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(57)【要約】
【課題】本体表示部の表示領域が外部表示装置の表示領
域より小さい場合でも、利用者が正確かつ容易に画面操
作を行えるように支援する。
【解決手段】領域情報記憶手段１５は、本体表示部１２
と外部表示装置２の表示領域の情報を記憶する。画面デ
ータ生成手段１６は、表示すべきコンテンツを取得し、
外部表示装置２の表示領域に応じた画面データを生成す
る。全体表示手段１７は、画面データを本体表示部１２
の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、部分領域
の範囲と当該部分領域を識別する識別子との対応関係を
示す領域表示データを付加して、外部表示装置２に表示
させる。部分表示手段１８は、入力部１１から識別子が
入力されると、画面データから入力された識別子に対応
する部分領域の範囲を抽出して、本体表示部１２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】
　入力部と本体表示部と前記本体表示部より表示領域が大きい外部表示装置を接続可能な
接続部とを備えた、コンピュータの機能を有する携帯端末装置に、前記本体表示部と前記
外部表示装置とに表示する内容を制御させる表示制御プログラムにおいて、
　前記携帯端末装置を、
　前記本体表示部および前記外部表示装置の表示領域の情報を記憶する領域情報記憶手段
、
　表示すべきコンテンツを取得すると、前記領域情報記憶手段を参照して、前記外部表示
装置の表示領域に応じた画面データを生成する画面データ生成手段、
　前記画面データ生成手段が生成した前記画面データを、前記領域情報記憶手段を参照し
て、前記本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、前記部分領域の範囲と
当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領域表示データを前記画面データに付
加して、前記接続部に接続された前記外部表示装置に表示させる全体表示手段、
　前記入力部から前記識別子の入力を受け付けると、前記画面データ生成手段が生成した
前記画面データから、入力された前記識別子に対応する前記部分領域の範囲を抽出して、
前記本体表示部に表示させる部分表示手段、
　として機能させることを特徴とする表示制御プログラム。
【請求項２】
　前記識別子は、表示領域内における横方向の位置を示す符号と縦方向の位置を示す符号
とで構成されており、
　前記全体表示手段は、表示領域の横方向の辺と縦方向の辺とにそれぞれの方向の位置を
示す符号を表示するデータを、前記領域表示データとして前記画面データに付加する、
　ことを特徴とする請求項１記載の表示制御プログラム。
【請求項３】
　前記入力部は、それぞれに符号が割り当てられた複数の入力キーを備えており、
　前記全体表示手段は、前記入力部が備える前記入力キーの配置と対応するように、それ
ぞれの前記部分領域に対して前記識別子として符号を割り当てる、
　ことを特徴とする請求項１記載の表示制御プログラム。
【請求項４】
　前記全体表示手段は、前記部分表示手段が前記画面データの一部を前記本体表示部に表
示させると、前記本体表示部に表示されている範囲を強調する強調表示データを前記画面
データに更に付加して、前記外部表示装置に表示させることを特徴とする請求項１記載の
表示制御プログラム。
【請求項５】
　前記携帯端末装置を、更に、
　前記入力部から拡大指示の入力を受け付けると、前記部分表示手段が前記本体表示部に
表示させた範囲の前記画面データから、前記外部表示装置の表示領域に応じて拡大した拡
大画面データを生成し、前記外部表示装置に表示させる拡大表示手段、
　として機能させることを特徴とする請求項１記載の表示制御プログラム。
【請求項６】
　入力部と本体表示部と前記本体表示部より表示領域が大きい外部表示装置を接続可能な
接続部とを備え、前記本体表示部と前記外部表示装置とに表示する内容を制御可能な携帯
端末装置において、
　前記本体表示部および前記外部表示装置の表示領域の情報を記憶する領域情報記憶手段
と、
　表示すべきコンテンツを取得すると、前記領域情報記憶手段を参照して、前記外部表示
装置の表示領域に応じた画面データを生成する画面データ生成手段と、
　前記画面データ生成手段が生成した前記画面データを、前記領域情報記憶手段を参照し
て、前記本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、前記部分領域の範囲と
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当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領域表示データを前記画面データに付
加して、前記接続部に接続された前記外部表示装置に表示させる全体表示手段と、
　前記入力部から前記識別子の入力を受け付けると、前記画面データ生成手段が生成した
前記画面データから、入力された前記識別子に対応する前記部分領域の範囲を抽出して、
前記本体表示部に表示させる部分表示手段と、
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示制御プログラムおよび携帯端末装置に関し、特に本体表示部と外部表示装
置とに表示する内容を制御する表示制御プログラムおよび携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、文字や画像を表示する表示装置の製造技術が飛躍的に進歩し、さまざまな種類の
表示装置が開発されている。例えば、描画速度が高く動画の表示に適しているもの、表示
領域が大きく高精細なもの、軽量で持ち運びに適しているものなどがある。また、電源切
断後も表示内容が保持される不揮発性の表示装置も存在する。このような多種多様な表示
装置は、使用目的に応じて使い分けられている。
【０００３】
　ここで、携帯電話機やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ラップトップ型コンピ
ュータなどの携帯端末装置は、持ち運びが容易なように、小型で軽量な本体表示部を備え
ている。一方で、大きい表示領域にコンテンツを表示したい場合や第三者にコンテンツを
見せる場合に、外部表示装置を携帯端末装置に接続して使用することも行われている。こ
の場合、利用者は携帯端末装置を操作してコンテンツを選択し、本体表示部と外部表示装
置とにコンテンツを表示させる。また、利用者は携帯端末装置を更に操作して、表示中の
コンテンツと関連付けられている他のコンテンツを表示させることもできる。
【０００４】
　しかし、本体表示部の表示領域が外部表示装置の表示領域よりも小さい場合、画面操作
の利便性が低下するという問題がある。すなわち、外部表示装置の表示領域に合わせて画
面データを生成すると、生成した画面データをそのまま本体表示部に表示することはでき
ない。このため、本体表示部には、縮小画面を表示するか、画面データの一部だけを表示
することになる。縮小画面を表示した場合、表示される文字も小さくなり、操作対象の項
目を肉眼で特定することが困難となる。また、画面データの一部だけを表示した場合、操
作対象の項目が本体表示部の表示範囲内になるように画面をその都度スクロールする必要
がある。なぜならば、通常の携帯端末装置では、本体表示部の表示範囲内にある項目しか
操作できないからである。
【０００５】
　これに対し、操作対象となり得る項目それぞれに符号を付与しておき、符号を入力する
だけで操作を行えるようにする技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。例えば
、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）文書中の全てのハイパーリンクに数字を割り
当てておき、数字が入力されると、入力された数字に対応するハイパーリンクを辿って表
示内容を切り替える。この技術を応用することで、本体表示部の表示内容にかかわらず、
外部表示装置の画面を見て画面操作を行うことができ、利用者の操作負担を軽減すること
ができる。
【特許文献１】特開平１０－３９９８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の技術では、利用者の操作ミスが発生しやすいと
いう問題がある。なぜならば、操作入力を行うための入力部と操作対象の項目を確認する
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ための外部表示装置とが離れた位置にあるからである。一方、利用者の操作ミスを防止す
るという点では、入力部のすぐ近くにある本体表示部を見ながら操作を行えることが好ま
しい。
【０００７】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、本体表示部の表示領域が外部表示
装置の表示領域より小さい場合でも、利用者が正確かつ容易に画面操作を行えるように支
援する表示制御プログラムおよび携帯端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では上記課題を解決するために、図１に示す表示制御プログラムが提供される。
本発明に係る表示制御プログラムは、入力部１１と本体表示部１２と本体表示部１２より
表示領域が大きい外部表示装置２を接続可能な接続部１３とを備えた、コンピュータの機
能を有する携帯端末装置１０に実行させることで、本体表示部１２と外部表示装置２とに
表示する内容を制御させるものである。本発明に係る表示制御プログラムを実行する携帯
端末装置１０は、領域情報記憶手段１５、画面データ生成手段１６、全体表示手段１７お
よび部分表示手段１８を有する。領域情報記憶手段１５は、本体表示部１２および外部表
示装置２の表示領域の情報を記憶する。画面データ生成手段１６は、表示すべきコンテン
ツを取得すると、領域情報記憶手段１５を参照して、外部表示装置２の表示領域に応じた
画面データを生成する。全体表示手段１７は、画面データ生成手段１６が生成した画面デ
ータを、領域情報記憶手段１５を参照して、本体表示部１２の表示領域に応じて複数の部
分領域に区分し、部分領域の範囲と当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領
域表示データを画面データに付加して、接続部１３に接続された外部表示装置２に表示さ
せる。部分表示手段１８は、入力部１１から識別子の入力を受け付けると、画面データ生
成手段１６が生成した画面データから、入力された識別子に対応する部分領域の範囲を抽
出して、本体表示部１２に表示させる。
【０００９】
　このような表示制御プログラムを実行する携帯端末装置１０によれば、画面データ生成
手段１６により、外部表示装置２の表示領域に応じた画面データが生成される。次に、全
体表示手段１７により、生成された画面データが本体表示部１２の表示領域に応じて複数
の部分領域に区分され、部分領域の範囲と当該部分領域を識別する識別子との対応関係を
示す領域表示データが付加されて、外部表示装置２に表示される。そして、入力部１１か
ら識別子が入力されると、部分表示手段１８により、画面データから入力された識別子に
対応する部分領域の範囲が抽出されて、本体表示部１２に表示される。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、入力部と本体表示部と本体表示部より表示領域が大
きい外部表示装置を接続可能な接続部とを備え、本体表示部と外部表示装置とに表示する
内容を制御可能な携帯端末装置において、本体表示部および外部表示装置の表示領域の情
報を記憶する領域情報記憶手段と、表示すべきコンテンツを取得すると、領域情報記憶手
段を参照して、外部表示装置の表示領域に応じた画面データを生成する画面データ生成手
段と、画面データ生成手段が生成した画面データを、領域情報記憶手段を参照して、本体
表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、部分領域の範囲と当該部分領域を識
別する識別子との対応関係を示す領域表示データを画面データに付加して、接続部に接続
された外部表示装置に表示させる全体表示手段と、入力部から識別子の入力を受け付ける
と、画面データ生成手段が生成した画面データから、入力された識別子に対応する部分領
域の範囲を抽出して、本体表示部に表示させる部分表示手段と、を有することを特徴とす
る携帯端末装置が提供される。
【００１１】
　このような携帯端末装置によれば、画面データ生成手段により、外部表示装置の表示領
域に応じた画面データが生成される。次に、全体表示手段により、生成された画面データ
が本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分され、部分領域の範囲と当該部分
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領域を識別する識別子との対応関係を示す領域表示データが付加されて、外部表示装置に
表示される。そして、入力部から識別子が入力されると、部分表示手段により、画面デー
タから入力された識別子に対応する部分領域の範囲が抽出されて、本体表示部に表示され
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、外部表示装置の表示領域を本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域
に区分し、それぞれの部分領域に識別子を割り当てると共に、入力された識別子に対応す
る部分領域の範囲の画面データを本体表示部に表示することとした。これにより、利用者
は画面のスクロールを行わなくても、操作対象の項目を含む範囲の画面データを瞬時に本
体表示部に表示させることができる。また、利用者はその後、本体表示部の画面を見なが
ら操作を行うことができ、操作ミスを確実に減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。まず、本実施の形態の概要につ
いて説明し、その後、本実施の形態の具体的な内容を説明する。
　図１は、本実施の形態の概要を示す図である。図１に示す携帯端末装置１０は、入力部
１１、本体表示部１２、接続部１３、コンテンツ記憶手段１４、領域情報記憶手段１５、
画面データ生成手段１６、全体表示手段１７および部分表示手段１８を有する。接続部１
３には、本体表示部１２より表示領域が大きい外部表示装置２が接続されている。
【００１４】
　入力部１１は、利用者の操作入力を受け付ける入力装置である。入力部１１は、数字が
割り当てられた入力キーや上下左右の方向が割り当てられたスクロールキーを備えている
。利用者によっていずれかのキーが押されると、入力部１１は、押されたキーを示す信号
を部分表示手段１８に入力する。
【００１５】
　本体表示部１２は、携帯端末装置１０がその一部として備えている表示装置である。本
体表示部１２は、例えば、小型で軽量な液晶ディスプレイである。本体表示部１２は、部
分表示手段１８から画面データを受け取ると、次の画面データを受け取るまでの間、その
内容を表示する。
【００１６】
　接続部１３は、外部の装置とデータの入出力を行うためのインタフェースである。接続
部１３は、外部表示装置２が接続されているときに全体表示手段１７から画面データを受
け取ると、受け取った画面データを外部表示装置２に対して出力する。なお、当該接続部
１３は、外部表示装置２との通信を可能とするインタフェースであればよく、ケーブルに
よる接続、無線通信による接続等、その接続の形態については問わない。
【００１７】
　コンテンツ記憶手段１４には、表示すべきコンテンツのファイルが格納されている。コ
ンテンツは、例えば、ＨＴＭＬ文書や静止画像などである。携帯端末装置１０は、利用者
の操作入力に応答して、表示すべきコンテンツのファイルを予めコンテンツ記憶手段１４
に格納しておく。
【００１８】
　領域情報記憶手段１５には、本体表示部１２および外部表示装置２の表示領域の情報が
格納されている。具体的には、本体表示部１２および外部表示装置２それぞれについて、
表示領域の横方向の画素数と縦方向の画素数とを示す情報が格納されている。なお、接続
部１３に接続される可能性がある外部表示装置が複数ある場合、領域情報記憶手段１５に
は、それぞれの外部表示装置の表示領域の情報が格納される。
【００１９】
　画面データ生成手段１６は、コンテンツ記憶手段１４から表示すべきコンテンツのファ
イルを取得する。そして、画面データ生成手段１６は、領域情報記憶手段１５を参照して
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、外部表示装置２の表示領域に応じた画面データを生成する。すなわち、外部表示装置２
の縦方向および横方向の画素数に合った大きさの画面データを生成する。
【００２０】
　全体表示手段１７は、画面データ生成手段１６が生成した画面データを取得する。次に
、全体表示手段１７は、領域情報記憶手段１５を参照して、取得した画面データを本体表
示部１２の表示領域に応じて複数の部分領域に区分する。例えば、外部表示装置２の表示
領域の大きさが本体表示部１２の表示領域の大きさの４倍である場合、４つの部分領域に
区分する。
【００２１】
　そして、全体表示手段１７は、それぞれの部分領域の範囲とその部分領域を識別する識
別子との対応関係を示す領域表示データを画面データに付加する。例えば、それぞれの部
分領域内に、その部分領域の相対位置を示す座標値を付加する。その後、全体表示手段１
７は、接続部１３に対して画面データを出力する。これにより、それぞれの部分領域を識
別する識別子が付与された画面が、外部表示装置２に表示される。
【００２２】
　部分表示手段１８は、外部表示装置２に表示されている識別子のいずれか１つを示す信
号が入力部１１から入力されると、画面データ生成手段１６が生成した画面データを取得
する。そして、部分表示手段１８は、入力された識別子に対応する部分領域の範囲の画面
データを抽出し、本体表示部１２に対して出力する。
【００２３】
　ここで、外部表示装置２の表示領域の大きさが本体表示部１２の表示領域の大きさの４
倍であるとする。また、全体表示手段１７が、画面データ生成手段１６が生成した画面デ
ータを４つの部分領域に区分し、左上、右上、左下、右下の部分領域にそれぞれ識別子“
１１”、“１２”、“２１”、“２２”を割り当てたとする。このとき、利用者が外部表
示装置２の画面を見て入力部１１を操作し、識別子“２２”を入力すると、本体表示部１
２に、外部表示装置２の表示領域の右下に表示されている内容が表示される。
【００２４】
　このような携帯端末装置１０によれば、画面データ生成手段１６により、接続部１３に
接続された外部表示装置２の表示領域に応じた画面データが生成される。次に、全体表示
手段１７により、生成された画面データが本体表示部１２の表示領域に応じて複数の部分
領域に区分され、部分領域の範囲と当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領
域表示データが付加されて、外部表示装置２に表示される。そして、入力部１１から識別
子が入力されると、部分表示手段１８により、画面データから入力された識別子に対応す
る部分領域の範囲が抽出されて、本体表示部１２に表示される。
【００２５】
　これにより、利用者は画面のスクロール操作を行わなくても、操作対象の項目を含む範
囲を瞬時に本体表示部１２に表示させることができる。また、利用者はその後、本体表示
部１２の画面を見ながら操作を行うことができ、操作ミスを確実に減らすことができる。
【００２６】
　以下、本実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
　［第１の実施の形態］
　図２は、本実施の形態のシステム構成を示す図である。本実施の形態に係るコンテンツ
配信システムは、携帯電話機がＷＷＷサーバからネットワーク経由でコンテンツを取得し
、携帯電話機に接続された電子ペーパーに表示させるものである。
【００２７】
　図２に示すコンテンツ配信システムは、携帯電話機１００、ＷＷＷサーバ２００、電子
ペーパー３１，３２，３３、通信基地局４０およびネットワーク５０で構成される。ＷＷ
Ｗサーバ２００と通信基地局４０とは、ネットワーク５０に接続されており、相互に通信
が可能である。また、通信基地局４０と携帯電話機１００とは、相互に無線通信が可能で
ある。携帯電話機１００には、通信ケーブルを用いて、電子ペーパー３１，３２，３３の
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いずれか１つを接続することができる。
【００２８】
　電子ペーパー３１，３２，３３は、電源切断後も表示内容が保持される不揮発性の表示
装置である。電子ペーパー３１，３２，３３は、携帯電話機１００から画像データが入力
されると、その内容を表示領域に表示する。表示内容は、次に画像データが入力されるま
での間、保持される。ただし、電子ペーパー３１，３２，３３は、描画速度が比較的低速
であるため、動画像の表示には適していない。なお、電子ペーパー３１，３２，３３は、
互いに種類が異なり、表示領域の大きさに違いがある。
【００２９】
　携帯電話機１００は、入力装置、小型の表示装置および無線通信を行うためのアンテナ
を備えている。また、携帯電話機１００は、コンピュータの機能を備えており、任意のプ
ログラムを実行することができる。例えば、携帯電話機１００は、通信基地局４０および
ネットワーク５０を介して、ＷＷＷサーバ２００からＨＴＭＬ文書や画像などのコンテン
ツを取得し、表示することができる。また、ＷＷＷサーバ２００からプログラムを取得し
、実行することもできる。
【００３０】
　ＷＷＷサーバ２００は、コンテンツやプログラムのファイルを保持し配信するサーバコ
ンピュータである。ＷＷＷサーバ２００は、ネットワーク５０を介してファイル取得要求
が入力されると、指定されたファイルを、ファイル取得要求の要求元に送信する。
【００３１】
　ここで、携帯電話機１００の利用者が、電子ペーパー３１，３２，３３にコンテンツを
表示させる手順について説明する。まず、利用者は携帯電話機１００を操作して、ＷＷＷ
サーバ２００から、電子ペーパー３１，３２，３３の表示制御を行うプログラムを取得す
る。次に、利用者は携帯電話機１００を操作して、表示制御を行うプログラムを実行させ
ると共に、表示すべきコンテンツのアドレスを指定する。すると、携帯電話機１００は、
指定されたアドレスに対応するコンテンツをＷＷＷサーバ２００から取得し、取得したコ
ンテンツを、接続されている電子ペーパーに表示する。
【００３２】
　図３は、携帯電話機のハードウェア構成を示す図である。携帯電話機１００は、ＣＰＵ
（Central Processing Unit）１０１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ１０１
には、バス１０８を介してＲＡＭ（Random Access Memory）１０２、ＥＥＰＲＯＭ（Elec
tronically Erasable and Programmable Read Only Memory）１０３、グラフィック処理
装置１０４ａ、入力インタフェース１０５ａ、通信インタフェース１０６ａおよび外部接
続インタフェース１０７が接続されている。
【００３３】
　ＲＡＭ１０２には、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）プログラムや
アプリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０
２には、ＣＰＵ１０１により処理に必要な各種データが一時的に格納される。
【００３４】
　ＥＥＰＲＯＭ１０３は、フラッシュメモリなど、書き換え可能な不揮発性の半導体メモ
リである。ＥＥＰＲＯＭ１０３には、ＯＳプログラムやアプリケーションプログラムが格
納される。また、保持すべき各種データが格納される。
【００３５】
　グラフィック処理装置１０４ａには、ディスプレイ１０４が接続されている。ディスプ
レイ１０４は、描画速度が十分高速であり、利用者の操作入力の内容を即時に画面に反映
可能な表示装置である。グラフィック処理装置１０４ａは、ＣＰＵ１０１からの命令に従
って、画像をディスプレイ１０４に表示させる。
【００３６】
　入力インタフェース１０５ａには、キーパッド１０５が接続されている。キーパッド１
０５は、数字およびアルファベットが割り当てられた入力キー、上下左右の方向が割り当
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てられたスクロールキー、処理内容を決定するための決定キーなどを備える入力装置であ
る。入力インタフェース１０５ａは、キーパッド１０５から送られてくる信号を、バス１
０８を介してＣＰＵ１０１に送信する。
【００３７】
　通信インタフェース１０６ａには、アンテナ１０６が接続されている。アンテナ１０６
は、電波到達範囲内にある通信基地局を探し、通信基地局と無線通信を行うものである。
通信インタフェース１０６ａは、アンテナ１０６を介して、他のコンピュータなどとの間
でデータの送受信を行う。
【００３８】
　外部接続インタフェース１０７は、通信ケーブルを介して他の装置とデータの送受信を
行うインタフェースである。外部接続インタフェース１０７は、ＣＰＵ１０１からの命令
に従って、データを接続されている装置に対して送信する。また、接続されている装置か
ら入力されたデータを、ＣＰＵ１０１に送信する。
【００３９】
　図４は、ＷＷＷサーバのハードウェア構成を示す図である。ＷＷＷサーバ２００は、Ｃ
ＰＵ２０１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ２０１には、バス２０７を介して
ＲＡＭ２０２、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ:Hard Disk Drive）２０３、グラフィッ
ク処理装置２０４、入力インタフェース２０５および通信インタフェース２０６が接続さ
れている。
【００４０】
　ＲＡＭ２０２には、ＣＰＵ２０１に実行させるＯＳプログラムやアプリケーションプロ
グラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ２０２には、ＣＰＵ２０１
による処理に必要な各種データが一時的に格納される。ＨＤＤ２０３には、ＯＳプログラ
ムやアプリケーションプログラム、保持すべき各種データが格納される。
【００４１】
　グラフィック処理装置２０４には、モニタ２１が接続されている。グラフィック処理装
置２０４は、ＣＰＵ２０１からの命令に従って、画像をモニタ２１に表示させる。入力イ
ンタフェース２０５には、キーボード２２とマウス２３とが接続されている。入力インタ
フェース２０５は、キーボード２２やマウス２３から送られてくる信号を、バス２０７を
介してＣＰＵ２０１に送信する。
【００４２】
　通信インタフェース２０６は、ネットワーク５０に接続されている。通信インタフェー
ス２０６は、ネットワーク５０を介して、他のコンピュータなどとの間でデータの送受信
を行う。
【００４３】
　図５は、第１の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。図５に示す機
能モジュールは、携帯電話機１００がＷＷＷサーバ２００から取得した表示制御のプログ
ラムを実行することで、実現されるものである。なお、図５では、携帯電話機１００が有
する表示制御以外の機能については、記載を省略している。
【００４４】
　携帯電話機１００は、表示装置情報記憶部１１０、ファイル記憶部１２０、領域計算部
１３０、ファイル取得部１４０、入力受付部１５０、表示制御部１６０、部分領域表示部
１７０および全領域表示部１８０を有する。
【００４５】
　表示装置情報記憶部１１０には、携帯電話機１００が備えるディスプレイ１０４や電子
ペーパー３１，３２，３３の表示領域に関する情報が予め格納されている。具体的には、
それぞれの表示装置について、表示領域の横方向の画素数と縦方向の画素数とを示す情報
が格納されている。また、電子ペーパー３１，３２，３３の表示領域を区分するための領
域識別情報が、領域計算部１３０によって格納される。
【００４６】
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　ファイル記憶部１２０には、ＨＴＭＬ文書や画像などのコンテンツのファイルが格納さ
れる。コンテンツのファイルは、ファイル取得部１４０によって適宜格納される。
　領域計算部１３０は、表示制御を行うプログラムが実行されると、最初に、携帯電話機
１００に現在接続されている電子ペーパーの種類を確認する。そして、領域計算部１３０
は、表示装置情報記憶部１１０に、接続されている電子ペーパーに対応する領域識別情報
が格納されているか調べる。格納されていない場合、領域計算部１３０は、接続されてい
る電子ペーパーの表示領域の大きさとディスプレイ１０４の表示領域の大きさとに基づい
て、領域識別情報を生成し、表示装置情報記憶部１１０に格納する。
【００４７】
　ファイル取得部１４０は、入力受付部１５０からファイル取得の指示を受けると、ＷＷ
Ｗサーバ２００から、指定されたコンテンツのファイルを取得する。そして、ファイル取
得部１４０は、取得したコンテンツのファイルを、ファイル記憶部１２０に格納する。
【００４８】
　入力受付部１５０は、キーパッド１０５に対する利用者の操作入力を検知する。ここで
、操作入力の内容がファイルの取得を意味するものである場合、入力受付部１５０は、フ
ァイル取得部１４０にファイルの取得を指示する。また、操作入力の内容がディスプレイ
１０４や接続されている電子ペーパーの表示内容の変更を意味するものである場合、表示
制御部１６０に操作入力の内容を通知する。
【００４９】
　表示制御部１６０は、展開部１６１、位置管理部１６２、抽出部１６３および画面区分
部１６４を内部に有している。表示制御部１６０は、入力受付部１５０から通知された操
作入力の内容に応じて、展開部１６１、位置管理部１６２、抽出部１６３および画面区分
部１６４に指示して、ディスプレイ１０４および電子ペーパーの表示内容を制御させる。
【００５０】
　展開部１６１は、入力受付部１５０から受け取った操作入力の内容が新たなコンテンツ
の指定である場合、ファイル記憶部１２０から指定されたコンテンツのファイルを取得す
ると共に、表示装置情報記憶部１１０から接続されている電子ペーパーの表示領域の情報
を取得する。そして、展開部１６１は、接続されている電子ペーパーの表示領域の大きさ
に合わせてコンテンツを展開し、画面データを生成する。
【００５１】
　位置管理部１６２は、展開部１６１が生成した全体の画面データのうち、ディスプレイ
１０４に現在表示されている範囲を管理する。
　抽出部１６３は、表示装置情報記憶部１１０に格納されている領域識別情報に基づいて
、展開部１６１が生成した全体の画面データの一部を抽出し、部分領域表示部１７０に出
力する。具体的には、入力受付部１５０から受け取った操作入力の内容が新たなコンテン
ツの指定である場合、抽出部１６３は、全体の画面データの左上の領域を抽出する。また
、操作入力の内容が表示範囲の変更である場合、抽出部１６３は、変更後の表示範囲を特
定し、全体の画面データから特定した範囲を抽出する。
【００５２】
　画面区分部１６４は、表示装置情報記憶部１１０に格納されている領域識別情報に基づ
いて、展開部１６１が生成した全体の画面データを複数の部分領域に区分する。そして、
それぞれの部分領域を識別する識別子の情報を画面データに付加して、全領域表示部１８
０に出力する。
【００５３】
　部分領域表示部１７０は、表示制御部１６０から画面データを取得すると、ディスプレ
イ１０４に画面データの内容を表示させる。全領域表示部１８０は、表示制御部１６０か
ら画面データを取得すると、現在接続されている電子ペーパーに対して画面データを出力
する。
【００５４】
　図６は、表示領域テーブルのデータ構造例を示す図である。図６に示す表示領域テーブ
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ル１１１は、表示装置情報記憶部１１０に格納されている。表示領域テーブル１１１には
、装置名を示す項目、識別コードを示す項目および表示領域を示す項目が設けられている
。各項目の横方向に並べられた情報同士が互いに関連付けられて、１つの表示装置につい
ての表示領域情報を構成する。
【００５５】
　装置名を示す項目には、表示装置の種類の名称が設定される。識別コードを示す項目に
は、表示装置の種類に対して一意に割り当てられたコードが設定される。表示領域を示す
項目には、横方向の画素数と縦方向の画素数とを示す数値が設定される。
【００５６】
　表示領域テーブル１１１に格納される表示領域情報は、ＷＷＷサーバ２００から取得す
るプログラムのファイルに含まれている。また、新しい種類の電子ペーパーが登場した場
合には、表示領域情報のみをＷＷＷサーバ２００から追加で取得し、表示領域テーブル１
１１に登録することもできる。
【００５７】
　図６に示した例では、ディスプレイ１０４について、装置名が“携帯電話機”、識別コ
ードが“ＣＦ９１０”、表示領域が“２４０×４００”という情報が格納されている。ま
た、電子ペーパー３１について、装置名が“電子ペーパーＡ”、識別コードが“ＥＰ１０
Ａ”、表示領域が“７２０×１２００”という情報が格納されている。電子ペーパー３２
について、装置名が“電子ペーパーＢ”、識別コードが“ＥＰ１１Ｂ”、表示領域が“４
８０×８００”という情報が格納されている。電子ペーパー３３について、装置名が“電
子ペーパーＣ”、識別コードが“ＥＰ２０Ｃ”、表示領域が“７６８×１２８０”という
情報が格納されている。
【００５８】
　なお、電子ペーパーの識別コードは、携帯電話機１００に接続されている電子ペーパー
の種類を判定する際に用いられる。携帯電話機１００は、外部接続インタフェース１０７
を介して、電子ペーパー３１，３２，３３から識別コードを取得することができる。
【００５９】
　表示装置情報記憶部１１０には、表示領域情報のほか、電子ペーパー毎の領域識別情報
が格納される。領域識別情報は、電子ペーパー３１，３２，３３に表示させる画面データ
を複数の部分領域に区分する際の、区分する位置を示した情報である。領域識別情報は、
表示制御を行うプログラムの起動時に、表示領域情報に基づいて領域計算部１３０によっ
て生成される。
【００６０】
　図７は、画面データの区分を示す模式図である。図７に示す模式図は、電子ペーパー３
１の表示領域をディスプレイ１０４の表示領域に応じて、複数の部分領域に区分する場合
を示している。電子ペーパー３１の表示領域の大きさは７２０画素×１２００画素であり
、ディスプレイ１０４の表示領域の大きさは２４０画素×４００画素であるため、電子ペ
ーパー３１の表示領域は９個の部分領域に区分される。
【００６１】
　具体的には、電子ペーパー３１の表示領域を、左上の点を（０，０）、右下の点を（７
１９，１１９９）とする２次元座標空間として考える。すると、横方向（Ｘ軸方向）は、
０～２３９，２４０～４７９，４８０～７１９の３つの区間に区分される。また、縦方向
（Ｙ軸方向）は、０～３９９，４００～７９９，８００～１１９９の３つの区間に区分さ
れる。
【００６２】
　ここで、それぞれの部分領域に対して識別子を割り当てる。例えば、横方向の区間０～
２３９，２４０～４７９，４８０～７１９にそれぞれ“１”，“２”，“３”を割り当て
、縦方向の区間０～３９９，４００～７９９，８００～１１９９にそれぞれ“１”，“２
”，“３”を割り当てると、識別子として２桁の数字を割り当てることができる。この場
合、右上の部分領域の識別子は“１３”となる。
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【００６３】
　なお、電子ペーパー３１の場合、横と縦の長さがディスプレイ１０４の整数倍であった
が、電子ペーパー３３の場合は整数倍とならない。この場合、識別子を割り当てる方法と
して、割り切れずに余った領域にも識別子を割り当てる方法と、余った領域には識別子を
割り当てない方法の２通りが考えられる。利用者は、上記のいずれの方法を採用するか、
携帯電話機１００に設定することができる。
【００６４】
　図８は、領域識別テーブルのデータ構造例を示す第１の図である。図８に示す領域識別
テーブル１１２は、電子ペーパー３１についての領域識別情報を格納したテーブルである
。領域識別テーブル１１２には、識別子を示す項目、左上座標を示す項目、右上座標を示
す項目、右下座標を示す項目および左下座標を示す項目が設けられている。各項目の横方
向に並べられた情報同士が互いに関連付けられて、１つの部分領域についての領域識別情
報を構成する。
【００６５】
　識別子を示す項目には、それぞれの部分領域に一意に割り当てられた値が設定される。
図８に示す例では、２桁の数字が設定されている。左上座標を示す項目には、部分領域の
左上の点の座標を示す数値が設定される。右上座標を示す項目には、部分領域の右上の点
の座標を示す数値が設定される。右下座標を示す項目には、部分領域の右下の点の座標を
示す数値が設定される。左下座標を示す項目には、部分領域の左下の点の座標を示す数値
が設定される。
【００６６】
　領域識別テーブル１１２に格納される領域識別情報は、表示制御を行うプログラムの起
動時に、領域計算部１３０によって登録される。例えば、識別子が“１１”、左上座標が
“０，０”、右上座標が“２３９，０”、右下座標が“２３９，３９９”、左下座標が“
０，３９９”という情報が登録される。
【００６７】
　次に、以上のような構成およびデータ構造のシステムにおいて実行される表示処理の詳
細を説明する。
　図９は、第１の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。以下、図９
に示す処理をステップ番号に沿って説明する。なお、以下の説明では、携帯電話機１００
に電子ペーパー３１が接続されているものとする。
【００６８】
　［ステップＳ１１］入力受付部１５０は、利用者の操作入力を受け付け、取得すべきフ
ァイルを示すアドレスを特定する。アドレスは、例えばＵＲＬ（Uniform Resource Locat
or）である。すると、入力受付部１５０は、特定したアドレスで示されるファイルを取得
するようにファイル取得部１４０に指示する。これにより、ファイル記憶部１２０に、特
定したアドレスで示されるファイルが格納される。その後、入力受付部１５０は、ファイ
ル名を表示制御部１６０に通知する。
【００６９】
　［ステップＳ１２］展開部１６１は、入力受付部１５０から通知されたファイル名に対
応するファイルを、ファイル記憶部１２０から取得する。また、展開部１６１は、表示装
置情報記憶部１１０に格納されている表示領域テーブル１１１から、電子ペーパー３１の
表示領域情報を取得する。そして、展開部１６１は、電子ペーパー３１の表示領域の大き
さに合わせてコンテンツを展開し、画面データを生成する。
【００７０】
　［ステップＳ１３］抽出部１６３は、表示装置情報記憶部１１０に格納されている領域
識別テーブル１１２を参照して、左上にある部分領域の範囲を特定する。そして、抽出部
１６３は、ステップＳ１２で生成された画面データから、特定した範囲の画面データを抽
出する。その後、抽出部１６３は、抽出した画面データを部分領域表示部１７０に出力す
る。また、位置管理部１６２は、抽出部１６３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディ
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スプレイ１０４の現在の表示範囲として保持する。
【００７１】
　［ステップＳ１４］画面区分部１６４は、領域識別テーブル１１２を参照して、ステッ
プＳ１２で生成された画面データを複数の部分領域に区分する。そして、画面区分部１６
４は、それぞれの部分領域の範囲と識別子とを視認可能にするため領域表示データを画面
データに付加する。部分領域の範囲と識別子の表示方法については、後で具体例を示して
説明する。
【００７２】
　［ステップＳ１５］画面区分部１６４は、ステップＳ１４で得られた画面データを、全
領域表示部１８０に出力する。これにより、利用者が指定したコンテンツが電子ペーパー
３１に表示される。
【００７３】
　［ステップＳ１６］入力受付部１５０は、利用者の操作入力を検知したか否か判断する
。操作入力を検知した場合には、処理がステップＳ１７に進められる。操作入力を検知し
ていない場合には、入力受付部１５０によってステップＳ１６の処理が繰り返される。
【００７４】
　［ステップＳ１７］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、コンテンツ閲覧の終了
を意味する操作であるか否か判断する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作である場合
には、表示処理が終了する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作でない場合には、処理
がステップＳ１８に進められる。
【００７５】
　［ステップＳ１８］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、ファイルの指定を意味
する操作であるか否か判断する。ファイルの指定を意味する操作とは、例えば、ＨＴＭＬ
文書内のハイパーリンクを指定する操作である。ファイルの指定を意味する操作である場
合には、処理がステップＳ１１に進められる。ファイルの指定を意味する操作でない場合
には、処理がステップＳ１９に進められる。
【００７６】
　［ステップＳ１９］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、ディスプレイ１０４の
画面のスクロール操作であるか否か判断する。画面のスクロール操作とは、例えば、キー
パッド１０５が備えるスクロールキーの押圧である。画面のスクロール操作である場合に
は、処理がステップＳ２０に進められる。画面のスクロール操作でない場合には、処理が
ステップＳ２１に進められる。
【００７７】
　［ステップＳ２０］入力受付部１５０は、スクロール操作が行われている間、表示制御
部１６０に継続的にスクロールの方向を通知する。抽出部１６３は、入力受付部１５０か
ら通知されたスクロールの方向と、位置管理部１６２が管理する現在の表示範囲とから、
スクロール後の表示範囲を特定する。そして、抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成さ
れた画面データから特定した範囲の画面データを抽出し、部分領域表示部１７０に出力す
る。また、位置管理部１６２は、抽出部１６３が特定した範囲の情報を、ディスプレイ１
０４の現在の表示範囲として保持する。ディスプレイ１０４の表示範囲を変更する処理は
、入力受付部１５０からスクロールの方向が連続的に通知されている間、繰り返し実行さ
れる。その後、処理がステップＳ１６に進められる。
【００７８】
　［ステップＳ２１］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、識別子の入力であるか
否か判断する。識別子の入力とは、例えば、キーパッド１０５が備える入力キーの押圧で
ある。識別子の入力である場合には、処理がステップＳ２２に進められる。識別子の入力
でない場合には、処理がステップＳ１６に進められる。
【００７９】
　［ステップＳ２２］入力受付部１５０は、入力された識別子を表示制御部１６０に通知
する。抽出部１６３は、領域識別テーブル１１２を参照して、入力受付部１５０から通知
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された識別子に対応する部分領域の範囲を特定する。
【００８０】
　［ステップＳ２３］抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成された画面データから、ス
テップＳ２２で特定した範囲の画面データを抽出する。その後、抽出部１６３は、抽出し
た画面データを部分領域表示部１７０に出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１
６３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲として保
持する。
【００８１】
　このようにして、入力受付部１５０はファイルのアドレスを取得すると、ファイル取得
部１４０にファイルの取得を指示する。ファイル取得部１４０は、アドレスが示すファイ
ルをＷＷＷサーバ２００から取得する。次に、表示制御部１６０は、ファイル取得部１４
０が取得したファイルの内容を展開して、全体の画面データを生成する。そして、表示制
御部１６０は、全体の画面データの左上の範囲をディスプレイ１０４に表示させると共に
、それぞれの部分領域の範囲と識別子とを示すデータを全体の画面データに付加して、電
子ペーパー３１に表示させる。
【００８２】
　その後、利用者が電子ペーパー３１の画面を見ていずれか１つの識別子を入力すると、
表示制御部１６０は、入力された識別子に対応する部分領域の範囲を特定し、その範囲の
画面データをディスプレイ１０４に表示させる。また、利用者がスクロール操作を行うと
、表示制御部１６０は、ディスプレイ１０４の表示範囲を変更する。
【００８３】
　図１０は、第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第１の図である。図１
０に示す画面６１は、電子ペーパー３１に表示される画面である。画面６１の下側の辺に
は、部分領域の横方向の位置を示す数字が表示されている。右側の辺には、部分領域の縦
方向の位置を示す数字が表示されている。横方向の位置を示す数字と縦方向の位置を示す
数字とを組み合わせた２桁の数字が、それぞれの部分領域を識別する識別子となる。また
、画面６１には、部分領域の範囲を示す点線が表示されている。なお、画面６１において
、下線が引かれた文字列はハイパーリンクを意味している。
【００８４】
　図１１は、携帯電話機の表示画面例を示す図である。電子ペーパー３１に図１０に示し
た画面６１が表示されると、ディスプレイ１０４には、初期状態として画面７１が表示さ
れる。画面７１の表示内容は、画面６１の識別子“１１”が示す部分領域に表示されてい
る内容と同じである。ここで、利用者が識別子“３３”をキーパッド１０５に対して入力
すると、ディスプレイ１０４に画面７２が表示される。画面７２は、画面６１の識別子“
３３”が示す部分領域に表示されている内容と同じである。これにより、利用者は画面７
２に表示されているハイパーリンクを指定する操作を行い、リンク先のコンテンツを電子
ペーパー３１に表示させることができる。
【００８５】
　ところで、電子ペーパー３１に部分領域の範囲と識別子とを表示する方法としては、図
１０に示したもの以外にも、さまざまな表示方法が考えられる。利用者は、予め用意され
ている表示方法の中から１つを選択して携帯電話機１００に設定することで、表示方法を
変更することができる。以下に、他の表示方法の例を示す。
【００８６】
　図１２は、第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第２の図である。図１
２に示す画面６２は、電子ペーパー３１に表示される画面である。画面６２には、部分領
域の範囲を示す点線が表示されている。また、それぞれの部分領域の右上に、識別子とし
て２桁の数字が表示されている。このように、それぞれの部分領域内に識別子を直接表示
することで、利用者は瞬時に部分領域と識別子との対応関係を把握できるようになる。
【００８７】
　図１０に示した画面６１および図１２に示した画面６２では、識別子として２桁の数字
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を用いたが、部分領域の数が１０個以下であれば、１桁の数字を用いることも可能である
。例えば、キーパッド１０５の入力キーに割り当てられた数字の配置と一致するように、
識別子を割り当てることが考えられる。
【００８８】
　図１３は、領域識別テーブルのデータ構造例を示す第２の図である。図１３に示す領域
識別テーブル１１２ａは、識別子として１桁の数字を用いる場合に、図８に示した領域識
別テーブル１１２に代えて表示装置情報記憶部１１０に格納されるものである。領域識別
テーブル１１２ａの識別子を示す項目には、１桁の数字が設定されている。その他の項目
に設定される値は、領域識別テーブル１１２と同じである。
【００８９】
　図１４は、第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第３の図である。図１
４に示す画面６３は、表示装置情報記憶部１１０に領域識別テーブル１１２ａが格納され
ている場合に、電子ペーパー３１に表示される画面である。画面６３には、部分領域の範
囲を示す点線が表示されている。また、それぞれの部分領域の右上に、識別子として１桁
の数字が表示されている。このように、識別子としての数字の配置を、キーパッド１０５
の入力キーの配置と一致させることで、利用者が識別子を入力する操作の負担をより軽減
することができる。
【００９０】
　このような携帯電話機を用いることで、ネットワーク経由でコンテンツを取得し、携帯
電話機のディスプレイより表示領域が大きい電子ペーパーにコンテンツの全体を表示させ
ることができる。また、利用者は識別子を入力するだけで、ディスプレイの表示範囲を、
所望の位置に瞬時に移動させることができる。これにより、利用者はハイパーリンクを辿
って他のコンテンツを表示させる操作をスムーズに行うことができる。また、利用者はデ
ィスプレイを見ながら操作を行えるので、操作ミスを確実に減らすことができる。
【００９１】
　［第２の実施の形態］
　次に、第２の実施の形態について説明する。第２の実施の形態は、携帯電話機のディス
プレイに現在表示されている範囲を、電子ペーパーを見て確認できるようにしたものであ
る。前述の第１の実施の形態との相違点を中心に説明し、同様の事項については説明を省
略する。
【００９２】
　第２の実施の形態のシステム構成は、図２に示した第１の実施の形態のものと同様であ
る。ただし、表示制御を行うプログラムを実行することで携帯電話機において実現される
処理機能の一部が、第１の実施の形態のものと異なる。以下の説明では、携帯電話機１０
０ａが、第１の実施の形態の携帯電話機１００に対応する装置であるとする。
【００９３】
　図１５は、第２の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。携帯電話機
１００ａは、表示装置情報記憶部１１０、ファイル記憶部１２０、領域計算部１３０、フ
ァイル取得部１４０、入力受付部１５０、表示制御部１６０ａ、部分領域表示部１７０お
よび全領域表示部１８０を有する。表示制御部１６０ａ以外の機能モジュールの処理機能
は、第１の実施の形態のものと同じである。
【００９４】
　表示制御部１６０ａは、展開部１６１、位置管理部１６２、抽出部１６３、画面区分部
１６４ａおよび位置表示部１６５を内部に有している。展開部１６１、位置管理部１６２
および抽出部１６３の処理機能は、第１の実施の形態のものと同じである。
【００９５】
　画面区分部１６４ａは、展開部１６１が全体の画面データを生成すると、全体の画面デ
ータを複数の部分領域に区分すると共に、それぞれの部分領域を識別する識別子の情報を
画面データに付加する。そして、画面区分部１６４ａは、得られた画面データを位置表示
部１６５に送る。
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【００９６】
　位置表示部１６５は、画面区分部１６４ａから画面データを受け取ると、位置管理部１
６２からディスプレイ１０４に現在表示されている範囲の情報を取得する。そして、位置
表示部１６５は、現在の表示範囲を強調表示するデータを画面データに付加して、全領域
表示部１８０に出力する。
【００９７】
　また、位置表示部１６５は、位置管理部１６２が管理する表示範囲の情報を監視する。
そして、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲が変更されたことを検知すると、画面区分
部１６４ａから取得した画面データに現在の表示範囲を強調表示するデータを付加して、
再度全領域表示部１８０に出力する。
【００９８】
　なお、ディスプレイ１０４の表示範囲が連続的に変化している場合、位置表示部１６５
は、所定の時間間隔で全領域表示部１８０に画面データを出力する。これは、電子ペーパ
ー３１，３２，３３は描画速度が比較的低速であり、連続的に表示内容を更新することが
困難だからである。
【００９９】
　図１６は、第２の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。以下、図
１６に示す処理をステップ番号に沿って説明する。なお、以下の説明では、携帯電話機１
００ａに電子ペーパー３１が接続されているものとする。
【０１００】
　［ステップＳ１１］入力受付部１５０は、利用者の操作入力を受け付け、取得すべきフ
ァイルを示すアドレスを特定する。そして、入力受付部１５０は、特定したアドレスで示
されるファイルを取得するようにファイル取得部１４０に指示する。その後、入力受付部
１５０は、ファイル名を表示制御部１６０ａに通知する。
【０１０１】
　［ステップＳ１２］展開部１６１は、入力受付部１５０から通知されたファイル名に対
応するファイルを、ファイル記憶部１２０から取得する。また、展開部１６１は、表示領
域テーブル１１１から、電子ペーパー３１の表示領域情報を取得する。そして、展開部１
６１は、電子ペーパー３１の表示領域の大きさに合わせてコンテンツを展開し、画面デー
タを生成する。
【０１０２】
　［ステップＳ１３］抽出部１６３は、領域識別テーブル１１２を参照して、左上にある
部分領域の範囲を特定する。そして、抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成された画面
データから、特定した範囲の画面データを抽出する。その後、抽出部１６３は、抽出した
画面データを部分領域表示部１７０に出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１６
３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲として保持
する。
【０１０３】
　［ステップＳ１４］画面区分部１６４ａは、領域識別テーブル１１２を参照して、ステ
ップＳ１２で生成された画面データを複数の部分領域に区分する。そして、画面区分部１
６４ａは、それぞれの部分領域の範囲と識別子とを視認可能にするため領域表示データを
画面データに付加する。
【０１０４】
　［ステップＳ１５ａ］画面区分部１６４ａは、ステップＳ１４で得られた画面データを
、位置表示部１６５に送る。位置表示部１６５は、位置管理部１６２から現在の表示範囲
の情報を取得する。そして、位置表示部１６５は、現在の表示範囲を強調表示するデータ
を画面データに付加して、全領域表示部１８０に出力する。
【０１０５】
　［ステップＳ１６］入力受付部１５０は、利用者の操作入力を検知したか否か判断する
。操作入力を検知した場合には、処理がステップＳ１７に進められる。操作入力を検知し
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ていない場合には、入力受付部１５０によってステップＳ１６の処理が繰り返される。
【０１０６】
　［ステップＳ１７］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、コンテンツ閲覧の終了
を意味する操作であるか否か判断する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作である場合
には、表示処理が終了する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作でない場合には、処理
がステップＳ１８に進められる。
【０１０７】
　［ステップＳ１８］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、ファイルの指定を意味
する操作であるか否か判断する。ファイルの指定を意味する操作である場合には、処理が
ステップＳ１１に進められる。ファイルの指定を意味する操作でない場合には、処理がス
テップＳ１９に進められる。
【０１０８】
　［ステップＳ１９］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、ディスプレイ１０４の
画面のスクロール操作であるか否か判断する。画面のスクロール操作である場合には、処
理がステップＳ２０ａに進められる。画面のスクロール操作でない場合には、処理がステ
ップＳ２１に進められる。
【０１０９】
　［ステップＳ２０ａ］入力受付部１５０は、スクロール操作が行われている間、表示制
御部１６０ａに継続的にスクロールの方向を通知する。抽出部１６３は、入力受付部１５
０から通知されたスクロールの方向と、位置管理部１６２が管理する現在の表示範囲とか
ら、スクロール後の表示範囲を特定する。そして、抽出部１６３は、ステップＳ１２で生
成された画面データから特定した範囲の画面データを抽出し、部分領域表示部１７０に出
力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１６３が特定した範囲の情報を、ディスプレ
イ１０４の現在の表示範囲として保持する。ディスプレイ１０４の表示範囲を変更する処
理は、入力受付部１５０からスクロールの方向が連続的に通知されている間、繰り返し実
行される。その後、入力受付部１５０からの通知が途切れるか、または、ステップＳ２０
ａの処理を開始してから所定時間経過すると、処理がステップＳ２４に進められる。
【０１１０】
　［ステップＳ２１］入力受付部１５０は、利用者の操作入力が、識別子の入力であるか
否か判断する。識別子の入力である場合には、処理がステップＳ２２に進められる。識別
子の入力でない場合には、処理がステップＳ１６に進められる。
【０１１１】
　［ステップＳ２２］入力受付部１５０は、入力された識別子を表示制御部１６０ａに通
知する。抽出部１６３は、領域識別テーブル１１２を参照して、入力受付部１５０から通
知された識別子に対応する部分領域の範囲を特定する。
【０１１２】
　［ステップＳ２３］抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成された画面データから、ス
テップＳ２２で特定した範囲の画面データを抽出する。その後、抽出部１６３は、抽出し
た画面データを部分領域表示部１７０に出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１
６３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲として保
持する。
【０１１３】
　［ステップＳ２４］位置表示部１６５は、位置管理部１６２から現在の表示範囲の情報
を取得する。そして、位置表示部１６５は、現在の表示範囲を強調表示するデータをステ
ップＳ１４で得られた画面データに付加して、全領域表示部１８０に出力する。
【０１１４】
　このようにして、入力受付部１５０はファイルのアドレスを取得すると、ファイル取得
部１４０にファイルの取得を指示する。ファイル取得部１４０は、アドレスが示すファイ
ルをＷＷＷサーバ２００から取得する。次に、表示制御部１６０ａは、ファイル取得部１
４０が取得したファイルの内容を展開して、全体の画面データを生成する。そして、表示
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制御部１６０ａは、全体の画面データの左上の範囲をディスプレイ１０４に表示させる。
また、表示制御部１６０ａは、それぞれの部分領域の範囲および識別子を示すデータと、
ディスプレイ１０４の現在の表示範囲を示すデータとを、全体の画面データに付加して、
電子ペーパー３１に表示させる。
【０１１５】
　その後、利用者が電子ペーパー３１の画面を見ていずれか１つの識別子を入力すると、
表示制御部１６０ａは、入力された識別子に対応する部分領域の範囲を特定し、その範囲
の画面データをディスプレイ１０４に表示させる。また、利用者がスクロール操作を行う
と、表示制御部１６０ａは、ディスプレイ１０４の表示範囲を変更する。このとき、表示
制御部１６０ａは、電子ペーパー３１の表示内容も更新する。
【０１１６】
　図１７は、第２の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第１の図である。図１
７に示す画面６４は、電子ペーパー３１に表示される画面である。画面６４には、図１０
に示した第１の実施の形態の画面６１と同じ内容が表示されている。更に、画面６４には
、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲を示す枠が表示されている。画面６４は、ディス
プレイ１０４の表示範囲が初期状態から変更されていないことを示している。
【０１１７】
　図１８は、第２の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第２の図である。図１
８に示す画面６５は、画面６４に続いて電子ペーパー３１に表示される画面である。画面
６５は、利用者のスクロール操作によって、ディスプレイ１０４の表示範囲が初期状態か
ら変更されたことを示している。
【０１１８】
　このような携帯電話機を用いることで、第１の実施の形態と同様の効果を得ることがで
きる。更に、第２の実施の形態の携帯電話機を用いることで、利用者は、携帯電話機のデ
ィスプレイに表示されている範囲が、画面データ全体のどの位置にあたるかを、容易に把
握することができる。
【０１１９】
　［第３の実施の形態］
　次に、第３の実施の形態について説明する。第３の実施の形態は、携帯電話機のディス
プレイに表示されている内容を、電子ペーパーに拡大表示できるようにしたものである。
前述の第１の実施の形態との相違点を中心に説明し、同様の事項については説明を省略す
る。
【０１２０】
　第３の実施の形態のシステム構成は、図２に示した第１の実施の形態のものと同様であ
る。ただし、表示制御を行うプログラムを実行することで携帯電話機において実現される
処理機能の一部が、第１の実施の形態のものと異なる。以下の説明では、携帯電話機１０
０ｂが、第１の実施の形態の携帯電話機１００に対応する装置であるとする。
【０１２１】
　図１９は、第３の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。携帯電話機
１００ｂは、表示装置情報記憶部１１０、ファイル記憶部１２０、領域計算部１３０、フ
ァイル取得部１４０、入力受付部１５０ｂ、表示制御部１６０ｂ、部分領域表示部１７０
および全領域表示部１８０を有する。表示装置情報記憶部１１０、ファイル記憶部１２０
、領域計算部１３０、ファイル取得部１４０、部分領域表示部１７０および全領域表示部
１８０の処理機能は、第１の実施の形態のものと同じである。
【０１２２】
　入力受付部１５０ｂは、キーパッド１０５に対する利用者の操作入力を検知する。ここ
で、操作入力の内容がファイルの取得を意味するものである場合、入力受付部１５０ｂは
、ファイル取得部１４０にファイルの取得を指示する。また、操作入力の内容がディスプ
レイ１０４や接続されている電子ペーパーの表示内容の変更を意味するものである場合、
表示制御部１６０ｂに操作入力の内容を通知する。ここで、表示内容の変更を意味する操
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作入力には、第１の実施の形態で説明した操作入力に加えて、拡大表示を意味する操作入
力が含まれる。
【０１２３】
　表示制御部１６０ｂは、展開部１６１、位置管理部１６２、抽出部１６３、画面区分部
１６４および拡大部１６６を内部に有している。展開部１６１、位置管理部１６２、抽出
部１６３および画面区分部１６４の処理機能は、第１の実施の形態のものと同じである。
【０１２４】
　拡大部１６６は、入力受付部１５０ｂから通知された操作入力の内容が拡大表示を意味
する場合、表示装置情報記憶部１１０から接続されている電子ペーパーの表示領域情報を
取得する。そして、拡大部１６６は、抽出部１６３が抽出した画面データに対して拡大処
理を行い、電子ペーパーの表示領域の大きさに合った拡大画面データを生成する。その後
、拡大部１６６は、全領域表示部１８０に拡大画面データを出力する。
【０１２５】
　図２０は、第３の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。以下、図
２０に示す処理をステップ番号に沿って説明する。なお、以下の説明では、携帯電話機１
００ｂに電子ペーパー３１が接続されているものとする。
【０１２６】
　［ステップＳ１１］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力を受け付け、取得すべき
ファイルを示すアドレスを特定する。そして、入力受付部１５０ｂは、特定したアドレス
で示されるファイルを取得するようにファイル取得部１４０に指示する。その後、入力受
付部１５０ｂは、ファイル名を表示制御部１６０ｂに通知する。
【０１２７】
　［ステップＳ１２］展開部１６１は、入力受付部１５０ｂから通知されたファイル名に
対応するファイルを、ファイル記憶部１２０から取得する。また、展開部１６１は、表示
領域テーブル１１１から、電子ペーパー３１の表示領域情報を取得する。そして、展開部
１６１は、電子ペーパー３１の表示領域の大きさに合わせてコンテンツを展開し、画面デ
ータを生成する。
【０１２８】
　［ステップＳ１３］抽出部１６３は、領域識別テーブル１１２を参照して、左上にある
部分領域の範囲を特定する。そして、抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成された画面
データから、特定した範囲の画面データを抽出する。その後、抽出部１６３は、抽出した
画面データを部分領域表示部１７０に出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１６
３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲として保持
する。
【０１２９】
　［ステップＳ１４］画面区分部１６４は、領域識別テーブル１１２を参照して、ステッ
プＳ１２で生成された画面データを複数の部分領域に区分する。そして、画面区分部１６
４は、それぞれの部分領域の範囲と識別子とを視認可能にするため領域表示データを画面
データに付加する。
【０１３０】
　［ステップＳ１５］画面区分部１６４は、ステップＳ１４で得られた画面データを、全
領域表示部１８０に出力する。これにより、利用者が指定したコンテンツが電子ペーパー
３１に表示される。
【０１３１】
　［ステップＳ１６］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力を検知したか否か判断す
る。操作入力を検知した場合には、処理がステップＳ１７に進められる。操作入力を検知
していない場合には、入力受付部１５０ｂによってステップＳ１６の処理が繰り返される
。
【０１３２】
　［ステップＳ１７］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力が、コンテンツ閲覧の終
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了を意味する操作であるか否か判断する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作である場
合には、表示処理が終了する。コンテンツ閲覧の終了を意味する操作でない場合には、処
理がステップＳ１８に進められる。
【０１３３】
　［ステップＳ１８］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力が、ファイルの指定を意
味する操作であるか否か判断する。ファイルの指定を意味する操作である場合には、処理
がステップＳ１１に進められる。ファイルの指定を意味する操作でない場合には、処理が
ステップＳ１９に進められる。
【０１３４】
　［ステップＳ１９］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力が、ディスプレイ１０４
の画面のスクロール操作であるか否か判断する。画面のスクロール操作である場合には、
処理がステップＳ２０に進められる。画面のスクロール操作でない場合には、処理がステ
ップＳ２１に進められる。
【０１３５】
　［ステップＳ２０］入力受付部１５０ｂは、スクロール操作が行われている間、表示制
御部１６０ｂに継続的にスクロールの方向を通知する。抽出部１６３は、入力受付部１５
０ｂから通知されたスクロールの方向と、位置管理部１６２が管理する現在の表示範囲と
から、スクロール後の表示範囲を特定する。そして、抽出部１６３は、ステップＳ１２で
生成された画面データから特定した範囲の画面データを抽出し、部分領域表示部１７０に
出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１６３が特定した範囲の情報を、ディスプ
レイ１０４の現在の表示範囲として保持する。ディスプレイ１０４の表示範囲を変更する
処理は、入力受付部１５０ｂからスクロールの方向が連続的に通知されている間、繰り返
し実行される。その後、処理がステップＳ１６に進められる。
【０１３６】
　［ステップＳ２１］入力受付部１５０ｂは、利用者の操作入力が、識別子の入力である
か否か判断する。識別子の入力である場合には、処理がステップＳ２２に進められる。識
別子の入力でない場合には、処理がステップＳ１６に進められる。
【０１３７】
　［ステップＳ２２］入力受付部１５０ｂは、入力された識別子を表示制御部１６０ｂに
通知する。抽出部１６３は、領域識別テーブル１１２を参照して、入力受付部１５０ｂか
ら通知された識別子に対応する部分領域の範囲を特定する。
【０１３８】
　［ステップＳ２３］抽出部１６３は、ステップＳ１２で生成された画面データから、ス
テップＳ２２で特定した範囲の画面データを抽出する。その後、抽出部１６３は、抽出し
た画面データを部分領域表示部１７０に出力する。また、位置管理部１６２は、抽出部１
６３が特定した部分領域の範囲の情報を、ディスプレイ１０４の現在の表示範囲として保
持する。
【０１３９】
　［ステップＳ２３ａ］入力受付部１５０ｂは、識別子の入力を検知してから所定時間以
内に、拡大表示を意味する操作入力を検知したか否か判断する。拡大表示を意味する操作
入力を検知した場合には、処理がステップＳ２３ｂに進められる。拡大表示を意味する操
作入力を検知しない場合には、処理がステップＳ１６に進められる。
【０１４０】
　［ステップＳ２３ｂ］入力受付部１５０ｂは、拡大表示が指示された旨を表示制御部１
６０ｂに通知する。拡大部１６６は、表示装置情報記憶部１１０から電子ペーパー３１の
表示領域情報を取得する。そして、拡大部１６６は、ステップＳ１３で抽出された画面デ
ータに対して拡大処理を行い、電子ペーパー３１の表示領域の大きさに合った拡大画面デ
ータを生成する。その後、拡大部１６６は、全領域表示部１８０に拡大画面データを出力
する。そして、処理がステップＳ１６に進められる。
【０１４１】
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　このようにして、入力受付部１５０ｂはファイルのアドレスを取得すると、ファイル取
得部１４０にファイルの取得を指示する。ファイル取得部１４０は、アドレスが示すファ
イルをＷＷＷサーバ２００から取得する。次に、表示制御部１６０ｂは、ファイル取得部
１４０が取得したファイルの内容を展開して、全体の画面データを生成する。そして、表
示制御部１６０ｂは、全体の画面データの左上の範囲をディスプレイ１０４に表示させる
。また、表示制御部１６０ｂは、それぞれの部分領域の範囲と識別子とを示すデータを全
体の画面データに付加して、電子ペーパー３１に表示させる。
【０１４２】
　その後、利用者が電子ペーパー３１の画面を見ていずれか１つの識別子を入力すると、
表示制御部１６０ｂは、入力された識別子に対応する部分領域の範囲を特定し、その範囲
の画面データをディスプレイ１０４に表示させる。更に、利用者が拡大表示の操作を行う
と、表示制御部１６０ｂは、ディスプレイ１０４の表示内容を拡大して電子ペーパー３１
に表示させる。また、利用者がスクロール操作を行うと、表示制御部１６０ｂは、ディス
プレイ１０４の表示範囲を変更する。
【０１４３】
　図２１は、第３の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す図である。図２１に示
す画面６６は、電子ペーパー３１に表示される画面である。画面６６は、図１０に示した
画面６１が電子ペーパー３１に表示されているときに、利用者が識別子“３３”を入力し
、更に拡大表示の操作を行ったときに表示される。すなわち、画面６６は、ディスプレイ
１０４の表示内容を拡大したものである。
【０１４４】
　このような携帯電話機を用いることで、第１の実施の形態と同様の効果を得ることがで
きる。更に、第３の実施の形態の携帯電話機を用いることで、利用者は、小さな文字で記
載されているためにそのままでは一部の文字列を読めない場合でも、電子ペーパー３１に
表示された拡大画面を見て文字列を確認することができる。
【０１４５】
　なお、本実施の形態では電子ペーパーの表示内容を制御する装置として携帯電話機を用
いたが、他の種類の携帯端末装置を用いてもよい。例えば、ＰＤＡやラップトップ型コン
ピュータを用いることが考えられる。また、本実施の形態では表示装置として電子ペーパ
ーを用いたが、他の種類の表示装置を用いてもよい。例えば、液晶ディスプレイやプロジ
ェクタを用いることが考えられる。
【０１４６】
　また、本実施の形態では電子ペーパーの表示領域を区分するための領域識別情報を携帯
電話機側で生成したが、ＷＷＷサーバ側で生成するようにしてもよい。また、本実施の形
態では識別子として数字を用いたが、アルファベットや符号など、他の種類の文字を用い
てもよい。また、本実施の形態では携帯電話機のディスプレイの表示範囲を強調するため
に枠を表示するようにしたが、背景色を変えるなど、他の表現方法を用いてもよい。
【０１４７】
　以上、本発明の表示制御プログラムおよび携帯端末装置を図示の実施の形態に基づいて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は同様の機能を有する
任意の構成のものに置換することができる。また、本発明に他の任意の構成物や工程が付
加されていてもよい。また、本発明は前述した実施の形態のうちの任意の２以上の構成（
特徴）を組み合わせたものであってもよい。
【０１４８】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、携
帯電話機１００，１００ａ，１００ｂが有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが
提供される。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコン
ピュータ上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可
能な記録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体とし
ては、磁気記録装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記録
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装置には、ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ
（ＭＴ）などがある。光ディスクには、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－Ｒ
ＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc - Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ（Recordable）／
ＲＷ（ReWritable）などがある。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）な
どがある。
【０１４９】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの
記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュ
ータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１５０】
　上記プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプロ
グラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納
する。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラム
に従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを
読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは
、サーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに
従った処理を実行することもできる。
【０１５１】
　以上説明した実施の形態の主な技術的特徴は、以下の付記の通りである。
　（付記１）　入力部と本体表示部と前記本体表示部より表示領域が大きい外部表示装置
を接続可能な接続部とを備えた、コンピュータの機能を有する携帯端末装置に、前記本体
表示部と前記外部表示装置とに表示する内容を制御させる表示制御プログラムにおいて、
　前記携帯端末装置を、
　前記本体表示部および前記外部表示装置の表示領域の情報を記憶する領域情報記憶手段
、
　表示すべきコンテンツを取得すると、前記領域情報記憶手段を参照して、前記外部表示
装置の表示領域に応じた画面データを生成する画面データ生成手段、
　前記画面データ生成手段が生成した前記画面データを、前記領域情報記憶手段を参照し
て、前記本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、前記部分領域の範囲と
当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領域表示データを前記画面データに付
加して、前記接続部に接続された前記外部表示装置に表示させる全体表示手段、
　前記入力部から前記識別子の入力を受け付けると、前記画面データ生成手段が生成した
前記画面データから、入力された前記識別子に対応する前記部分領域の範囲を抽出して、
前記本体表示部に表示させる部分表示手段、
　として機能させることを特徴とする表示制御プログラム。
【０１５２】
　（付記２）　前記識別子は、表示領域内における横方向の位置を示す符号と縦方向の位
置を示す符号とで構成されており、
　前記全体表示手段は、表示領域の横方向の辺と縦方向の辺とにそれぞれの方向の位置を
示す符号を表示するデータを、前記領域表示データとして前記画面データに付加する、
　ことを特徴とする付記１記載の表示制御プログラム。
【０１５３】
　（付記３）　前記識別子は、表示領域内における横方向の位置を示す符号と縦方向の位
置を示す符号とで構成されており、
　前記全体表示手段は、それぞれの前記部分領域の範囲を示す線を表示すると共に前記部
分領域の範囲を示す線の内側に当該部分領域を識別する前記識別子を表示するデータを、
前記領域表示データとして前記画面データに付加する、
　ことを特徴とする付記１記載の表示制御プログラム。
【０１５４】
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　（付記４）　前記入力部は、それぞれに符号が割り当てられた複数の入力キーを備えて
おり、
　前記全体表示手段は、前記入力部が備える前記入力キーの配置と対応するように、それ
ぞれの前記部分領域に対して前記識別子として符号を割り当てる、
　ことを特徴とする付記１記載の表示制御プログラム。
【０１５５】
　（付記５）　前記全体表示手段は、前記部分表示手段が前記画面データの一部を前記本
体表示部に表示させると、前記本体表示部に表示されている範囲を強調する強調表示デー
タを前記画面データに更に付加して、前記外部表示装置に表示させることを特徴とする付
記１記載の表示制御プログラム。
【０１５６】
　（付記６）　前記部分表示手段は、前記入力部から前記本体表示部の表示範囲をスクロ
ールさせるスクロール指示の入力を受け付けている間、前記画面データ生成手段が生成し
た前記画面データを用いて、前記本体表示部の表示内容を連続的に更新し、
　前記全体表示手段は、前記本体表示部の表示範囲の連続的な変化については、所定の時
間間隔で、前記外部表示装置に表示させる前記強調表示データに反映させる、
　ことを特徴とする付記５記載の表示制御プログラム。
【０１５７】
　（付記７）　前記携帯端末装置を、更に、
　前記入力部から拡大指示の入力を受け付けると、前記部分表示手段が前記本体表示部に
表示させた範囲の前記画面データから、前記外部表示装置の表示領域に応じて拡大した拡
大画面データを生成し、前記外部表示装置に表示させる拡大表示手段、
　として機能させることを特徴とする付記１記載の表示制御プログラム。
【０１５８】
　（付記８）　前記領域情報記憶手段は、複数の前記外部表示装置の表示領域の情報を記
憶しており、
　前記画面データ生成手段は、前記接続部に接続されている前記外部表示装置を判定し、
判定した前記外部表示装置の表示領域に応じた前記画像データを生成する、
　ことを特徴とする付記１記載の表示制御プログラム。
【０１５９】
　（付記９）　入力部と本体表示部と前記本体表示部より表示領域が大きい外部表示装置
を接続可能な接続部とを備え、前記本体表示部と前記外部表示装置とに表示する内容を制
御可能な携帯端末装置において、
　前記本体表示部および前記外部表示装置の表示領域の情報を記憶する領域情報記憶手段
と、
　表示すべきコンテンツを取得すると、前記領域情報記憶手段を参照して、前記外部表示
装置の表示領域に応じた画面データを生成する画面データ生成手段と、
　前記画面データ生成手段が生成した前記画面データを、前記領域情報記憶手段を参照し
て、前記本体表示部の表示領域に応じて複数の部分領域に区分し、前記部分領域の範囲と
当該部分領域を識別する識別子との対応関係を示す領域表示データを前記画面データに付
加して、前記接続部に接続された前記外部表示装置に表示させる全体表示手段と、
　前記入力部から前記識別子の入力を受け付けると、前記画面データ生成手段が生成した
前記画面データから、入力された前記識別子に対応する前記部分領域の範囲を抽出して、
前記本体表示部に表示させる部分表示手段と、
　を有することを特徴とする携帯端末装置。
【０１６０】
　（付記１０）　前記識別子は、表示領域内における横方向の位置を示す符号と縦方向の
位置を示す符号とで構成されており、
　前記全体表示手段は、表示領域の横方向の辺と縦方向の辺とにそれぞれの方向の位置を
示す符号を表示するデータを、前記領域表示データとして前記画面データに付加する、
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　ことを特徴とする付記９記載の携帯端末装置。
【０１６１】
　（付記１１）　前記識別子は、表示領域内における横方向の位置を示す符号と縦方向の
位置を示す符号とで構成されており、
　前記全体表示手段は、それぞれの前記部分領域の範囲を示す線を表示すると共に前記部
分領域の範囲を示す線の内側に当該部分領域を識別する前記識別子を表示するデータを、
前記領域表示データとして前記画面データに付加する、
　ことを特徴とする付記９記載の携帯端末装置。
【０１６２】
　（付記１２）　前記入力部は、それぞれに符号が割り当てられた複数の入力キーを備え
ており、
　前記全体表示手段は、前記入力部が備える前記入力キーの配置と対応するように、それ
ぞれの前記部分領域に対して前記識別子として符号を割り当てる、
　ことを特徴とする付記９記載の携帯端末装置。
【０１６３】
　（付記１３）　前記全体表示手段は、前記部分表示手段が前記画面データの一部を前記
本体表示部に表示させると、前記本体表示部に表示されている範囲を強調する強調表示デ
ータを前記画面データに更に付加して、前記外部表示装置に表示させることを特徴とする
付記９記載の携帯端末装置。
【０１６４】
　（付記１４）　前記部分表示手段は、前記入力部から前記本体表示部の表示範囲をスク
ロールさせるスクロール指示の入力を受け付けている間、前記画面データ生成手段が生成
した前記画面データを用いて、前記本体表示部の表示内容を連続的に更新し、
　前記全体表示手段は、前記本体表示部の表示範囲の連続的な変化については、所定の時
間間隔で、前記外部表示装置に表示させる前記強調表示データに反映させる、
　ことを特徴とする付記１３記載の携帯端末装置。
【０１６５】
　（付記１５）　前記入力部から拡大指示の入力を受け付けると、前記部分表示手段が前
記本体表示部に表示させた範囲の前記画面データから、前記外部表示装置の表示領域に応
じて拡大した拡大画面データを生成し、前記外部表示装置に表示させる拡大表示手段を更
に有することを特徴とする付記９記載の携帯端末装置。
【０１６６】
　（付記１６）　前記領域情報記憶手段は、複数の前記外部表示装置の表示領域の情報を
記憶しており、
　前記画面データ生成手段は、前記接続部に接続されている前記外部表示装置を判定し、
判定した前記外部表示装置の表示領域に応じた前記画像データを生成する、
　ことを特徴とする付記９記載の携帯端末装置。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】本実施の形態の概要を示す図である。
【図２】本実施の形態のシステム構成を示す図である。
【図３】携帯電話機のハードウェア構成を示す図である。
【図４】ＷＷＷサーバのハードウェア構成を示す図である。
【図５】第１の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。
【図６】表示領域テーブルのデータ構造例を示す図である。
【図７】画面データの区分を示す模式図である。
【図８】領域識別テーブルのデータ構造例を示す第１の図である。
【図９】第１の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図１０】第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第１の図である。
【図１１】携帯電話機の表示画面例を示す図である。
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【図１２】第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第２の図である。
【図１３】領域識別テーブルのデータ構造例を示す第２の図である。
【図１４】第１の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第３の図である。
【図１５】第２の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。
【図１６】第２の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図１７】第２の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第１の図である。
【図１８】第２の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す第２の図である。
【図１９】第３の実施の形態の携帯電話機の機能を示すブロック図である。
【図２０】第３の実施の形態の表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図２１】第３の実施の形態の電子ペーパーの表示画面例を示す図である。
【符号の説明】
【０１６８】
　２　外部表示装置
　１０　携帯端末装置
　１１　入力部
　１２　本体表示部
　１３　接続部
　１４　コンテンツ記憶手段
　１５　領域情報記憶手段
　１６　画面データ生成手段
　１７　全体表示手段
　１８　部分表示手段

【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】

【図２１】
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