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(57)【要約】
本発明は、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において、横書き又は縦書きのコンテ
ンツを表示可能な電子表示装置を提供することを目的とする。冊子状に綴じられ、見開き
可能な複数枚の表示画面と、表示画面に表示されるコンテンツを記憶するコンテンツ記憶
部２５と、コンテンツ記憶部からコンテンツを読み出すコンテンツ読出部２７と、表示画
面におけるコンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き方向認識部２９と
、コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表示す
る表示制御部３１とを含むことを特徴とする電子表示装置を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面と、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段と、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識手段と、
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
示する表示制御手段と、
　を含むことを特徴とする電子表示装置。
【請求項２】
　前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画面から構成されており、
　前記表示制御手段は、前記第１開き方向では１番目の表示画面から昇順にコンテンツを
配置して表示し、前記第２開き方向ではｎ番目の表示画面から降順にコンテンツを配置し
て表示することを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項３】
　前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画面から構成されており、
　前記表示制御手段は、前記第１開き方向及び前記第２開き方向ともに１番目の表示画面
から昇順に、かつ前記第１開き方向と前記第２開き方向とではコンテンツの天地が逆にな
るようにコンテンツを配置して表示することを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装
置。
【請求項４】
　前記コンテンツは、前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み
、
　前記開き方向認識手段は、前記属性に基づいてコンテンツの開き方向を認識することを
特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項５】
　前記開き方向認識手段は、前記コンテンツの開き方向を示す開き方向情報を、ユーザか
ら受け付けることを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項６】
　前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み、前記請求項１に記
載の電子表示装置に読み込まれるコンテンツを記録した記録媒体。
【請求項７】
　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装置における電子表
示方法であって、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップで記憶したコンテンツを読み出す読出ステップと、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識ステップと、
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
示する表示制御ステップと、
　を含むことを特徴とする電子表示方法。
【請求項８】
　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装置が実行する電子
表示プログラムであって、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段、
　前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識手段、及び
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
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示する表示制御手段として電子表示装置を機能させることを特徴とする、電子表示プログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の表示画面により構成された電子表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子表示装置は、文字や画像等のコンテンツを本のように表示画面に表示可能な装置で
ある。電子表示装置に様々なコンテンツを記憶させることで、ユーザは複数の本を持ち運
ぶこと無くコンテンツを閲覧することができる。特許文献１には、２つの表示画面を見開
可能とした２画面表示の電子表示装置が開示されている。図２１は、特許文献１に記載さ
れている電子表示装置を示す平面図である。図２１に示すように、電子表示装置１の表示
画面３は１番目表示画面及び２番目表示画面を有しており、ヒンジ部４を中心にして左右
に開閉可能な構成になっている。また、表示画面３は１番目及び２番目表示画面によりコ
ンテンツを２ページ分表示し、ユーザのページめくり操作によって、表示内容が２ページ
を単位として更新される。このように２画面表示とすることで、ユーザは書籍を実際に読
んでいるかのように感じることができる。また、上記電子表示装置１では、横書き又は縦
書きなどの表示態様の設定や変更が可能である。
【特許文献１】特開２００３－１９６０１２号公報
【発明の開示】
【０００３】
　しかし、特許文献１はあくまで２画面表示の電子表示装置について開示するものである
。つまり、特許文献１では、複数枚の表示画面が冊子状に綴じられている電子表示装置に
ついては何ら示唆されていない。また、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において
、左開き又は右開きの表示態様を設定したり変更したりする方法についても何ら示唆され
ていない。
【０００４】
　そこで、本発明は、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において、左開き又は右開
きのコンテンツを表示可能な電子表示装置を提供することを目的とする。
【０００５】
　本願第１発明は、上記の課題を解決するために、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数
枚の表示画面と、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段と、前記記憶
手段からコンテンツを読み出す読出手段と、前記表示画面における前記コンテンツの第１
開き方向又は第２開き方向を認識する開き方向認識手段と、前記コンテンツの第１開き方
向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表示する表示制御手段とを含むこ
とを特徴とする電子表示装置を提供する。
【０００６】
　上記の電子表示装置では表示画面が複数枚に亘っており、ユーザはあたかも実際に本を
読んでいるようにページをめくって読み進んでいくことができる。コンテンツには、楽譜
や英語辞書、漫画やお経など様々な種類があり、表示画面にはコンテンツが左開きで表示
される場合も右開きで表示される場合もある。例えば楽譜や英語辞書などは左開きのコン
テンツであり、漫画やお経などは右開きのコンテンツである。そこで、開き方向認識手段
は、まず読出手段が受信したコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識する。
例えば、開き方向認識手段は、ユーザからの入力により開き方向を認識したり、コンテン
ツに含まれる開き方向に関する情報から開き方向を認識する。表示制御手段は、コンテン
ツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。表示制御手段は、例え
ば、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテ
ンツを配置して表示し、右開きの場合は見開きの右側よりも左側のページの方がページ番
号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。以上より、本のようにページをめ
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くって読み進んでいく電子表示装置において、右開き及び左開きの両方に対応するように
コンテンツを表示することができる。
【０００７】
　日本語の場合について説明すると、通常、日本語において、文字が横書きの場合は左側
のページから右側のページへと読み進んでいく左開きであり、文字が縦書きの場合は、見
開きの右側のページから左側のページへと読み進んでいく右開きである。開き方向認識手
段は、まず読出手段が受信したコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識、つ
まり日本語のコンテンツが縦書きであるか横書きであるかを認識する。そして、表示制御
手段は、コンテンツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。つま
り、左開きの場合は横書きで、右開きの場合は縦書きで文字を表示画面に配置して表示す
る。以上より、本のようにページをめくって読み進んでいく電子表示装置において、右開
き及び左開き、つまり横書き又は縦書きの両方に対応するようにコンテンツを表示するこ
とができる。
【０００８】
　本願第２発明は、第１発明において、前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画
面から構成されており、前記表示制御手段は、前記第１開き方向では１番目の表示画面か
ら昇順にコンテンツを配置して表示し、前記第２開き方向ではｎ番目の表示画面から降順
にコンテンツを配置して表示することを特徴とする電子表示装置を提供する。
【０００９】
　ここで、第１開き方向を左開きとし、第２開き方向を右開きとする。また、左開きを標
準状態とし、左開きのページ番号に対応するように順に１番目示画面、２番目示画面・・
・ｎ番目表示画面とする。一方、右開きの場合は、ｎ番目表示画面が１ページ目、ｎ－１
番目の表示画面が２ページ目というように左開きと逆になる。よって、電子表示装置は、
左開きのコンテンツの場合は、１番目の表示画面から昇順にコンテンツを配置して表示す
る。一方、右開きのコンテンツの場合は、ｎ番目の表示画面から降順にコンテンツを配置
して表示する。これにより、電子表示装置は、左開き及び右開きの両方に対応するように
コンテンツを表示することができる。
【００１０】
　また、電子表示装置は、上記のように左開き及び右開きに対応するようにコンテンツの
表示を開始する表示画面を切り替える。よって、電子表示装置のユーザは、電子表示装置
自体や表示画面自体を回転させることなくコンテンツを読んだり見たりすることができる
。
【００１１】
　本願第３発明は、第１発明において、前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画
面から構成されており、前記表示制御手段は、前記第１開き方向及び前記第２開き方向と
もに１番目の表示画面から昇順に、かつ前記第１開き方向と前記第２開き方向とではコン
テンツの天地が逆になるようにコンテンツを配置して表示することを特徴とする電子表示
装置を提供する。
【００１２】
　この場合、左開きの場合も右開きの場合も１番目の表示画面からコンテンツを表示し始
めるが、コンテンツは左開きと右開きとで天地が逆となるように配置される。ここで、左
開きから右開きのコンテンツに切り替えられた場合、ユーザは電子表示装置自体や表示画
面を回転させると右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００１３】
　以上のように、電子表示装置は、コンテンツを回転させることで、右開き及び左開きの
両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。
【００１４】
　本願第４発明は、第１発明において、前記コンテンツは、前記表示画面における前記コ
ンテンツの開き方向を示す属性を含み、前記開き方向認識手段は、前記属性に基づいてコ
ンテンツの開き方向を認識することを特徴とする電子表示装置を提供する。
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【００１５】
　開き方向認識手段は、コンテンツに含まれる属性に基づいて開き方向を認識することが
できる。属性には、コンテンツの開き方向やコンテンツのジャンル等が含まれる。コンテ
ンツのジャンルとして、例えばコンテンツが楽譜、英語辞書、漫画、お経であるなどの情
報が含まれているとする。開き方向認識手段は、楽譜や英語辞書の場合にはコンテンツが
左開きであると認識し、漫画やお経の場合にはコンテンツが右開きであると認識する。
【００１６】
　本願第５発明は、第１発明において、前記開き方向認識手段は、前記コンテンツの開き
方向を示す開き方向情報を、ユーザから受け付けることを特徴とする電子表示装置を提供
する。
【００１７】
　コンテンツに開き方向に関する情報が含まれない場合であっても、ユーザからの入力を
受け付けることで開き方向認識手段は開き方向を認識することができる。
【００１８】
　本願第６発明は、前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み、
前記本願第１発明に記載の電子表示装置に読み込まれるコンテンツを記録した記録媒体を
提供する。
【００１９】
　この記録媒体内のコンテンツを前述の電子表示装置に読み込ませることで、電子表示装
置ではコンテンツの属性に応じた表示を行うことができる。
【００２０】
　本願第７発明は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装
置における電子表示方法であって、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶
ステップと、前記記憶ステップで記憶したコンテンツを読み出す読出ステップと、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識ステップと、前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコン
テンツを配置して表示する表示制御ステップとを含むことを特徴とする電子表示方法を提
供する。本願第１発明と同様の作用効果を奏する。
【００２１】
　本願第８発明は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装
置が実行する電子表示プログラムであって、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶
する記憶手段、前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段、前記表示画面における
前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き方向認識手段、及び前記
コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表示する
表示制御手段として電子表示装置を機能させることを特徴とする、電子表示プログラムを
提供する。本願第１発明と同様の作用効果を奏する。
【００２２】
　本発明によれば、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において、左開き又は右開き
のコンテンツを表示可能である。
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態例における電子表示装置の平面図。
【図２】電子表示装置１０の機能構成を示すブロック図。
【図３】コンテンツのデータ構成例を示す説明図。
【図４Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明
図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図４Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明
図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図５】表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（日
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本語）。
【図６】左開きから右開きへの変換を示す別の説明図（日本語）。
【図７】拡大表示を説明するための説明図（日本語）。
【図８Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図で
あり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図８Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図で
あり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図９】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（日本語）。
【図１０】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す別の説明図（日本
語）。
【図１１Ａ】電子表示装置自体を回転する場合の説明図。
【図１１Ｂ】表示画面のみを回転する場合の説明図。
【図１２Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１２Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１３】表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（
英語）。
【図１４Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１４Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１５】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（英語）。
【図１６Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１６Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１７】表示制御部が記憶している情報。
【図１８Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１８Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１９】ページ番号の他に表示画面の番号が表示された電子表示装置を示す平面図。
【図２０】ページめくり用のスイッチの形態を示す説明図。
【図２１】特許文献１に記載されている電子表示装置を示す平面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　＜発明の概要＞
　本願の電子表示装置は、表示画面が冊子状に綴じられ見開き可能なように複数枚に亘っ
ているため、ユーザは実際にページをめくりつつ読み進んでいくことができる。コンテン
ツには、楽譜や英語辞書、漫画やお経など様々な種類があり、表示画面にはコンテンツが
左開きで表示される場合も右開きで表示される場合もある。例えば楽譜や英語辞書などは
左開きのコンテンツであり、漫画やお経などは右開きのコンテンツである。そこで、電子
表示装置は、まずコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識する。次に、電子
表示装置は、コンテンツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。
電子表示装置は、例えば、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大
きくなるようにコンテンツを配置して表示し、右開きの場合は見開きの右側よりも左側の
ページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。これにより
、左開きのコンテンツの場合は左開きで表示画面をめくって読み進んでいくことができ、
一方右開きのコンテンツの場合は右開きで表示画面をめくって読み進んでいくことができ
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る。
【００２５】
　＜第１実施形態例＞
　（電子表示装置の全体構成）
　図１は、本発明の第１実施形態例における電子表示装置の平面図である。電子表示装置
１０は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚（１番目表示画面、２番目表示画面・・
・ｎ番目表示画面）の表示画面１３を有している。電子表示装置１０は、ヒンジ部１１を
中心にして閉じることが可能である。また、表示画面１３を取り囲む電子表示装置１０上
には、各種機能ボタン１５が設けられている。各種機能ボタン１５としては、例えば電子
表示装置をＯＮ／ＯＦＦする電源スイッチ１５ａ、表示画面に次のデータや前のデータを
表示させるための巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂ、コンテンツを再生するため
の再生スイッチ１５ｃ、左開き又は右開きの切り替えをユーザから受け付けるための左開
きスイッチ１５ｄ及び右開きスイッチ１５ｅを含む。
【００２６】
　電子表示装置１０は、その内部に予め記憶されているコンテンツや外部から取り込んだ
コンテンツを表示画面１３に表示する。ここで、コンテンツとはテキストデータや画像デ
ータなどを含むものとする。上述の通り、表示画面１３が冊子状に綴じられ見開き可能な
ように複数枚に亘っているため、ユーザは実際にページをめくって読み進んでいくことが
できる。よって、ユーザは書籍、雑誌、漫画などの書籍を実際に手にとって読んでいるよ
うに感じることができる。
【００２７】
　（機能構成）
　図２は、電子表示装置１０の機能構成を示すブロック図である。電子表示装置１０は、
ユーザ入力受付部２１、コンテンツ受信部２３、コンテンツ記憶部２５、コンテンツ読出
部２７、開き方向認識部２９及び表示制御部３１を含む。
【００２８】
　（１）ユーザ入力受付部
　ユーザ入力受付部２１は、各種機能ボタン１５等を介してユーザからの入力を受け付け
る。例えば、ユーザが電源スイッチ１５ａを押した場合にはその情報が表示制御部３１に
送信され、表示制御部３１は表示画面１３をＯＮ／ＯＦＦする。また、ユーザが巻き戻し
スイッチや早送りスイッチ１５ｂを押した場合には、表示制御部３１は次のデータや前の
データを表示画面１３に表示する。また、ユーザが再生スイッチ１５ｃを押した場合には
、表示制御部３１はコンテンツの再生を開始する。さらに、ユーザが左開きスイッチ１５
ｄ又は右開きスイッチ１５ｅを押した場合には、表示制御部３１はそれぞれ左開き又は右
開きに対応させてコンテンツの表示を行う。
【００２９】
　（２）コンテンツ受信部、コンテンツ記憶部、コンテンツ読出部
　コンテンツ受信部２３は、電子表示装置１０外部からコンテンツを受信する。コンテン
ツ記憶部２５は、コンテンツ受信部２３が受信したコンテンツを格納する。なお、コンテ
ンツ受信部２３は、電子表示装置１０に対して脱着可能なメモリカードなどの記録媒体で
構成されていても良い。また、コンテンツ記憶部２５は、コンテンツ受信部２３が受信し
たコンテンツを記憶するだけでなく、予めコンテンツを記憶していても良い。
【００３０】
　コンテンツ読出部２７は、例えばユーザが再生スイッチ１５ｃを押したことに応じて、
コンテンツ記憶部２５からコンテンツを読み出す。そして、コンテンツ読出部２７は、読
み出したコンテンツを開き方向認識部２９及び表示制御部３１に出力する。
【００３１】
　（３）開き方向認識部
　開き方向認識部２９は、ユーザが左開きスイッチ１５ｄ又は右開きスイッチ１５ｅのい
ずれを押したかに基づいて、表示すべきコンテンツの開き方向を認識する。あるいは、開
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き方向認識部２９は、コンテンツ読出部２７から受け付けたコンテンツに基づいて、コン
テンツが左開きか右開きかを認識する。例えば、コンテンツには後述のように右開きか左
開きかを示す属性情報が含まれている。開き方向認識部２９はこのコンテンツの属性情報
に基づいて開き方向を認識する。そして、開き方向認識部２９は、表示制御部３１にこれ
から表示されるコンテンツの開き方向を出力する。
【００３２】
　（４）表示制御部
　表示制御部３１は、コンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、コンテンツの開き
方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。表示制御部３１は、左開きのコ
ンテンツの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテン
ツを配置して表示する。一方、表示制御部３１は、右開きのコンテンツの場合は、右側よ
りも左側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。
特に、表示制御部３１は、例えば、コンテンツが日本語であり左開きの場合はページ内の
左から右に横書きで、かつ左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるように
コンテンツを配置して表示する。一方、表示制御部３１は、コンテンツが日本語であり右
開きの場合は、ページ内の上から下に縦書きで、かつ右側よりも左側のページの方がペー
ジ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。
【００３３】
　ここで、表示制御部３１は、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号
が大きくなるようにコンテンツを配置すること、右開きの場合は右側よりも左側のページ
の方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置することを記憶しているものとす
る。また、電子表示装置において左開きが標準、つまりデフォルトの開き方向であるとす
ると、表示制御部３１は、１番目表示画面、２番目表示画面・・・がそれぞれ左開きの１
ページ目、２ページ目・・・に対応し、ｎ番目表示画面、ｎ－１番目表示画面・・・がそ
れぞれ右開きの１ページ目、２ページ目・・・に対応することを記憶しているものとする
。さらに、表示制御部３１は、後述のように表示画面の表示順を切り替える方法や回転表
示させる方法を記憶しているものとする。
【００３４】
　また、コンテンツの文字の種類は日本語、英語、アラビア語など様々である。よって、
表示制御部３１は、まずコンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、そのコンテンツ
の文字の種類を認識する。その後、表示制御部３１は文字の種類と開き方向認識部２９か
ら受け付けた開き方向とに応じて表示を行い、日本語であれば上述のように表示を行う。
この場合、表示制御部３１は、文字の種類、開き方向及び文字の配置方法の対応付けを予
め記憶しているものとする。例えば、日本語の左開きの場合はページ内で左から右に横書
きする、日本語の右開きの場合はページ内で上から下に縦書きする、英語の場合は左開き
も右開きもページ内で左から右に横書きする、アラビア語の場合はページ内で右から左に
横書きするなどを記憶しておく。
【００３５】
　あるいは、表示制御部３１は、コンテンツに含まれる属性情報と開き方向認識部２９か
ら受け付けた開き方向とに基づいてコンテンツを配置するようにしても良い。ここで、コ
ンテンツは、開き方向とともに、ページ内で左から右に横書きで配置するのか、ページ内
で右から左に横書き配置するのか、縦書きで配置するのかなどの属性情報を有している。
例えば、コンテンツの属性情報に、「アラビア文学」、「右開き」、「ページ内において
右から左に横書きで配置」、「各行は上から下に向かって配置」という情報が記載されて
いるとする。この情報に基づいて、開き方向認識部２９は、コンテンツが右開きであるこ
とを認識する。そして、表示制御部３１は、右開きであることに基づいて右側よりも左側
のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置するともに、ページ内で
は右から左に横書きでかつ各行が上から下に向かうようにコンテンツを配置して表示する
。特に、テキストや画像が混在しているコンテンツの場合などの場合には必ずしも一定の
配置でコンテンツが配置されていない場合があるので、コンテンツに配置方法を記述して
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おくと有用である。なお、コンテンツの属性情報は、後述のようにスタイルシートに記述
するようにしても良い。
【００３６】
　その他、表示制御部３１は、ユーザ入力受付部２１から受け付けた開き方向に応じてコ
ンテンツを配置することもできる。
【００３７】
　（コンテンツのデータ構成）
　図３は、コンテンツのデータ構成例を示す説明図である。図３に示すように、コンテン
ツは、例えばヘッダ情報とそれに続く各ページのコンテンツデータを含む。ヘッダには、
コンテンツの目次、コンテンツのタイトル及びコンテンツの属性情報などが含まれる。こ
こで、属性情報とは、コンテンツが左開きコンテンツであるか右開きコンテンツであるか
などを示す情報である。例えば、属性情報はビットの組み合わせで表され、図３では１ビ
ット目でコンテンツの属性の指定があるか否かを表し、２ビット目でユーザにより開き方
向を変更可能かを表し、３ビット目で左開きか右開きかを表している。開き方向認識部２
９は、コンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、そのコンテンツに含まれる属性情
報からコンテンツの開き方向を認識する。
【００３８】
　また、属性情報には、開き方向の他にコンテンツが楽譜、英語辞書、漫画、お経である
などのジャンルが含まれていても良い。開き方向認識部２９は、例えばコンテンツのジャ
ンルが楽譜や英語辞書の場合にはコンテンツが左開きであると認識し、漫画やお経の場合
にはコンテンツが右開きであると認識する。さらに、属性情報には、ページ内でのテキス
トの配置方法、ＨＹＰＥＲＬＩＮＫ″ｈｔｔｐ：／／ｅ－ｗｏｒｄｓ．ｊｐ／ｗ／Ｅ３８
３９５Ｅ３８２Ａ９Ｅ３８３Ｂ３Ｅ３８３８８．ｈｔｍｌ″フォントの種類や文字の大き
さ、色など、電子表示装置１０の標準状態が左開きであるのか右開きであるのかを決定す
る情報などが含まれていても良い。例えば、あるコンテンツの属性情報として、「左開き
」、「ページ内では左から右に横書き」「各行は上から下に向かって順に配置」、「ＭＳ
明朝」、「黒」等が記載されている。表示制御部３１は、開き方向認識部２９が認識した
開き方向及びＨＹＰＥＲＬＩＮＫ″ｈｔｔｐ：／／ｅ－ｗｏｒｄｓ．ｊｐ／ｗ／Ｅ３８３
９５Ｅ３８２Ａ９Ｅ３８３Ｂ３３８３８８．ｈｔｍｌ″フォントの種類等に基づいて表示
画面にコンテンツを表示する。
【００３９】
　なお、コンテンツには、コンテンツの開き方向を示す属性情報が必ずしも含まれている
必要は無い。例えば、開き方向認識部２９は、ユーザ入力受付部２１からの入力によりコ
ンテンツの開き方向を認識することができる。
【００４０】
　（表示制御部による表示）
　表示制御部３１は、コンテンツが左開きであるか又は右開きであるかに対応して、表示
画面へのコンテンツの配置を切り替えて表示する。左開きと右開きとを切り替える方法に
は、例えば以下に示すように表示画面の表示順を切り替える方法と、表示を始める表示画
面は固定で、コンテンツを回転表示させる方法とが挙げられる。ここで、コンテンツの文
字の種類としては日本語、英語、アラビア語など種々挙げられ、またコンテンツのジャン
ルとしては楽譜や漫画など種々挙げられる。以下では、日本語（以下、（Ａ）参照）、英
語（以下、（Ｂ）参照）及び英語の漫画（以下、（Ｃ）参照）を例に挙げて表示方法を説
明する。
【００４１】
　（Ａ）日本語の場合
　以下に、まず日本語の左開き及び右開きの文章を例に挙げてそれぞれの表示方法につい
て説明する。ここで、日本語の場合、左開きのコンテンツはページ内では左から右に文字
が横書きされ、右開きのコンテンツはページ内では上から下に文字が縦書きされる。なお
、以下では左開きが標準、つまりデフォルトの開き方向であるものとする。
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【００４２】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　（１－１）概要
　図４Ａ及び図４Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方
法を示す説明図である。図４Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図４Ｂは
右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図４Ａ及び
図４Ｂに示すように、左開きのｎページ目、ｎ－１ページ目、ｎ－２ページ目・・・が右
開きの１ページ目、２ページ目、３ページ目・・・となるようにコンテンツが表示される
。
【００４３】
　ここで、図４Ａに示す左開きが標準の開き方向であり、この状態において左開きのペー
ジ番号に対応するように順に１番目、２番目・・・ｎ番目表示画面とする。つまり、左開
きの１ページ目が１番目表示画面、２ページ目が２番目表示画面・・・ｎページ目がｎ番
目表示画面とする。この表示画面の番号は左開き及び右開きの場合もともに固定である。
【００４４】
　図４Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツ「あ
いうえ・・・」が配置されるとともに、左側よりも右側のページの方がページ番号が大き
くなるようにコンテンツが順に配置されている。１番目表示画面、２番目表示画面・・・
ｎ番目表示画面には、それぞれ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示され
る。ここで、ユーザが例えば、新たなコンテンツとして右開きのコンテンツを表示するよ
うに指示したとする。この場合、コンテンツ読出部２７は、該当する右開きのコンテンツ
をコンテンツ記憶部２５から読み出す。開き方向認識部２９は、コンテンツの属性情報か
らコンテンツの開き方向が右開きであると認識し、右開きであることを表示制御部３１に
出力する。表示制御部３１は、コンテンツが右開きであることに基づいて、図４Ｂに示す
ようにｎ番目表示画面にコンテンツの１ページ目を、ｎ－１番目表示画面にコンテンツの
２ページ目を、・・・１番目表示画面にコンテンツのｎページ目を表示し、かつページ内
では上から下に縦書きにコンテンツを表示する。つまり、表示制御部３１は、左開きでは
１番目表示画面から昇順にコンテンツを配置して表示し、右開きではｎ番目表示画面から
降順にコンテンツを配置して表示する。
【００４５】
　また、開き方向認識部２９は、ユーザによる左開きから右開きへの変換の指示をユーザ
入力受付部２１から受信しても良い。そして、表示制御部３１は、右開きへの変換の指示
に基づいて、図４Ａの左開きから図４Ｂの右開きへの変換を行っても良い。
【００４６】
　このように、左開きと右開きで表示画面の表示順を切り替えることで、左開きコンテン
ツ及び右開きコンテンツの両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。ま
た、この方法の場合には、ユーザは、電子表示装置自体や表示画面自体を回転させること
なくコンテンツを読んだり見たりすることができる。
【００４７】
　（１－２）具体例
　図５を用いて、表示制御部３１による表示画面の表示順の切替方法をより具体的に説明
する。図５は、表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明
図である。図５に示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目か
ら構成されており、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１番目表
示画面の座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、
ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「あ、い、う、え
…」が表示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，
２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ
「か、き、く、け…」が表示される。一方、右開きの場合には、ｎ番目表示画面の座標（
１、ｊ）を始点として、（１、ｊ）、（２，ｊ）、（３、ｊ）…（ｋ、ｊ）の順にページ
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内の上から下へ縦書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が表示される。そして、１列目
の表示が終了すると、１列分左へずれて座標（１、ｊ－１）、（２，ｊ－１）、（３、ｊ
－１）…（ｋ、ｊ－１）の順にページ内の上から下へ縦書きで２列目のコンテンツが表示
される。なお、横の行数と縦の列数が異なる場合は、横書きで２行目に記載されていたコ
ンテンツを縦書きでは１列目に続けて表示することもできる。
【００４８】
　また、上記図５では、左開きと右開きとでは表示画面の左隅が原点（１、１）である点
で同じあるが、コンテンツの表示を開始する座標が異なっている。つまり、左開きでは１
番目表示画面の（１、１）からコンテンツの表示を開始するが、右開きではｎ番目表示画
面の（１、ｊ）からコンテンツの表示を開始する。しかし、図６に示すように左開きと右
開きとで原点を変えても良い。図６は、左開きから右開きへの変換を示す別の説明図であ
る。図６に示すように、左開きの場合は表示画面の左隅が原点（１、１）であり、右開き
の場合は表示画面の右隅が原点（１、１）となる。そして、左開きの場合は、１番目表示
画面の座標（１、１）、（１，２）、…（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左
から右へ横書きでコンテンツが表示される。一方、右開きの場合は、ｎ番目表示画面の座
標（１、１）、（２，１）、…、（ｋ－１、１）、（ｋ、１）の順にページ内の上から下
へ縦書きでコンテンツが表示される。
【００４９】
　さらに、図７に示すように拡大表示を行うこともできる。図７は、拡大表示を説明する
ための説明図である。例えば、左開きから右開きへの変換の際に、表示制御部３１がユー
ザ入力受付部２１を介してユーザから拡大表示の指示を受け付けたとする。表示制御部３
１は、例えば拡大表示の倍率に応じて１マスの大きさを制御して座標を設定する。図７で
は、（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目から構成される表示画面が、１マスが大きくな
るような（１～ｌ）行×（１～ｍ）列のマス目に設定され直されている。ここで、ｊ＞ｌ
であり、ｋ＞ｍである。そして、図７に示すように、１番目表示画面の座標（１、１）、
（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順に表示された左開きのコン
テンツを、ｎ番目表示画面の座標（１、ｌ）、（２，ｌ）、（３、ｌ）…（ｍ、ｌ）を満
たすように拡大して配置することで、拡大表示を行うことが可能である。
【００５０】
　なお、コンテンツの拡大のみならず縮小も可能であり、その他様々な表示態様の変換も
可能である。また、原点の設定方法やコンテンツの拡大方法等は上記の方法に限定されな
い。
【００５１】
　（２）回転表示させる方法
　（２－１）概要
　図８Ａ及び図８Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を
示す説明図である。図８Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図８Ｂは右開
きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図８Ａ及び図８
Ｂに示すように、左開き及び右開きともに１番目の表示画面から昇順にコンテンツを表示
し始め、かつ左開きと右開きとではコンテンツの天地が逆になるように配置する。なお、
上述と同様に、左開きが標準の開き方向であり、１番目表示画面、２番目表示画面・・・
ｎ番目表示画面で表された表示画面の番号は左開き及び右開きの場合もともに固定である
。
【００５２】
　図８Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツが配
置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ
順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示される。一方、右開きの場合は左開
きの場合に対して１８０°コンテンツを回転させ、かつページ内では下から上に縦書きで
コンテンツを配置して表示する。また、右開きの場合も左開きの場合と同様に１番目表示
画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ順に１ページ目、２ページ目・
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・・ｎページ目を表示する。なお、ページ番号の配置も左開きと右開きとでは天地が逆に
なるようにする。
【００５３】
　このように、左開きと右開きでコンテンツを回転させることで、左開き及び右開きの両
方に対応するようにコンテンツを表示することができる。また、ユーザは、電子表示装置
自体や表示画面を回転させると左開き又は右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００５４】
　（２－２）具体例
　図９を用いて、表示制御部３１による回転表示させる方法をより具体的に説明する。図
９は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図である。図９に
示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目から構成されており
、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１番目表示画面の座標（１
、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左か
ら右へ横書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が表示される。１行目の表示が終了する
と、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ
内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ「か、き、く、け…」が表示される。一方、
右開きの場合には、１番目表示画面の座標（ｋ、１）、（ｋ－１，１）、（ｋ－２、１）
…（１、１）の順にページ内の下から上へ縦書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が１
８０°回転されて表示される。そして、１列目の表示が終了すると、１列分右へずれて座
標（ｋ、２）、（ｋ－１，２）、（ｋ－２、２）…（１、２）の順にページ内の下から上
へ縦書きで２列目のコンテンツが１８０°回転されて表示される。なお、横の行数と縦の
列数が異なる場合は、横書きで２行目に記載されていたコンテンツを縦書きでは１列目に
続けて表示することもできる。
【００５５】
　図１０は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す別の説明図であ
る。図１０では、横書きで表示されたコンテンツを、一旦作業用のフレームメモリにおい
て縦書きに変換する。つまり、左開きにおいて座標（１、１）、（１，２）、（１、３）
…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで表示されているコ
ンテンツを、作業用のフレームメモリを用いて（１、ｊ）、（２，ｊ）、（３、ｊ）…（
ｋ、ｊ）の順にページ内の上から下へ縦書きにして右開きに対応させる。その後、作業用
フレームメモリにおいて変換されたコンテンツの全体を回転させて各表示画面に表示させ
る。これにより、図９と同様に左開きから右開きに変換することができる。
【００５６】
　なお、表示画面の表示順を切り替える方法と同様に原点の設定を変更しても良いし、拡
大表示、縮小表示などを行っても良い。
【００５７】
　さらに、上記では左開きから右開きへの変換の際にコンテンツの天地を逆にする場合を
説明したが、ユーザの指定により例えばコンテンツを９０°回転させて配置するようにし
ても良い。
【００５８】
　（２－３）コンテンツの閲覧
　図８Ｂ、図９、図１０に示すように右開きに変換されたコンテンツは、左開きのコンテ
ンツに対して１８０°回転されて天地が逆になっている。よって、ユーザは、コンテンツ
を閲覧するために図１１Ａに示すように電子表示装置１０自体を回転するか、あるいは図
１１Ｂに示すように表示画面１３のみヒンジ部１１を中心にしてを回転する。これにより
、ユーザは、左開き又は右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００５９】
　（Ｂ）英語の場合
　次に、英語の左開き及び右開きの文章を例に挙げて、表示画面の表示順を切り替える方
法とコンテンツを回転表示させる方法とについて説明する。ここで、英語の場合、左開き
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のコンテンツも右開きのコンテンツもページ内では左から右に文字が横書きされる。その
他の構成は、図４Ａ及び図４Ｂの日本語の場合と同様であるので簡単に説明する。
【００６０】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　（１－１）概要
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替え
る方法を示す説明図である。図１２Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図
１２Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。
【００６１】
　コンテンツ読出部２７は、コンテンツをコンテンツ記憶部２５から読み出す。開き方向
認識部２９は、コンテンツの属性情報からコンテンツの開き方向が左開きであるか右開き
であるかを認識して表示制御部３１に出力する。表示制御部３１は、コンテンツが左開き
である場合は、図１２Ａに示すように１番目表示画面にコンテンツの１ページ目を、２番
目表示画面にコンテンツの２ページ目を、・・・ｎ番目表示画面にコンテンツのｎページ
目を表示し、かつページ内では左から右に横書きにコンテンツを表示する。一方、表示制
御部３１は、コンテンツが右開きである場合は、図１２Ｂに示すようにｎ番目表示画面に
コンテンツの１ページ目を、ｎ－１番目表示画面にコンテンツの２ページ目を、・・・１
番目表示画面にコンテンツのｎページ目を表示し、かつ横書きでコンテンツを表示する。
つまり、表示制御部３１は、左開きでは１番目表示画面から昇順にコンテンツを配置して
表示し、右開きではｎ番目表示画面から降順にコンテンツを配置して表示する。
【００６２】
　（１－２）具体例
　図１３を用いて、表示制御部３１による表示画面の表示順の切替方法をより具体的に説
明する。図１３は、表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す
説明図である。図１３に示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマ
ス目から構成されており、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１
番目表示画面の座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、
（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｄ…」が表示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、
（２，２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコン
テンツ「Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ…」が表示される。一方、右開きの場合には、ｎ番目表示画面の
座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）
、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が表
示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（
２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ「Ｈ、Ｉ
、Ｊ、Ｋ…」が表示される。
【００６３】
　（２）回転表示させる方法
　（２－１）概要
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方
法を示す説明図である。図１４Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図１４
Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。
【００６４】
　図１４Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツが
配置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞ
れ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示される。一方、右開きの場合は、
ページ内でコンテンツが横書きで配置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面
・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示
されるが、左開きの場合に対して１８０°コンテンツを回転させるように表示する。
【００６５】
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　（２－２）具体例
　図１５を用いて、表示制御部３１による回転表示させる方法をより具体的に説明する。
図１５は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図である。左
開きの場合は、１番目表示画面の座標（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ
－１）、（１、ｊ）の順に横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が表示される。１行
目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（２、３）…（２
、ｊ）の順に横書きで２行目のコンテンツ「Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ…」が表示される。一方、右
開きの場合には、１番目表示画面の座標（ｋ、ｊ）、（ｋ，ｊ－１）、（ｋ、ｊ－２）…
（ｋ、１）の順に横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が１８０°回転されて表示さ
れる。そして、１行目の表示が終了すると、１行分上がって座標（ｋ－１、ｊ）、（ｋ－
１，ｊ－１）、（ｋ－１、ｊ－２）…（ｋ－１、１）の順に横書きでコンテンツ「Ｈ、Ｉ
、Ｊ、Ｋ…」が１８０°回転されて表示される。
【００６６】
　（Ｃ）漫画の場合
　次に、コンテンツが漫画の場合について説明する。特に、会話が英語で記載されている
漫画の場合について、表示画面の表示順を切り替える方法とコンテンツを回転表示させる
方法とを以下に説明する。
【００６７】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替え
る方法を示す説明図である。図１６Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図
１６Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。図１６Ａ及び図１６Ｂ
のコンテンツの種類は漫画であり、囲まれた欄の添字４０が各ページでのストーリーの進
行順を示している。また、各欄には、丸や四角などによりキャラクタが表示されるととも
に、キャラクタが行っている会話が吹き出しにより表示されている。ここで、図１６Ａに
示すような左開きの場合は、各欄は左から右に向かって配置され、会話の文字は英語であ
るので左から右に向かって文字が配置され、かつ各欄のキャラクタは左から右に向かって
ストーリー順に配置される。よって、図１６Ａの１ページ目の会話の順は「ＡＢＣ」→「
ＤＥ」→「ＦＧＨＩＪ」→「ＫＬ」→「ＭＮＯＰ」である。
【００６８】
　ここで、ユーザが例えば、左開きの図１６Ａから右開きの図１６Ｂへの変換を指示した
とする。表示制御部３１は、図１６Ｂに示すようにコンテンツを配置する。図１６Ｂでは
、各欄は右から左に向かって配置され、会話の文字は英語であるので左から右に向かって
配置され、かつ各欄のキャラクタは右から左に向かって配置される。つまり、左開きと右
開きとでは、各欄の配置方向が逆となり各欄のキャラクタなどの画像データが左右反転し
て配置される点が異なるが、会話の文字が左から右に配置される点は同じである。
【００６９】
　以上のように配置されるために、表示制御部３１は図１７に示すような情報を予め対応
付けて記憶している。左開きから右開きに変換された場合には、表示制御部３１は、図１
７の情報に基づいて、ｎ番目表示画面、ｎ－１番目表示画面がそれぞれ１ページ目、２ペ
ージ目となるようにコンテンツを配置する。また、ページ内では、各欄を右から左及び上
から下に向かって配置し、各欄でのキャラクタなどの画像は右から左に向かって配置する
。さらに、キャラクタの会話が英語であるので、左から右に向かって配置する。
【００７０】
　あるいは、図１７に示すような情報が属性情報としてコンテンツに含まれており、表示
制御部３１はその属性情報に基づいて配置することで図１６Ａや図１６Ｂに示すように漫
画を配置して表示する。
【００７１】
　（２）回転表示させる方法
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方
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法を示す説明図である。図１８Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図１８
Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図１８
Ａ及び図１８Ｂに示すように、左開き及び右開きともに１番目の表示画面から昇順にコン
テンツを表示し始める。また、左開きから右開きに変換された後の図１８Ｂの１ページ目
は、図１６Ｂに示した右開きの１ページ全体を１８０°回転したものと同じである。図１
８Ｂに示すように回転表示により右開きに変換する方法は種々考えられるが、例えばまず
、表示制御部３１は、１ページ目のコンテンツを図１６Ｂに示すように右開きに対応させ
て配置する。その後、表示制御部３１は、右開きに対応させた１ページ目を１８０°回転
し、図１７Ｂに示すように１番目表示画面に貼り付ける。
【００７２】
　（作用効果）
　電子表示装置は、上記のように左開き及び右開きに対応するようにコンテンツの表示を
開始する表示画面を切り替えたりコンテンツを回転表示したりする。よって、複数枚の表
示画面を有し、本のようにページをめくって読み進んでいく電子表示装置において、左開
き及び右開きの両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。
【００７３】
　＜その他の実施形態例＞
　（１）変形例１
　図１９は、ページ番号の他に表示画面の番号が表示された電子表示装置を示す平面図で
ある。図１９に示すように、コンテンツのページ番号とは別に、電子表示媒体の表示画面
の番号を表示することにより、表示画面の何番目を見ているのかをユーザに明確に把握さ
せることができる。
【００７４】
　（２）変形例２
　上記では、図１等に示すように巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂを電子表示装
置の下部に設けている。よって、図８Ｂや図１１Ａに示すように、電子表示装置を回転し
た場合には、巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂがユーザにとって上部に位置する
ようになる。そこで、図２０では、巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂ、１５ｂ’
を電子表示装置の左右両方に設けている。左右の各スイッチ１５ｂ、１５ｂ’には、それ
ぞれ巻き戻し及び早送りが可能なように２つの矢印キーが設けられている。ユーザがいず
れかの矢印キーを押すことで、ページの巻き戻しまたは早送りが可能である。このように
左右両方にページめくりのスイッチ１５ｂ、１５ｂ’を設けることで、電子表示装置自体
を回転した場合であってもユーザにとってスイッチ１５ｂ、１５ｂ’の位置が変わらない
。よって、ユーザにとって使い勝手が良い。
【００７５】
　（３）変形例３
　上記ではコンテンツに含まれる属性情報に基づいてコンテンツの開き方向を認識してい
る。しかし、開き方向認識部２９は、コンテンツに関連するスタイルシートに基づいてコ
ンテンツの開き方向を認識しても良い。
【００７６】
　例えば、コンテンツ記憶部２５は、コンテンツが記述された構造化文書とともに対応す
るスタイルシートを記憶する。ここで、構造化文書とは、例えばＸＭＬやＨＴＭＬなどの
構造化言語で記述された文書である。また、スタイルシートとはその文書の体裁等を指定
した文書であり、その文書が左開きであるのか右開きであるのかを示す情報が記述されて
いる。スタイルシートには、開き方向の他に、例えばＨＹＰＥＲＬＩＮＫ″ｈｔｔｐ：／
／ｅ－ｗｏｒｄｓ．ｊｐ／ｗ／Ｅ３８３９５Ｅ３８２Ａ９Ｅ３８３Ｂ３Ｅ３８３８８．ｈ
ｔｍｌ″フォントの種類や文字の大きさ、色、行間の幅、修飾などが記述されていても良
い。
【００７７】
　コンテンツ読出部２７は、コンテンツ記憶部２５から読み出した構造化文書を表示制御
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部３１に出力し、スタイルシートを開き方向認識部２９に出力する。次に、開き方向認識
部２９は、コンテンツ読出部２７から受け付けたスタイルシートに基づいて、コンテンツ
が左開きか右開きかを認識する。そして、開き方向認識部２９は、表示制御部３１にこれ
から表示されるコンテンツの開き方向を出力する。表示制御部３１は、コンテンツの開き
方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。
【００７８】
　（４）変形例４
　前述した電子表示装置での電子表示方法をコンピュータに実行させるコンピュータプロ
グラム及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、本発明の
範囲に含まれる。ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、例えば、フレ
キシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリを挙げることができ
る。
【００７９】
　前記コンピュータプログラムは、前記記録媒体に記録されたものに限られず、電気通信
回線、無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク等を経由して伝
送されるものであってもよい。
【００８０】
　（５）変形例５
　コンテンツの開き方向を示す属性を含むコンテンツを記録した記録媒体は、本発明の範
囲に含まれる。同様に、コンテンツを記述した構造化言語及びスタイルシートを記録した
記録媒体も本発明に含まれる。この記録媒体内のコンテンツを前述の電子表示装置に読み
込ませることで、電子表示装置ではコンテンツの属性に応じてコンテンツを表示すること
ができる。
【００８１】
　（６）変形例６
　上記では、左開きから右開きへの変換を主に説明したが、右開きから左開きへの変換も
同様に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明にかかる電子表示装置では、右開きコンテンツか左開きコンテンツかに関わらず
同一構成で表示可能となり有用である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９】 【図１０】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３】 【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】 【図１５】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１７】 【図１８Ａ】
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【図１８Ｂ】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年12月26日(2006.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面と、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段と、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識手段と、
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
示する表示制御手段と、
　を含むことを特徴とする電子表示装置。
【請求項２】
　前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画面から構成されており、
　前記表示制御手段は、前記第１開き方向では１番目の表示画面から昇順にコンテンツを
配置して表示し、前記第２開き方向ではｎ番目の表示画面から降順にコンテンツを配置し
て表示することを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項３】
　前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画面から構成されており、
　前記表示制御手段は、前記第１開き方向及び前記第２開き方向ともに１番目の表示画面
から昇順に、かつ前記第１開き方向と前記第２開き方向とではコンテンツの天地が逆にな
るようにコンテンツを配置して表示することを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装
置。
【請求項４】
　前記コンテンツは、前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み
、
　前記開き方向認識手段は、前記属性に基づいてコンテンツの開き方向を認識することを
特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項５】
　前記開き方向認識手段は、前記コンテンツの開き方向を示す開き方向情報を、ユーザか
ら受け付けることを特徴とする、請求項１に記載の電子表示装置。
【請求項６】
　前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み、前記請求項１に記
載の電子表示装置に読み込まれるコンテンツを記録した記録媒体。
【請求項７】
　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装置における電子表
示方法であって、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップで記憶したコンテンツを読み出す読出ステップと、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識ステップと、
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
示する表示制御ステップと、
　を含むことを特徴とする電子表示方法。
【請求項８】
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　冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装置が実行する電子
表示プログラムであって、
　前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段、
　前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識手段、及び
　前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表
示する表示制御手段として電子表示装置を機能させることを特徴とする、電子表示プログ
ラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の表示画面により構成された電子表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子表示装置は、文字や画像等のコンテンツを本のように表示画面に表示可能な装置で
ある。電子表示装置に様々なコンテンツを記憶させることで、ユーザは複数の本を持ち運
ぶこと無くコンテンツを閲覧することができる。特許文献１には、２つの表示画面を見開
可能とした２画面表示の電子表示装置が開示されている。図２１は、特許文献１に記載さ
れている電子表示装置を示す平面図である。図２１に示すように、電子表示装置１の表示
画面３は１番目表示画面及び２番目表示画面を有しており、ヒンジ部４を中心にして左右
に開閉可能な構成になっている。また、表示画面３は１番目及び２番目表示画面によりコ
ンテンツを２ページ分表示し、ユーザのページめくり操作によって、表示内容が２ページ
を単位として更新される。このように２画面表示とすることで、ユーザは書籍を実際に読
んでいるかのように感じることができる。また、上記電子表示装置１では、横書き又は縦
書きなどの表示態様の設定や変更が可能である。
【特許文献１】特開２００３－１９６０１２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、特許文献１はあくまで２画面表示の電子表示装置について開示するものである
。つまり、特許文献１では、複数枚の表示画面が冊子状に綴じられている電子表示装置に
ついては何ら示唆されていない。また、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において
、左開き又は右開きの表示態様を設定したり変更したりする方法についても何ら示唆され
ていない。
【０００４】
　そこで、本発明は、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において、左開き又は右開
きのコンテンツを表示可能な電子表示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】
【０００５】
　本願第１発明は、上記の課題を解決するために、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数
枚の表示画面と、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶手段と、前記記憶
手段からコンテンツを読み出す読出手段と、前記表示画面における前記コンテンツの第１
開き方向又は第２開き方向を認識する開き方向認識手段と、前記コンテンツの第１開き方
向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表示する表示制御手段とを含むこ
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とを特徴とする電子表示装置を提供する。
【０００６】
　上記の電子表示装置では表示画面が複数枚に亘っており、ユーザはあたかも実際に本を
読んでいるようにページをめくって読み進んでいくことができる。コンテンツには、楽譜
や英語辞書、漫画やお経など様々な種類があり、表示画面にはコンテンツが左開きで表示
される場合も右開きで表示される場合もある。例えば楽譜や英語辞書などは左開きのコン
テンツであり、漫画やお経などは右開きのコンテンツである。そこで、開き方向認識手段
は、まず読出手段が受信したコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識する。
例えば、開き方向認識手段は、ユーザからの入力により開き方向を認識したり、コンテン
ツに含まれる開き方向に関する情報から開き方向を認識する。表示制御手段は、コンテン
ツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。表示制御手段は、例え
ば、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテ
ンツを配置して表示し、右開きの場合は見開きの右側よりも左側のページの方がページ番
号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。以上より、本のようにページをめ
くって読み進んでいく電子表示装置において、右開き及び左開きの両方に対応するように
コンテンツを表示することができる。
【０００７】
　日本語の場合について説明すると、通常、日本語において、文字が横書きの場合は左側
のページから右側のページへと読み進んでいく左開きであり、文字が縦書きの場合は、見
開きの右側のページから左側のページへと読み進んでいく右開きである。開き方向認識手
段は、まず読出手段が受信したコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識、つ
まり日本語のコンテンツが縦書きであるか横書きであるかを認識する。そして、表示制御
手段は、コンテンツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。つま
り、左開きの場合は横書きで、右開きの場合は縦書きで文字を表示画面に配置して表示す
る。以上より、本のようにページをめくって読み進んでいく電子表示装置において、右開
き及び左開き、つまり横書き又は縦書きの両方に対応するようにコンテンツを表示するこ
とができる。
【０００８】
　本願第２発明は、第１発明において、前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画
面から構成されており、前記表示制御手段は、前記第１開き方向では１番目の表示画面か
ら昇順にコンテンツを配置して表示し、前記第２開き方向ではｎ番目の表示画面から降順
にコンテンツを配置して表示することを特徴とする電子表示装置を提供する。
【０００９】
　ここで、第１開き方向を左開きとし、第２開き方向を右開きとする。また、左開きを標
準状態とし、左開きのページ番号に対応するように順に１番目示画面、２番目示画面・・
・ｎ番目表示画面とする。一方、右開きの場合は、ｎ番目表示画面が１ページ目、ｎ－１
番目の表示画面が２ページ目というように左開きと逆になる。よって、電子表示装置は、
左開きのコンテンツの場合は、１番目の表示画面から昇順にコンテンツを配置して表示す
る。一方、右開きのコンテンツの場合は、ｎ番目の表示画面から降順にコンテンツを配置
して表示する。これにより、電子表示装置は、左開き及び右開きの両方に対応するように
コンテンツを表示することができる。
【００１０】
　また、電子表示装置は、上記のように左開き及び右開きに対応するようにコンテンツの
表示を開始する表示画面を切り替える。よって、電子表示装置のユーザは、電子表示装置
自体や表示画面自体を回転させることなくコンテンツを読んだり見たりすることができる
。
【００１１】
　本願第３発明は、第１発明において、前記表示画面は、１番目からｎ番目までの表示画
面から構成されており、前記表示制御手段は、前記第１開き方向及び前記第２開き方向と
もに１番目の表示画面から昇順に、かつ前記第１開き方向と前記第２開き方向とではコン
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テンツの天地が逆になるようにコンテンツを配置して表示することを特徴とする電子表示
装置を提供する。
【００１２】
　この場合、左開きの場合も右開きの場合も１番目の表示画面からコンテンツを表示し始
めるが、コンテンツは左開きと右開きとで天地が逆となるように配置される。ここで、左
開きから右開きのコンテンツに切り替えられた場合、ユーザは電子表示装置自体や表示画
面を回転させると右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００１３】
　以上のように、電子表示装置は、コンテンツを回転させることで、右開き及び左開きの
両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。
【００１４】
　本願第４発明は、第１発明において、前記コンテンツは、前記表示画面における前記コ
ンテンツの開き方向を示す属性を含み、前記開き方向認識手段は、前記属性に基づいてコ
ンテンツの開き方向を認識することを特徴とする電子表示装置を提供する。
【００１５】
　開き方向認識手段は、コンテンツに含まれる属性に基づいて開き方向を認識することが
できる。属性には、コンテンツの開き方向やコンテンツのジャンル等が含まれる。コンテ
ンツのジャンルとして、例えばコンテンツが楽譜、英語辞書、漫画、お経であるなどの情
報が含まれているとする。開き方向認識手段は、楽譜や英語辞書の場合にはコンテンツが
左開きであると認識し、漫画やお経の場合にはコンテンツが右開きであると認識する。
【００１６】
　本願第５発明は、第１発明において、前記開き方向認識手段は、前記コンテンツの開き
方向を示す開き方向情報を、ユーザから受け付けることを特徴とする電子表示装置を提供
する。
【００１７】
　コンテンツに開き方向に関する情報が含まれない場合であっても、ユーザからの入力を
受け付けることで開き方向認識手段は開き方向を認識することができる。
【００１８】
　本願第６発明は、前記表示画面における前記コンテンツの開き方向を示す属性を含み、
前記本願第１発明に記載の電子表示装置に読み込まれるコンテンツを記録した記録媒体を
提供する。
【００１９】
　この記録媒体内のコンテンツを前述の電子表示装置に読み込ませることで、電子表示装
置ではコンテンツの属性に応じた表示を行うことができる。
【００２０】
　本願第７発明は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装
置における電子表示方法であって、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶する記憶
ステップと、前記記憶ステップで記憶したコンテンツを読み出す読出ステップと、
　前記表示画面における前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き
方向認識ステップと、前記コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコン
テンツを配置して表示する表示制御ステップとを含むことを特徴とする電子表示方法を提
供する。本願第１発明と同様の作用効果を奏する。
【００２１】
　本願第８発明は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚の表示画面を含む電子表示装
置が実行する電子表示プログラムであって、前記表示画面に表示されるコンテンツを記憶
する記憶手段、前記記憶手段からコンテンツを読み出す読出手段、前記表示画面における
前記コンテンツの第１開き方向又は第２開き方向を認識する開き方向認識手段、及び前記
コンテンツの第１開き方向または第２開き方向に基づいてコンテンツを配置して表示する
表示制御手段として電子表示装置を機能させることを特徴とする、電子表示プログラムを
提供する。本願第１発明と同様の作用効果を奏する。
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【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、複数枚の表示画面を有する電子表示装置において、左開き又は右開き
のコンテンツを表示可能である。
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　＜発明の概要＞
　本願の電子表示装置は、表示画面が冊子状に綴じられ見開き可能なように複数枚に亘っ
ているため、ユーザは実際にページをめくりつつ読み進んでいくことができる。コンテン
ツには、楽譜や英語辞書、漫画やお経など様々な種類があり、表示画面にはコンテンツが
左開きで表示される場合も右開きで表示される場合もある。例えば楽譜や英語辞書などは
左開きのコンテンツであり、漫画やお経などは右開きのコンテンツである。そこで、電子
表示装置は、まずコンテンツが右開きであるか、左開きであるかを認識する。次に、電子
表示装置は、コンテンツの開き方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。
電子表示装置は、例えば、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大
きくなるようにコンテンツを配置して表示し、右開きの場合は見開きの右側よりも左側の
ページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。これにより
、左開きのコンテンツの場合は左開きで表示画面をめくって読み進んでいくことができ、
一方右開きのコンテンツの場合は右開きで表示画面をめくって読み進んでいくことができ
る。
【００２４】
　＜第１実施形態例＞
　（電子表示装置の全体構成）
　図１は、本発明の第１実施形態例における電子表示装置の平面図である。電子表示装置
１０は、冊子状に綴じられ、見開き可能な複数枚（１番目表示画面、２番目表示画面・・
・ｎ番目表示画面）の表示画面１３を有している。電子表示装置１０は、ヒンジ部１１を
中心にして閉じることが可能である。また、表示画面１３を取り囲む電子表示装置１０上
には、各種機能ボタン１５が設けられている。各種機能ボタン１５としては、例えば電子
表示装置をＯＮ／ＯＦＦする電源スイッチ１５ａ、表示画面に次のデータや前のデータを
表示させるための巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂ、コンテンツを再生するため
の再生スイッチ１５ｃ、左開き又は右開きの切り替えをユーザから受け付けるための左開
きスイッチ１５ｄ及び右開きスイッチ１５ｅを含む。
【００２５】
　電子表示装置１０は、その内部に予め記憶されているコンテンツや外部から取り込んだ
コンテンツを表示画面１３に表示する。ここで、コンテンツとはテキストデータや画像デ
ータなどを含むものとする。上述の通り、表示画面１３が冊子状に綴じられ見開き可能な
ように複数枚に亘っているため、ユーザは実際にページをめくって読み進んでいくことが
できる。よって、ユーザは書籍、雑誌、漫画などの書籍を実際に手にとって読んでいるよ
うに感じることができる。
【００２６】
　（機能構成）
　図２は、電子表示装置１０の機能構成を示すブロック図である。電子表示装置１０は、
ユーザ入力受付部２１、コンテンツ受信部２３、コンテンツ記憶部２５、コンテンツ読出
部２７、開き方向認識部２９及び表示制御部３１を含む。
【００２７】
　（１）ユーザ入力受付部
　ユーザ入力受付部２１は、各種機能ボタン１５等を介してユーザからの入力を受け付け
る。例えば、ユーザが電源スイッチ１５ａを押した場合にはその情報が表示制御部３１に
送信され、表示制御部３１は表示画面１３をＯＮ／ＯＦＦする。また、ユーザが巻き戻し
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スイッチや早送りスイッチ１５ｂを押した場合には、表示制御部３１は次のデータや前の
データを表示画面１３に表示する。また、ユーザが再生スイッチ１５ｃを押した場合には
、表示制御部３１はコンテンツの再生を開始する。さらに、ユーザが左開きスイッチ１５
ｄ又は右開きスイッチ１５ｅを押した場合には、表示制御部３１はそれぞれ左開き又は右
開きに対応させてコンテンツの表示を行う。
【００２８】
　（２）コンテンツ受信部、コンテンツ記憶部、コンテンツ読出部
　コンテンツ受信部２３は、電子表示装置１０外部からコンテンツを受信する。コンテン
ツ記憶部２５は、コンテンツ受信部２３が受信したコンテンツを格納する。なお、コンテ
ンツ受信部２３は、電子表示装置１０に対して脱着可能なメモリカードなどの記録媒体で
構成されていても良い。また、コンテンツ記憶部２５は、コンテンツ受信部２３が受信し
たコンテンツを記憶するだけでなく、予めコンテンツを記憶していても良い。
【００２９】
　コンテンツ読出部２７は、例えばユーザが再生スイッチ１５ｃを押したことに応じて、
コンテンツ記憶部２５からコンテンツを読み出す。そして、コンテンツ読出部２７は、読
み出したコンテンツを開き方向認識部２９及び表示制御部３１に出力する。
【００３０】
　（３）開き方向認識部
　開き方向認識部２９は、ユーザが左開きスイッチ１５ｄ又は右開きスイッチ１５ｅのい
ずれを押したかに基づいて、表示すべきコンテンツの開き方向を認識する。あるいは、開
き方向認識部２９は、コンテンツ読出部２７から受け付けたコンテンツに基づいて、コン
テンツが左開きか右開きかを認識する。例えば、コンテンツには後述のように右開きか左
開きかを示す属性情報が含まれている。開き方向認識部２９はこのコンテンツの属性情報
に基づいて開き方向を認識する。そして、開き方向認識部２９は、表示制御部３１にこれ
から表示されるコンテンツの開き方向を出力する。
【００３１】
　（４）表示制御部
　表示制御部３１は、コンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、コンテンツの開き
方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。表示制御部３１は、左開きのコ
ンテンツの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテン
ツを配置して表示する。一方、表示制御部３１は、右開きのコンテンツの場合は、右側よ
りも左側のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。
特に、表示制御部３１は、例えば、コンテンツが日本語であり左開きの場合はページ内の
左から右に横書きで、かつ左側よりも右側のページの方がページ番号が大きくなるように
コンテンツを配置して表示する。一方、表示制御部３１は、コンテンツが日本語であり右
開きの場合は、ページ内の上から下に縦書きで、かつ右側よりも左側のページの方がペー
ジ番号が大きくなるようにコンテンツを配置して表示する。
【００３２】
　ここで、表示制御部３１は、左開きの場合は左側よりも右側のページの方がページ番号
が大きくなるようにコンテンツを配置すること、右開きの場合は右側よりも左側のページ
の方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置することを記憶しているものとす
る。また、電子表示装置において左開きが標準、つまりデフォルトの開き方向であるとす
ると、表示制御部３１は、１番目表示画面、２番目表示画面・・・がそれぞれ左開きの１
ページ目、２ページ目・・・に対応し、ｎ番目表示画面、ｎ－１番目表示画面・・・がそ
れぞれ右開きの１ページ目、２ページ目・・・に対応することを記憶しているものとする
。さらに、表示制御部３１は、後述のように表示画面の表示順を切り替える方法や回転表
示させる方法を記憶しているものとする。
【００３３】
　また、コンテンツの文字の種類は日本語、英語、アラビア語など様々である。よって、
表示制御部３１は、まずコンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、そのコンテンツ
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の文字の種類を認識する。その後、表示制御部３１は文字の種類と開き方向認識部２９か
ら受け付けた開き方向とに応じて表示を行い、日本語であれば上述のように表示を行う。
この場合、表示制御部３１は、文字の種類、開き方向及び文字の配置方法の対応付けを予
め記憶しているものとする。例えば、日本語の左開きの場合はページ内で左から右に横書
きする、日本語の右開きの場合はページ内で上から下に縦書きする、英語の場合は左開き
も右開きもページ内で左から右に横書きする、アラビア語の場合はページ内で右から左に
横書きするなどを記憶しておく。
【００３４】
　あるいは、表示制御部３１は、コンテンツに含まれる属性情報と開き方向認識部２９か
ら受け付けた開き方向とに基づいてコンテンツを配置するようにしても良い。ここで、コ
ンテンツは、開き方向とともに、ページ内で左から右に横書きで配置するのか、ページ内
で右から左に横書き配置するのか、縦書きで配置するのかなどの属性情報を有している。
例えば、コンテンツの属性情報に、「アラビア文学」、「右開き」、「ページ内において
右から左に横書きで配置」、「各行は上から下に向かって配置」という情報が記載されて
いるとする。この情報に基づいて、開き方向認識部２９は、コンテンツが右開きであるこ
とを認識する。そして、表示制御部３１は、右開きであることに基づいて右側よりも左側
のページの方がページ番号が大きくなるようにコンテンツを配置するともに、ページ内で
は右から左に横書きでかつ各行が上から下に向かうようにコンテンツを配置して表示する
。特に、テキストや画像が混在しているコンテンツの場合などの場合には必ずしも一定の
配置でコンテンツが配置されていない場合があるので、コンテンツに配置方法を記述して
おくと有用である。なお、コンテンツの属性情報は、後述のようにスタイルシートに記述
するようにしても良い。
【００３５】
　その他、表示制御部３１は、ユーザ入力受付部２１から受け付けた開き方向に応じてコ
ンテンツを配置することもできる。
【００３６】
　（コンテンツのデータ構成）
　図３は、コンテンツのデータ構成例を示す説明図である。図３に示すように、コンテン
ツは、例えばヘッダ情報とそれに続く各ページのコンテンツデータを含む。ヘッダには、
コンテンツの目次、コンテンツのタイトル及びコンテンツの属性情報などが含まれる。こ
こで、属性情報とは、コンテンツが左開きコンテンツであるか右開きコンテンツであるか
などを示す情報である。例えば、属性情報はビットの組み合わせで表され、図３では１ビ
ット目でコンテンツの属性の指定があるか否かを表し、２ビット目でユーザにより開き方
向を変更可能かを表し、３ビット目で左開きか右開きかを表している。開き方向認識部２
９は、コンテンツ読出部２７からコンテンツを受信し、そのコンテンツに含まれる属性情
報からコンテンツの開き方向を認識する。
【００３７】
　また、属性情報には、開き方向の他にコンテンツが楽譜、英語辞書、漫画、お経である
などのジャンルが含まれていても良い。開き方向認識部２９は、例えばコンテンツのジャ
ンルが楽譜や英語辞書の場合にはコンテンツが左開きであると認識し、漫画やお経の場合
にはコンテンツが右開きであると認識する。さらに、属性情報には、ページ内でのテキス
トの配置方法、
1167107547492_0.html
の種類や文字の大きさ、色など、電子表示装置１０の標準状態が左開きであるのか右開き
であるのかを決定する情報などが含まれていても良い。例えば、あるコンテンツの属性情
報として、「左開き」、「ページ内では左から右に横書き」「各行は上から下に向かって
順に配置」、「ＭＳ明朝」、「黒」等が記載されている。表示制御部３１は、開き方向認
識部２９が認識した開き方向及び
1167107547492_1.html
の種類等に基づいて表示画面にコンテンツを表示する。
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【００３８】
　なお、コンテンツには、コンテンツの開き方向を示す属性情報が必ずしも含まれている
必要は無い。例えば、開き方向認識部２９は、ユーザ入力受付部２１からの入力によりコ
ンテンツの開き方向を認識することができる。
【００３９】
　（表示制御部による表示）
　表示制御部３１は、コンテンツが左開きであるか又は右開きであるかに対応して、表示
画面へのコンテンツの配置を切り替えて表示する。左開きと右開きとを切り替える方法に
は、例えば以下に示すように表示画面の表示順を切り替える方法と、表示を始める表示画
面は固定で、コンテンツを回転表示させる方法とが挙げられる。ここで、コンテンツの文
字の種類としては日本語、英語、アラビア語など種々挙げられ、またコンテンツのジャン
ルとしては楽譜や漫画など種々挙げられる。以下では、日本語（以下、（Ａ）参照）、英
語（以下、（Ｂ）参照）及び英語の漫画（以下、（Ｃ）参照）を例に挙げて表示方法を説
明する。
【００４０】
　（Ａ）日本語の場合
　以下に、まず日本語の左開き及び右開きの文章を例に挙げてそれぞれの表示方法につい
て説明する。ここで、日本語の場合、左開きのコンテンツはページ内では左から右に文字
が横書きされ、右開きのコンテンツはページ内では上から下に文字が縦書きされる。なお
、以下では左開きが標準、つまりデフォルトの開き方向であるものとする。
【００４１】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　（１－１）概要
　図４Ａ及び図４Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方
法を示す説明図である。図４Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図４Ｂは
右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図４Ａ及び
図４Ｂに示すように、左開きのｎページ目、ｎー１ページ目、ｎ－２ページ目・・・が右
開きの１ページ目、２ページ目、３ページ目・・・となるようにコンテンツが表示される
。
【００４２】
　ここで、図４Ａに示す左開きが標準の開き方向であり、この状態において左開きのペー
ジ番号に対応するように順に１番目、２番目・・・ｎ番目表示画面とする。つまり、左開
きの１ページ目が１番目表示画面、２ページ目が２番目表示画面・・・ｎページ目がｎ番
目表示画面とする。この表示画面の番号は左開き及び右開きの場合もともに固定である。
【００４３】
　図４Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツ「あ
いうえ・・・」が配置されるとともに、左側よりも右側のページの方がページ番号が大き
くなるようにコンテンツが順に配置されている。１番目表示画面、２番目表示画面・・・
ｎ番目表示画面には、それぞれ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示され
る。ここで、ユーザが例えば、新たなコンテンツとして右開きのコンテンツを表示するよ
うに指示したとする。この場合、コンテンツ読出部２７は、該当する右開きのコンテンツ
をコンテンツ記憶部２５から読み出す。開き方向認識部２９は、コンテンツの属性情報か
らコンテンツの開き方向が右開きであると認識し、右開きであることを表示制御部３１に
出力する。表示制御部３１は、コンテンツが右開きであることに基づいて、図４Ｂに示す
ようにｎ番目表示画面にコンテンツの１ページ目を、ｎ－１番目表示画面にコンテンツの
２ページ目を、・・・１番目表示画面にコンテンツのｎページ目を表示し、かつページ内
では上から下に縦書きにコンテンツを表示する。つまり、表示制御部３１は、左開きでは
１番目表示画面から昇順にコンテンツを配置して表示し、右開きではｎ番目表示画面から
降順にコンテンツを配置して表示する。
【００４４】



(32) JP WO2006/011435 A1 2006.2.2

　また、開き方向認識部２９は、ユーザによる左開きから右開きへの変換の指示をユーザ
入力受付部２１から受信しても良い。そして、表示制御部３１は、右開きへの変換の指示
に基づいて、図４Ａの左開きから図４Ｂの右開きへの変換を行っても良い。
【００４５】
　このように、左開きと右開きで表示画面の表示順を切り替えることで、左開きコンテン
ツ及び右開きコンテンツの両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。ま
た、この方法の場合には、ユーザは、電子表示装置自体や表示画面自体を回転させること
なくコンテンツを読んだり見たりすることができる。
【００４６】
　（１－２）具体例
　図５を用いて、表示制御部３１による表示画面の表示順の切替方法をより具体的に説明
する。図５は、表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明
図である。図５に示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目か
ら構成されており、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１番目表
示画面の座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、
ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「あ、い、う、え
…」が表示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，
２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ
「か、き、く、け…」が表示される。一方、右開きの場合には、ｎ番目表示画面の座標（
１、ｊ）を始点として、（１、ｊ）、（２，ｊ）、（３、ｊ）…（ｋ、ｊ）の順にページ
内の上から下へ縦書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が表示される。そして、１列目
の表示が終了すると、１列分左へずれて座標（１、ｊ－１）、（２，ｊ－１）、（３、ｊ
－１）…（ｋ、ｊ－１）の順にページ内の上から下へ縦書きで２列目のコンテンツが表示
される。なお、横の行数と縦の列数が異なる場合は、横書きで２行目に記載されていたコ
ンテンツを縦書きでは１列目に続けて表示することもできる。
【００４７】
　また、上記図５では、左開きと右開きとでは表示画面の左隅が原点（１、１）である点
で同じあるが、コンテンツの表示を開始する座標が異なっている。つまり、左開きでは１
番目表示画面の（１、１）からコンテンツの表示を開始するが、右開きではｎ番目表示画
面の（１、ｊ）からコンテンツの表示を開始する。しかし、図６に示すように左開きと右
開きとで原点を変えても良い。図６は、左開きから右開きへの変換を示す別の説明図であ
る。図６に示すように、左開きの場合は表示画面の左隅が原点（１、１）であり、右開き
の場合は表示画面の右隅が原点（１、１）となる。そして、左開きの場合は、１番目表示
画面の座標（１、１）、（１，２）、…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の
左から右へ横書きでコンテンツが表示される。一方、右開きの場合は、ｎ番目表示画面の
座標（１、１）、（２，１）、…、（ｋ－１、１）、（ｋ、１）の順にページ内の上から
下へ縦書きでコンテンツが表示される。
【００４８】
　さらに、図７に示すように拡大表示を行うこともできる。図７は、拡大表示を説明する
ための説明図である。例えば、左開きから右開きへの変換の際に、表示制御部３１がユー
ザ入力受付部２１を介してユーザから拡大表示の指示を受け付けたとする。表示制御部３
１は、例えば拡大表示の倍率に応じて１マスの大きさを制御して座標を設定する。図７で
は、（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目から構成される表示画面が、１マスが大きくな
るような（１～ｌ）行×（１～ｍ）列のマス目に設定され直されている。ここで、ｊ＞ｌ
であり、ｋ＞ｍである。そして、図７に示すように、１番目表示画面の座標（１、１）、
（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順に表示された左開きのコン
テンツを、ｎ番目表示画面の座標（１、ｌ）、（２，ｌ）、（３、ｌ）…（ｍ、ｌ）を満
たすように拡大して配置することで、拡大表示を行うことが可能である。
【００４９】
　なお、コンテンツの拡大のみならず縮小も可能であり、その他様々な表示態様の変換も
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可能である。また、原点の設定方法やコンテンツの拡大方法等は上記の方法に限定されな
い。
【００５０】
　（２）回転表示させる方法
　（２－１）概要
　図８Ａ及び図８Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を
示す説明図である。図８Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図８Ｂは右開
きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図８Ａ及び図８
Ｂに示すように、左開き及び右開きともに１番目の表示画面から昇順にコンテンツを表示
し始め、かつ左開きと右開きとではコンテンツの天地が逆になるように配置する。なお、
上述と同様に、左開きが標準の開き方向であり、１番目表示画面、２番目表示画面・・・
ｎ番目表示画面で表された表示画面の番号は左開き及び右開きの場合もともに固定である
。
【００５１】
　図８Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツが配
置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ
順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示される。一方、右開きの場合は左開
きの場合に対して１８０°コンテンツを回転させ、かつページ内では下から上に縦書きで
コンテンツを配置して表示する。また、右開きの場合も左開きの場合と同様に１番目表示
画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ順に１ページ目、２ページ目・
・・ｎページ目を表示する。なお、ページ番号の配置も左開きと右開きとでは天地が逆に
なるようにする。
【００５２】
　このように、左開きと右開きでコンテンツを回転させることで、左開き及び右開きの両
方に対応するようにコンテンツを表示することができる。また、ユーザは、電子表示装置
自体や表示画面を回転させると左開き又は右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００５３】
　（２－２）具体例
　図９を用いて、表示制御部３１による回転表示させる方法をより具体的に説明する。図
９は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図である。図９に
示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマス目から構成されており
、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１番目表示画面の座標（１
、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左か
ら右へ横書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が表示される。１行目の表示が終了する
と、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ
内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ「か、き、く、け…」が表示される。一方、
右開きの場合には、１番目表示画面の座標（ｋ、１）、（ｋ－１，１）、（ｋ－２、１）
…（１、１）の順にページ内の下から上へ縦書きでコンテンツ「あ、い、う、え…」が１
８０°回転されて表示される。そして、１列目の表示が終了すると、１列分右へずれて座
標（ｋ、２）、（ｋ－１，２）、（ｋ－２、２）…（１、２）の順にページ内の下から上
へ縦書きで２列目のコンテンツが１８０°回転されて表示される。なお、横の行数と縦の
列数が異なる場合は、横書きで２行目に記載されていたコンテンツを縦書きでは１列目に
続けて表示することもできる。
【００５４】
　図１０は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す別の説明図であ
る。図１０では、横書きで表示されたコンテンツを、一旦作業用のフレームメモリにおい
て縦書きに変換する。つまり、左開きにおいて座標（１、１）、（１，２）、（１、３）
…、（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで表示されているコ
ンテンツを、作業用のフレームメモリを用いて（１、ｊ）、（２，ｊ）、（３、ｊ）…（
ｋ、ｊ）の順にページ内の上から下へ縦書きにして右開きに対応させる。その後、作業用
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フレームメモリにおいて変換されたコンテンツの全体を回転させて各表示画面に表示させ
る。これにより、図９と同様に左開きから右開きに変換することができる。
【００５５】
　なお、表示画面の表示順を切り替える方法と同様に原点の設定を変更しても良いし、拡
大表示、縮小表示などを行っても良い。
【００５６】
　さらに、上記では左開きから右開きへの変換の際にコンテンツの天地を逆にする場合を
説明したが、ユーザの指定により例えばコンテンツを９０°回転させて配置するようにし
ても良い。
【００５７】
　（２－３）コンテンツの閲覧
　図８Ｂ、図９、図１０に示すように右開きに変換されたコンテンツは、左開きのコンテ
ンツに対して１８０°回転されて天地が逆になっている。よって、ユーザは、コンテンツ
を閲覧するために図１１Ａに示すように電子表示装置１０自体を回転するか、あるいは図
１１Ｂに示すように表示画面１３のみヒンジ部１１を中心にしてを回転する。これにより
、ユーザは、左開き又は右開きでコンテンツを閲覧することができる。
【００５８】
　（Ｂ）英語の場合
　次に、英語の左開き及び右開きの文章を例に挙げて、表示画面の表示順を切り替える方
法とコンテンツを回転表示させる方法とについて説明する。ここで、英語の場合、左開き
のコンテンツも右開きのコンテンツもページ内では左から右に文字が横書きされる。その
他の構成は、図４Ａ及び図４Ｂの日本語の場合と同様であるので簡単に説明する。
【００５９】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　（１－１）概要
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替え
る方法を示す説明図である。図１２Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図
１２Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。
【００６０】
　コンテンツ読出部２７は、コンテンツをコンテンツ記憶部２５から読み出す。開き方向
認識部２９は、コンテンツの属性情報からコンテンツの開き方向が左開きであるか右開き
であるかを認識して表示制御部３１に出力する。表示制御部３１は、コンテンツが左開き
である場合は、図１２Ａに示すように１番目表示画面にコンテンツの１ページ目を、２番
目表示画面にコンテンツの２ページ目を、・・・ｎ番目表示画面にコンテンツのｎページ
目を表示し、かつページ内では左から右に横書きにコンテンツを表示する。一方、表示制
御部３１は、コンテンツが右開きである場合は、図１２Ｂに示すようにｎ番目表示画面に
コンテンツの１ページ目を、ｎ－１番目表示画面にコンテンツの２ページ目を、・・・１
番目表示画面にコンテンツのｎページ目を表示し、かつ横書きでコンテンツを表示する。
つまり、表示制御部３１は、左開きでは１番目表示画面から昇順にコンテンツを配置して
表示し、右開きではｎ番目表示画面から降順にコンテンツを配置して表示する。
【００６１】
　（１－２）具体例
　図１３を用いて、表示制御部３１による表示画面の表示順の切替方法をより具体的に説
明する。図１３は、表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す
説明図である。図１３に示すように、例えば表示画面が（１～ｋ）行×（１～ｊ）列のマ
ス目から構成されており、１マスに１文字が記載されるものとする。左開きの場合は、１
番目表示画面の座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、
（１、ｊ－１）、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｄ…」が表示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、
（２，２）、（２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコン
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テンツ「Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ…」が表示される。一方、右開きの場合には、ｎ番目表示画面の
座標（１、１）を始点として、（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ－１）
、（１、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が表
示される。１行目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（
２、３）…（２、ｊ）の順にページ内の左から右へ横書きで２行目のコンテンツ「Ｈ、Ｉ
、Ｊ、Ｋ…」が表示される。
【００６２】
　（２）回転表示させる方法
　（２－１）概要
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方
法を示す説明図である。図１４Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図１４
Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。
【００６３】
　図１４Ａに示すように、左開きの場合は、ページ内の左から右に横書きでコンテンツが
配置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面・・・ｎ番目表示画面にはそれぞ
れ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示される。一方、右開きの場合は、
ページ内でコンテンツが横書きで配置されるとともに、１番目表示画面、２番目表示画面
・・・ｎ番目表示画面にはそれぞれ順に１ページ目、２ページ目・・・ｎページ目が表示
されるが、左開きの場合に対して１８０°コンテンツを回転させるように表示する。
【００６４】
　（２－２）具体例
　図１５を用いて、表示制御部３１による回転表示させる方法をより具体的に説明する。
図１５は、回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図である。左
開きの場合は、１番目表示画面の座標（１、１）、（１，２）、（１、３）…、（１、ｊ
－１）、（１、ｊ）の順に横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が表示される。１行
目の表示が終了すると、１行分下がって座標（２、１）、（２，２）、（２、３）…（２
、ｊ）の順に横書きで２行目のコンテンツ「Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ…」が表示される。一方、右
開きの場合には、１番目表示画面の座標（ｋ、ｊ）、（ｋ，ｊ－１）、（ｋ、ｊ－２）…
（ｋ、１）の順に横書きでコンテンツ「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ…」が１８０°回転されて表示さ
れる。そして、１行目の表示が終了すると、１行分上がって座標（ｋ－１、ｊ）、（ｋ－
１，ｊ－１）、（ｋ－１、ｊ－２）…（ｋ－１、１）の順に横書きでコンテンツ「Ｈ、Ｉ
、Ｊ、Ｋ…」が１８０°回転されて表示される。
【００６５】
　（Ｃ）漫画の場合
　次に、コンテンツが漫画の場合について説明する。特に、会話が英語で記載されている
漫画の場合について、表示画面の表示順を切り替える方法とコンテンツを回転表示させる
方法とを以下に説明する。
【００６６】
　（１）表示画面の表示順を切り替える方法
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替え
る方法を示す説明図である。図１６Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図
１６Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。図１６Ａ及び図１６Ｂ
のコンテンツの種類は漫画であり、囲まれた欄の添字４０が各ページでのストーリーの進
行順を示している。また、各欄には、丸や四角などによりキャラクタが表示されるととも
に、キャラクタが行っている会話が吹き出しにより表示されている。ここで、図１６Ａに
示すような左開きの場合は、各欄は左から右に向かって配置され、会話の文字は英語であ
るので左から右に向かって文字が配置され、かつ各欄のキャラクタは左から右に向かって
ストーリー順に配置される。よって、図１６Ａの１ページ目の会話の順は「ＡＢＣ」→「
ＤＥ」→「ＦＧＨＩＪ」→「ＫＬ」→「ＭＮＯＰ」である。
【００６７】
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　ここで、ユーザが例えば、左開きの図１６Ａから右開きの図１６Ｂへの変換を指示した
とする。表示制御部３１は、図１６Ｂに示すようにコンテンツを配置する。図１６Ｂでは
、各欄は右から左に向かって配置され、会話の文字は英語であるので左から右に向かって
配置され、かつ各欄のキャラクタは右から左に向かって配置される。つまり、左開きと右
開きとでは、各欄の配置方向が逆となり各欄のキャラクタなどの画像データが左右反転し
て配置される点が異なるが、会話の文字が左から右に配置される点は同じである。
【００６８】
　以上のように配置されるために、表示制御部３１は図１７に示すような情報を予め対応
付けて記憶している。左開きから右開きに変換された場合には、表示制御部３１は、図１
７の情報に基づいて、ｎ番目表示画面、ｎ－１番目表示画面がそれぞれ１ページ目、２ペ
ージ目となるようにコンテンツを配置する。また、ページ内では、各欄を右から左及び上
から下に向かって配置し、各欄でのキャラクタなどの画像は右から左に向かって配置する
。さらに、キャラクタの会話が英語であるので、左から右に向かって配置する。
【００６９】
　あるいは、図１７に示すような情報が属性情報としてコンテンツに含まれており、表示
制御部３１はその属性情報に基づいて配置することで図１６Ａや図１６Ｂに示すように漫
画を配置して表示する。
【００７０】
　（２）回転表示させる方法
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方
法を示す説明図である。図１８Ａは左開きのコンテンツが表示されている様子を、図１８
Ｂは右開きのコンテンツが表示されている様子を示している。この方法によると、図１８
Ａ及び図１８Ｂに示すように、左開き及び右開きともに１番目の表示画面から昇順にコン
テンツを表示し始める。また、左開きから右開きに変換された後の図１８Ｂの１ページ目
は、図１６Ｂに示した右開きの１ページ全体を１８０°回転したものと同じである。図１
８Ｂに示すように回転表示により右開きに変換する方法は種々考えられるが、例えばまず
、表示制御部３１は、１ページ目のコンテンツを図１６Ｂに示すように右開きに対応させ
て配置する。その後、表示制御部３１は、右開きに対応させた１ページ目を１８０°回転
し、図１７Ｂに示すように１番目表示画面に貼り付ける。
【００７１】
　（作用効果）
　電子表示装置は、上記のように左開き及び右開きに対応するようにコンテンツの表示を
開始する表示画面を切り替えたりコンテンツを回転表示したりする。よって、複数枚の表
示画面を有し、本のようにページをめくって読み進んでいく電子表示装置において、左開
き及び右開きの両方に対応するようにコンテンツを表示することができる。
【００７２】
　＜その他の実施形態例＞
　（１）変形例１
　図１９は、ページ番号の他に表示画面の番号が表示された電子表示装置を示す平面図で
ある。図１９に示すように、コンテンツのページ番号とは別に、電子表示媒体の表示画面
の番号を表示することにより、表示画面の何番目を見ているのかをユーザに明確に把握さ
せることができる。
【００７３】
　（２）変形例２
　上記では、図１等に示すように巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂを電子表示装
置の下部に設けている。よって、図８Ｂや図１１Ａに示すように、電子表示装置を回転し
た場合には、巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂがユーザにとって上部に位置する
ようになる。そこで、図２０では、巻き戻しスイッチや早送りスイッチ１５ｂ、１５ｂ’
を電子表示装置の左右両方に設けている。左右の各スイッチ１５ｂ、１５ｂ’には、それ
ぞれ巻き戻し及び早送りが可能なように２つの矢印キーが設けられている。ユーザがいず
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れかの矢印キーを押すことで、ページの巻き戻しまたは早送りが可能である。このように
左右両方にページめくりのスイッチ１５ｂ、１５ｂ’を設けることで、電子表示装置自体
を回転した場合であってもユーザにとってスイッチ１５ｂ、１５ｂ’の位置が変わらない
。よって、ユーザにとって使い勝手が良い。
【００７４】
　（３）変形例３
　上記ではコンテンツに含まれる属性情報に基づいてコンテンツの開き方向を認識してい
る。しかし、開き方向認識部２９は、コンテンツに関連するスタイルシートに基づいてコ
ンテンツの開き方向を認識しても良い。
【００７５】
　例えば、コンテンツ記憶部２５は、コンテンツが記述された構造化文書とともに対応す
るスタイルシートを記憶する。ここで、構造化文書とは、例えばＸＭＬやＨＴＭＬなどの
構造化言語で記述された文書である。また、スタイルシートとはその文書の体裁等を指定
した文書であり、その文書が左開きであるのか右開きであるのかを示す情報が記述されて
いる。スタイルシートには、開き方向の他に、例えば
1167107547492_2.html
の種類や文字の大きさ、色、行間の幅、修飾などが記述されていても良い。
【００７６】
　コンテンツ読出部２７は、コンテンツ記憶部２５から読み出した構造化文書を表示制御
部３１に出力し、スタイルシートを開き方向認識部２９に出力する。次に、開き方向認識
部２９は、コンテンツ読出部２７から受け付けたスタイルシートに基づいて、コンテンツ
が左開きか右開きかを認識する。そして、開き方向認識部２９は、表示制御部３１にこれ
から表示されるコンテンツの開き方向を出力する。表示制御部３１は、コンテンツの開き
方向に応じてコンテンツを表示画面に配置して表示する。
【００７７】
　（４）変形例４
　前述した電子表示装置での電子表示方法をコンピュータに実行させるコンピュータプロ
グラム及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、本発明の
範囲に含まれる。ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、例えば、フレ
キシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕｅ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリを挙げることができ
る。
【００７８】
　前記コンピュータプログラムは、前記記録媒体に記録されたものに限られず、電気通信
回線、無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク等を経由して伝
送されるものであってもよい。
【００７９】
　（５）変形例５
　コンテンツの開き方向を示す属性を含むコンテンツを記録した記録媒体は、本発明の範
囲に含まれる。同様に、コンテンツを記述した構造化言語及びスタイルシートを記録した
記録媒体も本発明に含まれる。この記録媒体内のコンテンツを前述の電子表示装置に読み
込ませることで、電子表示装置ではコンテンツの属性に応じてコンテンツを表示すること
ができる。
【００８０】
　（６）変形例６
　上記では、左開きから右開きへの変換を主に説明したが、右開きから左開きへの変換も
同様に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
　本発明にかかる電子表示装置では、右開きコンテンツか左開きコンテンツかに関わらず
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同一構成で表示可能となり有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の第１実施形態例における電子表示装置の平面図。
【図２】電子表示装置１０の機能構成を示すブロック図。
【図３】コンテンツのデータ構成例を示す説明図。
【図４Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明
図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図４Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明
図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図５】表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（日
本語）。
【図６】左開きから右開きへの変換を示す別の説明図（日本語）。
【図７】拡大表示を説明するための説明図（日本語）。
【図８Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図で
あり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図８Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図で
あり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（日本語）。
【図９】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（日本語）。
【図１０】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す別の説明図（日本
語）。
【図１１Ａ】電子表示装置自体を回転する場合の説明図。
【図１１Ｂ】表示画面のみを回転する場合の説明図。
【図１２Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１２Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１３】表示画面の表示順の切替方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（
英語）。
【図１４Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１４Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語）。
【図１５】回転表示させる方法により左開きから右開きへの変換を示す説明図（英語）。
【図１６Ａ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１６Ｂ】表示順を切り替える方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説
明図であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１７】表示制御部が記憶している情報。
【図１８Ａ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、左開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１８Ｂ】回転表示させる方法により左開き及び右開きを切り替える方法を示す説明図
であり、右開きのコンテンツが表示されている様子を示す説明図（英語の漫画）。
【図１９】ページ番号の他に表示画面の番号が表示された電子表示装置を示す平面図。
【図２０】ページめくり用のスイッチの形態を示す説明図。
【図２１】特許文献１に記載されている電子表示装置を示す平面図。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
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【補正の内容】

【図１】 【図２】



(40) JP WO2006/011435 A1 2006.2.2

【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図９】 【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】

【図１３】 【図１４Ａ】
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【図１４Ｂ】 【図１５】

【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】
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【図１７】 【図１８Ａ】

【図１８Ｂ】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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