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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを表示する表示部と通信部とを少なくとも備える移動可能な複数のコンテン
ツ表示装置において、
　各々のコンテンツ表示装置は、
　前記表示部と同じ面の周縁部に、自身の位置情報と自装置を特定する装置情報とを記憶
した画像パターンが複数設けられ、
　前記表示部と反対側の面に、画像パターンを検出する１又は複数の位置検出部を備え、
　第１のコンテンツ表示装置の上に第２のコンテンツ表示装置の一部が重なるように配置
されている場合に、
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記位置検出部が前記第１のコンテンツ表
示装置の第１の画像パターンを検出したら、前記第１のコンテンツ表示装置の前記第１の
画像パターンの位置と前記第２のコンテンツ表示装置の前記位置検出部の位置とに基づい
て前記第１のコンテンツ表示装置に対する自装置の相対位置を特定すると共に、前記通信
部を用いて、前記第１の画像パターンに記憶された前記装置情報で特定される前記第１の
コンテンツ表示装置から当該装置の前記表示部に表示しているコンテンツ及び画像の表示
位置を取得し、当該コンテンツの画像の表示位置を、前記相対位置に基づいてシフトさせ
て、自装置の前記表示部に表示させる、ことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項２】
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記位置検出部が前記第１のコンテンツ表
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示装置の第２の画像パターンを検出したら、前記第１の画像パターン及び前記第２の画像
パターンの位置の変化に基づいて、前記第１のコンテンツ表示装置に対する自装置の移動
方向及び移動距離を特定し、自装置の前記表示部に表示しているコンテンツの画像を、表
示画面上で、前記移動方向とは逆方向に、前記移動距離に応じた距離だけシフトさせる、
ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項３】
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記第１の画像パターン及び前記第２の画
像パターンの位置の変化に基づいて、前記第１のコンテンツ表示装置が前記第２のコンテ
ンツ表示装置に重ならなくなる初期設定位置を特定し、前記位置検出部が、画像パターン
の変化により自装置が卓上で所定の移動方向に所定の移動距離だけ移動したことを検出し
たら、前記初期設定位置において自装置の前記表示部に表示しているコンテンツの画像を
、表示画面上で、前記移動方向とは逆方向に、前記移動距離に応じた距離だけシフトさせ
る、ことを特徴とする請求項２に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項４】
　前記コンテンツの画像が、前記表示部に所定の倍率で表示されている場合は、
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、自装置の前記表示部に表示しているコンテ
ンツの画像を、表示画面上で、前記移動方向とは逆方向に、前記移動距離に前記所定の倍
率を掛け合わせた距離だけシフトさせる、ことを特徴とする請求項２又は３に記載のコン
テンツ表示装置。
【請求項５】
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記第１のコンテンツ表示装置に表示され
るコンテンツの画像が変更された場合に、前記第１のコンテンツ表示装置から、変更され
たコンテンツと当該第１のコンテンツ表示装置の前記表示部における画像の表示位置とを
取得し、取得したコンテンツの画像を、表示画面上で、前記第１のコンテンツ表示装置に
対する自装置の相対位置及び前記表示位置に基づいてシフトさせて、自装置の前記表示部
に表示させる、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載のコンテンツ表示装
置。
【請求項６】
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記第１のコンテンツ表示装置に表示され
るコンテンツの画像の表示位置が変更された場合に、前記第１のコンテンツ表示装置から
変更された表示位置を取得し、自装置の前記表示部に表示しているコンテンツの画像を、
表示画面上で、前記第１のコンテンツ表示装置に対する自装置の相対位置及び前記表示位
置に基づいてシフトさせる、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載のコン
テンツ表示装置。
【請求項７】
　前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記第１のコンテンツ表示装置に表示され
るコンテンツの画像の倍率が変更された場合に、前記第１のコンテンツ表示装置から変更
された倍率を取得し、自装置の前記表示部に表示しているコンテンツの画像の表示倍率を
取得した倍率に変更すると共に、当該倍率の画像を、表示画面上で、前記第１のコンテン
ツ表示装置に対する自装置の相対位置及び前記倍率に基づいてシフトさせる、ことを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一に記載のコンテンツ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツを表示する機能を備えたコンテンツ表示装置に関し、特に、移動
可能な薄型のコンテンツ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパーや電子ブック等の薄型の表示装置が開発されており、この表示装置
を用いて資料や書籍などのコンテンツを閲覧するユーザが増えている。このような表示装
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置（以下、コンテンツ表示装置と呼ぶ。）では、表示エリアよりも面積が大きいコンテン
ツの画像を表示する場合は、特定のボタン等を操作して画像を縮小したり、コンテンツの
画像を上下左右に移動させて、所望の領域を表示させる方法が用いられている。
【０００３】
　上記コンテンツの画像を表示させる技術に関して、例えば、下記特許文献１には、立体
視すべき第１の画像を表示装置に表示し、その表示位置の調整を経て判明した立体視のた
めの適正位置を記憶する工程と、立体視すべき第２の画像を前記表示装置に表示する際、
前記適正位置を読み出す工程と、前記第２の画像を読み出された前記適正位置を満たすよ
う配置して表示する工程と、を含む立体画像表示方法が開示されている。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、画像を無電源状態で表示保持する表示部を有する表示媒体
に画像を書き込み表示させる情報処理システムであって、ドキュメント画像を分割した部
分画像を表示媒体に書き込む書込手段と、ドキュメント画像の部分画像を表示媒体に書き
込む毎に、当該ドキュメント画像に対する当該部分画像の位置を表示する表示手段と、を
備えた情報処理システムが開示されている。
【０００５】
　また、コンテンツ表示装置と他の表示装置とを関連付ける技術に関して、下記特許文献
３には、表示手段と、画像表示機能を有する媒体の位置や状態を検出する検出手段と、前
記検出手段による検出結果に従って前記表示手段と前記媒体との対応付けを行う制御手段
を有する情報表示システムが開示されている。
【０００６】
　また、下記特許文献４には、ドキュメント画像を表示保持する表示部を備えた携帯可能
な表示記録媒体であって、前記表示部に表示保持するドキュメントを識別する識別データ
を保持する識別データ保持手段と、隣接する他の表示記録媒体を検出する検出手段と、隣
接する他の表示記録媒体から前記識別データを取得する取得手段と、前記検出した他の表
示記録媒体との位置関係に対応付けて前記取得した識別データを管理する管理手段とを備
え、自己が表示保持するドキュメントと隣接する他の表示記録媒体が表示保持するドキュ
メントとの間の位置関係を管理する機能を有する表示記録媒体が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１６９３５１号公報
【特許文献２】特開２００７－２１９６０６号公報
【特許文献３】特開２００５－３１４４８号公報
【特許文献４】特開２００６－３１３７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、表示エリアよりも面積が大きいコンテンツの画像を表示する他の方法として、
コンテンツ表示装置を卓上で移動させた時に、表示する画像を移動に応じてシフトさせる
方法が考えられる。
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１乃至４の技術は、コンテンツ表示装置の卓上での方向と
距離を含めた移動状態を管理・追跡する手段を持たないため、コンテンツの画像を紙媒体
のように自然に表示させることはできない。
【００１０】
　また、更に他の方法として、複数のコンテンツ表示装置を用い、いずれか１つのコンテ
ンツ表示装置に表示されている画像を基準にして、他のコンテンツ表示装置に表示される
画像を、基準となるコンテンツ表示装置との位置関係に応じてシフトさせる方法が考えら
れる。
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【００１１】
　しかしながら、上記特許文献１及び２の技術は、１つのコンテンツ表示装置における表
示を制御する方法であり、また、上記特許文献３の技術は、１つのコンテンツ表示装置に
表示された画像を他の表示装置に表示させる方法であるため、複数のコンテンツ表示装置
を連動させて共通のコンテンツの画像を表示させることはできない。
【００１２】
　また、上記特許文献４の技術は、複数の電子ペーパー間の隣接関係を検出し、管理サー
バ上で統合してその位置関係を表示するものであり、ある表示媒体１に対する別の表示媒
体２の平面上の位置関係を指向性のある無線通信等により上下左右で検出して分類分けす
ることができるが、複数の電子ペーパー間で表示内容を制御するものではないため、やは
り複数のコンテンツ表示装置を連動させて共通のコンテンツの画像を表示させることはで
きない。
【００１３】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、コンテンツ
の画像を、装置の位置に応じて表示させることができるコンテンツ表示装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明は、コンテンツを表示する表示部と通信部とを少なく
とも備える移動可能な複数のコンテンツ表示装置において、各々のコンテンツ表示装置は
、前記表示部と同じ面の周縁部に、自身の位置情報と自装置を特定する装置情報とを記憶
した画像パターンが複数設けられ、前記表示部と反対側の面に、画像パターンを検出する
１又は複数の位置検出部を備え、第１のコンテンツ表示装置の上に第２のコンテンツ表示
装置の一部が重なるように配置されている場合に、前記第２のコンテンツ表示装置の制御
部は、前記位置検出部が前記第１のコンテンツ表示装置の第１の画像パターンを検出した
ら、前記第１のコンテンツ表示装置の前記第１の画像パターンの位置と前記第２のコンテ
ンツ表示装置の前記位置検出部の位置とに基づいて前記第１のコンテンツ表示装置に対す
る自装置の相対位置を特定すると共に、前記通信部を用いて、前記第１の画像パターンに
記憶された前記装置情報で特定される前記第１のコンテンツ表示装置から当該装置の前記
表示部に表示しているコンテンツ及び画像の表示位置を取得し、当該コンテンツの画像の
表示位置を、前記相対位置に基づいてシフトさせて、自装置の前記表示部に表示させるも
のである。
【００１６】
　本発明においては、前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記位置検出部が前記
第１のコンテンツ表示装置の第２の画像パターンを検出したら、前記第１の画像パターン
及び前記第２の画像パターンの位置の変化に基づいて、前記第１のコンテンツ表示装置に
対する自装置の移動方向及び移動距離を特定し、自装置の前記表示部に表示しているコン
テンツの画像を、表示画面上で、前記移動方向とは逆方向に、前記移動距離に応じた距離
だけシフトさせる構成とすることができる。
【００１７】
　また、本発明においては、前記第２のコンテンツ表示装置の制御部は、前記第１の画像
パターン及び前記第２の画像パターンの位置の変化に基づいて、前記第１のコンテンツ表
示装置が前記第２のコンテンツ表示装置に重ならなくなる初期設定位置を特定し、前記位
置検出部が、画像パターンの変化により自装置が卓上で所定の移動方向に所定の移動距離
だけ移動したことを検出したら、前記初期設定位置において自装置の前記表示部に表示し
ているコンテンツの画像を、表示画面上で、前記移動方向とは逆方向に、前記移動距離に
応じた距離だけシフトさせる構成とすることもできる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のコンテンツ表示装置によれば、コンテンツの画像を、装置の位置に応じて表示
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させることができる。
【００１９】
　その理由は、コンテンツ表示装置を単独で使用する場合は、コンテンツ表示装置の裏面
に、卓上での移動を検出して自装置の相対位置を特定する位置特定部を設け、コンテンツ
表示装置の制御部は、位置特定部が卓上での移動を検出した場合に、表示部に表示されて
いるコンテンツの画像を、移動後の位置に応じてシフトさせる制御を行うからである。
【００２０】
　また、複数のコンテンツ表示装置を使用する場合は、各々のコンテンツ表示装置の表面
の周縁部に、その位置を示すバーコード等の位置情報通知部を設けると共に、裏面に、位
置情報通知部から位置情報及び装置情報を取得すると共に卓上での移動を検出して、自装
置の相対位置を特定する位置特定部を設け、所定のコンテンツ表示装置の制御部は、位置
特定部が他のコンテンツ表示装置の位置情報通知部から位置情報を取得した場合に、表示
部に、当該他のコンテンツ表示装置に表示されている画像を、当該他のコンテンツ表示装
置に対する相対位置に応じてシフトさせて、自装置の表示部に表示させる制御を行うから
である。更に、位置特定部が当該他のコンテンツ表示装置若しくは卓上での移動を検出し
た場合に、表示部に表示されているコンテンツの画像を、移動後の位置に応じてシフトさ
せる制御を行うからである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置の表裏面の構成例及び操作ボタンの
構成例を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置の表面の周縁部に配置される位置情
報通知部（バーコード）の構成例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置の表示部の構成例を示す図である。
【図５】コンテンツの画像例（等倍表示）を示す図である。
【図６】コンテンツの画像例（２分の１表示）を示す図である。
【図７】本発明の一実施例に係る２つのコンテンツ表示装置の表示例を示す図である。
【図８】本発明の一実施例に係る２つのコンテンツ表示装置の他の表示例を示す図である
。
【図９】本発明の一実施例に係る２つのコンテンツ表示装置における初期設定位置の推定
方法を示す図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る２つのコンテンツ表示装置の表示範囲を示す図である
。
【図１１】本発明の一実施例に係る２つのコンテンツ表示装置の他の表示例を示す図であ
る。
【図１２】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置における表示位置の調整方法を示
す図である。
【図１３】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置における倍率の調整方法を示す図
である。
【図１４】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置におけるコンテンツの変更方法を
示す図である。
【図１５】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順を示
すフローチャート図である。
【図１６】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順を示
すフローチャート図である。
【図１７】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順（特
殊パターン処理）を示すフローチャート図である。
【図１８】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順（初
期設定位置推定処理）を示すフローチャート図である。
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【図１９】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順（表
示サイズ変更処理）を示すフローチャート図である。
【図２０】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置を用いたコンテンツ表示手順（表
示コンテンツ変更処理）を示すフローチャート図である。
【図２１】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置における初期設定位置検出時の流
れを示すタイミングチャート図である。
【図２２】本発明の一実施例に係るコンテンツ表示装置におけるコンテンツ変更、位置変
更、拡大／縮小操作時の流れを示すタイミングチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　従来、電子ペーパーや電子ブック等のコンテンツ表示装置では表示サイズが固定されて
いるため、表示サイズに入らない画像は、ボタンを操作して表示領域を調整したり、縮小
したりする必要があった。この問題に対して、コンテンツ表示装置における表示を改善す
るための様々な方法が提案されているが、いずれの方法も紙媒体のように自然な操作でコ
ンテンツを表示することができないという問題があった。
【００２３】
　コンテンツを紙媒体のように自然に表示する方法として、コンテンツ表示装置の移動に
応じて画像をシフトさせる方法や、複数のコンテンツ表示装置を連動させて互いの位置関
係に応じて画像をシフトさせる方法が考えられるが、従来のコンテンツ表示装置には、基
準位置からのズレ量に応じて表示内容を制御する手段がなく、それぞれのコンテンツ表示
装置に表示させる内容（位置）を、場所を変える度に調整する必要があり、操作性が悪い
という問題があった。
【００２４】
　そこで、本発明では、コンテンツ表示装置の相対位置を自動的に検出し、コンテンツ表
示装置に、その位置に応じたコンテンツの画像を表示させるようにする。
【００２５】
　具体的には、１台のコンテンツ表示装置を単独で使用する場合は、コンテンツ表示装置
の裏面に、卓上での移動を検出して当該コンテンツ表示装置の移動方向及び移動距離を特
定する光学センサ等の位置特定部を設け、コンテンツ表示装置の制御部は、位置特定部が
移動を検出した時に、コンテンツ表示装置に表示されているコンテンツの画像を、上記移
動方向とは逆方向に、上記移動距離に応じた距離だけシフトさせる制御を行う。
【００２６】
　また、複数のコンテンツ表示装置を使用する場合は、複数のコンテンツ表示装置をひと
つの大きな仮想的な画面を表示するシステムとし、各々のコンテンツ表示装置の表面の周
縁部に、自身の位置情報と自装置の装置情報とを記憶したバーコード等の位置情報通知部
を設けると共に、裏面に、位置情報通知部から位置情報及び装置情報を取得すると共に卓
上での移動を検出して自装置の相対位置を特定する光学センサ等の位置特定部を設け、所
定のコンテンツ表示装置の制御部は、他のコンテンツ表示装置上に当該所定のコンテンツ
表示装置を重ね合わせた時に、位置特定部及び他のコンテンツ表示装置の位置情報通知部
との位置に基づいて自装置の相対位置を特定し、当該他のコンテンツ表示装置に表示され
ているコンテンツの画像を、当該他のコンテンツ表示装置との相対位置に基づいてシフト
させて、自装置の表示部に表示させる制御を行う。
【００２７】
　また、所定のコンテンツ表示装置を移動させた場合に、他のコンテンツ表示装置の位置
情報通知部から取得した位置情報の変化若しくは卓上での移動量に基づいて自装置の移動
後の相対位置を特定し、所定のコンテンツ表示装置に表示されているコンテンツを、移動
後の位置に応じてシフトさせる制御を行う。
【００２８】
　このような構成とすることにより、大きなコンテンツの画像を紙媒体と同様に自然に表
示させることができる。
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【実施例】
【００２９】
　上記した本発明の一実施の形態についてさらに詳細に説明すべく、本発明の一実施例に
係るコンテンツ表示装置について、図１乃至図２２を参照して説明する。図１は、本実施
例のコンテンツ表示装置の構成を示すブロック図である。また、図２は、コンテンツ表示
装置の表裏面の構成例を示す平面図であり、図３は、コンテンツ表示装置の表面の周縁部
に配置される位置情報通知部の構成例を示す平面図である。また、図４乃至図１４は、本
実施例のコンテンツ表示装置を用いた表示例を示す平面図であり、図１５乃至図２０は、
本実施例のコンテンツ表示装置を用いたコンテンツの表示手順を示すフローチャート図、
図２１及び図２２は、複数のコンテンツ表示装置間の処理を示すタイミングチャート図で
ある。
【００３０】
　本実施例のコンテンツ表示装置１０は、移動可能な薄型（平板状）の装置であり、図１
に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＲＯＭ（Read Only Memory）
１２やＲＡＭ（Random Access Memory）１３等のメモリ、表示部１４、操作部１５、通信
部１６、位置特定部１７などから構成されている。
【００３１】
　ＣＰＵ１１は、各部の動作を制御する。
【００３２】
　ＲＯＭ１２は、主制御部１２ａとして機能するプログラム等の各種プログラムを記憶し
、これらのプログラムはＣＰＵ１１で実行される。主制御部１２ａは、表示部１４にコン
テンツの画像を表示させる機能を備え、位置特定部１７が卓上での移動や他のコンテンツ
表示装置の位置情報通知部（詳細は後述する。）を検出した場合に、自装置の相対位置を
特定し、表示部１４に表示するコンテンツの画像を、自装置の相対位置に応じてシフトさ
せる制御を行う。なお、この主制御部１２ａの制御は、プログラム（コンテンツ表示制御
プログラム）として実行してもよいし、ハードウェアとして実行してもよい。
【００３３】
　ＲＡＭ１３は、各種データを記憶する部分であり、データ格納部１３ａと制御情報格納
部１３ｂなどを備える。データ格納部１３ａは、取得したコンテンツの各ページの画像デ
ータなどを記憶する。制御情報格納部は、コンテンツ表示装置１０の動作を制御するため
の設定情報や自装置を他のコンテンツ表示装置と区別するための固有の装置識別情報など
を記憶する。
【００３４】
　表示部１４は、液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）や有機ＥＬ（electr
oluminescence）表示装置等からなり、コンテンツの画像を表示する。
【００３５】
　操作部１５は、表示部１４上に、透明電極が格子状に配置された感圧式のタッチパネル
であり、手指やタッチペン等で押下された力点のＸＹ座標を電圧値で検出し、検出された
位置信号を操作信号としてＣＰＵ１１に出力する。
【００３６】
　通信部１６は、BlueTooth（登録商標）や無線ＬＡＮ（Local Area Network）などの無
線通信手段で構成され、他のコンテンツ表示装置やサーバ等とデータ通信を行う。このコ
ンテンツ表示装置１０を単独で動作させる場合において、コンテンツが記憶可能であれば
、通信部１６を省略することができる。
【００３７】
　位置特定部１７は、光学マウスのような接地面の画像パターンから相対的な移動方向と
距離を感知する複数の光学センサなどで構成され、卓上での移動や他のコンテンツ表示装
置の位置情報通知部を検出し、接地面の画像パターンから得られる情報や位置情報通知部
から得られる位置情報に基づいて自装置の位置を特定する。このコンテンツ表示装置１０
を単独で動作させる場合は、他のコンテンツ表示装置の位置情報通知部を検出する必要が
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ないことから、位置特定部１７を１つの光学センサで構成してもよいし、例えば、位置特
定部１７を加速度センサで構成して、静止位置からの移動方向及び移動量に基づいて自装
置の位置を特定してもよい。
【００３８】
　なお、図１は本実施例のコンテンツ表示装置１０の基本構成であり、例えば、コンテン
ツを格納するＨＤＤ（Hard Disk Drive）を備えていてもよい。また、本実施例のコンテ
ンツ表示装置１０は、コンテンツの画像を表示するための装置（例えば、電子ペーパーや
電子ブック、電子手帳）としてもよいし、他の機能を備える装置（例えば、携帯電話機や
ＰＤＡ（Personal Digital Assistants））に上記主制御部１２ａとしての機能を持たせ
てもよい。
【００３９】
　次に、本実施例のコンテンツ表示装置１０の具体的な構成について説明する。図２は、
本実施例のコンテンツ表示装置１０の外観構成例である。
【００４０】
　図２（ａ）に示すように、コンテンツ表示装置１０の表面（表示面）には、コンテンツ
の画像の表示とタッチ操作を行う表示部１４及び操作部１５があり、その周縁部（表示部
１４内であってもよいし、表示部１４外であってもよい。）には、自装置の位置を他のコ
ンテンツ表示装置１０に通知するための位置情報通知部１８（コンテンツ表示装置１０を
単独で動作させる場合は必須ではない。）が設けられている。また、表面（若しくは裏面
）の任意の位置（好ましくは表示部１４の外側）に、通信部１６が設けられている。
【００４１】
　上記位置情報通知部１８は、位置特定部１７が読み取り可能なバーコード等の特定の画
像パターン（以下、特殊パターンと呼ぶ。）で構成され、各々の特殊パターンには、その
特殊パターンの座標等の位置情報と自装置を特定する装置情報とが記述されている。なお
、この特殊パターンは、表示部１４の外側に予め印字してもよいし、表示部１４内の画像
の一部として表示してもよい。また、位置情報通知部１８は、上記位置情報及び装置情報
を他のコンテンツ表示装置１０の位置特定部１７に通知可能な構成であればよく、必ずし
もバーコード等の特殊パターンに限定されず、例えば、微細なパターンを使用したり、多
色カラーや人間の目には見えないインク、特定の波長の情報を発信する部材などを使用し
てもよい。
【００４２】
　また、図２（ｂ）に示すように、操作部１５には、複数の操作ボタンが設けられており
、コンテンツを変更するボタン、コンテンツの画像表示の拡大／縮小を指示するボタン、
表示位置調整を行うボタン（上・下・左・右の各ボタン）などが配置される。この操作ボ
タンは、状態に応じて表示部１４に動的に表示してもよいし、表示部１４の外に固定的に
設置してもよい。ここでは、固定的に設置された切替ボタンを設け、当該切替ボタンを一
度押すと、表示部１４に操作ボタンが表示され、再度押すと、操作ボタンの表示が消える
ようにしている。また、コンテンツ変更ボタンが押されると、コンテンツを選択するメニ
ューが表示され、メニューに従って表示するコンテンツを選択する。拡大／縮小ボタンを
押下すると、それぞれ、現在表示しているコンテンツの画像の拡大／縮小率を一定の割合
で上げ下げする。例えば、拡大ボタンを一回押下すると、拡大率を現在の２倍にし、縮小
ボタンを一回押下すると、拡大率を現在の半分にする。表示位置調整ボタン（上・下・左
・右の各ボタン）を押下すると、ぞれぞれ、表示するコンテンツの画像を上・下・左・右
方向に移動する。移動量は、固定のピクセル数であってもよく、現在の拡大／縮小率に応
じて移動するピクセル数を変えてもよい。コンテンツ変更が行われた際の初期の表示位置
・拡大／縮小率の状態は任意であり、例えば、コンテンツの左上を基点として等倍で表示
してもよいし、コンテンツの画像全体が画面内に収まるように拡大／縮小率を計算し、コ
ンテンツの画像の中心を表示部１４の中心に合わせるように表示してもよい。
【００４３】
　また、コンテンツ表示装置１０の裏面の周縁部には、光学センサ等の位置特定部１７が
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、一定の間隔で配置されている。なお、位置特定部１７のサイズや形状、配置、個数等は
図の構成に限定されず、裏面全体に配列してもよい。
【００４４】
　次に、位置情報通知部１８（特殊パターン）の具体的な構成について、図３を参照して
説明する。
【００４５】
　特殊パターンは、例えば、位置特定部１７（光学センサ）で読み取り可能な情報を持つ
複数の画像コードの配列Ｃｏｄｅ１～ＣｏｄｅＭ（Ｍはひとつの装置に配置される特殊パ
ターンの数）によって構成され、各画像コードは、その画像コードの配置情報Ｐ－Ｃｏｄ
ｅと、装置識別情報Ｄ－Ｃｏｄｅを含むパターンによって形成される。
【００４６】
　ここでは、コンテンツ表示装置１０の四辺の各辺に１０個、合計４０個のバーコードＢ
１～Ｂ４０があり、図の右辺のバーコードをＢ１～Ｂ１０、下辺のバーコードをＢ１１～
Ｂ２０，左辺のバーコードをＢ２１～Ｂ３０、上辺のバーコードをＢ３１～Ｂ４０とする
。それぞれのバーコードには、バーコード番号１～４０と同じ値と、装置識別番号Ｎ（こ
こではＮ＝３とする）の１００倍の値を足した情報が記載される。即ち、Ｓ番の画像コー
ドＣｏｄｅＳ＝Ｓ＋Ｎ×１００として計算している。
【００４７】
　以下、上記構成のコンテンツ表示装置１０の動作について説明する。
【００４８】
　まず、１つのコンテンツ表示装置１０を用いてコンテンツの画像を表示させる場合の処
理について、図４乃至図６を参照して説明する。
【００４９】
　コンテンツ表示装置１０を卓上に置き、卓上で上下左右に移動させると、表示部１４に
表示されるコンテンツの画像を、コンテンツ表示装置１０の移動方向と逆方向にシフトす
るが、そのシフト量を、表示しているコンテンツの拡大／縮小率に応じて変化させる。
【００５０】
　例えば、あるコンテンツが等倍で表示されており、コンテンツ表示装置１０を卓上で物
理的に距離Ａだけ右に移動させた場合を考える。その際、コンテンツ表示装置１０の表示
部１４におけるコンテンツの表示位置をＢドットだけ左に移動させると、利用者の視覚的
に、卓上の物理的なコンテンツの表示場所が変わらない状態になるとする。このとき、Ａ
＝Ｎ×Ｂであり、Ｎは、コンテンツ表示装置１０上でのコンテンツの１ドット（１画素）
の幅を表示している物理的な長さとなる。即ち、コンテンツ表示装置１０を右に距離Ａだ
け移動させた場合は、コンテンツの表示位置をＢドット左にシフトすればよい。
【００５１】
　また、コンテンツが拡大／縮小率（尺度）Ｘ倍で表示されている場合は、コンテンツ表
示装置１０上でのコンテンツの１ドットの物理的な幅はＮ×Ｘとなるので、コンテンツ表
示装置１０を右に距離Ａだけ移動させた場合は、Ａ＝（Ｎ×Ｘ）×Ｂ’となるように、コ
ンテンツの表示位置をＢ’ドット左にシフトすればよい。なお、コンテンツ表示装置１０
が左に移動した場合や上下に移動した場合、斜め方向に移動した場合も同様にシフト量を
求めればよい。
【００５２】
　具体的に説明すると、図４に示すように、コンテンツ表示装置１０は、横Ｗ、縦Ｈのサ
イズとし、表示部１４の解像度が横４８０ドット、縦６４０ドットであるとする。ここで
は、図５に示すように、コンテンツの画像（日本地図）を横方向に５分割、縦方向に４分
割して、それぞれの領域をａ１１～ａ４５とし、九州地方（ａ４２の領域）を等倍サイズ
で表示している。コンテンツの画像全体のサイズは、横２４００（４８０×５）ドット、
縦２５６０（６４０×４）ドットである。なお、実際の表示部１４のサイズと横Ｗ、縦Ｈ
のサイズには額縁の分だけ差異が発生し得るが、以下では、説明を簡略化するため、表示
部１４のサイズは横Ｗ、縦Ｈのサイズと一致しているものとする。サイズに差異がある場
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合は、下記の処理において差異を加味した演算処理を行えばよい。
【００５３】
　コンテンツ表示装置１０は卓上に置かれており、コンテンツ表示装置１０が卓上を移動
すると、裏面の位置特定部１７により、その移動の方向と距離が検出できるようになって
いる。九州地方のａ４２の領域を表示している状態において、コンテンツ表示装置１０を
卓上で右にＷだけ移動させると、表示されるコンテンツの画像は、４８０ドットシフトさ
れるため、ちょうどａ４３の領域を表示することになる。また、Ｗ×０．１だけ移動した
場合は、４８ドットシフトした内容を表示する。左、上下への移動も同様に演算して表示
する。
【００５４】
　次に、コンテンツを等倍ではなく、図６のように２分の１に縮小表示している場合、表
示されるコンテンツの画像全体のサイズは、横１２００ドット、縦１２８０ドットとなる
。現在、九州、中国地方のａ４１の領域を表示している状態において、コンテンツ表示装
置１０を卓上で右にＷだけ移動させると、表示されるコンテンツは、２４０ドットシフト
される。縮小前のコンテンツでいうと、４８０ドットシフトされることとなる。Ｗ×０．
１だけ移動した場合は、２４ドットシフトした内容、縮小前のコンテンツでいうと、４８
ドットシフトされた内容を表示する。
【００５５】
　このように、コンテンツの画像を尺度Ｘ倍で画像を表示している状態で、コンテンツ表
示装置１０を卓上で一定量移動させた場合、等倍時にシフトさせるシフト量に対してＸ倍
シフトした内容を尺度Ｘ倍にて表示させればよい。
【００５６】
　次に、２つのコンテンツ表示装置１０を用いてコンテンツの画像を表示させる場合の処
理について、図７乃至図１４、図２１及び図２２を参照して説明する。
【００５７】
　［第２のコンテンツ表示装置１０ｂを重ね合わせた状態の処理］
　図７に、第１のコンテンツ表示装置１０ａの上に第２のコンテンツ表示装置１０ｂを重
ね合わせた状態の様子を示す。
【００５８】
　第２のコンテンツ表示装置１０ｂは、１又は複数の位置特定部１７（光学センサ）が、
第１のコンテンツ表示装置１０ａの１又は複数の位置情報通知部１８（特殊パターン）を
検出すると、少なくとも１つの位置特定部１７と位置情報通知部１８の組み合わせから、
その重ね合わせ位置と、特殊パターンを表示している第１のコンテンツ表示装置１０ａを
判別する。
【００５９】
　第２のコンテンツ表示装置１０ｂは、判別した第１のコンテンツ表示装置１０ａとBlue
Tooth（登録商標）等で通信し、現在、第１のコンテンツ表示装置１０ａが表示している
コンテンツの画像を取得し、重ね合わせ位置に対応した画像（第１のコンテンツ表示装置
１０ａの位置情報通知部１８と第２のコンテンツ表示装置１０ｂの位置特定部１７の位置
関係に基づいて表示の基準点を変更した画像）を表示部１４に表示する。即ち、図２１に
示すように、第２のコンテンツ表示装置１０ｂは、第１のコンテンツ表示装置１０ａにコ
ンテンツ送信依頼（自装置番号を通知）を送信し、そのリプライとして、第１のコンテン
ツ表示装置１０ａは、第２のコンテンツ表示装置１０ｂに対して、現在表示中のコンテン
ツの画像と、その表示位置、拡大／縮小率の情報を表示変更指示のメッセージにて送信す
ると共に、第２のコンテンツ表示装置１０ｂから通知された自装置番号を、第１のコンテ
ンツ表示装置１０ａのメモリに、分割表示中の装置の情報として記録する。なお、コンテ
ンツが通信ネットワークに接続されたサーバ等に記憶されている場合は、第２のコンテン
ツ表示装置１０ｂはそのサーバ等からコンテンツの画像を取得してもよい。
【００６０】
　また、図２２に示すように、第１のコンテンツ表示装置１０ａにてコンテンツの変更、
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拡大／縮小、表示位置変更の操作が行われた場合は、メモリに格納された分割表示中の全
てのコンテンツ表示装置１０（ここでは第２のコンテンツ表示装置１０ｂ）に対して、そ
の操作があったことを通知する。メモリ内の分割表示中のコンテンツ表示装置１０の情報
は、表示変更指示のメッセージに含めてもよいし、別なメッセージとして分割表示中の他
のコンテンツ表示装置１０に通知してもよい。また、第１のコンテンツ表示装置１０ａ以
外の分割表示中のコンテンツ表示装置１０でコンテンツの変更、拡大／縮小、表示位置変
更の操作が行われた場合にも、それを他の分割表示中のコンテンツ表示装置１０で共有す
ることができる。
【００６１】
　この後、第２のコンテンツ表示装置１０ｂの位置特定部１７（光学センサ）が、特殊パ
ターンの動きを検出すると、その移動方向を計算し、卓上のどこに置かれるかを、第１の
コンテンツ表示装置１０ａに隣接する位置を前提として推定する。
【００６２】
　［第２のコンテンツ表示装置１０ｂが卓上に置かれたことを検出した際の処理］
　図８に、第２のコンテンツ表示装置１０ｂが卓上に置かれたことを検出した瞬間の状態
の様子を示す。
【００６３】
　第１のコンテンツ表示装置１０ａには一定の厚みがあることから、第２のコンテンツ表
示装置１０ｂが卓上に置かれる寸前で、位置特定部１７（光学センサ）は一時的に画像が
読み込めない状態となり、卓上に置かれた時点で再び読み込める状態となる。この読み込
める状態となった事象をもって、第２のコンテンツ表示装置１０ｂは卓上に置かれたこと
（第２のコンテンツ表示装置１０ｂが第１のコンテンツ表示装置１０ａに重ならない状態
となったこと）を検出する。ＬＥＤによる光学センサの場合、斜め方向から発したＬＥＤ
に対する接地面からの反射光を、接地面と垂直方向にある光学センサで読み込み、その接
地面画像の変化により移動方向を検出している。このように、斜め方向のＬＥＤからの照
射方向と、垂直方向の光学センサの受像方向の交点でのみ充分な反射光を得て画像を形成
して検出可能となるため、接地面とセンサの距離が開いた状態では、充分な反射光が得ら
れず画像を読み込むことができない状態となる。
【００６４】
　第２のコンテンツ表示装置１０ｂが卓上に置かれたことを検出すると、第２のコンテン
ツ表示装置１０ｂを重ね合わせた状態の処理で推定した位置を第２のコンテンツ表示装置
１０ｂの初期設置位置として確定する。
【００６５】
　図９に、初期設定位置の推定の様子を示す。
【００６６】
　第２のコンテンツ表示装置１０ｂの１又は複数の位置特定部１７（光学センサ）が第１
のコンテンツ表示装置１０ａの１又は複数の位置情報通知部１８（特殊パターン）を最初
に検出すると、その時の特殊パターンの画像コードを読み取った光学センサの位置から、
第２のコンテンツ表示装置１０ｂの相対位置、すなわち第２のコンテンツ表示装置１０ｂ
が第１のコンテンツ表示装置１０ａに対して相対的にどこに位置するかを計算し記録する
。これを特殊パターン処理開始時の第２のコンテンツ表示装置１０ｂの相対位置と呼ぶ。
【００６７】
　次に、再度、特殊パターンを検出すると、その時に計算した相対位置を記録し、これを
特殊パターン処理終了時の第２のコンテンツ表示装置１０ｂの相対位置と呼ぶ。特殊パタ
ーンがさらに検出された場合は、これを特殊パターン処理終了時の第２のコンテンツ表示
装置１０ｂの相対位置として上書きする。これらの後、第２のコンテンツ表示装置１０ｂ
が、卓上に置かれたことを検出すると、前記特殊パターン処理開始時の第２のコンテンツ
表示装置１０ｂの相対位置から特殊パターン処理終了時の第２のコンテンツ表示装置１０
ｂの相対位置への直線上で、第２のコンテンツ表示装置１０ｂが、第１のコンテンツ表示
装置１０ａと接する最短の点を求め、これを初期設置位置とする。
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【００６８】
　図１０に、コンテンツの表示範囲を示す。
【００６９】
　第１のコンテンツ表示装置１０ａが、等倍でコンテンツを表示しており、コンテンツの
左上を基点として右にＸ１０ドット、下にＹ１０ドットの位置から、右にＸ１１ドット、
下にＹ１１ドットの位置の範囲を表示しているとする。この時、第１のコンテンツ表示装
置１０ａの右辺の座標Ｘ１１に沿って、第２のコンテンツ表示装置１０ｂの初期設定位置
が決定したとすると、第２のコンテンツ表示装置１０ｂが初期状態で表示すべき範囲は、
コンテンツの左上を基点として右にＸ２０ドット、下にＹ２０ドットの位置から、右にＸ
２１ドット、下にＹ２１ドットの位置の範囲であり、それぞれ以下の式で求められる。
【００７０】
　Ｘ２０＝Ｘ１１
　Ｙ２０＝初期設定位置決定時の縦方向の座標
　Ｘ２１＝Ｘ２０＋（Ｘ１１－Ｘ１０）
　Ｙ２１＝Ｙ２０＋（Ｙ１１－Ｙ１０）
【００７１】
　なお、第１のコンテンツ表示装置１０ａの表示範囲と、第２のコンテンツ表示装置１０
ｂの表示範囲との間に、間隔が開いている場合は、その間隔に対応するドット数をＢ１と
して、Ｘ２０＝Ｘ１１＋Ｂ１となるように補正すればよい。
【００７２】
　コンテンツの表示が等倍以外の場合は、１つのコンテンツ表示装置１０で表示するコン
テンツの幅と高さ、即ち（Ｘ１１－Ｘ１０）及び（Ｙ１１－Ｙ１０）の大きさが等倍とは
異なった値となるものの、上記と同じ計算手法で求めることができる。
【００７３】
　［第２のコンテンツ表示装置１０ｂを卓上で移動した際の処理］
　図１１に、第２のコンテンツ表示装置１０ｂを卓上で移動した際の様子を示す。
【００７４】
　第２のコンテンツ表示装置１０ｂが、初期設定位置として確定した後に、第２のコンテ
ンツ表示装置１０ｂの位置特定部１７（光学センサ）により卓上の移動を検出すると、そ
れに合わせて第２のコンテンツ表示装置１０ｂの表示内容をシフトする。シフトする量は
、前記した、１つのコンテンツ表示装置１０を用いてコンテンツの画像を表示させる場合
と同様に、コンテンツの拡大／縮小率に応じて行えばよい。
【００７５】
　例えば、第２のコンテンツ表示装置１０ｂの物理的な位置が移動して、表示すべき内容
をシフトしている状態において、そのシフト量が、右方向にＤＸ１ドット，下方向にＤＹ
１ドットであったとすると、第２のコンテンツ表示装置１０ｂが表示すべきコンテンツの
範囲は以下となる。
【００７６】
　Ｘ２０＝Ｘ１１＋ＤＸ１
　Ｙ２０＝初期設定位置決定時の縦方向の座標＋ＤＹ１
　Ｘ２１＝Ｘ２０＋（Ｘ１１－Ｘ１０）＋ＤＸ１
　Ｙ２１＝Ｙ２０＋（Ｙ１１－Ｙ１０）＋ＤＹ１
【００７７】
　なお、第２のコンテンツ表示装置１０ｂの位置によっては、ＤＸ１、ＤＹ１は、マイナ
スの値を取り得る。
【００７８】
　［第３のコンテンツ表示装置以降の装置の合成］
　第１のコンテンツ表示装置１０ａに第２のコンテンツ表示装置１０ｂを重ね合わせてコ
ンテンツを分割表示したように、第３のコンテンツ表示装置以降の任意の数の装置を分割
表示に加えることができる。この時、重ね合わせる下の装置は、既にコンテンツを分割表
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示している装置であれば、任意の装置であってよい。例えば、第３のコンテンツ表示装置
を第２のコンテンツ表示装置１０ｂに重ね合わせる場合は、第３のコンテンツ表示装置の
初期設置位置の表示内容を第２のコンテンツ表示装置１０ｂの現在の表示内容のシフト状
態に基づいてシフトさせればよい。
【００７９】
　［表示内容の調整］
　コンテンツの表示位置が初期設定位置に基づくシフトにおいてずれが生じた場合には、
装置上の画面にて上下左右にタッチ操作することで、表示位置の補正を行う。画面へのタ
ッチ開始位置とタッチ終了位置の差分から、シフト方向とシフト量を決定すればよい。こ
の場合、図１２に示すように、装置上に、表示位置の補正を行うボタン（表示位置調整ボ
タン）を表示して、ボタンの押下により、任意の方向に任意の量だけシフトさせてもよい
。
【００８０】
　［複数の装置での表示中に拡大／縮小操作が行われた場合の処理］
　図１３に示すように、複数のコンテンツ表示装置でひとつのコンテンツを表示している
状態で、任意の装置上で縮小／拡大操作が行われると、同じコンテンツを表示している全
ての装置上で、それぞれ同じ倍率での拡大／縮小操作を行うと共に、それに対応して表示
位置をシフトさせることができる。表示位置のシフトの基点となるのは、拡大／縮小操作
が行われた装置としてもよいし、最初にコンテンツを表示した第１のコンテンツ表示装置
１０ａとしてもよい。
【００８１】
　［複数の装置での表示中にコンテンツの変更が行われた場合の処理］
　複数の装置でひとつのコンテンツを表示している状態で、任意の装置上で別なコンテン
ツ画像の表示が操作された場合、図１４に示すように、当該装置上に新たなコンテンツを
表示するとともに、その操作以前の時点で同じコンテンツを表示していた全ての装置上で
、それぞれ同じ拡大／縮小率により新たなコンテンツを表示すると共に、操作以前の相対
位置から、新たなコンテンツに対応する相対位置を決定し、それぞれ表示位置をシフトさ
せることができる。
【００８２】
　以上、個々の処理について説明したが、複数のコンテンツ表示装置１０を用いてコンテ
ンツの画像を表示する場合の、基準となるコンテンツ表示装置１０の制御部（主制御部）
の一連の処理について、図１５乃至図２０のフローチャート図を参照して説明する。
【００８３】
　コンテンツ表示装置１０の制御部（主制御部２１ａ）は、表示部１４の初期化を行い（
Ｓ１０１）、操作部１５のタッチ操作を監視する（Ｓ１０２）。タッチ操作があった場合
は操作内容を判定し（Ｓ１０３）、操作内容に応じた処理を実施する。
【００８４】
　例えば、操作ボタンにより拡大／縮小操作が行われた場合は、表示サイズの変更処理を
実施する（Ｓ１０４）。具体的には、図１７に示すように、表示中のコンテンツを指定さ
れた倍率で拡大／縮小して（Ｓ１０４ａ）、コンテンツの再表示を行い（Ｓ１０４ｂ）、
分割表示中の別のコンテンツ表示装置１０の中で拡大／縮小通知が未処理のものがあるか
を判定する（Ｓ１０４ｃ）。拡大／縮小通知が未処理のものがあれば（Ｓ１０４ｄのＹｅ
ｓ）、通信部１６を用いて、対象となるコンテンツ表示装置１０に表示変更（拡大／縮小
通知）を指示し（Ｓ１０４ｅ）、Ｓ１０４ｃ～Ｓ１０４ｅの処理を、拡大／縮小通知が未
処理の装置がなくなるまで繰り返す。
【００８５】
　また、操作ボタンによりコンテンツの選択操作が行われた場合は、表示コンテンツの変
更処理を実施する（Ｓ１０５）。具体的には、図１８に示すように、表示中のコンテンツ
を指定されたコンテンツに置き換え（Ｓ１０５ａ）、表示位置の初期化を行った後（Ｓ１
０５ｂ）、コンテンツを表示する（Ｓ１０５ｃ）。次に、分割表示中の別のコンテンツ表
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示装置１０の中でコンテンツ変更通知が未処理のものがあるかを判定する（Ｓ１０５ｄ）
。コンテンツ変更通知が未処理のものがあれば（Ｓ１０５ｅのＹｅｓ）、通信部１６を用
いて、対象となるコンテンツ表示装置１０に表示変更（コンテンツ変更通知）を指示し（
Ｓ１０５ｆ）、Ｓ１０５ｄ～Ｓ１０５ｆの処理を、コンテンツ変更通知が未処理の装置が
なくなるまで繰り返す。
【００８６】
　また、操作ボタンにより表示位置の変更操作が行われた場合は、表示位置の変更処理を
実施する（Ｓ１０６）。具体的には、表示中のコンテンツを指定されたドットだけシフト
し、分割表示中の別のコンテンツ表示装置１０の中で表示位置の変更通知が未処理のもの
があるかを判定する。表示位置の変更通知が未処理のものがあれば、通信部１６を用いて
、対象となるコンテンツ表示装置１０に表示変更（表示位置の変更通知）を指示し、この
処理を、表示位置の変更通知が未処理の装置がなくなるまで繰り返す。
【００８７】
　そして、各変更処理を実施した後、ステップＳ１０２に戻る。
【００８８】
　ステップＳ１０２でタッチ操作が無い場合は、位置特定部１７（光学センサ）の入力判
定を行い（Ｓ１０７）、光学センサが何らかの情報を検出した場合は、検出作内容に応じ
た処理を実施する。
【００８９】
　例えば、コンテンツ表示装置１０が卓上に置かれ、初期設置位置を検出した場合は、初
期設置位置推定処理を実施する（Ｓ１０８）。具体的には、図１９に示すように、位置情
報通知部１８（特殊パターン）の処理状態を未処理に設定し（Ｓ１０８ａ）、開始位置及
び終了位置から、自身の移動方向を計算し、初期設置位置を算出する（Ｓ１０８ｂ）。次
に、開始位置及び終了位置を検出した特殊パターンが設けられたコンテンツ表示装置の装
置番号を取得し、通信部１６を用いて、そのコンテンツ表示装置に対してコンテンツ送信
依頼（自装置番号通知）を行う（Ｓ１０８ｃ）。そして、上記コンテンツ表示装置から取
得したコンテンツ、表示位置、拡大／縮小情報、及び、初期設定位置から表示シフト量を
算出し（Ｓ１０８ｄ）、受信したコンテンツを算出したシフト量と拡大／縮小率にて表示
する（Ｓ１０８ｅ）。
【００９０】
　また、卓上でコンテンツ表示装置１０が移動したことを検出した場合は、その移動方向
及び移動量に基づいて、前述した手法を用いて表示位置の変更処理を実施する（Ｓ１０９
）。
【００９１】
　また、コンテンツ表示装置１０が他のコンテンツ表示装置に重ねられ、特殊パターンを
検出した場合は、特殊パターン処理を実施する（Ｓ１１０）。具体的には、図２０に示す
ように、特殊パターンの処理状態を判断し（Ｓ１１０ａ）、未処理の場合は、特殊パター
ンの処理状態を処理中に設定し（Ｓ１１０ｂ）、特殊パターンから装置番号を取得し（Ｓ
１１０ｃ）、その装置に対する相対位置（開始位置）を取得する（Ｓ１１０ｄ）。一方、
特殊パターンの処理状態が処理中の場合は、特殊パターンから、上記装置に対する相対位
置（終了位置）を取得する（Ｓ１１０ｅ）。その際、相対位置（終了位置）が取得済みの
場合は上書き更新する。その後、コンテンツを取得した相対位置にて表示する（Ｓ１１０
ｆ）。
【００９２】
　そして、各変更処理を実施した後、ステップＳ１０２に戻る。
【００９３】
　ステップＳ１０７で光学センサが情報を検出しない場合は、通信部１６の入力判定を行
い（Ｓ１１１）、通信部１６の入力が無い場合はステップＳ１０２に戻る。
【００９４】
　通信部１６が、表示変更操作が行われた他の装置から表示変更指示を受信した場合は、
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コンテンツ変更であるかを判断し（Ｓ１１２）、コンテンツ変更であれば表示コンテンツ
を変更する（Ｓ１１３）。次に、拡大／縮小変更であるかを判断し（Ｓ１１４）、拡大／
縮小変更であれば表示サイズを変更する（Ｓ１１５）。そして、表示位置を変更して（Ｓ
１１６）、コンテンツを表示し（Ｓ１１７）、ステップＳ１０２に戻る。
【００９５】
　また、通信部１６が、コンテンツ変更操作を行った後、コンテンツ変更通知を送った装
置からコンテンツ送信依頼を受信した場合は、表示中のコンテンツの情報を取り出し（Ｓ
１１８）、通信元にコンテンツ及び表示位置、拡大／縮小情報を送信する（Ｓ１１９）。
その後、通信元の装置番号を分割表示中の装置としてメモリに記録し（Ｓ１２０）、ステ
ップＳ１０２に戻る。
【００９６】
　このような処理を行うことにより、コンテンツ表示装置１０を用いて、大きなコンテン
ツの画像を紙媒体と同様に自然に表示させることができる。
【００９７】
　なお、本実施例では１つのコンテンツを複数の装置で分割して表示する例を記載したが
、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、それぞれの装置で別のコンテンツや別
のページを表示してもよい。その場合は、卓上における装置間の距離に応じて、別のペー
ジを表示することなどが可能となり、装置を移動するだけで、表示すべきコンテンツのペ
ージを直感的に変化することが可能となる。例えば、第１のコンテンツ表示装置１０ａに
Ｎページ目が表示されている状態で、第２のコンテンツ表示装置１０ｂを第１のコンテン
ツ表示装置１０ａから離す方向に装置幅の１０分の１移動すると、第２のコンテンツ表示
装置１０ｂの表示ページ番号をＮページから１ページ増やし、近づく方向に移動した場合
は、１ページ減らすなどの制御が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明は、コンテンツを表示する機能を備えた移動可能な薄型の表示装置、例えば、電
子ペーパーや電子ブック、携帯端末などに利用可能である。
【符号の説明】
【００９９】
　１０　コンテンツ表示装置
　１０ａ　第１のコンテンツ表示装置
　１０ｂ　第２のコンテンツ表示装置
　１１　ＣＰＵ
　１２　ＲＯＭ
　１２ａ　主制御部
　１３　ＲＡＭ
　１３ａ　画像データ格納部
　１３ｂ　制御情報格納部
　１４　表示部
　１５　操作部
　１６　通信部
　１７　位置特定部
　１８　位置情報通知部
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【図１９】
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