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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに関連する各々の情報の一部または各々の当該情報に割り当てられた識別子の表示
位置を指定するデータである関連図データを、表示面を有する第１の表示装置に送信する
関連図データ送信手段と、
　前記関連図データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表
示した前記第１の表示装置の表示面において、当該第１の表示装置とは異なる第２の表示
装置が置かれた位置を取得する取得手段と、
　前記関連図データによって指定された前記情報の一部または前記識別子の表示位置のう
ち、前記取得手段によって取得された位置に対応する表示位置を特定する位置特定手段と
、
　前記位置特定手段によって特定された表示位置にその一部または識別子が表示されてい
る情報を、前記第２の表示装置に送信する情報送信手段と
　を備えることを特徴とする管理装置。
【請求項２】
　前記関連図データには、前記各々の情報間の関連性の種別を識別する画像を表すデータ
が含まれている
　ことを特徴とする請求項１記載の管理装置。
【請求項３】
　前記第１の表示装置の表示面は、前記第２の表示装置の表示面よりも大きい
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　ことを特徴とする請求項１または２記載の管理装置。
【請求項４】
　前記関連図データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表
示した前記第１の表示装置の表示面において、前記第２の表示装置が置かれた位置に応じ
て異なる処理を実行する処理実行手段を備える
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか1項に記載の管理装置。
【請求項５】
　第１の表示装置と、第２の表示装置と、当該第１の表示装置及び当該第２の表示装置と
通信を行う管理装置とを備え、
　前記管理装置は、
　お互いに関連する各々の情報の一部または各々の当該情報に割り当てられた識別子の表
示位置を指定するデータである関連図データを、表示面を有する第１の表示装置に送信す
る関連図データ送信手段と、
　前記関連図データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表
示した前記第１の表示装置の表示面において、当該第１の表示装置とは異なる第２の表示
装置が置かれた位置を取得する取得手段と、
　前記関連図データによって指定された前記情報の一部または前記識別子の表示位置のう
ち、前記取得手段によって取得された位置に対応する表示位置を特定する位置特定手段と
、
　前記位置特定手段によって特定された表示位置にその一部または識別子が表示されてい
る情報を、前記第２の表示装置に送信する情報送信手段とを備え、
　前記第１の表示装置は、
　表示面を有する第１の表示手段と、
　前記第１の表示手段において、前記管理装置の前記関連図データ送信手段によって送信
されてくる関連図データによって指定された表示位置に、前記情報の一部または前記識別
子を表示させる第１の表示制御手段と、
　前記情報の一部または前記識別子が表示された前記表示面において前記第２の表示装置
が置かれた位置を検出する検出手段と、
　前記検出手段によって検出された位置を、前記管理装置の前記取得手段に通知する通知
手段とを備え、
　前記第２の表示装置は、
　表示面を有する第２の表示手段と、
　前記第２の表示手段において、前記管理装置の前記情報送信手段によって送信されてく
る情報を表示する第２の表示制御手段を備える
　ことを特徴とする表示システム。
【請求項６】
　コンピュータを、
　お互いに関連する各々の情報の一部または各々の当該情報に割り当てられた識別子の表
示位置を指定するデータである関連図データを、表示面を有する第１の表示装置に送信す
る関連図データ送信手段と、
　前記関連図データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表
示した前記第１の表示装置の表示面において、当該第１の表示装置とは異なる第２の表示
装置が置かれた位置を取得する取得手段と、
　前記関連図データによって指定された前記情報の一部または前記識別子の表示位置のう
ち、前記取得手段によって取得された位置に対応する表示位置を特定する位置特定手段と
、
　前記位置特定手段によって特定された表示位置にその一部または識別子が表示されてい
る情報を、前記第２の表示装置に送信する情報送信手段と
　して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理装置、表示システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　文書を利用するときに、その文書に関連する文書も併せて利用したい場合がある。例え
ば、利用対象となる文書が電子メールであった場合に、その電子メールに関連する文書と
して、その電子メールに添付された添付ファイルや、その電子メールの本文に記述された
リンクに格納されていた文書や、その電子メールに対する返信メールなどがある。特許文
献１には、検索対象となるデータファイルに関連するデータファイルをも検索する技術が
開示されている。また、特許文献２には、基準となるドキュメントに関連するドキュメン
トを表示装置に表示する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－２０２９３７号公報
【特許文献２】特開２００５－２６７２１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、互いに関連する情報を、複数の表示装置の位置関係に応じて表示することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　請求項1に係る発明は、互いに関連する各々の情報の一部または各々の当該情報に割り
当てられた識別子の表示位置を指定するデータである関連図データを、表示面を有する第
１の表示装置に送信する関連図データ送信手段と、前記関連図データによって指定された
表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表示した前記第１の表示装置の表示面にお
いて、当該第１の表示装置とは異なる第２の表示装置が置かれた位置を取得する取得手段
と、前記関連図データによって指定された前記情報の一部または前記識別子の表示位置の
うち、前記取得手段によって取得された位置に対応する表示位置を特定する位置特定手段
と、前記位置特定手段によって特定された表示位置にその一部または識別子が表示されて
いる情報を、前記第２の表示装置に送信する情報送信手段とを備えることを特徴とする管
理装置を提供する。
【０００５】
　請求項２に係る発明は、請求項1記載の構成において、前記関連図データには、前記各
々の情報間の関連性の種別を識別する画像を表すデータが含まれていることを特徴とする
。
【０００６】
　請求項３に係る発明は、請求項1又は２に記載の構成において、前記第１の表示装置の
表示面は、前記第２の表示装置の表示面よりも大きいことを特徴とする。
【０００７】
　請求項４に係る発明は、請求項1～３のいずれか1項に記載の構成において、前記関連図
データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表示した前記第
１の表示装置の表示面において、前記第２の表示装置が置かれた位置に応じて異なる処理
を実行する処理実行手段を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項５に係る発明は、第１の表示装置と、第２の表示装置と、当該第１の表示装置及
び当該第２の表示装置と通信を行う管理装置とを備え、前記管理装置は、お互いに関連す
る各々の情報の一部または各々の当該情報に割り当てられた識別子の表示位置を指定する
データである関連図データを、表示面を有する第１の表示装置に送信する関連図データ送
信手段と、前記関連図データによって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識
別子を表示した前記第１の表示装置の表示面において、当該第１の表示装置とは異なる第
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２の表示装置が置かれた位置を取得する取得手段と、前記関連図データによって指定され
た前記情報の一部または前記識別子の表示位置のうち、前記取得手段によって取得された
位置に対応する表示位置を特定する位置特定手段と、前記位置特定手段によって特定され
た表示位置にその一部または識別子が表示されている情報を、前記第２の表示装置に送信
する情報送信手段とを備え、前記第１の表示装置は、表示面を有する第１の表示手段と、
前記第１の表示手段において、前記管理装置の前記関連図データ送信手段によって送信さ
れてくる関連図データによって指定された表示位置に、前記情報の一部または前記識別子
を表示させる第１の表示制御手段と、前記情報の一部または前記識別子が表示された前記
表示面において前記第２の表示装置が置かれた位置を検出する検出手段と、前記検出手段
によって検出された位置を、前記管理装置の前記取得手段に通知する通知手段とを備え、
前記第２の表示装置は、表示面を有する第２の表示手段と、前記第２の表示手段において
、前記管理装置の前記情報送信手段によって送信されてくる情報を表示する第２の表示制
御手段を備えることを特徴とする表示システムを提供する。
【０００９】
　請求項６に係る発明は、コンピュータを、お互いに関連する各々の情報の一部または各
々の当該情報に割り当てられた識別子の表示位置を指定するデータである関連図データを
、表示面を有する第１の表示装置に送信する関連図データ送信手段と、前記関連図データ
によって指定された表示位置に前記情報の一部または前記識別子を表示した前記第１の表
示装置の表示面において、当該第１の表示装置とは異なる第２の表示装置が置かれた位置
を取得する取得手段と、前記関連図データによって指定された前記情報の一部または前記
識別子の表示位置のうち、前記取得手段によって取得された位置に対応する表示位置を特
定する位置特定手段と、前記位置特定手段によって特定された表示位置にその一部または
識別子が表示されている情報を、前記第２の表示装置に送信する情報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。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る発明によれば、互いに関連する情報を、複数の表示装置の位置関係に応
じて表示することができる。
　請求項２に係る発明によれば、各々の情報間の関連性の種別を識別する画像を視認する
ことができる。
　請求項３に係る発明によれば、関連図データに応じた画像が、第２の表示装置の表示面
よりも大きい第１の表示装置の表示面に表示され、その画像を視認しやすくなる。
　請求項４に係る発明によれば、第２の表示装置が置く位置によって処理を指示すること
ができる。
　請求項５に係る発明によれば、互いに関連する情報を、複数の表示装置の位置関係に応
じて表示することができる。
　請求項６に係る発明によれば、互いに関連する情報を、複数の表示装置の位置関係に応
じて表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。
＜第１実施形態＞
＜構成＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る表示システム１の全体構成を示すブロック図であ
る。
　表示システム１は、管理装置としてのサーバ装置３００と、このサーバ装置３００に無
線または有線の通信回線で接続された１以上の大版表示端末１００、１００′と、このサ
ーバ装置３００に無線または有線の通信回線で接続された１以上の数の小版表示端末２０
０、２００′とを備えている。サーバ装置３００は、インターネットやＬＡＮ等のネット
ワークに接続されており、このネットワークを介して、メールサーバ装置などの他のサー
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バ装置と接続されている。小版表示端末２００、２００は、利用者が携帯し得る程度の大
きさの第２の表示装置の一例である。大版表示端末１００、１００′は、小版表示端末２
００、２００の表示面よりも大きな表示面を有する第１の表示装置の一例である。この大
版表示端末１００、１００′も、利用者によって携帯し得る程度の大きさであることが望
ましいが、それは必須ではない。
　なお、大版表示端末１００、１００′は、いずれも同一の構成及び動作であるので、以
下の説明において両者を区別しない場合には、単に「大版表示端末１００」と言う。同様
に、小版表示端末２００、２００′も同一の構成及び動作であるので、以下の説明におい
て両者を区別しない場合には、「小版表示端末２００」と言う。
【００１２】
　図２は、大版表示端末１００の構成を示すブロック図である。
　制御部１１０は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）とＲＯＭやＲＡＭなどの
メモリとを備えた制御手段の一例であり、大版表示端末１００の各部を制御する。この制
御部１１０は、表示部１５０を制御して画像を表示させる第１の表示制御手段の一例とし
て機能する。通信部１２０は、通信回路や通信インタフェースなどからなり、無線又は有
線によってサーバ装置３００と通信を行う通信手段の一例である。記憶部１３０は、例え
ばＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory）やＳＲ
ＡＭ（Static Random Access Memory）或いはハードディスクなどの記憶手段の一例であ
り、大版表示端末１００に割り当てられた識別情報であるメディアＩＤを記憶している。
表示部１５０は、例えばコレステリック液晶表示素子などから構成された表示面と、その
液晶表示素子を駆動する駆動回路とを有する表示手段の一例である。
【００１３】
　操作部１６０は、複数のキーなどの操作子を備えた操作手段の一例であり、利用者の操
作に応じた信号を制御部１１０に供給する。検出部１４０は、表示部１５０の表示面にお
いて縦横に配列された複数のコイル状アンテナを備えており、その表示面に置かれた小版
表示端末２００に内蔵されたＩＣタグから各種情報を読み取る読取手段の一例として機能
する。また、検出部１４０は、ＩＣタグから情報を読み取ったコイル状アンテナの表示面
上の位置を特定して、その表示面における小版表示端末２００の位置を検出する位置検出
手段の一例として機能する。
【００１４】
　図３は、小版表示端末２００の構成を示すブロック図である。
　制御部２１０は、例えばＣＰＵとＲＯＭやＲＡＭなどのメモリとを備えた制御手段の一
例であり、小版表示端末２００の各部を制御する。この制御部２１０は、表示部２５０を
制御して画像を表示させる第２の表示制御手段の一例として機能する。通信部２２０は、
通信回路や通信インタフェースなどからなり、無線又は有線によってサーバ装置３００と
通信を行う通信手段の一例である。記憶部２３０は、例えばＥＥＰＲＯＭやＳＲＡＭ或い
はハードディスクなどの記憶手段の一例である。ＩＣタグ２４０は、小版表示端末２００
に割り当てられた識別情報であるメディアＩＤを記憶した記憶手段の一例である。表示部
２５０は、例えばコレステリック液晶などから構成された表示面や駆動回路を有する表示
手段の一例である。操作部２６０は、複数のキーなどの操作子を備えた操作手段の一例で
あり、利用者の操作に応じた信号を制御部２１０に供給する。
【００１５】
　図４は、サーバ装置３００の構成を示すブロック図である。
　制御部３１０は、例えばＣＰＵとＲＯＭやＲＡＭなどのメモリとを備えた制御手段の一
例であり、サーバ装置３００の各部を制御する。第１通信部３２０は、通信回路や通信イ
ンタフェースなどからなり、無線又は有線によって大版表示端末１００や小版表示端末２
００と通信を行う通信手段の一例である。第２通信部３２１は、通信回路や通信インタフ
ェースなどからなり、ネットワークを介して他のサーバ装置と通信を行う通信手段の一例
である。記憶部３３０は、例えばハードディスクなどの記憶手段の一例であり、制御部３
１０が実行するコンピュータプログラムのほか、大版表示端末１００や小版表示端末２０
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０において画像を表示するための情報を格納する。この情報には、例えば電子メールの本
文や、その電子メールに添付された添付ファイルや、その電子メールの本文に記述された
リンクに格納されていた各種の文書など、大版表示端末１００や小版表示端末２００に表
示可能な情報が含まれる。以下では、これらの情報を「ドキュメント」という。また、電
子メールのことを単に「メール」という。
【００１６】
　記憶部３３０は、上記のようなドキュメントのほか、大版表示端末１００及び小版表示
端末２００を管理するためのメディアＩＤ対応表３３１と、複数のドキュメントの対応関
係を管理するためのドキュメントＩＤ対応表３３２とを記憶している。
　図５は、メディアＩＤ対応表３３１の内容の一例を示す図である。
　このメディアＩＤ対応表３３１には、小版表示端末２００のメディアＩＤと、その小版
表示端末２００の利用者の氏名または小版表示端末２００が利用される場所との対応関係
が記述されている。図５の例でいえば、メディアＩＤ「Ｓ１０１」の小版表示端末２００
の利用者は「佐藤次郎」である。また、メディアＩＤ「Ｓ９９９」の小版表示端末２００
は「ホール」で利用されるものである。
【００１７】
　図６は、ドキュメントＩＤ対応表３３２の内容の一例を示す図である。
　ドキュメントＩＤ対応表３３２には、ドキュメントＩＤと、そのドキュメントのファイ
ル名と、そのドキュメントに関連する関連ドキュメントのドキュメントＩＤと、その関連
ドキュメントの関連種別とが記述されている。ここで「関連ドキュメント」とは、例えば
「電子メールの本文」というドキュメントに対して、そのメールに添付されたファイル（
以下、「添付ファイル」という）、そのメール本文に記述されたリンクに格納されていた
ドキュメント（以下、参照ドキュメントという）や、そのメールに対して返信されたメー
ル（以下、返信メールという）や、そのメールが或るメールに対する返信メールであった
ときの、その或るメール（以下、返信元メールという）などである。図６における関連種
別「添付」とは、メールに添付された添付ファイルであることを意味し、関連種別「参照
」とは、メール本文に記述されたリンクに格納されていた参照ドキュメントであることを
意味し、関連種別「返信メール」とは、メールへの返信メールであることを意味し、関連
種別「返信元メール」とは、そのメールの返信元メールであることを意味している。
【００１８】
　図６の例で説明すると、例えばドキュメントＩＤ「ＭＬ００２」のドキュメントは、フ
ァイル名「ＢＢＢＢ．ＴＸＴ」のドキュメントであり、このドキュメントに対しては、返
信元メールとしての関連ドキュメント（関連ドキュメントＩＤ：ＭＬ００１）と、添付フ
ァイルとしての関連ドキュメント（関連ドキュメントＩＤ：ＰＤ００１）と、添付ファイ
ルとしての関連ドキュメント（関連ドキュメントＩＤ：ＰＤ００２）と、参照ドキュメン
トとしての関連ドキュメント（関連ドキュメントＩＤ：ＬＫ０４５）」という４つの関連
ドキュメントが存在している。なお、各ドキュメントについて必ず１以上の関連ドキュメ
ントが存在するというわけではなく、例えばドキュメントＩＤ「ＭＬ００３」のドキュメ
ントには、関連ドキュメントは無い。
【００１９】
＜動作＞
　図７は、第１実施形態における動作の一例を示すシーケンス図である。また、図８～図
１０は、大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示される画像の例を示す図であ
る。
　図７において、サーバ装置３００は、メールサーバ装置から小版表示端末２００の利用
者宛に送信されてくるメールを第２通信部３２１によって受信し、記憶部３３０に記憶す
る（ステップＳ１）。このメールは、メール本文以外に３つの添付ファイルによって構成
されており、また、このメール本文には、２つの参照ドキュメントへのリンクであるＵＲ
Ｌ（Uniform Resource Locator）が記述されているものとする。サーバ装置３００の制御
部３１０は、受信したメールやその添付ファイルを記憶部３３０に記憶すると共に、これ
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らのそれぞれに新たなドキュメントＩＤを付与し、「ドキュメントＩＤ」や「関連ドキュ
メントＩＤ」としてドキュメントＩＤ対応表３３２に登録する。また、サーバ装置３００
の制御部３１０は、メール本文に記述されているリンクを辿り、第２通信部３２１によっ
てインターネットを経由して参照ドキュメントの格納場所にアクセスし、その参照ドキュ
メントを取得する。そして、サーバ装置３００の制御部３１０は、これらの参照ドキュメ
ントを記憶部３３０に記憶すると共に、これらに新たなドキュメントＩＤを付与し、「関
連ドキュメントＩＤ」としてドキュメントＩＤ対応表３３２に登録する。
【００２０】
　次に、サーバ装置３００の制御部３１０は、メディアＩＤ対応表３３１を検索して、メ
ールの宛先の利用者（または利用場所）の小版表示端末２００のメディアＩＤを特定する
（ステップＳ２）。そして、サーバ装置３００の制御部３１０は、特定したメディアＩＤ
の小版表示端末２００に対して、第１通信部３２０から、メールとそのメールのドキュメ
ントＩＤとを送信する（ステップＳ３）。小版表示端末２００の制御部２１０は、サーバ
装置３００から受信したメールとドキュメントＩＤを記憶部２３０に記憶してから、メー
ルを表示部２５０に表示する（ステップＳ４）。このとき、記憶部２３０に記憶されたド
キュメントＩＤは、制御部２１０によってＩＣタグ２４０にも書き込まれる。
【００２１】
　このとき、利用者がこのメールの関連図を見たいと希望した場合には、小版表示端末２
００を大版表示端末１００の表示面の上に置けばよい。ここで、「関連図」とは、受信し
たドキュメントと、そのドキュメントに関連する関連ドキュメントとを網羅した一覧のこ
とであり、ドキュメントと関連ドキュメントとの相互の関係を視覚的に分かりやすく表し
た図である。小版表示端末２００が大版表示端末１００の上に置かれると、小版表示端末
２００に内蔵されたＩＣタグ２４０から、メディアＩＤとドキュメントＩＤが大版表示端
末１００の検出部１４０によって読み取られる（ステップＳ５）。このとき、大版表示端
末１００の検出部１４０は、表示面において小版表示端末２００が置かれた位置を検出し
、その位置を表す位置情報を生成する（ステップＳ６）。そして、大版表示端末１００の
制御部１１０は、サーバ装置３００に対して、上述した小版表示端末２００のメディアＩ
Ｄ、ドキュメントＩＤ及び位置情報を、記憶部１３０に記憶されている自身のメディアＩ
Ｄとともに、通信部１２０から送信する。（ステップＳ７）。つまり、制御部２１０は、
検出部１４０によって検出された位置をサーバ装置３００に通知する通知手段の一例とし
て機能する。
【００２２】
　サーバ装置３００の制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信したドキュメント
ＩＤで、ドキュメントＩＤ対応表３３２を検索して、関連ドキュメントとして３つの添付
ファイルと２つの参照ドキュメントがあることを特定し、さらに、第１通信部３２０によ
って受信した位置情報を用いて関連図を作成する（ステップＳ８）。具体的には、サーバ
装置３００の制御部３１０は、受信した位置情報が表す位置を基準とし、所定のレイアウ
ト決定アルゴリズムに基づいて、大版表示端末１００の表示面における各関連ドキュメン
トの表示位置を決める。そして、制御部３１０は、ドキュメントＩＤ対応表３３２の「関
連種別」などを参照しながら、上記表示位置を指定するデータである関連図データを作成
し、ステップＳ７にて第１通信部３２０によって受信した大版表示端末１００のメディア
ＩＤと対応付けて記憶部３３０に記憶する。そして、サーバ装置３００の制御部３１０は
、大版表示端末１００のメディアＩＤを宛先として、その関連図データを送信する（ステ
ップＳ９）。つまり、制御部３１０は、各関連ドキュメントの表示位置を指定する関連図
データを大版表示端末１００に送信する関連図データ送信手段の一例として機能する。大
版表示端末１００の制御部１１０は、サーバ装置３００から受信した関連図データに基づ
いて、関連図を表示部１５０に表示する（ステップＳ１０）。
【００２３】
　図８は、このときの大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示されている画像
を示す図である。大版表示端末１００の表示面に置かれた小版表示端末２００は、ステッ
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プＳ３にて受信したメールの内容が表示された状態である。そして、大版表示端末１００
には、小版表示端末２００の位置を基準として、各々の関連ドキュメントに対応する画像
が、その小版表示端末２００の周りに配置されている。図８においては、各々の関連ドキ
ュメントに対応する画像として、「添付ファイル」とか「参照ドキュメント」というよう
に、関連ドキュメントの種別を表記しているが、実際には、それら添付ファイルや参照ド
キュメントの先頭部分の内容の画像が表示されている。よって、利用者は、関連ドキュメ
ントの一部については閲覧し得るが、その全てを図８の表示時点で閲覧することはできな
い。また、小版表示端末２００に表示されている画像であるメールと、各々の関連ドキュ
メント（「添付ファイル」、「参照ドキュメント」）との関係が、矢印画像で結ばれてい
る。利用者は、この矢印画像の矢印の向きなどを見てドキュメント間の相互の関係を知る
。つまり、この矢印画像は、各々のドキュメント間の関連性の種別を識別する画像の一例
である。
【００２４】
　ここで、利用者が、添付ファイル３の内容を詳細に閲覧したいと希望した場合、大版表
示端末１００の表示部１５０に表示された関連図において、添付ファイル３に対応する画
像が表示された位置に小版表示端末２００′を置けばよい。
　図９は、このときの大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示されている画像
を示す図である。図示の通り、この時点では、小版表示端末２００′は、大版表示端末１
００の表示面に置かれただけの状態であり、その小版表示端末２００′の表示面には、な
にも表示されていない。この状態で、小版表示端末２００′に内蔵されたＩＣタグ２４０
から、そのメディアＩＤが大版表示端末１００の検出部１４０によって読み取られる（図
７のステップＳ１１）。このとき、大版表示端末１００の検出部１４０は、大版表示端末
１００の表示面において小版表示端末２００′が置かれた位置を検出し、その位置を表す
位置情報を生成する（ステップＳ１２）。そして、大版表示端末１００の制御部１１０は
、サーバ装置３００に対して、上述した小版表示端末２００′のメディアＩＤ及び位置情
報を、自身のメディアＩＤとともに通信部１２０から送信する。（ステップＳ１３）。
【００２５】
　サーバ装置３００の制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信した大版表示端末
１００のメディアＩＤに基づいて記憶部３３０を検索して、大版表示端末１００に表示さ
れている関連図の関連図データを特定する（ステップＳ１４）。そして、サーバ装置３０
０の制御部３１０は、ステップＳ１３にて取得した位置情報に基づき、関連図データによ
って指定された各関連ドキュメントの表示位置のうち、どの表示位置に小版表示端末２０
０′が置かれたのかを特定する。つまり、制御部３１０は、関連図が表示された大版表示
端末１００の表示面において、小版表示端末２００が置かれた位置を取得する取得手段の
一例として機能する、。また、制御部３１０は、関連図データによって指定された各関連
ドキュメントの表示位置のうち、取得された上記位置に対応する表示位置を特定する位置
特定手段の一例として機能する。
【００２６】
　ここでは、「添付ファイル３」の位置に置かれたことが特定されるから、サーバ装置３
００の制御部３１０は、その「添付ファイル３」のドキュメントＩＤに基づいて、記憶部
３３０から該当する関連ドキュメントを読み出し（ステップＳ１５）、ステップＳ１３に
て受信した小版表示端末２００′のメディアＩＤを宛先として、第１通信部３２０からそ
の関連ドキュメントを送信する（ステップＳ１６）。つまり、制御部３１０は、特定され
た表示位置にその一部が表示されている情報を、小版表示端末２００に送信する情報送信
手段の一例として機能する。
【００２７】
　小版表示端末２００′の制御部２１０は、サーバ装置３００から受信した関連ドキュメ
ントである「添付ファイル３」を表示部２５０に表示する（ステップＳ１７）。
　図１０は、このときの大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示されている画
像を示す図である。図示の通り、小版表示端末２００′には、「添付ファイル３」のドキ
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ュメントの内容が表示されている。この状態で、利用者が操作部２６０を用いて画像のス
クロール操作などを行うと、添付ファイル３の内容が順次表示されることになる。利用者
は、それを見て添付ファイル３の内容を確認する。
【００２８】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　第２実施形態に係る表示システムの構成は、第１実施形態の図１～６と同じである。
　この第２実施形態では、大版表示端末１００の表示面のどの位置に小版表示端末２００
を置くと、どのような種類の関連図が作成されるかが予め決まっている。つまり、大版表
示端末１００の表示面において、小版表示端末２００が置かれた位置に応じて異なる処理
を実行するというものである。
【００２９】
　図１１は、大版表示端末１００の表示面上の各位置と、関連図の種類との関係を示す図
である。図１１において、大版表示端末１００の表示面において、例えば「返信メール」
と表記された位置Ａ１は、返信メールを基準としてその返信メールの関連ドキュメントを
網羅した関連図を表示することを表示システムに指示するための位置である。また、「返
信元メール」と表記された位置Ａ２は、返信元メールを基準としてその返信元メールの関
連ドキュメントを網羅した関連図を表示することを表示システムに指示するための位置で
ある。「添付ファイル」と表記された位置Ａ３は、添付ファイルを基準としてその添付フ
ァイルの関連ドキュメントを網羅した関連図を表示することを表示システムに指示するた
めの位置である。サーバ装置３００の記憶部３３０には、図１１に示したような、表示面
における各位置と処理内容との対応関係が記憶されている。
【００３０】
　図１２は、第２実施形態における動作の一例を示すシーケンス図である。
　図１２において、図７と同じ処理には同じ符号を付している。よって、図７と同じ処理
であるステップＳ１～Ｓ１０までの説明は省略する。
　ステップＳ１０において、大版表示端末１００及び小版表示端末２００には、図１３に
示すような画像が表示されている。ここでは、図８と同じく、小版表示端末２００に表示
されているメールを基準とした関連図が、大版表示端末１００に表示されている。ここで
、利用者が、小版表示端末２００に表示されているメールに対する返信メールを基準とし
た関連図を閲覧することを希望した場合を想定する。この場合、利用者は、図１１に示し
た大版表示端末１００の右上の「返信メール」の位置の上に小版表示端末２００を置けば
よい。
【００３１】
　小版表示端末２００が大版表示端末１００の上に置かれると、小版表示端末２００に内
蔵されたＩＣタグ２４０から、メディアＩＤとドキュメントＩＤが大版表示端末１００の
検出部１４０によって読み取られる（ステップＳ２１）。このとき、大版表示端末１００
の検出部１４０は、表示面において小版表示端末２００が置かれた位置を検出し、その位
置を表す位置情報を生成する（ステップＳ２２）。そして、大版表示端末１００の制御部
１１０は、サーバ装置３００に対して、上述した小版表示端末２００のメディアＩＤ、ド
キュメントＩＤ及び位置情報を、記憶部１３０に記憶されている自身のメディアＩＤとと
もに、通信部１２０から送信する。（ステップＳ２３）。
【００３２】
　サーバ装置３００の制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信した位置情報に基
づき、小版表示端末２００が大版表示端末１００の表示面の位置Ａ１～Ａ３のうちのどこ
に置かれたのかを特定する。ここでは、「返信メール」に対応する位置Ａ１に置かれてい
るから、制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信したドキュメントＩＤに基づい
てドキュメントＩＤ対応表を検索して、小版表示端末２００に表示されているメールに対
する返信メールのドキュメントＩＤを検索する。そして、制御部３１０は、その返信メー
ルのドキュメントＩＤに基づいて、ドキュメントＩＤ対応表３３２の「関連種別」などを
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参照しながら、上記返信メールを基準とした関連図を表す関連図データを作成する。そし
て、制御部３１０は、ステップＳ７にて第１通信部３２０によって受信した大版表示端末
１００のメディアＩＤと対応付けて、その関連図データを記憶部３３０に記憶する（ステ
ップＳ２４）。そして、サーバ装置３００の制御部３１０は、大版表示端末１００のメデ
ィアＩＤを宛先として、その関連図データを送信する（ステップＳ２５）。大版表示端末
１００の制御部１１０は、サーバ装置３００から受信した関連図データに基づいて、関連
図を表示部１５０に表示する（ステップＳ２６）。
【００３３】
　図１４は、このときの大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示されている画
像を示す図である。図示の通り、小版表示端末２００には、メールの内容が表示されたま
まであるが、大版表示端末１００には、そのメールに対する返信メールを基準とした関連
図を表す関連図が表示されている。利用者は、それを見て返信メールに関連する関連ドキ
ュメントの存在と各ドキュメント間の関係を確認する。
【００３４】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　第３実施形態に係る表示システムの構成は、第１実施形態の図１～６と同じである。
　この第３実施形態では、大版表示端末１００の表示面にて小版表示端末２００が置かれ
る位置によって、表示システムに対する処理の指示が決まる。つまり、第２実施形態と同
じく、大版表示端末１００の表示面において、小版表示端末２００が置かれた位置に応じ
て異なる処理を実行するというものである。
【００３５】
　図１５は、大版表示端末１００の表示面上の各位置に割り当てられた識別情報を例示し
た図である。そして、図１６は、大版表示端末１００の表示面上の各位置に割り当てられ
た識別情報と、表示システムに対する処理の指示の内容との関係を示す図である。図１６
において、例えば大版表示端末１００の表示面における位置ａ１に小版表示端末２００を
置くと、そのときに小版表示端末２００に表示されている画像を大版表示端末１００にお
いて拡大表示するよう、表示システムに指示することになる。また、大版表示端末１００
の表示面における位置ａ３に小版表示端末２００を置くと、そのときに小版表示端末２０
０に表示されている画像の履歴を大版表示端末１００において表示するよう、表示システ
ムに指示することになる。また、大版表示端末１００の表示面における位置ｂ４に小版表
示端末２００を置くと、そのときに大版表示端末１００に表示されている関連図を大版表
示端末１００の記憶部１３０に記憶するよう、表示システムに指示することになる。また
、大版表示端末１００の表示面における位置ｃ４に小版表示端末２００を置くと、そのと
きに大版表示端末１００に表示されている関連図を消去するよう、表示システムに指示す
ることになる。サーバ装置３００の記憶部３３０には、図１６に示したような、表示面に
おける各位置と処理内容との対応関係が記憶されている。
【００３６】
　図１７は、第３実施形態における動作の一例を示すシーケンス図である。
　図１７において、図７と同じ処理には同じ符号を付している。よって、図７と同じ処理
であるステップＳ１～Ｓ１０までの説明は省略する。
　ステップＳ１０にて図８のような関連図が表示されている状態で、利用者が、小版表示
端末２００に表示されているメールの内容を拡大した画像を見たい場合、大版表示端末１
００の表示面の位置ａ１に小版表示端末２００を置く。小版表示端末２００が大版表示端
末１００の上に置かれると、小版表示端末２００′に内蔵されたＩＣタグ２４０から、メ
ディアＩＤが大版表示端末１００の検出部１４０によって読み取られる（ステップＳ３１
）。このとき、大版表示端末１００の検出部１４０は、小版表示端末２００が置かれた位
置を検出し、その位置を表す位置情報を生成する（ステップＳ３２）。そして、大版表示
端末１００の制御部１１０は、サーバ装置３００に対して、上述した小版表示端末２００
のメディアＩＤ及び位置情報を、自身のメディアＩＤとともに通信部１２０から送信する
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。（ステップＳ３３）。
【００３７】
　サーバ装置３００の制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信したメディアＩＤ
と位置情報から、大版表示端末１００の表示面のどの位置に小版表示端末２００が置かれ
たのかを特定する。この場合は、表示面において「拡大表示」に対応する位置ａ１に置か
れたことを特定する。サーバ装置３００の制御部３１０は、特定された位置に対応する処
理内容に従う。つまり、制御部３１０は、受信したドキュメントＩＤが割り当てられてい
るメールを記憶部３３０にて検索し、それを拡大した画像を表す表示データを作成し（ス
テップＳ３４）、第１通信部３２０から大版表示端末１００に送信する（ステップＳ３５
）。大版表示端末１００の制御部１１０は、サーバ装置３００から受信した表示データに
基づいた画像を表示部１５０に表示する（ステップＳ３６）。利用者は、小版表示端末２
００の表示内容を拡大したものを大版表示端末１００にて閲覧する。このとき、図８に示
した小版表示端末２００が、大版表示端末１００に表示された画像の視認の邪魔になるよ
うであれば、利用者はその小版表示端末２００を大版表示端末１００の表示面から離せば
よい。
【００３８】
　なお、上記の動作は、「拡大表示」の例であったので、サーバ装置３００の制御部３１
０は、受信したメディアＩＤの小版表示端末２００に表示されているメールを拡大した画
像を表す表示データを作成して大版表示端末１００に送信し、大版表示端末１００の制御
部１１０は、この表示データに基づいた画像を表示部１５０に表示していた。ただし、こ
の処理の内容は、小版表示端末２００が置かれた位置に応じて異なる。例えば、小版表示
端末２００が置かれた位置が位置ｂ４であれば、サーバ装置３００の制御部３１０は、ス
テップＳ３４乃至Ｓ３５にて、関連図データを記憶部１３０に記憶するよう大版表示端末
１００に指示し、ステップＳ３６にて、大版表示端末１００の制御部１１０は、その指示
に応じて関連図データを記憶部１３０に記憶する。また、小版表示端末２００が置かれた
位置が位置ｃ４であれば、サーバ装置３００の制御部３１０は、ステップＳ３４乃至Ｓ３
５にて、関連図を表示部１５０から消去するよう大版表示端末１００に指示し、ステップ
Ｓ３６にて、大版表示端末１００の制御部１１０は、その指示に応じて関連図を表示部１
５０から消去する。
【００３９】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。
　第４実施形態は、サーバ装置３００によって作成された関連図の表示サイズが、大版表
示端末１００の表示面のサイズよりも大きい場合の例である。
　第４実施形態に係る表示システムの構成は、第１実施形態の図１～６と同じである。
　図１８は、第４実施形態における動作の一例を示すシーケンス図である。また、図１９
は、大版表示端末１００及び小版表示端末２００、２００′、２００′′に表示される画
像の例を示す図である。
　図１８において、図７と同じ処理には同じ符号を付している。よって、図７と同じ処理
であるステップＳ１～Ｓ８までの説明は省略する。
【００４０】
　図１８において、サーバ装置３００の制御部３１０は、ステップＳ８にて関連図を作成
したあと、その関連図が大版表示端末１００に表示されたときに要する表示領域の大きさ
を計算によって求める。そして、制御部３１０は、予め記憶部３３０に記憶されている大
版表示端末１００の表示面の表示領域の大きさ（閾値）を超えるか否かを判断する（ステ
ップＳ４１）。超えない場合には（ステップＳ４１；ＮＯ）、制御部３１０は、図７のス
テップＳ９以降の処理に移行する。一方、超えた場合には（ステップＳ４１；ＹＥＳ）、
制御部３１０は、第１実施形態のときとは異なるレイアウト決定アルゴリズムに従って、
関連図データを再作成する（ステップＳ４２）。つまり、サーバ装置３００の制御部３１
０は、大版表示端末１００の表示面における各関連ドキュメントの配置を決め、この配置
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に従って関連図を表す関連図データを作成し、第１通信部３２０によって受信した大版表
示端末１００のメディアＩＤと対応付けて記憶部３３０に記憶する。そして、サーバ装置
３００の制御部３１０は、ステップＳ７にて送信されてきた大版表示端末１００のメディ
アＩＤを宛先として、その関連図データを送信する（ステップＳ４３）。大版表示端末１
００の制御部１１０は、サーバ装置３００から受信した関連図データに基づいて、関連図
を表示部１５０に表示する（ステップＳ４４）。
【００４１】
　図１９は、このときの大版表示端末１００及び小版表示端末２００に表示されている画
像を示す図である。
　大版表示端末１００の表示面に置かれている小版表示端末２００には、メールの内容が
表示されている。一方、大版表示端末１００にもメールの内容が表示されており、さらに
、大版表示端末１００の表示面の端部には、関連ドキュメントが存在することを示す画像
Ｄ１～Ｄ５が表示されている。この画像Ｄ１～Ｄ５には、関連ドキュメントである例えば
２つの添付ファイル及び３つの参照ドキュメントの各々に割り当てられた番号１～５がそ
れぞれ含まれている。
【００４２】
　番号１，２の画像Ｄ１，Ｄ２は、添付ファイルに割り当てられたものであり、番号３，
４，５の画像Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５は、参照ドキュメントに割り当てられたものである。画像
Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５の位置は、それぞれに対応する参照ドキュメントへのリンクが記述され
ている位置に応じた位置となっている。例えば画像Ｄ３の位置から図中左方向に進むと，
その画像Ｄ３のに対応する参照ドキュメントへのリンクが記述されていることになる。一
方、番号１，２の画像Ｄ１，Ｄ２は、メール全体に添付された添付ファイルに割り当てら
れたものであるから、画像Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５とは異なり、メール中の位置とは特に関連し
ていない。なお、大版表示端末１００にはメールの内容が表示されているから、小版表示
端末２００が、大版表示端末１００に表示されたメールの内容の視認の邪魔になるような
場合には、利用者は小版表示端末２００を大版表示端末１００の表示面から離せばよい。
【００４３】
　ここで、利用者が関連ドキュメント１を見たいと希望した場合には、小版表示端末２０
０′を、図１９で示すところの画像Ｄ１の位置に置く。そうすると、小版表示端末２００
′に内蔵されたＩＣタグ２４０から、メディアＩＤが大版表示端末１００の検出部１４０
によって読み取られる（図１８のステップＳ４５）。このとき、大版表示端末１００の検
出部１４０は、小版表示端末２００′が置かれた位置を検出し、その位置を表す位置情報
を生成する（ステップＳ４６）。そして、大版表示端末１００の制御部１１０は、サーバ
装置３００に対して、上述した小版表示端末２００′のメディアＩＤ及び位置情報を、自
身のメディアＩＤとともに通信部１２０から送信する。（ステップＳ４７）。
【００４４】
　サーバ装置３００の制御部３１０は、第１通信部３２０によって受信した大版表示端末
１００のメディアＩＤに基づいて記憶部３３０を検索して、大版表示端末１００に表示さ
れている関連図の関連図データを特定する（ステップＳ４８）。そして、サーバ装置３０
０の制御部３１０は、ステップＳ４７にて受信した位置情報に基づき、大版表示端末１０
０が表示している関連図のどの位置に小版表示端末２００′が置かれたのかを特定する。
ここでは、関連ドキュメント４の位置に置かれたことが特定されるから、サーバ装置３０
０の制御部３１０は、その関連ドキュメント４のドキュメントＩＤに基づいて、記憶部３
３０から該当する関連ドキュメントを読み出し（ステップＳ４９）、ステップＳ４７にて
受信した小版表示端末２００′のメディアＩＤを宛先として、第１通信部３２０から送信
する（ステップＳ５０）。小版表示端末２００′の制御部２１０は、サーバ装置３００か
ら受信した関連ドキュメントである関連ドキュメント４を表示部２５０に表示する（ステ
ップＳ５１）。
【００４５】
　図２０は、上記と同様の手順で小版表示端末２００，２００′，２００′′が順次、大
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版表示端末１００に置かれたときに、これら小版表示端末２００，２００′，２００′′
に表示される画像を示す図である。図示の通り、小版表示端末２００，２００′，２００
′′には、関連ドキュメントの内容がそれぞれ表示されており、この状態で、利用者が各
小版表示端末２００，２００′，２００′′の操作部２６０を用いて画像のスクロール操
作などを行うと、各関連ドキュメントの内容が順次表示されることになる。
【００４６】
＜変形例＞
　上記実施形態を次のように変形してもよい。また、以下の各変形例を互いに組み合わせ
て実施してもよい。
＜変形例１＞
　第１～第４実施形態の説明で示した関連図のレイアウトは例示に過ぎない、関連図は、
或る情報に関連する関連情報の存在と、これらの情報間の関係とが分かるものであればよ
い。
　また、第１～第４実施形態の大版表示端末１００及び小版表示端末２００は、コレステ
リック液晶表示素子を用いた表示手段を備えた表示装置であったが、表示手段の構成はこ
れに限らない。
　また、第１～第４実施形態では、大版表示端末１００及び小版表示端末２００のそれぞ
れが個別にサーバ装置と通信を行うことが可能であったが、大版表示端末１００及び小版
表示端末２００の通信手段はこれに限らない。例えば小版表示端末２００が大版表示端末
１００を介してサーバ装置と通信を行うとか、大版表示端末１００が小版表示端末２００
を介してサーバ装置と通信を行うというように、別の装置を介してサーバ装置と通信を行
うような形態でもよい。本発明においては、このように別の装置を介してサーバ装置と通
信を行う形態であっても、大版表示端末１００及び小版表示端末２００はサーバ装置と通
信を行う手段を有しているものとする。
【００４７】
＜変形例２＞
　第３実施形態において、図１７のステップＳ３１～Ｓ３６の動作に関しては、次のよう
にしてもよい。表示面における各位置と処理内容との対応関係（図１６）は、サーバ装置
３００の記憶部３３０に記憶されているのではなく、大版表示端末１００の記憶部１３０
に記憶されている。そして、大版表示端末１００の制御部１１０は、検出部１４０が小版
表示端末２００の置かれた位置を表す位置情報を生成すると、表示面のどの位置に小版表
示端末２００が置かれたのかを特定する。次いで、サーバ装置３００の制御部３１０は、
特定された位置に対応する処理内容を特定し、特定した処理内容を、小版表示端末２００
のメディアＩＤ、ドキュメントＩＤ及び位置情報、及び、記憶部１３０に記憶されている
自身のメディアＩＤとともに、通信部１２０から送信する。サーバ装置３００の制御部３
１０は、上記処理内容に従い、例えば、受信したメディアＩＤの小版表示端末２００に表
示されているメールを記憶部３３０にて検索し、それを拡大した画像を表す表示データを
作成し、第１通信部３２０から大版表示端末１００に送信する。大版表示端末１００の制
御部１１０は、サーバ装置３００から受信した表示データに基づいた画像を表示部１５０
に表示する。
【００４８】
＜変形例３＞
　第４実施形態の動作説明では、３つの小版表示端末２００、２００′、２００′′を用
いて、それぞれに関連ドキュメント１、４、５を表示したが、１つの小版表示端末２００
を用いて、時系列的に、最初は「１」の印の上に置いて関連ドキュメント１を表示し、次
に「４」の印の上に置いて関連ドキュメント４を表示し、最後に「５」の印の上に置いて
関連ドキュメント５を表示するという手順でもよい。
【００４９】
＜変形例４＞
　図８の説明において、関連図には、添付ファイルや参照ドキュメントなどの関連ドキュ
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メントの先頭部分の内容の画像が表示されていると説明したが、関連ドキュメントに割り
当てられた何らかの識別子が表示されるものであってもよい。関連ドキュメントの識別子
とは、前述したドキュメントＩＤでもよいし、例えば「添付ファイル１」、「添付ファイ
ル２」・・・とか、「参照ドキュメント１」、「参照ドキュメント２」・・・というもの
であってもよい。つまり、関連図は、互いに関連する各々の情報の一部または各々の当該
情報に割り当てられた識別子が配置されたものであればよく、関連図データは、互いに関
連する各々の情報の一部または各々の当該情報に割り当てられた識別子が表示されるの表
示位置を指定するデータであればよい。
【００５０】
＜変形例５＞
　第１の表示装置である大版表示端末１００の表示面は、第２の表示装置である小版表示
端末２００の表示面よりも大きいものであったが、両者の大小関係は必ずしもそうである
必要はなく、両者が同じでもよい。また、場合によっては、大版表示端末１００の表示面
は、第２の表示装置である小版表示端末２００の表示面よりも小さくてもよい。
【００５１】
＜変形例６＞
　制御部１１０、２１０，３１０のＣＰＵがそれぞれ実行するプログラムは、磁気テープ
、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光記録媒体、光磁気記録媒体、ＣＤ（Compact 
Disk）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＲＡＭなどの記録媒体に記録した状態で提
供し得る。また、図７，１２，１６，１７に示した各処理は、制御部１１０、２１０，３
１０のＣＰＵ以外の構成、例えば専用のプロセッサなどが行ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】第１実施形態に係る全体構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る大版表示端末の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態に係る小版表示端末の構成を示すブロック図である。
【図４】第１実施形態に係るサーバ装置の構成を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係るメディアＩＤ対応表の内容の一例を示す図である。
【図６】第１実施形態に係るドキュメントＩＤ対応表の構成例を示す図である。
【図７】第１実施形態に係るシーケンス図である。
【図８】第１実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【図９】第１実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【図１０】第１実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【図１１】第２実施形態における大版表示端末の表示面の位置と、関連ドキュメントとの
対応関係を示す図である。
【図１２】第２実施形態に係わるシーケンス図である。
【図１３】第２実施形態に係るシーケンス図である。
【図１４】第２実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【図１５】第３実施形態において、大版表示端末１００の表示面上の各位置に割り当てら
れた識別情報を例示した図である。
【図１６】第３実施形態における大版表示端末の表示面の位置と、処理の内容との対応関
係を示す図である。
【図１７】第３実施形態に係わるシーケンス図である。
【図１８】第４実施形態に係わるシーケンス図である。
【図１９】第４実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【図２０】第４実施形態において表示される画像の例を示す図である。
【符号の説明】
【００５３】
１…表示システム、１００…大版表示端末、２００…小版表示端末、３００…サーバ装置
。
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