０１２２】
　本例の表示システム１０００によれば、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置
関係が揚上関係である、または、揚上関係において表示部１２１０ｂが表示部１２１０ａ
に対して傾いているとの判断に基づき、表示部１２１０ａに表示されている地図データ１
３２０を拡大して、または、視線方向もしくは回転角を変更して表示部１２１０ｂに表示
できる。この結果、ユーザは表示装置１２００ｂを持ち上げたり、傾けたりするだけで、
適切な拡大率あるいは視線方向で立体表示した地図画像を見ることができる。なお、本例
では地図データを例示したが、立体画像に対しても本例の表示システムを適用できる。
【０１２３】
　図１４は、表示システム１０００における他の表示例を示す。ここで示す表示例は、表
示装置１２００ａと表示装置１２００ｂとを一旦配置して双方の表示部１２１０に表示を
した後、表示部１２１０ａに再度表示する場合を例示する。給電装置１１００の上部には
表示装置１２００ａが置かれており、表示装置１２００ａの表示部１２１０ａには表示デ
ータ１３００が表示されている。一方、表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには何も
表示されていない。このような状態において、表示装置１２００ｂを配置する。
【０１２４】
　表示装置１２００ｂは、表示装置１２００ａに重ねてまたは表示装置１２００ａの方向
とは異なる方向で配置する。すなわち、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとは重畳関
係、または表示部１２１０ａの方向と表示部１２１０ｂの方向とは相違する異方向関係に
なる。表示装置１２００ｂの配置により、給電装置１１００から受電すること、各部が始
動して位置判断部１２１２ｂによる位置関係の判断および表示制御部１２１４ｂによる表
示部１２１０ｂの表示が制御されること等は前記した例と同様であってよい。
【０１２５】
　表示装置１２００ｂを表示装置１２００ａとは異なる方向で配置することにより、位置
判断部１２１２ｂは、表示部１２１０ａと表示部１２１０ｂとの位置関係が異方向関係で
あると判断する。表示制御部１２１４ｂは、異方向関係であるとの判断に基づき、表示デ
ータ１３００の部分データ１３３０を表示部１２１０ｂ１に拡大して表示する。なお、表
示データ１３００は通信部１２１８ｂを介して表示装置１２００ａから取得できる。
【０１２６】
　次に、表示装置１２００ａを持ち上げ、再度表示装置１２００ａを表示装置１２００ｂ
の表示部１２１０ｂに重ねて、または、表示部１２１０ｂとは異なる方向で配置する。表
示装置１２００ａは持ち上げられることにより給電が遮断され、再度配置されることによ
り給電が再開される。このとき表示装置１２００ａは給電の再開を検知して表示起動信号
を生成して、表示処理を起動する。すなわちリセット操作と同様の処理をする。この結果
、表示装置１２００ａの位置判断部１２１２ａは、表示部１２１０ｂと表示部１２１０ａ
との位置関係を判断する。表示装置１２００ａの表示制御部１２１４ａは、重畳関係また
は異方向関係との判断に応じて、部分データ１３３０の部分データ１３３２を表示装置１
２００ａの表示部１２１０ａに拡大して表示する。なお、部分データ１３３０は通信部１
２１８ａを介して表示装置１２００ｂから取得できる。
【０１２７】
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　本例の表示システム１０００によれば、一旦表示させた表示装置１２００ａをリセット
して再度表示を行わせることができる。このとき、表示装置１２００ｂの表示部１２１０
ｂに表示している部分データ１３３０の上に重ねて、あるいは、異方向に配置して、部分
データ１３３０のさらに部分データを拡大して表示できる。このような操作を繰り返せば
、ユーザは簡単に拡大した表示データを見ることができる。
【０１２８】
　図１５は、表示システム１０００における他の表示例を示す。ここで示す表示例は、表
示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂに加えて表示装置１２００ｃを配置する例で
ある。表示装置１２００ａの表示部１２１０ａには表示データ１３００が表示され、表示
装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の隣接文書データである次ペ
ージ１３１０が表示されている。ここにその表示部１２１０ｃには何も表示されていない
表示装置１２００ｃを配置する。なお、表示装置１２００ｃの構成および機能は表示装置
１２００ａ等と同様であってよい。
【０１２９】
　図１６は、図１５における表示システム１０００の表示例を示す。表示装置１２００ａ
の上部に表示装置１２００ｂが重ねられている。表示装置１２００ａの表示部１２１０ａ
には表示データ１３００が表示されている。前記した例に従い、表示装置１２００ｂが動
作して、表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の隣接文書デー
タである次ページ１３１０が表示されている。
【０１３０】
　ここで表示装置１２００ｃを、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂと同一方
向で、さらにそれらの上部に重ねると、表示装置１２００ｃの表示部１２１０ｃには、次
ページ１３１０の隣接文書データである次々ページ１３４０が表示される。すなわち、表
示装置１２００ｃの位置判断部１２１２ｃは表示部１２１０ａおよび表示部１２１０ｂと
表示部１２１０ｃとの位置関係を同一方向関係と判断する。表示装置１２００ｃの表示制
御部１２１４ｃは、この同一方向関係であるとの判断に応じて、表示部１２１０ｃに次ペ
ージ１３１０の隣接文書データである次々ページ１３４０を表示する。なお、ここでは隣
接文書データが表示される例を示しているが、表示データ１３００の部分データが表示部
１２１０ｂに表示され、さらにその部分データの部分データが表示部１２１０ｃに表示さ
れてもよい。
【０１３１】
　図１７は、図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。表示装置１２０
０ａの上部に表示装置１２００ｂが重ねられている。表示装置１２００ａの表示部１２１
０ａには表示データ１３００が表示されている。前記した例に従い、表示装置１２００ｂ
が動作して、表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の隣接文書
データである次ページ１３１０が表示されている。
【０１３２】
　ここで表示装置１２００ｃを、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂと異方向
で、さらにそれらの上部に重ねると、表示装置１２００ｃの表示部１２１０ｃには、表示
データ１３００および表示データ１３００の隣接文書データである次ページ１３１０を縮
小して表示される。すなわち、表示装置１２００ｃの位置判断部１２１２ｃは表示部１２
１０ａおよび表示部１２１０ｂと表示部１２１０ｃとの位置関係を異方向関係と判断する
。表示装置１２００ｃの表示制御部１２１４ｃは、この異方向関係であるとの判断に応じ
て、表示部１２１０ｃに、表示データ１３００および表示データ１３００の隣接文書デー
タである次ページ１３１０を縮小して表示する。なお、ここでは隣接文書データが表示さ
れる例を示しているが、表示データ１３００の部分データが表示部１２１０ｂに表示され
、表示データ１３００とその部分データを縮小して表示部１２１０ｃに表示してもよい。
【０１３３】
　図１８は、図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。表示装置１２０
０ａに隣接して表示装置１２００ｂが配置されている。表示装置１２００ａの表示部１２
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１０ａには表示データ１３００が表示されている。前記した例に従い、表示装置１２００
ｂが動作して、表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の隣接文
書データである次ページ１３１０が表示されている。
【０１３４】
　ここで表示装置１２００ｃを、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂと同一方
向で配置すると、表示装置１２００ｃの表示部１２１０ｃには、次ページ１３１０の隣接
文書データである次々ページ１３４０が表示される。すなわち、表示装置１２００ｃの位
置判断部１２１２ｃは表示部１２１０ａおよび表示部１２１０ｂと表示部１２１０ｃとの
位置関係を同一方向関係と判断する。表示装置１２００ｃの表示制御部１２１４ｃは、こ
の同一方向関係であるとの判断に応じて、表示部１２１０ｃに次ページ１３１０の隣接文
書データである次々ページ１３４０を表示する。なお、ここでは隣接文書データが表示さ
れる例を示しているが、表示データ１３００の部分データが表示部１２１０ｂに表示され
、さらにその部分データの部分データが表示部１２１０ｃに表示されてもよい。
【０１３５】
　図１９は、図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。表示装置１２０
０ａに隣接して表示装置１２００ｂが配置されている。表示装置１２００ａの表示部１２
１０ａには表示データ１３００が表示されている。前記した例に従い、表示装置１２００
ｂが動作して、表示装置１２００ｂの表示部１２１０ｂには表示データ１３００の隣接文
書データである次ページ１３１０が表示されている。
【０１３６】
　ここで表示装置１２００ｃを、表示装置１２００ａおよび表示装置１２００ｂと異方向
で、さらにそれらの上部に重ねると、表示装置１２００ｃの表示部１２１０ｃには、表示
データ１３００および表示データ１３００の隣接文書データである次ページ１３１０が縮
小して表示される。すなわち、表示装置１２００ｃの位置判断部１２１２ｃは表示部１２
１０ａおよび表示部１２１０ｂと表示部１２１０ｃとの位置関係を異方向関係と判断する
。表示装置１２００ｃの表示制御部１２１４ｃは、この異方向関係であるとの判断に応じ
て、表示部１２１０ｃに、表示データ１３００および表示データ１３００の隣接文書デー
タである次ページ１３１０を縮小して表示する。なお、ここでは隣接文書データが表示さ
れる例を示しているが、表示データ１３００の部分データが表示部１２１０ｂに表示され
、表示データ１３００とその部分データを縮小して表示部１２１０ｃに表示してもよい。
【０１３７】
　これら例に示す表示システム１０００によれば、その表示部１２１０に表示データ等が
表示されている複数の表示装置１２００に、新たな表示装置１２００を加えることにより
、隣接文書ページを表示でき、あるいは文書データおよびその部分データを縮小して表示
できる。新たな表示装置１２００を付加することによって、ユーザは次々と隣接ページを
表示させ、あるいは表示させたページの縮小ページを一つの表示部１２１０に表示できる
ようになる。なお、上記例では、表示データ１３００および部分データを縮小表示する場
合、２つのデータを縮小する例について説明したが、縮小対象のページは２ページに限ら
れず、たとえば３ページあるいはそれ以上のページを縮小表示してもよい。
【０１３８】
　図２０は、本実施形態に係る表示システム１０および表示システム１２のハードウェア
構成の一例を示す。本実施形態に係る表示システム１０および表示システム１２は、ホス
ト・コントローラ１５８２により相互に接続されるＣＰＵ１５０５、ＲＡＭ１５２０、グ
ラフィック・コントローラ１５７５、および表示装置１５８０を有するＣＰＵ周辺部と、
入出力コントローラ１５８４によりホスト・コントローラ１５８２に接続される通信イン
ターフェイス１５３０、ハードディスクドライブ１５４０、およびＣＤ－ＲＯＭドライブ
１５６０を有する入出力部と、入出力コントローラ１５８４に接続されるＲＯＭ１５１０
、フレキシブルディスク・ドライブ１５５０、および入出力チップ１５７０を有するレガ
シー入出力部とを備える。
【０１３９】
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　ホスト・コントローラ１５８２は、ＲＡＭ１５２０と、高い転送レートでＲＡＭ１５２
０をアクセスするＣＰＵ１５０５およびグラフィック・コントローラ１５７５とを接続す
る。ＣＰＵ１５０５は、ＲＯＭ１５１０およびＲＡＭ１５２０に格納されたプログラムに
基づいて動作して、各部を制御する。グラフィック・コントローラ１５７５は、ＣＰＵ１
５０５等がＲＡＭ１５２０内に設けたフレーム・バッファ上に生成する画像データを取得
して、表示装置１５８０上に表示させる。これに代えて、グラフィック・コントローラ１
５７５は、ＣＰＵ１５０５等が生成する画像データを格納するフレーム・バッファを、内
部に含んでもよい。
【０１４０】
　入出力コントローラ１５８４は、ホスト・コントローラ１５８２と、比較的高速な入出
力装置である通信インターフェイス１５３０、ハードディスクドライブ１５４０、ＣＤ－
ＲＯＭドライブ１５６０を接続する。通信インターフェイス１５３０は、ネットワークを
介して他の装置と通信する。ハードディスクドライブ１５４０は、表示システム１０およ
び表示システム１２内のＣＰＵ１５０５が使用するプログラムおよびデータを格納する。
ＣＤ－ＲＯＭドライブ１５６０は、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５からプログラムまたはデータを
読み取り、ＲＡＭ１５２０を介してハードディスクドライブ１５４０に提供する。
【０１４１】
　また、入出力コントローラ１５８４には、ＲＯＭ１５１０と、フレキシブルディスク・
ドライブ１５５０、および入出力チップ１５７０の比較的低速な入出力装置とが接続され
る。ＲＯＭ１５１０は、表示システム１０および表示システム１２が起動時に実行するブ
ート・プログラム、表示システム１０および表示システム１２のハードウェアに依存する
プログラム等を格納する。フレキシブルディスク・ドライブ１５５０は、フレキシブルデ
ィスク１５９０からプログラムまたはデータを読み取り、ＲＡＭ１５２０を介してハード
ディスクドライブ１５４０に提供する。入出力チップ１５７０は、フレキシブルディスク
・ドライブ１５５０、例えばパラレル・ポート、シリアル・ポート、キーボード・ポート
、マウス・ポート等を介して各種の入出力装置を接続する。
【０１４２】
　ＲＡＭ１５２０を介してハードディスクドライブ１５４０に提供される表示プログラム
は、フレキシブルディスク１５９０、ＣＤ－ＲＯＭ１５９５、またはＩＣカード等の記録
媒体に格納されて利用者によって提供される。表示プログラムは、記録媒体から読み出さ
れ、ＲＡＭ１５２０を介して表示システム１０および表示システム１２内のハードディス
クドライブ１５４０にインストールされ、ＣＰＵ１５０５において実行される。表示シス
テム１０および表示システム１２にインストールされて実行される表示プログラムは、Ｃ
ＰＵ１５０５等に働きかけて、表示システム１０および表示システム１２を、図１から図
９にかけて説明した第１表示部２００、第１表示制御部２１０、第１通信部２２０、第１
格納ユニット２３０、データ格納部２３２、表示部分領域格納部２３４、第１給電部２４
０、相対位置判断部２５０、光量検出部２６０、複数の光センサ２６２、複数の信号受信
部２７０、信号強度算出部２８０、第２表示部３００、第２表示制御部３１０、第２通信
部３２０、第２格納ユニット３３０、第２給電部３４０、複数の信号発信部３７０、第３
表示制御部４１０、第３通信部４２０、位置特定部４３０、データ取得部４４０、編集指
示取得部４７０、情報入力部４７２、およびデータ格納部４９０、第１表示部５００、第
１表示制御部５１０、第１通信部５２０、第１格納ユニット５３０、第２表示部６００、
第２表示制御部６１０、第２通信部６２０、および第２格納ユニット６３０として機能さ
せる。
【０１４３】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加え得るこ
とが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲
に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
（項目１）
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　表示データを表示する第１表示部と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、
　前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する位置判断部と、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文書
データを前記第２表示部に表示する表示制御部と、
　を備える表示システム。
（項目２）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に前記第２表示部を重ねる
重畳関係である場合、
　前記表示制御部は、前記部分データを拡大して前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目３）
　前記表示制御部は、前記表示データのうち、前記第１表示部に前記第２表示部が重なっ
ている前記第１表示部の重畳領域に表示される部分データ、を拡大して前記第２表示部に
表示する、
　項目２に記載の表示システム。
（項目４）
　前記表示制御部は、前記第２表示部が、前記表示データの上端位置から下端位置まで前
記第１表示部に重なりつつ移動した場合に、前記表示データの上端から下端までを順次拡
大して前記第２表示部に表示する、
　項目３に記載の表示システム。
（項目５）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係である場合、
　前記表示制御部は、前記部分データを拡大して前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目６）
　前記表示制御部は、前記表示データのうち、前記第１表示部の所定の辺に沿った第１の
方向において前記第１表示部と前記第２表示部との双方が存在する双方存在領域に表示さ
れる部分データ、を拡大して前記第２表示部に表示する、
　項目５に記載の表示システム。
（項目７）
　前記表示制御部は、前記双方存在領域が、前記表示データの上端位置から下端位置まで
移動した場合に、前記表示データの上端から下端までを順次拡大して前記第２表示部に表
示する、
　項目６に記載の表示システム。
（項目８）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部に隣接して前記第２表示部
を配置する隣接関係である場合、
　前記表示制御部は、前記隣接文書データを前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目９）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部と同一の方向に前記第２表
示部を配置する同一方向関係である場合、
　前記表示制御部は、前記隣接文書データを前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目１０）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部と異なる方向に前記第２表
示部を配置する異方向関係である場合、
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　前記表示制御部は、前記部分データを拡大して前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目１１）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部の表示面から離れて前記第
２表示部を持ち上げる揚上関係である場合、
　前記表示制御部は、前記部分データを拡大または縮小して前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目１２）
　前記表示制御部は、前記揚上関係における前記第１表示部と第２表示部との離間距離に
応じて、前記部分データを拡大または縮小して前記第２表示部に表示する、
　項目１１に記載の表示システム。
（項目１３）
　前記表示制御部は、前記揚上関係における前記第１表示部が属する平面と前記第２表示
部が属する平面との為す角度に応じて、前記部分データを立体画像として表示した場合の
前記部分データの視線方向または回転角を変更し、前記視線方向または前記回転角を変更
した前記部分データを前記第２表示部に表示する、
　項目１２に記載の表示システム。
（項目１４）
　前記表示データのタイプを判断するデータタイプ判断部、をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記データタイプ判断部が判断したデータのタイプに応じて、前記
部分データまたは前記隣接文書データを前記第２表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目１５）
　前記データタイプ判断部が判断したデータのタイプが文書型である場合、
　前記表示制御部は、前記表示データとして表示している文書ページの前ページまたは次
ページを、前記位置関係に応じて前記第２表示部に表示する、
　項目１４に記載の表示システム。
（項目１６）
　前記データタイプ判断部が判断したデータのタイプが画像型である場合、
　前記表示制御部は、前記表示データとして表示している立体画像の視線方向または回転
角を前記位置関係に応じて変更し、前記視線方向または前記回転角を変更した前記立体画
像を前記第２表示部に表示する、
　項目１４に記載の表示システム。
（項目１７）
　前記表示データの表示処理の起動を示す表示起動信号を発生する表示起動部、をさらに
備え、
　前記表示起動信号を受信した前記位置判断部は、前記表示起動信号を受信した時点の前
記第１表示部と前記第２表示部との位置関係である表示起動時位置関係を判断し、
　前記表示起動信号を受信した前記表示制御部は、前記表示起動時位置関係に応じて、前
記第２表示部が表示している前記部分データまたは前記隣接文書データの部分データまた
は隣接文書データを前記第１表示部に表示する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目１８）
　ユーザによる操作を検知するスイッチ、をさらに備え、
　前記表示起動部は、前記スイッチの操作を検知して前記表示起動信号を発生する、
　項目１７に記載の表示システム。
（項目１９）
　前記第２表示部は、光検出部を有し、
　前記表示起動部は、前記光検出部で検出される光の強度が所定の値に低下したことを検
知して前記表示起動信号を発生する、
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　項目１７に記載の表示システム。
（項目２０）
　前記第１表示部は、所定の場所に前記第１表示部が置かれたときにリセットされる第１
タイマ部を有し、
　前記第２表示部は、所定の場所に前記第２表示部が置かれたときにリセットされる第２
タイマ部を有し、
　前記表示起動部は、前記第１タイマ部のカウント数が前記第２タイマ部のカウント数に
比較して小さくなったことを検知して前記表示起動信号を発生する、
　項目１７に記載の表示システム。
（項目２１）
　少なくとも前記第１表示部に電力を供給する給電装置、をさらに備え、
　前記表示起動部は、前記給電装置から前記第１表示部への電力の供給開始を検知して前
記表示起動信号を発生する、
　項目１７に記載の表示システム。
（項目２２）
　前記第１表示部および前記第２表示部のうち何れか一方の表示部または双方の表示部に
配置され、何れの表示部の何れの配置位置からの信号であるかを識別する識別信号を発信
する複数の信号発信部と、
　前記一方の表示部に対する他方の表示部または双方の表示部に配置され、前記複数の信
号発信部が発信する各識別信号を受信する複数の信号受信部と、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、
　前記複数の信号受信部の前記第１表示部または前記第２表示部における各配置位置と、
前記各配置位置において前記信号受信部が受信した前記識別信号の強度とから、前記複数
の信号受信部を配置する表示部を基準として、前記識別信号を発信した前記信号発信部の
位置を特定し、
　前記信号発信部の特定された位置と、前記第１表示部または前記第２表示部における前
記信号発信部の配置位置とから、前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断す
る、
　項目１に記載の表示システム。
（項目２３）
　前記第１表示部または前記第２表示部に配置された複数の光検出部、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、前記第１表示部または前記第２表示部における前記複数の光検出部
の配置位置と、前記複数の光検出部の各々が検出した光の強度とから、前記第１表示部と
前記第２表示部との位置関係を判断する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目２４）
　前記第１表示部および前記第２表示部の位置を特定する位置特定部、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、前記位置特定部が特定した前記第１表示部および前記第２表示部の
位置から、前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する、
　項目１に記載の表示システム。
（項目２５）
　表示データを第１表示部に表示する第１の表示段階と、
　前記表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣接文書データを表示す
る第２表示部と、前記第１表示部との位置関係を判断する位置判断段階と、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文
書データを前記第２表示部に表示する第２の表示段階と、
　を備える表示方法。
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（項目２６）
　第１表示部が表示している表示データの部分データまたは前記表示データに隣接する隣
接文書データを第２表示部に表示する表示システム用の表示プログラムであって、
　前記表示システムを、
　前記第１表示部と前記第２表示部との位置関係を判断する位置判断部、および、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記部分データまたは前記隣接文書
データを前記第２表示部に表示する表示制御部、
　として機能させる表示プログラム。
（項目２７）
　第１表示データを表示する第１表示部と、
　前記第１表示データの部分データ、または、前記第１表示データに隣接する隣接データ
である、第２表示データを表示する第２表示部と、
　第３表示データを表示する第３表示部と、
　前記第１表示部、前記第２表示部および前記第３表示部の相互の位置関係を判断する位
置判断部と、
　前記位置判断部が判断した前記第１表示部、前記第２表示部および前記第３表示部の前
記位置関係に応じて、前記第２表示データの部分データまたは前記第２表示データに隣接
する隣接データを前記第３表示データとして前記第３表示部に表示する表示制御部と、
　を備える表示システム。
（項目２８）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部および前記第２表示部と同
一の方向に前記第３表示部を配置する同一方向関係である場合、
　前記表示制御部は、前記第２表示データの隣接データを前記第３表示データとして前記
第３表示部に表示する、
　項目２７記載の表示システム。
（項目２９）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部および前記第２表示部と異
なる方向に前記第３表示部を配置する異方向関係である場合、
　前記表示制御部は、前記第１表示データおよび前記第２表示データを前記第３表示デー
タとして前記第３表示部に縮小して表示する、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３０）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部または前記第２表示部に隣
接して前記第３表示部を配置する隣接関係である場合、
　前記表示制御部は、前記第１表示データまたは前記第２表示データの隣接データを前記
第３表示データとして前記第３表示部に表示する、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３１）
　前記位置判断部が判断した前記位置関係が、前記第１表示部または前記第２表示部に前
記第３表示部を重ねる重畳関係である場合、
　前記表示制御部は、前記第１表示データおよび前記第２表示データを前記第３表示デー
タとして前記第３表示部に縮小して表示する、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３２）
　前記第３表示部に配置され、何れの配置位置からの信号であるかを識別する識別信号を
発信する複数の信号発信部と、
　前記第１表示部または前記第２表示部に配置され、前記複数の信号発信部が発信する各
識別信号を受信する複数の信号受信部と、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、
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　前記複数の信号受信部の前記第１表示部または前記第２表示部における各配置位置と、
前記各配置位置において前記信号受信部が受信した前記識別信号の強度とから、前記複数
の信号受信部を配置する前記第１表示部または前記第２表示部を基準として、前記識別信
号を発信した前記信号発信部の位置を特定し、
　前記信号発信部の特定された位置と、前記第３表示部における前記信号発信部の配置位
置とから、前記第１表示部または前記第２表示部と前記第３表示部との位置関係を判断す
る、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３３）
　前記第１表示部または前記第２表示部に配置された複数の光検出部、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、前記第１表示部または前記第２表示部における前記複数の光検出部
の配置位置と、前記複数の光検出部の各々が検出した光の強度とから、前記第１表示部ま
たは前記第２表示部と前記第３表示部との位置関係を判断する、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３４）
　前記第１表示部、前記第２表示部および前記第３表示部の位置を特定する位置特定部、
　をさらに備え、
　前記位置判断部は、前記位置特定部が特定した前記第１表示部、前記第２表示部および
前記第３表示部の位置から、前記第１表示部、前記第２表示部および前記第３表示部の位
置関係を判断する、
　項目２７に記載の表示システム。
（項目３５）
　第１表示データを第１表示部に表示する第１の表示段階と、
　前記第１表示データの部分データまたは前記第１表示データに隣接する隣接データを第
２表示データとして第２表示部に表示する第２の表示段階と、
　前記第１表示データもしくは前記第２表示データの部分データ、または、前記第１表示
データもしくは前記第２表示データに隣接する隣接データ、を第３表示データとして表示
する第３表示部と、前記第１表示部または前記第２表示部との位置関係を判断する位置判
断段階と、
　前記位置判断段階で判断した前記位置関係に応じて、前記第３表示データを前記第３表
示部に表示する第３の表示段階と、
　を備える表示方法。
（項目３６）
　第１表示部が表示している第１表示データもしくは第２表示部が表示している第２表示
データの部分データまたは前記第１表示データもしくは前記第２表示データに隣接する隣
接データを第３表示データとして第３表示部に表示する表示システム用の表示プログラム
であって、
　前記表示システムを、
　前記第１表示部または前記第２表示部と前記第３表示部との位置関係を判断する位置判
断部、および、
　前記位置判断部が判断した前記位置関係に応じて、前記第３表示データを前記第３表示
部に表示する表示制御部、
　として機能させる表示プログラム。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】表示システム１０の概要図である。
【図２】表示システム１０の機能構成を示すブロック図である。
【図３】相対位置判断部２５０の相対位置の判断方法を示す。
【図４】相対位置判断部２５０の相対位置の判断方法を示す。
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【図５】表示部分領域格納部２３４のデータ構造を示す図である。
【図６】表示システム１０における表示データの表示例を示す図である。
【図７】表示システム１０における表示データの表示例を示す図である。
【図８】表示システム１２の概要図である。
【図９】表示システム１２の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】本実施形態の表示システム１０００の一例を示す。
【図１１】表示装置１２００の一例を示す。
【図１２】表示システム１０００における表示例を示す。
【図１３】表示システム１０００における他の表示例を示す。
【図１４】表示システム１０００における他の表示例を示す。
【図１５】表示システム１０００における他の表示例を示す。
【図１６】図１５における表示システム１０００の表示例を示す。
【図１７】図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。
【図１８】図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。
【図１９】図１５における表示システム１０００の他の表示例を示す。
【図２０】表示システム１０および表示システム１２のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１０、１２　表示システム
　２０　第１表示装置
　３０　第２表示装置
　４０　情報処理装置
　５０、６０　電子ペーパ
　２００、５００　第１表示部
　２１０、５１０　第１表示制御部
　２２０、５２０　第１通信部
　２３０、５３０　第１格納ユニット
　２３２　データ格納部
　２３４　表示部分領域格納部
　２４０　第１給電部
　２５０　相対位置判断部
　２６０　光量検出部
　２６２　光センサ
　２７０　信号受信部
　２８０　信号強度算出部
　３００、６００　第２表示部
　３１０、６１０　第２表示制御部
　３２０、６２０　第２通信部
　３３０、６３０　第２格納ユニット
　３４０　第２給電部
　３７０　信号発信部
　４００　モニタ
　４１０　第３表示制御部
　４２０　第３通信部
　４２２　アンテナ
　４３０　位置特定部
　４４０　データ取得部
　４７０　編集指示取得部
　４７２　情報入力部
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　４９０　データ格納部
　６０１　グラフ
　６０２、６０４　相対位置
　７００、７０２、７０４　領域
　７１０　座標
　８００、８０４、９００　上端
　８０２、８０６、９０６　下端
　９０２、９０４　位置
　１０００　表示システム
　１１００　給電装置
　１２００、　表示装置
　１２００ａ　表示装置
　１２００ｂ　表示装置
　１２００ｃ　表示装置
　１２１０　表示部
　１２１０ａ　表示部
　１２１０ｂ　表示部
　１２１０ｂ１　表示部
　１２１０ｂ２　表示部
　１２１０ｂ３　表示部
　１２１０ｃ　表示部
　１２１２　位置判断部
　１２１２ａ　位置判断部
　１２１２ｂ　位置判断部
　１２１２ｃ　位置判断部
　１２１４　表示制御部
　１２１４ａ　表示制御部
　１２１４ｂ　表示制御部
　１２１４ｃ　表示制御部
　１２１６　メモリ部
　１２１８　通信部
　１２１８ａ　通信部
　１２１８ｂ　通信部
　１２２０　受電部
　１２２０ｂ　受電部
　１２２２　表示起動部
　１２２４　データタイプ判断部
　１２３０　信号受発信部
　１２３０ａ　信号受発信部
　１２３０ｂ　信号受発信部
　１２３２　光検出部
　１２３２ａ　光検出部
　１２３２ｂ　光検出部
　１３００　表示データ
　１３１０　次ページ
　１３２０　地図データ
　１３２２　地図データ
　１３２４　拡大図
　１３２６　地図画像
　１３３０　部分データ
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　１３３２　部分データ
　１５０５　ＣＰＵ
　１５１０　ＲＯＭ
　１５２０　ＲＡＭ
　１５３０　通信インターフェイス
　１５４０　ハードディスクドライブ
　１５５０　フレキシブルディスク・ドライブ
　１５６０　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
　１５７０　入出力チップ
　１５７５　グラフィック・コントローラ
　１５８０　表示装置
　１５８２　ホスト・コントローラ
　１５８４　入出力コントローラ
　１５９０　フレキシブルディスク
　１５９５　ＣＤ－ＲＯＭ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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