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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、表示部と、を少
なくとも備えた携帯端末、および、少なくとも一つの操作対象機器に、ネットワークを介
して通信可能に接続された、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備えたオ
ブジェクト管理装置であって、
　上記記憶部は、
　処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジェクト記憶手段と、
　上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトと、当該操作対象オブジェクトが存
在する作業面上の特定領域と、を関連付けて記憶する操作対象オブジェクト記憶手段と、
　上記携帯端末の位置情報と、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記表示オブジェク
トを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付けて
記憶する処理コマンド記憶手段と、
を備え、
　上記制御部は、
　上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記携帯端末に送
信し、上記表示部に表示させる表示オブジェクト送信手段と、
　上記画像撮影部により撮影された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示さ
れた上記作業面の第１の画像と、当該作業面上に上記携帯端末が表示された第２の画像と
、を比較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得する
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携帯端末位置取得手段と、
　上記携帯端末位置取得手段により取得された上記携帯端末の上記位置情報と、上記操作
対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトの上記特定領域と、を
比較することにより、当該位置情報が上記特定領域内に含まれるか否かを判定する領域判
定手段と、
　上記領域判定手段により上記位置情報が上記特定領域内に含まれると判定された場合、
上記操作対象オブジェクト記憶手段から、当該特定領域に関連付けられた上記操作対象オ
ブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特定手段と、
　上記操作対象オブジェクト特定手段により上記操作対象オブジェクトが特定された後、
上記携帯端末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から受信
する処理コマンド決定用物理量変位受信手段と、
　上記処理コマンド決定用物理量変位受信手段により上記物理量の変位が受信された際に
、上記表示オブジェクト送信手段により上記携帯端末に送信され上記表示部に表示されて
いる上記表示オブジェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェク
ト取得手段と、
　上記携帯端末位置取得手段により取得された上記携帯端末の上記位置情報、および、上
記処理コマンド決定用物理量変位受信手段により受信された上記物理量の変位、を検索キ
ーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に関連付けられた上記処理コマンドを上
記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索手段と、
　上記処理コマンド検索手段により検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェク
ト取得手段により取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト
特定手段により特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器に対し
て実行させる処理コマンド実行手段と、
を備えたことを特徴とする、オブジェクト管理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のオブジェクト管理装置において、
　上記記憶部は、
　上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示される上記表示
オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コ
マンド記憶手段
を更に備え、
　上記制御部は、
　上記領域判定手段により上記位置情報が上記特定領域内に含まれないと判定された場合
、上記携帯端末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から受
信する操作コマンド決定用物理量変位受信手段と、
　上記操作コマンド決定用物理量変位受信手段により受信された上記物理量の変位を検索
キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記操作コマンド記
憶手段から検索する操作コマンド検索手段と、
　上記操作コマンド検索手段により検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェクト
に対して実行する操作コマンド実行手段と、
を更に備えたことを特徴とする、オブジェクト管理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のオブジェクト管理装置において、
　上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記
表示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オ
ブジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記携帯端末へ送信
して上記表示部に表示させる操作処理を規定することを特徴とする、オブジェクト管理装
置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つに記載のオブジェクト管理装置において、
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　上記携帯端末の上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速
度または加速度を含むことを特徴とする、オブジェクト管理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つに記載のオブジェクト管理装置において、
　上記制御部は、
　上記画像撮影部により取得された上記第１の画像および上記第２の画像に対し、正面方
向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処理
手段
を更に備え、
　上記携帯端末位置取得手段は、
　上記画像処理手段により画像処理された射影変換後の上記第１の画像と上記第２の画像
とを比較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得する
ことを特徴とする、オブジェクト管理装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つに記載のオブジェクト管理装置において、
　上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
を識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する
特徴情報を含み、
　上記制御部は、
　上記特徴情報に基づいて、上記第１の画像から、上記操作対象オブジェクトが存在する
上記作業面上の上記特定領域を抽出し、上記操作対象オブジェクト記憶手段に、当該操作
対象オブジェクトと、上記特定領域抽出手段により抽出された上記特定領域と、を関連付
けて記憶する特定領域抽出手段
を更に備えたことを特徴とする、オブジェクト管理装置。
【請求項７】
　少なくとも一つの操作対象機器、および、オブジェクト管理装置に、ネットワークを介
して通信可能に接続された、携帯端末が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位
検出部と、表示部と、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備えた携帯端末
であって、
　上記記憶部は、
　処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジェクト記憶手段と、
　上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトを記憶する操作対象オブジェクト記
憶手段と、
　上記操作対象オブジェクトと、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記表示オブジェ
クトを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付け
て記憶する処理コマンド記憶手段と、
を備え、
　上記制御部は、
　上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記表示部に表示
する表示オブジェクト表示手段と、
　上記画像撮影部により撮影された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示さ
れた作業面の少なくとも一部の画像に基づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェクト
を抽出する操作対象オブジェクト抽出手段と、
　上記操作対象オブジェクト抽出手段により抽出された上記操作対象オブジェクトと、上
記操作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトと、を比較する
ことにより、２つの上記操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定する一致判定手段
と、
　上記一致判定手段により上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致すると判定された
場合、上記操作対象オブジェクト記憶手段から一致した上記操作対象オブジェクトを特定
する操作対象オブジェクト特定手段と、
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　上記操作対象オブジェクト特定手段により上記操作対象オブジェクトが特定された後、
上記変位検出部により上記物理量の変位を検出する処理コマンド決定用物理量変位検出手
段と、
　上記処理コマンド決定用物理量変位検出手段により上記物理量の変位が検出された際に
、上記表示オブジェクト表示手段により上記表示部に表示されている上記表示オブジェク
トを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェクト取得手段と、
　上記操作対象オブジェクト特定手段により特定された上記操作対象オブジェクト、およ
び、上記処理コマンド決定用物理量変位検出手段により検出された上記物理量の変位、を
検索キーとして、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理量の変位に関連付けられた上
記処理コマンドを、上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索手段と、
　上記処理コマンド検索手段により検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェク
ト取得手段により取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト
特定手段により特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器に対し
て実行させる処理コマンド実行手段と、
を備えたことを特徴とする、携帯端末。
【請求項８】
　請求項７に記載の携帯端末において、
　上記記憶部は、
　上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示される上記表示
オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コ
マンド記憶手段
を更に備え、
　上記制御部は、
　上記一致判定手段により上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致しないと判定され
た場合、上記変位検出部により上記物理量の変位を検出する操作コマンド決定用物理量変
位検出手段と、
　上記操作コマンド決定用物理量変位検出手段により検出された上記物理量の変位を検索
キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記操作コマンド記
憶手段から検索する操作コマンド検索手段と、
　上記操作コマンド検索手段により検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェクト
に対して実行する操作コマンド実行手段と、
を更に備えたことを特徴とする、携帯端末。
【請求項９】
　請求項８に記載の携帯端末において、
　上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記
表示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オ
ブジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記表示部に表示さ
せる操作処理を規定することを特徴とする、携帯端末。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか一つに記載の携帯端末において、
　上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量としては、重力加速度および
加速度を少なくとも含むことを特徴とする、携帯端末。
【請求項１１】
　請求項７～１０のいずれか一つに記載の携帯端末において、
　上記制御部は、
　上記画像撮影部により取得された上記画像に対し、正面方向から撮影された画像となる
よう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処理手段
を更に備え、
　上記表示オブジェクト抽出手段は、
　上記画像処理手段により画像処理された射影変換後の上記画像に基づいて、当該画像内
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の上記操作対象オブジェクトを抽出することを特徴とする、携帯端末。
【請求項１２】
　請求項７～１１のいずれ一つに記載の携帯端末において、
　上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
を識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する
特徴情報を含み、
　上記操作対象オブジェクト抽出手段は、
　上記特徴情報に基づいて、上記画像から上記操作対象オブジェクトを抽出することを特
徴とする、携帯端末。
【請求項１３】
　携帯端末が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、表示部と、を少
なくとも備えた携帯端末、および、少なくとも一つの操作対象機器に、ネットワークを介
して通信可能に接続された、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備えたオ
ブジェクト管理装置において実行されるオブジェクト操作方法であって、
　上記記憶部は、
　処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジェクト記憶手段と、
　上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトと、当該操作対象オブジェクトが存
在する作業面上の特定領域と、を関連付けて記憶する操作対象オブジェクト記憶手段と、
　上記携帯端末の位置情報と、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記表示オブジェク
トを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付けて
記憶する処理コマンド記憶手段と、
を備え、
　上記制御部において実行される、
　上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記携帯端末に送
信し、上記表示部に表示させる表示オブジェクト送信ステップと、
　上記画像撮影部により撮影された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示さ
れた上記作業面の第１の画像と、当該作業面上に上記携帯端末が表示された第２の画像と
、を比較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得する
携帯端末位置取得ステップと、
　上記携帯端末位置取得ステップにて取得された上記携帯端末の上記位置情報と、上記操
作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトの上記特定領域と、
を比較することにより、当該位置情報が上記特定領域内に含まれるか否かを判定する領域
判定ステップと、
　上記領域判定ステップにて上記位置情報が上記特定領域内に含まれると判定された場合
、上記操作対象オブジェクト記憶手段から、当該特定領域に関連付けられた上記操作対象
オブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特定ステップと、
　上記操作対象オブジェクト特定ステップにて上記操作対象オブジェクトが特定された後
、上記携帯端末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から受
信する処理コマンド決定用物理量変位受信ステップと、
　上記処理コマンド決定用物理量変位受信ステップにて上記物理量の変位が受信された際
に、上記表示オブジェクト送信ステップにて上記携帯端末に送信され上記表示部に表示さ
れている上記表示オブジェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジ
ェクト取得ステップと、
　上記携帯端末位置取得ステップにて取得された上記携帯端末の上記位置情報、および、
上記処理コマンド決定用物理量変位受信ステップにて受信された上記物理量の変位、を検
索キーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に関連付けられた上記処理コマンド
を上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索ステップと、
　上記処理コマンド検索ステップにて検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェ
クト取得ステップにて取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェ
クト特定ステップにて特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
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に対して実行させる処理コマンド実行ステップと、
を含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のオブジェクト操作方法において、
　上記記憶部は、
　上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示される上記表示
オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コ
マンド記憶手段
を更に備え、
　上記制御部において実行される、
　上記領域判定ステップにて上記位置情報が上記特定領域内に含まれないと判定された場
合、上記携帯端末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から
受信する操作コマンド決定用物理量変位受信ステップと、
　上記操作コマンド決定用物理量変位受信ステップにて受信された上記物理量の変位を検
索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記操作コマンド
記憶手段から検索する操作コマンド検索ステップと、
　上記操作コマンド検索ステップにて検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェク
トに対して実行する操作コマンド実行ステップと、
を更に含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のオブジェクト操作方法において、
　上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記
表示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オ
ブジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記携帯端末へ送信
して上記表示部に表示させる操作処理を規定することを特徴とする、オブジェクト操作方
法。
【請求項１６】
　請求項１３～１５のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記携帯端末の上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速
度または加速度を含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項１７】
　請求項１３～１６のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記制御部において実行される、
　上記画像撮影部により取得された上記第１の画像および上記第２の画像に対し、正面方
向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処理
ステップ
を更に含み、
　上記携帯端末位置取得ステップにおいて、
　上記画像処理ステップにて画像処理された射影変換後の上記第１の画像と上記第２の画
像とを比較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得す
ることを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項１８】
　請求項１３～１７のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
を識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する
特徴情報を含み、
　上記制御部において実行される、
　上記特徴情報に基づいて、上記画像から、上記操作対象オブジェクトが存在する上記作
業面上の上記特定領域を抽出し、上記操作対象オブジェクト記憶手段に、当該操作対象オ
ブジェクトと、上記特定領域抽出ステップにて抽出された上記特定領域と、を関連付けて
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記憶する特定領域抽出ステップ
を更に含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項１９】
　少なくとも一つの操作対象機器、および、オブジェクト管理装置に、ネットワークを介
して通信可能に接続された、携帯端末が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位
検出部と、表示部と、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備えた携帯端末
において実行されるオブジェクト操作方法であって、
　上記記憶部は、
　処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジェクト記憶手段と、
　上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトを記憶する操作対象オブジェクト記
憶手段と、
　上記操作対象オブジェクトと、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記表示オブジェ
クトを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付け
て記憶する処理コマンド記憶手段と、
を備え、
　上記制御部において実行される、
　上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記表示部に表示
する表示オブジェクト表示ステップと、
　上記画像撮影部により撮影された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示さ
れた作業面の少なくとも一部の画像に基づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェクト
を抽出する操作対象オブジェクト抽出ステップと、
　上記操作対象オブジェクト抽出ステップにて抽出された上記操作対象オブジェクトと、
上記操作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトと、を比較す
ることにより、２つの上記操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定する一致判定ス
テップと、
　上記一致判定ステップにて上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致すると判定され
た場合、上記操作対象オブジェクト記憶手段から一致した上記操作対象オブジェクトを特
定する操作対象オブジェクト特定ステップと、
　上記操作対象オブジェクト特定ステップにて上記操作対象オブジェクトが特定された後
、上記変位検出部により上記物理量の変位を検出する処理コマンド決定用物理量変位検出
ステップと、
　上記処理コマンド決定用物理量変位検出ステップにて上記物理量の変位が検出された際
に、上記表示オブジェクト表示ステップにて上記表示部に表示されている上記表示オブジ
ェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェクト取得ステップと、
　上記操作対象オブジェクト特定ステップにて特定された上記操作対象オブジェクト、お
よび、上記処理コマンド決定用物理量変位検出ステップにて検出された上記物理量の変位
、を検索キーとして、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理量の変位に関連付けられ
た上記処理コマンドを、上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索ステッ
プと、
　上記処理コマンド検索ステップにて検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェ
クト取得ステップにて取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェ
クト特定ステップにて特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
に対して実行させる処理コマンド実行ステップと、
を含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のオブジェクト操作方法において、
　上記記憶部は、
　上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示される上記表示
オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コ
マンド記憶手段
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を更に備え、
　上記制御部において実行される、
　上記一致判定ステップにて上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致しないと判定さ
れた場合、上記変位検出部により上記物理量の変位を検出する操作コマンド決定用物理量
変位検出ステップと、
　上記操作コマンド決定用物理量変位検出ステップにて検出された上記物理量の変位を検
索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記操作コマンド
記憶手段から検索する操作コマンド検索ステップと、
　上記操作コマンド検索ステップにて検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェク
トに対して実行する操作コマンド実行ステップと、
を更に含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のオブジェクト操作方法において、
　上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記
表示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オ
ブジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記表示部に表示さ
せる操作処理を規定することを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項２２】
　請求項１９～２１のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量としては、重力加速度および
加速度を少なくとも含むことを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項２３】
　請求項１９～２２のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記制御部において実行される、
　上記画像撮影部により取得された上記画像に対し、正面方向から撮影された画像となる
よう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処理ステップ
を更に含み、
　上記表示オブジェクト抽出ステップにおいて、
　上記画像処理ステップにて画像処理された射影変換後の上記画像に基づいて、当該画像
内の上記操作対象オブジェクトを抽出することを特徴とする、オブジェクト操作方法。
【請求項２４】
　請求項１９～２３のいずれか一つに記載のオブジェクト操作方法において、
　上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器
を識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する
特徴情報を含み、
　上記操作対象オブジェクト抽出ステップにおいて、
　上記特徴情報に基づいて、上記画像から上記操作対象オブジェクトを抽出することを特
徴とする、オブジェクト操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オブジェクト管理装置、携帯端末、および、オブジェクト操作方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＣを用いたオフィスワーク等の事務処理業務において、ユーザが、ＰＣのデス
クトップ上の、例えば電子ファイルや画像データ等の処理データを示すアイコン等をマウ
ス等の入力部を用いてドラッグし、例えばＦＡＸ、ファイル、ＰＣ、トレー、シュレッダ
ー等の操作対象機器を示すアイコン等のオブジェクト上にドロップする操作を行うことに
より、事務処理を行っている。近年、これらの操作対象機器を用いて効率的に事務処理を
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行う技術が求められており、仮想空間上で操作対象機器を操作する技術が報告されている
。
【０００３】
　例えば、特許文献１の情報入出力システムでは、携帯型コンピュータや設置されたコン
ピュータやコンピュータ周辺機器（例えば、プリンタ、ディスプレイ、スキャナ等）など
操作対象機器に対応する、仮想のオブジェクトを生成し、生成したオブジェクトを会議室
等の壁やテーブル上などに投影することにより、共用の作業面として仮想的にデスクトッ
プを統合している。これにより、ユーザは、この仮想統合デスクトップ上で電子ファイル
や画像データ等の処理データをマウスでオブジェクト上にドラッグアンドドロップするこ
とで、複数ユーザ間でデータの受け渡しを行っている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１３６５０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の情報入出力システム（特許文献１等）においては、オブジェクト
の生成や投影を行う装置や投影用作業面を用意する必要があり、設備自体が大型化してし
まうという問題点を有していた。また、従来の情報入出力システムにおいては、仮想のオ
ブジェクトを生成して、生成したオブジェクトを壁やテーブル等に投影することにより仮
想の統合デスクトップを構築する必要があり、作業空間の準備に時間を要してしまうとい
う問題点を有していた。また、従来の情報入出力システムにおいては、オブジェクトに対
するユーザ操作（例えば、ドラッグアンドドロップ等）は、装置に設置された複数のカメ
ラが投影用作業面上のオブジェクトの位置の変化を検出することにより認識しているので
、ユーザ操作認識処理の負荷が大きく、数秒間必要とするので、ユーザ操作認識結果をリ
アルタイムに決定し実行できないという問題点を有していた。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、携帯端末を入力手段および表示手段として用
いることにより装置を小型化でき、操作対象機器を表す文字、記号、図、写真、模型等の
簡易なオブジェクトを机等の作業面に並べることにより短時間で効率的に作業空間を準備
でき、ユーザが操作を所望する操作対象オブジェクトを携帯端末の位置に基づいて選択し
、ユーザが所望する処理内容の決定処理を、携帯端末の物理量の変位に基づいて行うこと
により、処理内容決定処理の負荷を軽減し、ユーザが所望する処理内容をリアルタイムに
決定し実行することができる、オブジェクト管理装置、携帯端末、および、オブジェクト
操作方法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】
【０００７】
　このような目的を達成するため、本発明のオブジェクト管理装置は、携帯端末が移動し
た際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、表示部と、を少なくとも備えた携帯
端末、および、少なくとも一つの操作対象機器に、ネットワークを介して通信可能に接続
された、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備えたオブジェクト管理装置
であって、上記記憶部は、処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジ
ェクト記憶手段と、上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトと、当該操作対象
オブジェクトが存在する作業面上の特定領域と、を関連付けて記憶する操作対象オブジェ
クト記憶手段と、上記携帯端末の位置情報と、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記
表示オブジェクトを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コマンドと
、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段と、を備え、上記制御部は、上記表示オブ
ジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記携帯端末に送信し、上記表示
部に表示させる表示オブジェクト送信手段と、上記画像撮影部により撮影された、上記特
定領域に上記操作対象オブジェクトが表示された上記作業面の第１の画像と、当該作業面
上に上記携帯端末が表示された第２の画像と、を比較することにより、上記作業面上にお
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ける上記携帯端末の上記位置情報を取得する携帯端末位置取得手段と、上記携帯端末位置
取得手段により取得された上記携帯端末の上記位置情報と、上記操作対象オブジェクト記
憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトの上記特定領域と、を比較することにより
、当該位置情報が上記特定領域内に含まれるか否かを判定する領域判定手段と、上記領域
判定手段により上記位置情報が上記特定領域内に含まれると判定された場合、上記操作対
象オブジェクト記憶手段から、当該特定領域に関連付けられた上記操作対象オブジェクト
を特定する操作対象オブジェクト特定手段と、上記操作対象オブジェクト特定手段により
上記操作対象オブジェクトが特定された後、上記携帯端末の上記変位検出部にて検出され
た上記物理量の変位を上記携帯端末から受信する処理コマンド決定用物理量変位受信手段
と、上記処理コマンド決定用物理量変位受信手段により上記物理量の変位が受信された際
に、上記表示オブジェクト送信手段により上記携帯端末に送信され上記表示部に表示され
ている上記表示オブジェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェ
クト取得手段と、上記携帯端末位置取得手段により取得された上記携帯端末の上記位置情
報、および、上記処理コマンド決定用物理量変位受信手段により受信された上記物理量の
変位、を検索キーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に関連付けられた上記処
理コマンドを上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索手段と、上記処理
コマンド検索手段により検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェクト取得手段
により取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト特定手段に
より特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器に対して実行させ
る処理コマンド実行手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明のオブジェクト管理装置は、上記記載のオブジェクト管理装置において、
上記記憶部は、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示さ
れる上記表示オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記
憶する操作コマンド記憶手段を更に備え、上記制御部は、上記領域判定手段により上記位
置情報が上記特定領域内に含まれないと判定された場合、上記携帯端末の上記変位検出部
にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から受信する操作コマンド決定用物理量
変位受信手段と、上記操作コマンド決定用物理量変位受信手段により受信された上記物理
量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記
操作コマンド記憶手段から検索する操作コマンド検索手段と、上記操作コマンド検索手段
により検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェクトに対して実行する操作コマン
ド実行手段と、を更に備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明のオブジェクト管理装置は、上記記載のオブジェクト管理装置において、
上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記表
示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オブ
ジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記携帯端末へ送信し
て上記表示部に表示させる操作処理を規定することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明のオブジェクト管理装置は、上記記載のオブジェクト管理装置において、
上記携帯端末の上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速度
または加速度を含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明のオブジェクト管理装置は、上記記載のオブジェクト管理装置において、
上記制御部は、上記画像撮影部により取得された上記第１の画像および上記第２の画像に
対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行
する画像処理手段を更に備え、上記携帯端末位置取得手段は、上記画像処理手段により画
像処理された射影変換後の上記第１の画像と上記第２の画像とを比較することにより、上
記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得することを特徴とする。
【００１２】
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　また、本発明のオブジェクト管理装置は、上記記載のオブジェクト管理装置において、
上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器を
識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特
徴情報を含み、上記制御部は、上記特徴情報に基づいて、上記第１の画像から、上記操作
対象オブジェクトが存在する上記作業面上の上記特定領域を抽出し、上記操作対象オブジ
ェクト記憶手段に、当該操作対象オブジェクトと、上記特定領域抽出手段により抽出され
た上記特定領域と、を関連付けて記憶する特定領域抽出手段を更に備えたことを特徴とす
る。
【００１３】
　また、本発明の携帯端末は、少なくとも一つの操作対象機器、および、オブジェクト管
理装置に、ネットワークを介して通信可能に接続された、携帯端末が移動した際に生じる
物理量の変位を検出する変位検出部と、表示部と、画像撮影部と、記憶部と、制御部と、
を少なくとも備えた携帯端末であって、上記記憶部は、処理データに対応する表示オブジ
ェクトを記憶する表示オブジェクト記憶手段と、上記操作対象機器に対応する操作対象オ
ブジェクトを記憶する操作対象オブジェクト記憶手段と、上記操作対象オブジェクトと、
上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記表示オブジェクトを用いて上記操作対象機器に
対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段
と、を備え、上記制御部は、上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジ
ェクトを上記表示部に表示する表示オブジェクト表示手段と、上記画像撮影部により撮影
された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一部
の画像に基づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェクトを抽出する操作対象オブジェ
クト抽出手段と、上記操作対象オブジェクト抽出手段により抽出された上記操作対象オブ
ジェクトと、上記操作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクト
と、を比較することにより、２つの上記操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定す
る一致判定手段と、上記一致判定手段により上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致
すると判定された場合、上記操作対象オブジェクト記憶手段から一致した上記操作対象オ
ブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特定手段と、上記操作対象オブジェクト特定
手段により上記操作対象オブジェクトが特定された後、上記変位検出部により上記物理量
の変位を検出する処理コマンド決定用物理量変位検出手段と、上記処理コマンド決定用物
理量変位検出手段により上記物理量の変位が検出された際に、上記表示オブジェクト表示
手段により上記表示部に表示されている上記表示オブジェクトを上記表示オブジェクト記
憶手段から取得する表示オブジェクト取得手段と、上記操作対象オブジェクト特定手段に
より特定された上記操作対象オブジェクト、および、上記処理コマンド決定用物理量変位
検出手段により検出された上記物理量の変位、を検索キーとして、当該操作対象オブジェ
クトおよび当該物理量の変位に関連付けられた上記処理コマンドを、上記処理コマンド記
憶手段から検索する処理コマンド検索手段と、上記処理コマンド検索手段により検索され
た上記処理コマンドを、上記表示オブジェクト取得手段により取得された上記表示オブジ
ェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト特定手段により特定された上記操作対象オブ
ジェクトに対応する上記操作対象機器に対して実行させる処理コマンド実行手段と、を備
えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記記憶部は、上記携帯端
末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示される上記表示オブジェクト
に対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コマンド記憶手
段を更に備え、上記制御部は、上記一致判定手段により上記２つの上記操作対象オブジェ
クトが一致しないと判定された場合、上記変位検出部により上記物理量の変位を検出する
操作コマンド決定用物理量変位検出手段と、上記操作コマンド決定用物理量変位検出手段
により検出された上記物理量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられ
た上記操作コマンドを上記操作コマンド記憶手段から検索する操作コマンド検索手段と、
上記操作コマンド検索手段により検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェクトに
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対して実行する操作コマンド実行手段と、を更に備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記操作コマンドは、上記
携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記表示部に表示された上記表示
オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から抽出
し、抽出された当該表示オブジェクトを上記表示部に表示させる操作処理を規定すること
を特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記変位検出部は、３軸加
速度センサであり、上記物理量としては、重力加速度および加速度を少なくとも含むこと
を特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記制御部は、上記画像撮
影部により取得された上記画像に対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変換
を行うことにより画像処理を実行する画像処理手段を更に備え、上記表示オブジェクト抽
出手段は、上記画像処理手段により画像処理された射影変換後の上記画像に基づいて、当
該画像内の上記操作対象オブジェクトを抽出することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の携帯端末は、上記記載の携帯端末において、上記操作対象オブジェクト
は、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器を識別するための文字、記号
、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特徴情報を含み、上記操作対
象オブジェクト抽出手段は、上記特徴情報に基づいて、上記画像から上記操作対象オブジ
ェクトを抽出することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、携帯端末が移動した際に生じる物理量の変位
を検出する変位検出部と、表示部と、を少なくとも備えた携帯端末、および、少なくとも
一つの操作対象機器に、ネットワークを介して通信可能に接続された、画像撮影部と、記
憶部と、制御部と、を少なくとも備えたオブジェクト管理装置において実行されるオブジ
ェクト操作方法であって、上記記憶部は、処理データに対応する表示オブジェクトを記憶
する表示オブジェクト記憶手段と、上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトと
、当該操作対象オブジェクトが存在する作業面上の特定領域と、を関連付けて記憶する操
作対象オブジェクト記憶手段と、上記携帯端末の位置情報と、上記携帯端末の上記物理量
の変位と、上記表示オブジェクトを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する
処理コマンドと、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段と、を備え、上記制御部に
おいて実行される、上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを
上記携帯端末に送信し、上記表示部に表示させる表示オブジェクト送信ステップと、上記
画像撮影部により撮影された、上記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示された上
記作業面の第１の画像と、当該作業面上に上記携帯端末が表示された第２の画像と、を比
較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取得する携帯端
末位置取得ステップと、上記携帯端末位置取得ステップにて取得された上記携帯端末の上
記位置情報と、上記操作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェク
トの上記特定領域と、を比較することにより、当該位置情報が上記特定領域内に含まれる
か否かを判定する領域判定ステップと、上記領域判定ステップにて上記位置情報が上記特
定領域内に含まれると判定された場合、上記操作対象オブジェクト記憶手段から、当該特
定領域に関連付けられた上記操作対象オブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特定
ステップと、上記操作対象オブジェクト特定ステップにて上記操作対象オブジェクトが特
定された後、上記携帯端末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯
端末から受信する処理コマンド決定用物理量変位受信ステップと、上記処理コマンド決定
用物理量変位受信ステップにて上記物理量の変位が受信された際に、上記表示オブジェク
ト送信ステップにて上記携帯端末に送信され上記表示部に表示されている上記表示オブジ
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ェクトを上記表示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェクト取得ステップと、
上記携帯端末位置取得ステップにて取得された上記携帯端末の上記位置情報、および、上
記処理コマンド決定用物理量変位受信ステップにて受信された上記物理量の変位、を検索
キーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に関連付けられた上記処理コマンドを
上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索ステップと、上記処理コマンド
検索ステップにて検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェクト取得ステップに
て取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト特定ステップに
て特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器に対して実行させる
処理コマンド実行ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記記憶部は、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示さ
れる上記表示オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記
憶する操作コマンド記憶手段を更に備え、上記制御部において実行される、上記領域判定
ステップにて上記位置情報が上記特定領域内に含まれないと判定された場合、上記携帯端
末の上記変位検出部にて検出された上記物理量の変位を上記携帯端末から受信する操作コ
マンド決定用物理量変位受信ステップと、上記操作コマンド決定用物理量変位受信ステッ
プにて受信された上記物理量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられ
た上記操作コマンドを上記操作コマンド記憶手段から検索する操作コマンド検索ステップ
と、上記操作コマンド検索ステップにて検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェ
クトに対して実行する操作コマンド実行ステップと、を更に含むことを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記表
示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オブ
ジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記携帯端末へ送信し
て上記表示部に表示させる操作処理を規定することを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記携帯端末の上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量は、重力加速度
または加速度を含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記制御部において実行される、上記画像撮影部により取得された上記第１の画像および
上記第２の画像に対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことによ
り画像処理を実行する画像処理ステップを更に含み、上記携帯端末位置取得ステップにお
いて、上記画像処理ステップにて画像処理された射影変換後の上記第１の画像と上記第２
の画像とを比較することにより、上記作業面上における上記携帯端末の上記位置情報を取
得することを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器を
識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特
徴情報を含み、上記制御部において実行される、上記特徴情報に基づいて、上記画像から
、上記操作対象オブジェクトが存在する上記作業面上の上記特定領域を抽出し、上記操作
対象オブジェクト記憶手段に、当該操作対象オブジェクトと、上記特定領域抽出ステップ
にて抽出された上記特定領域と、を関連付けて記憶する特定領域抽出ステップを更に含む
ことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、少なくとも一つの操作対象機器、および、オ
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ブジェクト管理装置に、ネットワークを介して通信可能に接続された、携帯端末が移動し
た際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部と、表示部と、画像撮影部と、記憶部と
、制御部と、を少なくとも備えた携帯端末において実行されるオブジェクト操作方法であ
って、上記記憶部は、処理データに対応する表示オブジェクトを記憶する表示オブジェク
ト記憶手段と、上記操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトを記憶する操作対象オ
ブジェクト記憶手段と、上記操作対象オブジェクトと、上記携帯端末の上記物理量の変位
と、上記表示オブジェクトを用いて上記操作対象機器に対して行う処理を規定する処理コ
マンドと、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段と、を備え、上記制御部において
実行される、上記表示オブジェクト記憶手段に記憶された上記表示オブジェクトを上記表
示部に表示する表示オブジェクト表示ステップと、上記画像撮影部により撮影された、上
記特定領域に上記操作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一部の画像に基
づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェクトを抽出する操作対象オブジェクト抽出ス
テップと、上記操作対象オブジェクト抽出ステップにて抽出された上記操作対象オブジェ
クトと、上記操作対象オブジェクト記憶手段に記憶された上記操作対象オブジェクトと、
を比較することにより、２つの上記操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定する一
致判定ステップと、上記一致判定ステップにて上記２つの上記操作対象オブジェクトが一
致すると判定された場合、上記操作対象オブジェクト記憶手段から一致した上記操作対象
オブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特定ステップと、上記操作対象オブジェク
ト特定ステップにて上記操作対象オブジェクトが特定された後、上記変位検出部により上
記物理量の変位を検出する処理コマンド決定用物理量変位検出ステップと、上記処理コマ
ンド決定用物理量変位検出ステップにて上記物理量の変位が検出された際に、上記表示オ
ブジェクト表示ステップにて上記表示部に表示されている上記表示オブジェクトを上記表
示オブジェクト記憶手段から取得する表示オブジェクト取得ステップと、上記操作対象オ
ブジェクト特定ステップにて特定された上記操作対象オブジェクト、および、上記処理コ
マンド決定用物理量変位検出ステップにて検出された上記物理量の変位、を検索キーとし
て、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理量の変位に関連付けられた上記処理コマン
ドを、上記処理コマンド記憶手段から検索する処理コマンド検索ステップと、上記処理コ
マンド検索ステップにて検索された上記処理コマンドを、上記表示オブジェクト取得ステ
ップにて取得された上記表示オブジェクトを用いて、上記操作対象オブジェクト特定ステ
ップにて特定された上記操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器に対して実行
させる処理コマンド実行ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記記憶部は、上記携帯端末の上記物理量の変位と、上記携帯端末の上記表示部に表示さ
れる上記表示オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記
憶する操作コマンド記憶手段を更に備え、上記制御部において実行される、上記一致判定
ステップにて上記２つの上記操作対象オブジェクトが一致しないと判定された場合、上記
変位検出部により上記物理量の変位を検出する操作コマンド決定用物理量変位検出ステッ
プと、上記操作コマンド決定用物理量変位検出ステップにて検出された上記物理量の変位
を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた上記操作コマンドを上記操作コマ
ンド記憶手段から検索する操作コマンド検索ステップと、上記操作コマンド検索ステップ
にて検索された上記操作コマンドを上記表示オブジェクトに対して実行する操作コマンド
実行ステップと、を更に含むことを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記操作コマンドは、上記携帯端末の上記物理量の変位に従って、上記携帯端末の上記表
示部に表示された上記表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを上記表示オブ
ジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを上記表示部に表示させ
る操作処理を規定することを特徴とする。
【００２８】
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　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記変位検出部は、３軸加速度センサであり、上記物理量としては、重力加速度および加
速度を少なくとも含むことを特徴とする。
【００２９】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記制御部において実行される、上記画像撮影部により取得された上記画像に対し、正面
方向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処
理ステップを更に含み、上記表示オブジェクト抽出ステップにおいて、上記画像処理ステ
ップにて画像処理された射影変換後の上記画像に基づいて、当該画像内の上記操作対象オ
ブジェクトを抽出することを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明のオブジェクト操作方法は、上記記載のオブジェクト操作方法において、
上記操作対象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する上記操作対象機器を
識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特
徴情報を含み、上記操作対象オブジェクト抽出ステップにおいて、上記特徴情報に基づい
て、上記画像から上記操作対象オブジェクトを抽出することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３１】
　この発明によれば、オブジェクト管理装置の記憶部は、処理データに対応する表示オブ
ジェクトを記憶し、操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトと、当該操作対象オブ
ジェクトが存在する作業面上の特定領域と、を関連付けて記憶し、携帯端末の位置情報と
、携帯端末の物理量の変位と、表示オブジェクトを用いて操作対象機器に対して行う処理
を規定する処理コマンドと、を関連付けて記憶し、オブジェクト管理装置の制御部は、記
憶部に記憶された表示オブジェクトを携帯端末に送信し、表示部に表示させ、画像撮影部
により撮影された、特定領域に操作対象オブジェクトが表示された作業面の第１の画像と
、当該作業面上に携帯端末が表示された第２の画像と、を比較することにより、当該位置
情報が特定領域内に含まれるか否かを判定し、位置情報が特定領域内に含まれると判定さ
れた場合、記憶部から当該特定領域に関連付けられた操作対象オブジェクトを特定し、操
作対象オブジェクトが特定された後、携帯端末の変位検出部にて検出された物理量の変位
を携帯端末から受信し、物理量の変位が受信された際に、携帯端末に送信され表示部に表
示されている表示オブジェクトを記憶部から取得し、取得された携帯端末の位置情報、お
よび、受信された物理量の変位、を検索キーとして、当該位置情報および当該物理量の変
位に関連付けられた処理コマンドを記憶部から検索し、検索された処理コマンドを、取得
された表示オブジェクトを用いて、特定された操作対象オブジェクトに対応する操作対象
機器に対して実行させるので、ユーザが所望する操作対象オブジェクト（ＦＡＸ等の操作
対象機器など）の上に携帯端末を翳すことにより操作対象オブジェクトを選択し、この選
択された操作対象オブジェクト上でユーザが携帯端末を用いて所定の動作（例えば、手前
に引くまたは奥へ翳す等）を行うことにより、オブジェクト管理装置において、携帯端末
の変位検出部にて検出され受信した物理量（加速度等）の変位に基づいて、携帯端末に送
信され表示部上に表示された表示オブジェクト（画像データ等の処理データなど）を用い
て行う処理（例えば、ＦＡＸの受信データを見る、または、処理データをＦＡＸから送信
する等）を規定する処理コマンドをリアルタイムに決定し実行できるという効果を奏する
。
【００３２】
　これにより、従来はオブジェクトの生成や投影を行う装置や投影用作業面等を用意する
必要があり設備自体が大型化していたが、本発明は、オブジェクトの生成装置、投影装置
、投影用作業面等を用意する必要がなく、携帯端末を物理量の変位を入力させる入力部お
よび表示オブジェクトを表示させる表示部として用いることにより、装置を小型化できる
という効果を奏する。また、従来はオブジェクトに対するユーザ操作（例えば、ドラッグ
アンドドロップ等）は、装置に設置された複数のカメラが投影用作業面上のオブジェクト
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の位置の変化を検出することにより認識していたので、処理内容の決定処理の負荷が大き
く、ユーザが所望する処理内容をリアルタイムに決定し実行できなかったが、本発明は、
複数のカメラを用いてオブジェクトの位置の変化を検出する必要がなく、携帯端末の変位
検出部にて検出され受信した物理量の変位に基づいて処理内容の決定処理を行うことによ
り、処理内容の決定処理の負荷を軽減し、ユーザが所望する処理内容をリアルタイムに決
定し実行することができるという効果を奏する。
【００３３】
　また、この発明によれば、オブジェクト管理装置の記憶部は、携帯端末の物理量の変位
と、携帯端末の表示部に表示される表示オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コ
マンドと、を関連付けて記憶し、オブジェクト管理装置の制御部は、位置情報が特定領域
内に含まれないと判定された場合、携帯端末の変位検出部にて検出された物理量の変位を
携帯端末から受信し、受信された物理量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関
連付けられた操作コマンドを記憶部から検索し、検索された操作コマンドを表示オブジェ
クトに対して実行するので、操作対象オブジェクト（ＦＡＸ等の操作対象機器など）の上
以外の領域で、ユーザが携帯端末を用いて所定の動作（例えば、所定のキーを押しながら
左右に振る等）を行うことにより、オブジェクト管理装置において、携帯端末の変位検出
部にて検出され受信した物理量（加速度等）の変位に基づいて、表示オブジェクトに対す
る操作を決定することができるという効果を奏する。これにより、本発明は、操作対象オ
ブジェクト上の領域で検出された物理量の変位とそれ以外の領域で検出された物理量の変
位とを区別して、操作処理を規定する操作コマンドを検索して実行することができるとい
う効果を奏する。具体的には、本発明は、例えば、オブジェクト上の領域外で、所定のキ
ーを押しながら携帯端末を左右に振ることによりＦＡＸの送信先等を決定し（ステップ１
）、オブジェクト上の領域内で携帯端末を奥に翳すことによりステップ１にて決定した送
信先へＦＡＸを送信する（ステップ２）といった、２段階に分けて処理内容を決定するこ
とができ、ユーザが所望する処理の選択肢の幅を広げることができるという効果を奏する
。
【００３４】
　また、この発明によれば、オブジェクト管理装置の記憶部に記憶される操作コマンドは
、携帯端末の物理量の変位に従って、携帯端末の表示部に表示された表示オブジェクトと
は異なる他の表示オブジェクトを表示オブジェクト記憶手段から抽出し、抽出された当該
表示オブジェクトを携帯端末へ送信して表示部に表示させる操作処理を規定するので、操
作対象オブジェクト（例えば、特定のフォルダ等）の上以外の領域で、ユーザが携帯端末
を用いて所定の動作（例えば、左右に振る等）を行うことにより、オブジェクト管理装置
において、携帯端末の変位検出部にて検出され受信した物理量（加速度等）の変位に基づ
いて、携帯端末の表示部に表示された表示オブジェクト（例えば、画像データ等の処理デ
ータなど）とは異なる他の表示オブジェクトを記憶部から抽出し、抽出された当該表示オ
ブジェクトを携帯端末へ送信して表示部に新たに表示させることにより、表示画面を切り
替えることができるという効果を奏する。これにより、本発明は、携帯端末の表示部に表
示された表示オブジェクトを確認しながら、この表示部オブジェクトを用いた操作対象機
器に対する処理を決定でき、誤操作を軽減することができるという効果を奏する。具体的
には、本発明は、例えば、オブジェクト上の領域外で携帯端末を左右に振ることにより、
ユーザが所望する表示オブジェクト（例えば、画像データ等の処理データなど）を決定し
、オブジェクト上の領域内で携帯端末を奥に翳すことにより、選択された操作対象オブジ
ェクト（例えば、特定のフォルダ等）に、決定した表示オブジェクトを格納するといった
処理コマンドを実行できるという効果を奏する。
【００３５】
　また、この発明によれば、オブジェクト管理装置に物理量の変位を送信する、携帯端末
の変位検出部は、３軸加速度センサであり、物理量は、重力加速度または加速度を含むの
で、キーボードやタッチパネル等の入力部を介してユーザが所望する処理を入力する必要
がなく、携帯端末を持つ片手のみで携帯端末を上下左右に振るなどの所定の動作を行うこ
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とにより、短時間で効率的に処理を決定することができるという効果を奏する。すなわち
、本発明は、３軸方向の携帯端末の動きを検出することができ、一軸加速度センサ等のそ
の他のセンサを用いる場合に比べて、物理量の変位に基づいて実行する携帯端末への入力
処理等のバリエーションを増やす等、操作性を向上させることができるという効果を奏す
る。
【００３６】
　また、この発明によれば、オブジェクト管理装置の制御部は、画像撮影部により取得さ
れた第１の画像および第２の画像に対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変
換を行うことにより画像処理を実行し、携帯端末位置取得において、画像処理された射影
変換後の第１の画像と第２の画像とを比較して、作業面上における携帯端末の位置情報を
取得するので、携帯端末の位置を取得する際に、画像撮影部が斜め方向から撮像した操作
対象オブジェクトや携帯端末の画像であっても、ユーザが持つ携帯端末と操作対象オブジ
ェクトとの位置関係を正確に取得することができるという効果を奏する。
【００３７】
　また、この発明によれば、オブジェクト管理装置が認識する操作対象オブジェクトは、
当該操作対象オブジェクトに対応する操作対象機器を識別するための文字、記号、図、写
真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特徴情報を含み、特徴情報に基づいて
、第１の画像から、操作対象オブジェクトが存在する作業面上の特定領域を抽出し、記憶
部に、当該操作対象オブジェクトと、抽出された特定領域と、を関連付けて記憶するので
、特徴情報に基づいて作業面に表示された操作対象オブジェクトの存在する特定領域を自
動的に画像認識等の画像処理技術を用いて抽出することが可能となり、記憶部の操作対象
オブジェクト記憶手段を自動的に更新することができるという効果を奏する。すなわち、
従来は仮想のオブジェクトを生成して、生成したオブジェクトを壁やテーブル等に投影す
ることにより仮想の統合デスクトップを構築する必要があり作業空間の準備に時間を要し
ていたが、本発明は、オブジェクトを生成し投影する必要がなく、操作対象機器を表す文
字、記号、図、写真、模型等の簡易なオブジェクトを机等の作業面に並べることにより短
時間で効率的に作業空間を準備できるという効果を奏する。
【００３８】
　また、この発明によれば、携帯端末の記憶部は、処理データに対応する表示オブジェク
トを記憶し、操作対象機器に対応する操作対象オブジェクトを記憶し、操作対象オブジェ
クトと、携帯端末の物理量の変位と、表示オブジェクトを用いて操作対象機器に対して行
う処理を規定する処理コマンドと、を関連付けて記憶し、携帯端末の制御部は、記憶部に
記憶された表示オブジェクトを表示部に表示し、特定領域に操作対象オブジェクトが表示
された作業面の少なくとも一部の画像に基づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェク
トを抽出し、抽出された操作対象オブジェクトと、記憶部に記憶された操作対象オブジェ
クトと、を比較することにより、２つの操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定し
、２つの操作対象オブジェクトが一致すると判定された場合、記憶部から一致した操作対
象オブジェクトを特定し、操作対象オブジェクトが特定された後、変位検出部により物理
量の変位を検出し、物理量の変位が検出された際に、表示部に表示されている表示オブジ
ェクトを記憶部から取得し、特定された操作対象オブジェクト、および、検出された物理
量の変位、を検索キーとして、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理量の変位に関連
付けられた処理コマンドを、記憶部から検索し、検索された処理コマンドを、取得された
表示オブジェクトを用いて、特定された操作対象オブジェクトに対応する操作対象機器に
対して実行させるので、ユーザが所望する操作対象オブジェクト（ＦＡＸ等の操作対象機
器など）の上に携帯端末を翳すことにより、携帯端末に内蔵された画像撮影部にて操作対
象オブジェクトを認識して選択し、この選択された操作対象オブジェクト上でユーザが携
帯端末を用いて所定の動作（例えば、手前に引くまたは奥へ翳す等）を行うことにより、
携帯端末において、変位検出部にて検出された物理量（加速度等）の変位に基づいて、表
示部上に表示された表示オブジェクト（画像データ等の処理データなど）を用いて行う処
理（例えば、ＦＡＸの受信データを見る、または、処理データをＦＡＸから送信する等）
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を規定する処理コマンドをリアルタイムに決定し実行できるという効果を奏する。
【００３９】
　これにより、従来はオブジェクトの生成や投影を行う装置や投影用作業面等を用意する
必要があり設備自体が大型化していたが、本発明は、オブジェクトの生成装置、投影装置
、投影用作業面等を用意する必要がなく、携帯端末を物理量の変位を入力させる入力部お
よび表示オブジェクトを表示させる表示部として用いることにより、装置を小型化できる
という効果を奏する。また、従来はオブジェクトに対するユーザ操作（例えば、ドラッグ
アンドドロップ等）は、装置に設置された複数のカメラが投影用作業面上のオブジェクト
の位置の変化を検出することにより認識していたので、処理内容の決定処理の負荷が大き
く、ユーザが所望する処理内容をリアルタイムに決定し実行できなかったが、本発明は、
複数のカメラを用いてオブジェクトの位置の変化を検出する必要がなく、携帯端末の変位
検出部にて検出され受信した物理量の変位に基づいて処理内容の決定処理を行うことによ
り、処理内容の決定処理の負荷を軽減し、ユーザが所望する処理内容をリアルタイムに決
定し実行することができるという効果を奏する。
【００４０】
　また、この発明によれば、携帯端末の記憶部は、携帯端末の物理量の変位と、携帯端末
の表示部に表示される表示オブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を
関連付けて記憶し、携帯端末の制御部は、２つの操作対象オブジェクトが一致しないと判
定された場合、変位検出部により物理量の変位を検出し、検出された物理量の変位を検索
キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた操作コマンドを記憶部から検索し、検索
された操作コマンドを表示オブジェクトに対して実行するので、操作対象オブジェクト（
ＦＡＸ等の操作対象機器など）の上以外の領域で、ユーザが携帯端末を用いて所定の動作
（例えば、左右に振る等）を行うことにより、携帯端末において、変位検出部にて検出さ
れた物理量（加速度等）の変位に基づいて、表示オブジェクトに対する操作処理を決定す
ることができるという効果を奏する。これにより、本発明は、操作対象オブジェクト上の
領域で検出された物理量の変位とそれ以外の領域で検出された物理量の変位とを区別して
、操作処理を規定する操作コマンドを検索して実行することができるという効果を奏する
。具体的には、本発明は、例えば、オブジェクト上の領域外で携帯端末を左右に振る等を
行うことによりＦＡＸの受信データから所望のデータを選択し（ステップ１）、オブジェ
クト上の領域内で携帯端末を手前に引くことによりステップ１にて選択したデータをＦＡ
Ｘから携帯端末に受信する（ステップ２）といった、２段階に分けて操作処理を決定する
ことができ、ユーザが所望する処理の選択肢の幅を広げることができるという効果を奏す
る。
【００４１】
　また、この発明によれば、携帯端末の記憶部に記憶される操作コマンドは、携帯端末の
物理量の変位に従って、携帯端末の表示部に表示された表示オブジェクトとは異なる他の
表示オブジェクトを記憶部から抽出し、抽出された当該表示オブジェクトを表示部に表示
させる操作処理を規定するので、操作対象オブジェクト（ＦＡＸ等の操作対象機器など）
の上以外の領域で、ユーザが携帯端末を用いて所定の動作（例えば、左右に振る等）を行
うことにより、携帯端末において、変位検出部にて検出された物理量（加速度等）の変位
に基づいて、表示部に表示された表示オブジェクト（例えば、画像データ等の処理データ
など）とは異なる他の表示オブジェクトを記憶部から抽出し、抽出された当該表示オブジ
ェクトを携帯端末へ送信して表示部に新たに表示させることにより、表示画面を切り替え
ることができるという効果を奏する。これにより、本発明は、携帯端末の表示部に表示さ
れた表示オブジェクトを確認しながら、この表示部オブジェクトを用いた操作対象機器に
対する処理を決定でき、誤操作を軽減することができるという効果を奏する。具体的には
、本発明は、例えば、オブジェクト上の領域外で携帯端末を左右に振ることにより、ユー
ザが所望する表示オブジェクト（例えば、画像データ等の処理データなど）を決定し、オ
ブジェクト上の領域内で携帯端末を手前に引くことにより、選択された操作対象オブジェ
クト（例えば、ＦＡＸ等の操作対象機器など）から、決定した表示オブジェクトを携帯端
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末に受信するといった操作処理を行うことができるという効果を奏する。
【００４２】
　また、この発明によれば、携帯端末の変位検出部は、３軸加速度センサであり、物理量
としては、重力加速度および加速度を少なくとも含むので、キーボードやタッチパネル等
の入力部を介してユーザが所望する処理を入力する必要がなく、携帯端末を持つ片手のみ
で携帯端末を上下左右に振るなどの所定の動作を行うことにより、短時間で効率的に処理
を決定することができるという効果を奏する。すなわち、本発明は、３軸方向の携帯端末
の動きを検出することができ、一軸加速度センサ等のその他のセンサを用いる場合に比べ
て、物理量の変位に基づいて実行する携帯端末への入力処理等のバリエーションを増やす
等、操作性を向上させることができるという効果を奏する。
【００４３】
　また、この発明によれば、携帯端末の制御部は、画像撮影部により取得された画像に対
し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行し
、表示オブジェクト抽出において、画像処理された射影変換後の画像に基づいて、操作対
象オブジェクトを抽出するので、表示オブジェクトを抽出する際に、画像撮影部が斜め方
向から撮像した操作対象オブジェクトの画像であっても、操作対象オブジェクトを正確に
抽出することができるという効果を奏する。
【００４４】
　また、この発明によれば、携帯端末が認識する操作対象オブジェクトは、当該操作対象
オブジェクトに対応する操作対象機器を識別するための文字、記号、図、写真、または、
模型のうち少なくとも一つを特定する特徴情報を含み、特徴情報に基づいて、画像から操
作対象オブジェクトを抽出するので、特徴情報に基づいて作業面に表示された操作対象オ
ブジェクトを自動的に画像認識等の画像処理技術を用いて抽出することが可能となるとい
う効果を奏する。すなわち、従来は仮想のオブジェクトを生成して、生成したオブジェク
トを壁やテーブル等に投影することにより仮想の統合デスクトップを構築する必要があり
作業空間の準備に時間を要していたが、本発明は、オブジェクトを生成し投影する必要が
なく、操作対象機器を表す文字、記号、図、写真、模型等の簡易なオブジェクトを机等の
作業面に並べることにより短時間で効率的に作業空間を準備できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下に、本発明にかかるオブジェクト管理装置、携帯端末、および、オブジェクト操作
方法並びにプログラムの実施の形態（第１の実施形態および第２の実施形態）を、図面に
基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではな
い。
【００４６】
［本発明の概要］
　以下、本発明の概要について、図１～図５を参照して説明する。その後、本発明の構成
および処理について詳細に説明する。図１は、本発明の基本原理の一例を示す図である。
また、図２は、本発明の処理決定の一例を示す図である。また、図３および図４は、本発
明の操作決定の一例を示す図である。また、図５は、本発明の基本原理の別の一例を示す
図である。
【００４７】
　まず、本発明の基本原理の一例について、図１～図４を参照して以下に説明する。
【００４８】
　図１に示すように、本発明は、概略的に、以下の基本的特徴を有する。本発明は、携帯
端末２００が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部（図示せず）と、表
示部２１４と、を少なくとも備えた携帯端末２００、および、少なくとも一つの操作対象
機器１０－１～３（例えば、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装置等）に、ネットワークを介
して通信可能に接続された、画像撮影部１１６と、記憶部と、制御部と、を少なくとも備
えたオブジェクト管理装置１００から構成される。
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【００４９】
　ここで、図１において、画像撮影部１１６は、撮影範囲内にある、操作対象機器１０に
対応する少なくとも一つの操作対象オブジェクト（例えば、ＦＡＸやスキャナやフォルダ
等を表す文字、記号、写真、図、模型等）が表示された作業面（机等）を撮影する。また
、図１において、携帯端末２００の表示部２１４は、オブジェクト管理装置１００から送
信された表示オブジェクト（例えば、画像データ等の処理データなど）を表示する。一例
として、本発明において、少なくとも一つの撮影対象機器１０を表す写真等のカード類を
利用者が机等に並べることにより作業面を準備してもよく、また、撮影対象機器１０を表
す図や記号等が予め印刷されたテーブル等を作業面として用いてもよい。
【００５０】
　また、携帯端末２００の変位検出部は、物理量の変位を検出する物理量変位検出手段で
あり、例えば、３軸加速度センサであってもよく、また、加速度センサ、ジャイロスコー
プ、または、磁気センサ等で構成されていてもよく、また、それらの任意の組み合わせで
構成されていてもよい。
【００５１】
　ここで、「物理量」とは、測定対象に固有な、客観的に測定できる量（例えば、時間、
質量、速度、スカラー、ベクトル等）である。一例として、物理量としては、加速度セン
サを用いた測定では、加速度や重力加速度等であり、ジャイロスコープを用いた測定では
、角速度等であり、磁気センサを用いた測定では、磁場の大きさや方向等である。
【００５２】
　また、「表示オブジェクト」とは、画像データや電子ファイル等に対応する処理データ
が表示された画像データ等である。具体的には、表示オブジェクトは、ユーザの操作によ
りスキャナ等の画像読取部（図示せず）にて予め読み込まれた原稿等の画像データ等であ
ってもよい。また、表示オブジェクトは、ユーザがデジタルカメラ等を用いて予め撮影し
た写真等の画像データ等であってもよい。また、表示オブジェクトは、ユーザの操作によ
りネットワーク介して予め取り込まれた、例えば、電子メールに添付された画像データ等
であってもよい。また、表示オブジェクトは、ユーザの操作により携帯記憶装置（ＳＤカ
ード等）を介して予め取り込まれた、画像データ等であってもよい。また、表示オブジェ
クトは、ユーザの操作によりキーボードやマウス等の入力部を介して予め作成された、画
像データ等であってもよい。
【００５３】
　また、「操作対象オブジェクト」とは、オブジェクト管理装置１００に制御可能に接続
された、ＰＣ周辺機器等（例えば、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装置等）の操作対象機器
１０に対応する画像データ等であり、例えば、操作対象機器１０を表す文字、記号、図、
写真、または、模型等を表す画像データ等であってもよい。具体的には、操作対象オブジ
ェクトは、ユーザにより手書きかまたはＰＣ等を用いて予め作成された、操作対象機器１
０を表す文字や記号や図等の画像データ等であってもよい。また、操作対象オブジェクト
は、ユーザによりデジタルカメラ等を用いて予め撮影し出力した、操作対象機器１０を表
す写真等の画像データ等であってもよい。また、操作対象オブジェクトは、ユーザが予め
作成した操作対象機器１０の模型等の画像データ等であってもよい。なお、これら操作対
象オブジェクトは、当該操作対象オブジェクトに対応する操作対象機器１０を識別するた
めの文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特定する特徴情報を含
んでいてもよい。
【００５４】
　そして、図１に示すように、本発明の基本原理の一例として、ユーザが机等の作業面に
置かれた操作対象オブジェクト上に携帯端末２００を翳した場合、オブジェクト管理装置
１００の制御部は、オブジェクト管理装置１００に備えられた画像撮影部１１６を制御す
ることにより、画像撮影部１１６の撮影範囲内にある、ユーザが携帯する携帯端末２００
と操作対象オブジェクト（例えば、ＦＡＸやスキャナやフォルダ等を示す写真や図など）
との位置関係をライブビュー機能などで常時モニターすることで携帯端末２００の位置情
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報を取得する。そして、オブジェクト管理装置１００の制御部は、取得された携帯端末２
００の位置情報に基づいて、ユーザが操作を所望する操作対象オブジェクトの特定領域上
に携帯端末２００があるかを判定する。そして、オブジェクト管理装置１００の制御部に
より、携帯端末２００が特定の操作対象オブジェクトの特定領域内にある判定された場合
（すなわち、ユーザが操作を所望する操作対象オブジェクトを選択したと判断された場合
）、携帯端末２００の変位検出部は、この操作対象オブジェクト上でユーザが携帯端末２
００を用いて行った所定の動作（例えば、手前に引くまたは奥へ翳す等）を、物理量（加
速度等）の変位として検出し、オブジェクト管理装置１００へ送信する。そして、オブジ
ェクト管理装置１００の制御部は、受信した物理量の変位に基づいて、携帯端末２００の
表示部２１４上に表示された表示オブジェクトを用いて行う処理（例えば、ＦＡＸの受信
データを見る、または、処理データをＦＡＸから送信する等）を規定する処理コマンドを
リアルタイムに決定し実行する。
【００５５】
　ここで、図２を参照して、携帯端末２００の所定の動作に基づいた処理決定の一例につ
いて以下に説明する。図２左図に示すように、ユーザが机等の作業面に置かれた操作対象
オブジェクト上に携帯端末２００を翳した場合、オブジェクト管理装置１００の制御部は
、携帯端末２００が操作対象オブジェクトの特定領域内にあると判定する。そして、図２
中央図に示すように、この操作対象オブジェクト上でユーザが携帯端末２００を用いて所
定の動作（例えば、手前に引くまたは奥へ翳す等）を行った場合、携帯端末２００の変位
検出部は、物理量（加速度等）の変位として検出し、オブジェクト管理装置１００へ送信
する。そして、図２右図に示すように、オブジェクト管理装置１００の制御部は、物理量
の変位が受信された際に、携帯端末２００の表示部２１４に表示されている表示オブジェ
クトを記憶部から取得する。
【００５６】
　また、図３および図４を参照して、携帯端末２００の所定の動作に基づいた操作決定の
一例について以下に説明する。図３左図に示すように、ユーザが机等の作業面に置かれた
操作対象オブジェクト上以外の領域で携帯端末２００を用いる場合、オブジェクト管理装
置１００の制御部は、携帯端末２００が操作対象オブジェクトの特定領域内にないと判定
する。そして、図３中央図に示すように、この操作対象オブジェクト上以外の領域でユー
ザが携帯端末２００を用いて所定の動作（例えば、左右に振る等）を行った場合、携帯端
末２００の変位検出部は、物理量（加速度等）の変位として検出し、オブジェクト管理装
置１００へ送信する。そして、図３右図に示すように、オブジェクト管理装置１００の制
御部は、物理量の変位が受信された際に、携帯端末２００の物理量の変位に従って、例え
ば、携帯端末２００の表示部２１４に表示された表示オブジェクトとは異なる他の表示オ
ブジェクトを携帯端末２００へ送信し表示部２１４に表示させて、表示画面を切り替える
操作処理を実行する。一例として、図３右図において、表示部２１４に表示された表示オ
ブジェクト（すなわち、表示画面）は、画面１から画面２へと切り替わっている。すなわ
ち、図４に示すように、ユーザが携帯端末２００を左右に振る動作に従って、オブジェク
ト管理装置１００の制御部は、記憶部に記憶された表示オブジェクト（例えば、図４にお
いて、画像Ａ～Ｆ等）を順次、携帯端末２００へ送信して表示部２１４に表示させること
により、処理の用いる表示オブジェクト（例えば、図４において、画像Ｄ等）をユーザに
選択させている。
【００５７】
　続いて、本発明の基本原理の別の一例について、図２～図５を参照して以下に説明する
。
【００５８】
　まず、図５に示すように、本発明は、概略的に、以下の基本的特徴を有していてもよい
。本発明は、少なくとも一つの操作対象機器１０－１～３（例えば、ＦＡＸやスキャナや
外部記憶装置等）、および、オブジェクト管理装置１００に、ネットワークを介して通信
可能に接続された、携帯端末２００が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位検
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出部（図示せず）と、表示部２１４と、画像撮影部２１６と、記憶部と、制御部と、を少
なくとも備えた携帯端末２００として構成されていてもよい。
【００５９】
　なお、画像撮影部２１６、表示部２１４、変位検出部、表示オブジェクト、および、操
作対象オブジェクトに関する説明は、上述の例における説明と同様であるため省略する。
【００６０】
　そして、図５に示すように、本発明の基本原理の別の一例として、ユーザが机等の作業
面に置かれた操作対象オブジェクト上に携帯端末２００を翳した場合、携帯端末２００の
制御部は、画像撮影部２１６を制御することにより画像撮影部２１６の撮影範囲内にある
操作対象オブジェクト（例えば、ＦＡＸやスキャナやフォルダ等を示す写真や図など）を
撮影し、撮影された画像から操作対象オブジェクトを抽出する。そして、携帯端末２００
の制御部は、抽出された操作対象オブジェクトと、携帯端末２００が予め記憶された操作
対象オブジェクトと、を比較することにより、２つの操作対象オブジェクトが一致するか
を判定し、判定結果に基づいて、ユーザが操作を所望する操作対象オブジェクト上に携帯
端末２００があるかを判定する。そして、携帯端末２００の制御部は、携帯端末２００が
操作対象オブジェクト上にある判定された場合（すなわち、ユーザが操作を所望する操作
対象オブジェクトを選択したと判断された場合）、携帯端末２００の変位検出部は、この
操作対象オブジェクト上でユーザが携帯端末２００を用いて行った所定の動作（例えば、
手前に引くまたは奥へ翳す等）を、物理量（加速度等）の変位として検出する。そして、
携帯端末２００の制御部は、検出した物理量の変位に基づいて、携帯端末２００の表示部
２１４上に表示された表示オブジェクトを用いて行う処理（例えば、ＦＡＸの受信データ
を見る、または、処理データをＦＡＸから送信する等）を規定する処理コマンドをリアル
タイムに決定し実行する。
【００６１】
　ここで、再び図２を参照して、携帯端末２００の所定の動作に基づいた処理決定の一例
について以下に説明する。図２左図に示すように、ユーザが机等の作業面に置かれた操作
対象オブジェクト上に携帯端末２００を翳した場合、携帯端末２００の制御部は、携帯端
末２００に備えられた画像撮影部２１６にて撮影された画像に基づいて、携帯端末２００
が特定の操作対象オブジェクト上にあると判定する。そして、図２中央図に示すように、
この操作対象オブジェクト上でユーザが携帯端末２００を用いて所定の動作（例えば、手
前に引くまたは奥へ翳す等）を行った場合、携帯端末２００の変位検出部は、物理量（加
速度等）の変位として検出する。そして、図２右図に示すように、携帯端末２００の制御
部は、物理量の変位が検出された際に、表示部２１４に表示されている表示オブジェクト
を記憶部から取得する。
【００６２】
　また、再び図３および図４を参照して、携帯端末２００の所定の動作に基づいた操作決
定の一例について以下に説明する。図３左図に示すように、ユーザが机等の作業面に置か
れた操作対象オブジェクト上以外で携帯端末２００を用いる場合、携帯端末２００の制御
部は、携帯端末２００が特定の操作対象オブジェクト上にないと判定する。そして、図３
中央図に示すように、この操作対象オブジェクト上以外でユーザが携帯端末２００を用い
て所定の動作（例えば、左右に振る等）を行った場合、携帯端末２００の変位検出部は、
物理量（加速度等）の変位として検出する。そして、図３右図に示すように、携帯端末２
００の制御部は、物理量の変位が検出された際に、携帯端末２００の物理量の変位に従っ
て、例えば、携帯端末２００の表示部２１４に表示された表示オブジェクトとは異なる他
の表示オブジェクトを表示部２１４に表示させて、表示画面を切り替える操作処理を実行
する。一例として、図３右図に示すように、携帯端末２００の制御部の処理により、表示
部２１４に表示された表示オブジェクト（すなわち、表示画面）は、画面１から画面２へ
と切り替わっている。すなわち、図４に示すように、ユーザが携帯端末２００を左右に振
る動作に従って、携帯端末２００の制御部は、記憶部に記憶された表示オブジェクト（例
えば、図４において、画像Ａ～Ｆ等）を順次、表示部２１４に表示することにより、処理
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に用いる表示オブジェクト（例えば、図４において、画像Ｄ等）をユーザに選択させてい
る。
【００６３】
　以上で、本発明の概要の説明を終える。
【００６４】
　続いて、以下に、本発明の構成および処理について、第１の実施形態および第２の実施
形態に分けて、図６～図１１を参照して詳細に説明する。
【００６５】
［第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成］
　まず、第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成について図６～図８を
参照して説明する。ここで、図６は、第１の実施形態におけるオブジェクト操作システム
の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係する部分のみを概念的
に示している。また、図７および図８は、本実施の形態における射影変換方法の一例を示
す図である。
【００６６】
　図６において、第１の実施形態における本オブジェクト操作システムは、ネットワーク
３００を介して通信可能に接続された、オブジェクト管理装置１００と携帯端末２００と
から少なくとも構成される。まず、第１の実施形態におけるオブジェクト管理装置１００
の構成について説明し、次に、第１の実施形態における携帯端末２００の構成について説
明する。
【００６７】
［第１の実施形態におけるオブジェクト管理装置１００の構成］
　図６において、オブジェクト管理装置１００は、概略的に、画像撮影部１１６と、記憶
部１０６と、制御部１０２と、を少なくとも備えて構成される。また、オブジェクト管理
装置１００は、少なくとも一つの操作対象機器１０－１～３（例えば、ＦＡＸやスキャナ
や外部記憶装置等）に制御可能に接続されている。また、オブジェクト管理装置１００は
、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、インターネ
ット等のネットワーク３００に通信可能に接続されており、このネットワーク３００を介
して、携帯端末２００が移動した際に生じる物理量の変位を検出する変位検出部２０と、
表示部２１４と、を少なくとも備えた携帯端末２００に、通信可能に接続されている。な
お、第１の実施形態における携帯端末２００の構成については後述する。
【００６８】
　また、図６において、オブジェクト管理装置１００の制御部１０２は、オブジェクト管
理装置１００の全体を統括的に制御するＣＰＵ等である。また、オブジェクト管理装置１
００の記憶部１０６は、各種のデータベースやテーブルなどを格納する装置である。また
、オブジェクト管理装置１００の入出力制御インターフェース部１０８は、入力部（図示
せず）や出力部（図示せず）や画像撮影部１１６や少なくとも一つの操作対象機器１０－
１～３に接続されるインターフェースである。また、オブジェクト管理装置１００の入出
力制御インターフェース部１０８は、入力部や出力部や画像撮影部１１６や少なくとも一
つの操作対象機器１０－１～３の制御を行う。ここで、オブジェクト管理装置１００の出
力部としては、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカを用いてもよく、また、オ
ブジェクト管理装置１００の入力部としては、キーボード、マウス、およびマイク等を用
いてもよい。また、オブジェクト管理装置１００の通信制御インターフェース部１０４は
、通信回線等に接続されるルータ等の通信装置（図示せず）に接続されるインターフェー
スである。これらオブジェクト管理装置１００の各部は任意の通信路を介して通信可能に
接続されている。
【００６９】
　ここで、図６において、オブジェクト管理装置１００の画像撮影部１１６は、撮影範囲
内にある作業面上の少なくとも一つの操作対象オブジェクトや携帯端末２００の画像を撮
像する機能を備え、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈｒａｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）や
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ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｍｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ）等の電荷結合素子や固体撮像素子等から構成されるビデオカメラやデジタルカ
メラやＷｅｂカメラ等である。
【００７０】
　また、図６において、操作対象機器１０－１～３は、オブジェクト管理装置１００によ
り操作されるＰＣ周辺機器等の装置であり、例えば、オブジェクト管理装置１００に有線
または無線のネットワークを介して通信可能に接続され、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装
置等であってもよい。
【００７１】
　また、図６において、通信制御インターフェース部１０４は、オブジェクト管理装置１
００とネットワーク３００との間における通信制御を行う機能を有する。すなわち、通信
制御インターフェース部１０４は、携帯端末２００等の外部機器と通信回線を介してデー
タを通信する機能を有している。また、ネットワーク３００は、オブジェクト管理装置１
００と携帯端末２００等の外部機器とを相互に接続する機能を有し、例えば、インターネ
ット、電話回線網（携帯端末回線網、一般電話回線網を含む。）、イントラネット等であ
ってもよい。
【００７２】
　また、図６において、オブジェクト管理装置１００の記憶部１０６は、各種のデータベ
ースやテーブル（表示オブジェクトデータベース１０６ａ～操作コマンドテーブル１０６
ｄ等）を格納する、固定ディスク装置等のストレージ手段である。例えば、記憶部１０６
は、各種処理に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベース等を格納す
る。
【００７３】
　これら記憶部１０６の各構成要素のうち、表示オブジェクトデータベース１０６ａは、
処理対象機器に対して用いられる画像データや電子ファイル等の処理データに対応する画
像データ等を表示オブジェクトとして記憶する表示オブジェクト記憶手段である。一例と
して、表示オブジェクトデータベース１０６ａは、ユーザの操作によりスキャナ等の画像
読取部（図示せず）にて予め読み込まれた原稿等の画像データ等を表示オブジェクトとし
て記憶してもよい。また、表示オブジェクトデータベース１０６ａは、ユーザがデジタル
カメラ等を用いて予め撮影した写真等の画像データ等を表示オブジェクトとして記憶して
もよい。また、表示オブジェクトデータベース１０６ａは、ユーザの操作によりネットワ
ーク介して予め取り込まれた、例えば、電子メールの添付された画像データ等を表示オブ
ジェクトとして記憶してもよい。また、表示オブジェクトデータベース１０６ａは、ユー
ザの操作により携帯記憶装置（ＳＤカード等）を介して予め取り込まれた、画像データ等
を表示オブジェクトとして記憶してもよい。また、表示オブジェクトデータベース１０６
ａは、ユーザの操作によりキーボードやマウス等の入力部を介して予め作成された、画像
データ等を表示オブジェクトとして記憶してもよい。
【００７４】
　また、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂは、オブジェクト管理装置１００により
操作されるＰＣ周辺機器等の装置（例えば、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装置等）である
操作対象機器１０に対応する画像データ等の操作対象オブジェクトと、当該操作対象オブ
ジェクトが存在する作業面上の特定領域（例えば、机等の作業面上に写真等の操作対象オ
ブジェクトが置かれた領域等）と、を関連付けて記憶する操作対象オブジェクト記憶手段
である。ここで、操作対象オブジェクトは、操作対象オブジェクトに対応する操作対象機
器１０を識別するための文字、記号、図、写真、または、模型のうち少なくとも一つを特
定する特徴情報を含んでいてもよい。一例として、操作対象オブジェクトテーブル１０６
ｂは、ユーザにより手書きかまたはＰＣ等を用いて予め作成された、操作対象機器１０を
表す文字や記号や図等の操作対象オブジェクトを特定する特徴情報を含む画像データ等と
、ユーザの操作により画像撮影部１１６にて撮影された操作対象オブジェクトを含む画像
に基づき座標計算等により予め特定された作業面上における操作対象オブジェクトの特定
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領域とを、関連付けて記憶してもよい。また、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂは
、ユーザによりデジタルカメラ等を用いて予め撮影し出力した操作対象機器１０を表す写
真等やユーザが予め作成した操作対象機器１０の模型等の操作対象オブジェクトを特定す
る特徴情報を含む画像データ等と、ユーザの操作により画像撮影部１１６にて撮影された
操作対象オブジェクトを含む画像に基づき座標計算等により予め特定された作業面上にお
ける操作対象オブジェクトの特定領域とを、関連付けて記憶してもよい。なお、操作対象
オブジェクトテーブル１０６ｂは、制御部１０２により、特徴情報に基づいて操作対象オ
ブジェクトが表示された作業面の画像から抽出された操作対象オブジェクトが存在する作
業面上の特定領域と、当該操作対象オブジェクトと、を関連付けて記憶してもよい。
【００７５】
　また、処理コマンドテーブル１０６ｃは、画像撮影部１１６にて撮影された操作対象オ
ブジェクトを含む作業面上の画像に基づき座標系等により予め取得された携帯端末２００
の位置情報と、ユーザがキーボード等の入力部を介して数値情報等（例えば、ユーザが携
帯端末２００を奥に翳すまたは手前に引く際に生じる物理量の変位を表す数値等）として
予め入力した携帯端末２００の物理量の変位と、上述のようにユーザが予め取り込んだ処
理データに対応する表示オブジェクトを用いて操作対象機器１０に対して行う処理を規定
する処理コマンドと、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段である。
【００７６】
　ここで、「処理コマンド」とは、ユーザにより指定される処理を、表示オブジェクトを
用いて操作対象機器１０に実行させるための命令であり、当該処理を実行するプログラム
、マクロ、ツール等の他、当該プログラム、マクロ、ツール等を起動するための命令（フ
ァイル名、実行パラメータ等）を含む概念である。一例として、処理コマンドは、ＦＡＸ
（操作対象機器１０－１）が受信した文書等のデータ（表示オブジェクト）を携帯端末２
００の表示部２１４に表示させる処理や、スキャナ（操作対象機器１０－２）が読み取っ
た原稿等の画像データ（表示オブジェクト）を携帯端末２００の表示部２１４に表示させ
る処理や、表示部２１４に表示された書類ファイル等の処理データ（表示オブジェクト）
を、外部記憶装置（操作対象機器１０－３）に送信して所定のフォルダ内に格納するなど
を規定するコマンドであってもよい。
【００７７】
　また、操作コマンドテーブル１０６ｄは、ユーザがキーボード等の入力部を介して数値
情報等（例えば、ユーザが携帯端末２００を左右に振る際に生じる物理量の変位を表す数
値等）として予め入力した携帯端末２００の物理量の変位と、携帯端末２００の表示部２
１４に表示される処理データ（例えば、画像データや書類ファイル等）に対応する表示オ
ブジェクトに対する操作処理を規定する操作コマンドと、を関連付けて記憶する操作コマ
ンド記憶手段である。
【００７８】
　また、操作コマンドテーブル１０６ｄに格納される、操作コマンドは、ここで、「操作
コマンド」とは、ユーザにより指定される処理を、表示オブジェクトを用いて操作対象機
器１０に実行させるための命令であり、当該処理を実行するプログラム、マクロ、ツール
等の他、当該プログラム、マクロ、ツール等を起動するための命令（ファイル名、実行パ
ラメータ等）を含む概念である。一例として、操作コマンドは、携帯端末２００の表示部
２１４に表示された表示オブジェクトとは異なる他の表示オブジェクトを、表示オブジェ
クトデータベース１０６ａから抽出して、携帯端末２００の表示部２１４に表示させるこ
とにより、表示画面を切り替える操作を規定するコマンドであってもよい。
【００７９】
　また、図６において、オブジェクト管理装置１００の制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒ
ａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログ
ラム、および、所要データを格納するための内部メモリを有する。そして、制御部１０２
は、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部
１０２は、機能概念的に、表示オブジェクト送信部１０２ａ、携帯端末位置取得部１０２
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ｂ、領域判定部１０２ｃ、操作対象オブジェクト特定部１０２ｄ、処理コマンド決定用物
理量変位受信部１０２ｅ、表示オブジェクト取得部１０２ｆ、処理コマンド検索部１０２
ｇ、処理コマンド実行部１０２ｈ、操作コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｉ、操作
コマンド検索部１０２ｊ、操作コマンド実行部１０２ｋ、画像処理部１０２ｍ、および、
特定領域抽出部１０２ｎを備えて構成されている。
【００８０】
　このうち、表示オブジェクト送信部１０２ａは、表示オブジェクトデータベース１０６
ａに記憶された表示オブジェクトを携帯端末２００に送信し、表示部２１４に表示させる
表示オブジェクト送信手段である。
【００８１】
　また、携帯端末位置取得部１０２ｂは、画像撮影部１１６により撮影された、特定領域
に操作対象オブジェクトが表示された作業面の第１の画像と、当該作業面上に携帯端末２
００が表示された第２の画像と、を比較することにより、作業面上における携帯端末２０
０の位置情報を取得する携帯端末位置取得手段である。ここで、携帯端末位置取得部１０
２ｂは、後述する画像処理部１０２ｍにより画像処理された射影変換後の第１の画像と第
２の画像とを比較することにより、作業面上における携帯端末２００の位置情報を取得し
てもよい。
【００８２】
　また、領域判定部１０２ｃは、携帯端末位置取得部１０２ｂにより取得された携帯端末
２００の位置情報と、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂに記憶された操作対象オブ
ジェクトの特定領域と、を比較することにより、当該位置情報が特定領域内に含まれるか
否かを判定する領域判定手段である。
【００８３】
　また、操作対象オブジェクト特定部１０２ｄは、領域判定部１０２ｃにより位置情報が
特定領域内に含まれると判定された場合、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂから、
当該特定領域に関連付けられた操作対象オブジェクトを特定する操作対象オブジェクト特
定手段である。
【００８４】
　また、処理コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｅは、操作対象オブジェクト特定部
１０２ｄにより操作対象オブジェクトが特定された後、携帯端末２００の変位検出部２０
にて検出された物理量の変位を携帯端末２００から受信する処理コマンド決定用物理量変
位受信手段である。
【００８５】
　また、表示オブジェクト取得部１０２ｆは、処理コマンド決定用物理量変位受信部１０
２ｅにより物理量の変位が受信された際に、表示オブジェクト送信部１０２ａにより携帯
端末２００に送信され表示部２１４に表示されている表示オブジェクトを表示オブジェク
トデータベース１０６ａから取得する表示オブジェクト取得手段である。
【００８６】
　また、処理コマンド検索部１０２ｇは、携帯端末位置取得部１０２ｂにより取得された
携帯端末２００の位置情報、および、処理コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｅによ
り受信された物理量の変位、を検索キーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に
関連付けられた処理コマンドを処理コマンドテーブル１０６ｃから検索する処理コマンド
検索手段である。
【００８７】
　また、処理コマンド実行部１０２ｈは、処理コマンド検索部１０２ｇにより検索された
処理コマンドを、表示オブジェクト取得部１０２ｆにより取得された表示オブジェクトを
用いて、操作対象オブジェクト特定部１０２ｄにより特定された操作対象オブジェクトに
対応する操作対象機器１０に対して実行させる処理コマンド実行手段である。
【００８８】
　また、操作コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｉは、領域判定部１０２ｃにより位
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置情報が特定領域内に含まれないと判定された場合、携帯端末２００の変位検出部２０に
て検出された物理量の変位を携帯端末２００から受信する操作コマンド決定用物理量変位
受信手段である。
【００８９】
　また、操作コマンド検索部１０２ｊは、操作コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｉ
により受信された物理量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた操
作コマンドを操作コマンドテーブル１０６ｄから検索する操作コマンド検索手段である。
【００９０】
　また、操作コマンド実行部１０２ｋは、操作コマンド検索部１０２ｊにより検索された
操作コマンドを表示オブジェクトに対して実行する操作コマンド実行手段である。
【００９１】
　また、画像処理部１０２ｍは、画像撮影部１１６により取得された第１の画像および第
２の画像に対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像
処理を実行する画像処理手段である。
【００９２】
　ここで、図７および図８を参照して、画像処理部１０２ｍで行う射影変換について説明
する。
【００９３】
　画像処理部１０２ｍで行う射影変換は、例えば、画像撮影部１１６で撮像した画像を射
影の逆変換を用いて元の状態に復元することにより実行される。射影変換の一例について
以下に説明する。図７に示すように、まず、射影変換を行う際には、画像撮影部１１６で
撮像した画像面である撮像面７０における画像の消失点を求める。例えば、撮像面７０に
おける画像形状である撮像面形状７１が図８に示すような矩形の場合、消失点は、消失点
Ｓ１と消失点Ｓ２との２ヶ所に求められる。なお、この消失点とは、所定の形状を射影し
た場合に、実際の形状では平行に形成される２つの直線の延長線同士が交わる点をいう。
このように消失点を求めることにより、消失点に基づいて射影前の元の大きさや、射影変
換を行う際のパラメータである射影変換パラメータ（ａ１１～ａ３２）を求め、下記の［
式１］より射影変換を行う。つまり、［式１］によって、射影変換前の座標（ｘ，ｙ，１
）から射影変換後の座標（ｕ，ｖ，１）を求めることにより、射影変換を行う。
【００９４】
【数１】

【００９５】
　このように、射影変換前の座標である撮像面形状７１の座標を射影変換することにより
、射影変換後の座標を求めて図８に示すように射影変換後の形状である射影変換後形状７
５を求めることができる。この射影変換後形状７５は、画像撮影部１１６で撮像した実物
を正面方向から見た形状、即ち、撮像した面を垂直方向に見た場合における形状である実
物形状７６と相似の形状になっている。なお射影変換は、上述した技術の他、各種の従来
技術を用いることができる。
【００９６】
　再び図６に戻り、特定領域抽出部１０２ｎは、特徴情報に基づいて、第１の画像から、
操作対象オブジェクトが存在する作業面上の特定領域を抽出し、操作対象オブジェクトテ
ーブル１０６ｂに、当該操作対象オブジェクトと、特定領域抽出部１０２ｎにより抽出さ
れた特定領域と、を関連付けて記憶する特定領域抽出手段である。以上で、第１の実施形
態におけるオブジェクト管理装置１００の構成の説明を終える。
【００９７】
［第１の実施形態における携帯端末２００の構成］
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　また、図６において、携帯端末２００は、ネットワーク３００を介して通信可能にオブ
ジェクト管理装置１００に接続されており、携帯端末２００は、概略的に、携帯端末２０
０の全体を統括的に制御するＣＰＵ等の制御部（図示せず）、ネットワーク通信（例えば
、無線等の通信回線を介したインターネット通信等）を実現するアンテナ等の通信装置（
図示せず）や、近距離通信（例えば、電波、赤外線、ＩｒＤＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）等による通信）を実現する無線通信部（図示せず）に接続される通信制御インタ
ーフェース部（図示せず）や、例えば、キー入力部、タッチパネル、およびマイク等の入
力部（図示せず）や、スピーカ等の出力部（図示せず）や、例えば、３軸加速度センサ等
の変位検出部２０や、ＣＣＤカメラ等の画像撮影部（図示せず）や、ディスプレイ等の表
示部２１４等に接続される入出力制御インターフェース部（図示せず）、および、各種の
処理を行うデータやプログラムのデータベースやテーブルなどを格納する記憶部（図示せ
ず）を備えて構成されており、これら各部は任意の通信路を介して通信可能に接続されて
いる。ここで、ネットワーク３００は、オブジェクト管理装置１００や他の携帯端末（図
示せず）や外部装置（図示せず）を相互に接続する機能を有し、例えば、インターネット
、電話回線網（携帯端末回線網、一般電話回線網を含む。）、イントラネット等であって
もよい。
【００９８】
　ここで、携帯端末２００の表示部２１４は、本実施形態において、ネットワーク３００
を介して接続されたオブジェクト管理装置１００からアンテナ等の通信装置や無線通信部
にて受信した表示オブジェクトを表示部２１４に表示する機能を備えた表示手段であり、
例えば、液晶や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等から構成され
るディスプレイ等であってもよい。
【００９９】
　また、携帯端末２００の変位検出部２０は、携帯端末２００の移動の際に生じる物理量
（例えば、加速度、重力加速度、角速度、磁束、方向、距離、角度、速度、時間、圧力等
）の変位を検出する変位検出手段であり、一例として、携帯端末１００の動きを電気信号
に変える機能を有するセンサ（例えば、３軸加速度センサやジャイロスコープや磁気セン
サ等）等である。
【０１００】
　また、携帯端末２００の画像撮影部（図示せず）は、作業面上の操作対象オブジェクト
等を撮影する画像撮影手段であり、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈｒａｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）やＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｍｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅ
ｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の電荷結合素子や固体撮像素子等から構成されるビデオカメ
ラやデジタルカメラやＷｅｂカメラ等であってもよい。以上で、第１の実施形態における
携帯端末２００の構成の説明を終える。
【０１０１】
　これにて、第１の実施形態のおけるオブジェクト操作査システムの構成の説明を終える
。
【０１０２】
［第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムの処理］
　次に、このように構成された第１の実施の形態におけるオブジェクト操作システムのオ
ブジェクト操作処理の一例について、以下に図９を参照して詳細に説明する。ここで、図
９は、第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムの処理の詳細の一例を示すフロ
ーチャートである。
【０１０３】
［第１の実施形態におけるオブジェクト操作処理］
　まず、図９に示すように、オブジェクト管理装置１００の表示オブジェクト送信部１０
２ａは、表示オブジェクトデータベース１０６ａに記憶された表示オブジェクトを携帯端
末２００に送信し、表示部２１４に表示させる（ステップＳＡ－１）。
【０１０４】
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　そして、オブジェクト管理装置１００の携帯端末位置取得部１０２ｂは、画像撮影部１
１６により撮影された、特定領域に操作対象オブジェクトが表示された作業面の第１の画
像と、当該作業面上に携帯端末２００が表示された第２の画像と、を比較することにより
、作業面上における携帯端末２００の位置情報を取得する（ステップＳＡ－２）。ここで
、オブジェクト管理装置１００の画像処理部１０２ｍは、画像撮影部１１６により取得さ
れた第１の画像および第２の画像に対し、正面方向から撮影された画像となるよう射影変
換を行うことにより画像処理を実行してもよく、また、オブジェクト管理装置１００の携
帯端末位置取得部１０２ｂは、画像処理部１０２ｍの処理により画像処理された射影変換
後の第１の画像と第２の画像とを比較することにより、作業面上における携帯端末２００
の位置情報を取得してもよい。また、特定領域抽出部１０２ｎは、特徴情報に基づいて、
第１の画像から、作業面に表示された操作対象オブジェクトの存在する特定領域を自動的
に画像認識等の画像処理技術を用いて抽出し、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂを
自動的に更新してもよい。
【０１０５】
　そして、オブジェクト管理装置１００の領域判定部１０２ｃは、携帯端末位置取得部１
０２ｂの処理により取得された携帯端末２００の位置情報と、操作対象オブジェクトテー
ブル１０６ｂに記憶された操作対象オブジェクトの特定領域と、を比較する（ステップＳ
Ａ－３）。
【０１０６】
　そして、オブジェクト管理装置１００の領域判定部１０２ｃは、ステップＳＡ－３にお
ける比較結果に基づき、携帯端末２００の位置情報が操作対象オブジェクトの特定領域内
に含まれるか否かを判定する（ステップＳＡ－４）。
【０１０７】
　そして、オブジェクト管理装置１００の操作対象オブジェクト特定部１０２ｄは、領域
判定部１０２ｃの処理により位置情報が特定領域内に含まれると判定された場合（ステッ
プＳＡ－４：Ｙｅｓ）、操作対象オブジェクトテーブル１０６ｂから、当該特定領域に関
連付けられた操作対象オブジェクトを特定する（ステップＳＡ－５）。
【０１０８】
　そして、オブジェクト管理装置１００の処理コマンド決定用物理量変位受信部１０２ｅ
Ｅは、操作対象オブジェクト特定部１０２ｄの処理により操作対象オブジェクトが特定さ
れた後、携帯端末２００の変位検出部２０にて検出された物理量の変位を携帯端末２００
から受信する（ステップＳＡ－６）。
【０１０９】
　そして、オブジェクト管理装置１００の表示オブジェクト取得部１０２ｆは、操作対象
オブジェクト特定部１０２ｄの処理により物理量の変位が受信された際に、表示オブジェ
クト送信部１０２ａの処理により携帯端末２００に送信され表示部２１４に表示されてい
る表示オブジェクトを、表示オブジェクトデータベース１０６ａから取得する（ステップ
ＳＡ－７）。
【０１１０】
　そして、オブジェクト管理装置１００の処理コマンド検索部１０２ｇは、表示オブジェ
クト取得部１０２ｆの処理により取得された携帯端末２００の位置情報、および、処理コ
マンド決定用物理量変位受信部１０２ｅの処理により受信された物理量の変位、を検索キ
ーとして、当該位置情報および当該物理量の変位に関連付けられた処理コマンドを、処理
コマンドテーブル１０６ｃから検索する（ステップＳＡ－８）。
【０１１１】
　そして、オブジェクト管理装置１００の処理コマンド実行部１０２ｈは、処理コマンド
検索部１０２ｇに処理により検索された処理コマンドを、表示オブジェクト取得部１０２
ｆの処理により取得された表示オブジェクトを用いて、操作対象オブジェクト特定部１０
２ｄの処理により特定された操作対象機器１０に対して実行させる（ステップＳＡ－９）
。
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【０１１２】
　また図６のステップＳＡ－４に戻り、オブジェクト管理装置１００の操作コマンド決定
用物理量変位受信部１０２ｉは、領域判定部１０２ｃの処理により位置情報が特定領域内
に含まれないと判定された場合（ステップＳＡ－４：Ｎｏ）、携帯端末２００の変位検出
部２０にて検出された物理量の変位を携帯端末２００から受信する（ステップＳＡ－１０
）。
【０１１３】
　そして、オブジェクト管理装置１００の操作コマンド検索部１０２ｊは、操作コマンド
決定用物理量変位受信部１０２ｉの処理により受信された物理量の変位を検索キーとして
、当該物理量の変位に関連付けられた操作コマンドを、操作コマンドテーブル１０６ｄか
ら検索する（ステップＳＡ－１１）。
【０１１４】
　そして、オブジェクト管理装置１００の操作コマンド実行部１０２ｋは、操作コマンド
検索部１０２ｊの処理により検索された操作コマンドを表示オブジェクトに対して実行す
る（ステップＳＡ－１２）。以上で、第１の実施の形態におけるオブジェクト操作システ
ムの処理を終える。
【０１１５】
　これにて、第１の実施形態における本発明の構成および処理についての説明を終える。
【０１１６】
［第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成］
　続いて、第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成について図１０を参
照して説明する。ここで、図１０は、第２の実施形態におけるオブジェクト操作システム
の構成の一例を示すブロック図であり、該構成のうち本発明に関係する部分のみを概念的
に示している。
【０１１７】
　図１０において、第２の実施形態における本オブジェクト操作システムは、ネットワー
ク３００を介して通信可能に接続された、オブジェクト管理装置１００と携帯端末２００
とから少なくとも構成される。まず、第２の実施形態における携帯端末２００の構成につ
いて説明し、次に、第２の実施形態におけるオブジェクト管理装置１００の構成について
説明する。
【０１１８】
［第２の実施形態における携帯端末２００の構成］
　図１０において、携帯端末２００は、オブジェクト管理装置１００、および、少なくと
も１つの操作対象機器１０－１～３に、ネットワーク３００を介して通信可能に接続され
ており、携帯端末２００は、概略的に、携帯端末２００の全体を統括的に制御するＣＰＵ
等の制御部２０２、ネットワーク通信（例えば、無線等の通信回線を介したインターネッ
ト通信等）を実現するアンテナ等の通信装置（図示せず）や、近距離通信（例えば、電波
、赤外線、ＩｒＤＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等による通信）を実現する無線通
信部（図示せず）に接続される通信制御インターフェース部（図示せず）や、例えば、キ
ー入力部、タッチパネル、およびマイク等の入力部（図示せず）や、スピーカ等の出力部
（図示せず）や、例えば、３軸加速度センサ等の変位検出部２０や、ＣＣＤカメラ等の画
像撮影部２１６や、ディスプレイ等の表示部２１４等に接続される入出力制御インターフ
ェース部２０８、および、各種の処理を行うデータやプログラムのデータベースやテーブ
ルなどを格納する記憶部２０６を備えて構成されており、これら各部は任意の通信路を介
して通信可能に接続されている。ここで、ネットワーク３００は、オブジェクト管理装置
１００や他の携帯端末（図示せず）や外部装置（図示せず）を相互に接続する機能を有し
、例えば、インターネット、電話回線網（携帯端末回線網、一般電話回線網を含む。）、
イントラネット等であってもよい。
【０１１９】
　なお、携帯端末２００の表示部２１４、変位検出部２０、および、画像撮影部２１６に
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関する説明は、第１の実施形態における携帯端末２００に関する説明と同様であるため省
略する。
【０１２０】
　また、図６において、携帯端末２００の記憶部２０６は、各種のデータベースやテーブ
ル（表示オブジェクトデータベース２０６ａ～操作コマンドテーブル２０６ｄ等）を格納
する、固定ディスク装置等のストレージ手段である。例えば、記憶部２０６は、各種処理
に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベース等を格納する。
【０１２１】
　なお、これら記憶部２０６の各構成要素のうち表示オブジェクトデータベース２０６ａ
および操作コマンドテーブル２０６ｄに関する説明は、第１の実施形態におけるオブジェ
クト管理装置１００の表示オブジェクトデータベース１０６ａおよび操作コマンドテーブ
ル１０６ｄに関する説明と同様であるため省略する。
【０１２２】
　また、操作対象オブジェクトデータベース２０６ｂは、オブジェクト管理装置１００に
より操作されるＰＣ周辺機器等の装置（例えば、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装置等）で
ある操作対象機器１０に対応する画像データ等を、操作対象オブジェクトとして記憶する
操作対象オブジェクト記憶手段である。ここで、操作対象オブジェクトは、操作対象オブ
ジェクトに対応する操作対象機器１０を識別するための文字、記号、図、写真、または、
模型のうち少なくとも一つを特定する特徴情報を含んでいてもよい。
【０１２３】
　また、処理コマンドテーブル２０６ｃは、操作対象オブジェクトと、携帯端末２００の
物理量の変位と、表示オブジェクトを用いて操作対象機器１０に対して行う処理を規定す
る処理コマンドと、を関連付けて記憶する処理コマンド記憶手段である。処理コマンドテ
ーブル２０６ｃは、ユーザの操作により画像撮影部２１６にて撮影された画像に基づいて
パターン認識処理等を行うことにより予め取得された、操作対象オブジェクトを特定する
特徴情報を含む画像データ等と、ユーザがキーボード等の入力部を介して数値情報等（例
えば、ユーザが携帯端末２００を奥に翳すまたは手前に引く際に生じる物理量の変位を表
す数値等）として予め入力した携帯端末２００の物理量の変位と、上述のようにユーザが
予め取り込んだ処理データに対応する画像データ等である表示オブジェクトを用いて、操
作対象機器１０に対して行う処理を規定する処理コマンドと、を関連付けて記憶する処理
コマンド記憶手段である。
【０１２４】
　また、図１０において、携帯端末２００の制御部２０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラムや、各種の処理手順等を規定したプログラム、およ
び、所要データを格納するための内部メモリを有する。そして、制御部２０２は、これら
のプログラム等により、種々の処理を実行するための情報処理を行う。制御部２０２は、
機能概念的に、表示オブジェクト表示部２０２ａ、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂ
、一致判定部２０２ｃ、操作対象オブジェクト特定部２０２ｄ、処理コマンド決定用物理
量変位検出部２０２ｅ、表示オブジェクト取得部２０２ｆ、処理コマンド検索部２０２ｇ
、処理コマンド実行部２０２ｈ、操作コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｉ、操作コ
マンド検索部２０２ｊ、操作コマンド実行部２０２ｋ、および、画像処理部２０２ｍを備
えて構成されている。
【０１２５】
　このうち、表示オブジェクト表示部２０２ａは、表示オブジェクトデータベース２０６
ａに記憶された表示オブジェクトを表示部２１４に表示する表示オブジェクト表示手段で
ある。
【０１２６】
　また、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、画像撮影部２１６により撮影された、
特定領域に操作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一部の画像に基づいて
、当該画像内の当該操作対象オブジェクトを抽出する（例えば、パターン認識処理等によ
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り操作対象オブジェクトの特徴情報と特定する等）操作対象オブジェクト抽出手段である
。ここで、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、画像処理部２０２ｍにより画像処理
された射影変換後の画像に基づいて、当該画像内の操作対象オブジェクトを抽出してもよ
い。また、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、特徴情報に基づいて、特定領域に操
作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一部の画像から、操作対象オブジェ
クトを抽出してもよい。
【０１２７】
　また、一致判定部２０２ｃは、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂにより抽出された
操作対象オブジェクト（例えば、抽出された操作対象オブジェクトの特徴情報等）と、操
作対象オブジェクトデータベース２０６ｂに記憶された操作対象オブジェクト（例えば、
記憶された操作対象オブジェクトの特徴情報等）と、を比較することにより、２つの操作
対象オブジェクトが一致するか否かを判定する一致判定手段である。
【０１２８】
　また、操作対象オブジェクト特定部２０２ｄは、一致判定部２０２ｃにより２つの操作
対象オブジェクトが一致する（例えば、２つの操作対象オブジェクトの特徴情報が所定の
範囲内で一致する等）と判定された場合、操作対象オブジェクトデータベース２０６ｂか
ら、一致した操作対象オブジェクトを特定する（例えば、操作対象オブジェクトの特徴情
報を特定する等）操作対象オブジェクト特定手段である。
【０１２９】
　また、処理コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｅは、操作対象オブジェクト特定部
２０２ｄにより操作対象オブジェクトが特定された後、変位検出部２０により物理量の変
位を検出する処理コマンド決定用物理量変位検出手段である。
【０１３０】
　また、表示オブジェクト取得部２０２ｆは、処理コマンド決定用物理量変位検出部２０
２ｅにより物理量の変位が検出された際に、表示オブジェクト表示部２０２ａにより表示
部２１４に表示されている表示オブジェクトを表示オブジェクトデータベース２０６ａか
ら取得する表示オブジェクト取得手段である。
【０１３１】
　また、処理コマンド検索部２０２ｇは、操作対象オブジェクト特定部２０２ｄにより特
定された操作対象オブジェクト（例えば、操作対象オブジェクトの特徴情報等）、および
、処理コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｅにより検出された物理量の変位、を検索
キーとして、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理量の変位に関連付けられた処理コ
マンドを、処理コマンドテーブル２０６ｃから検索する処理コマンド検索手段である。
【０１３２】
　また、処理コマンド実行部２０２ｈは、処理コマンド検索部２０２ｇにより検索された
処理コマンドを、表示オブジェクト取得部２０２ｆにより取得された表示オブジェクトを
用いて、操作対象オブジェクト特定部２０２ｄにより特定された操作対象オブジェクトに
対応する操作対象機器１０に対して実行させる処理コマンド実行手段である。
【０１３３】
　また、操作コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｉは、一致判定部２０２ｃにより２
つの操作対象オブジェクトが一致しないと判定された場合、変位検出部２０により物理量
の変位を検出する操作コマンド決定用物理量変位検出手段である。
【０１３４】
　また、操作コマンド検索部２０２ｊは、操作コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｉ
により検出された物理量の変位を検索キーとして、当該物理量の変位に関連付けられた操
作コマンドを操作コマンドテーブル２０６ｄから検索する操作コマンド検索手段である。
【０１３５】
　また、操作コマンド実行部２０２ｋは、操作コマンド検索部２０２ｊにより検索された
操作コマンドを表示オブジェクトに対して実行する操作コマンド実行手段である。
【０１３６】
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　また、画像処理部２０２ｍは、画像撮影部２１６により取得された画像に対し、正面方
向から撮影された画像となるよう射影変換を行うことにより画像処理を実行する画像処理
手段である。
【０１３７】
　なお、第２の実施形態における携帯端末２００の画像処理部２０２ｍで行う射影変換の
説明は、第１の実施形態におけるオブジェクト管理装置の画像処理部１０２ｍで行う射影
変換の説明と同様であるため説明を省略する。以上で、第２の実施形態における携帯端末
２００の構成の説明を終える。
【０１３８】
［第２の実施形態におけるオブジェクト管理装置１００の構成］
　また、図１０において、オブジェクト管理装置１００は、携帯端末２００、および、少
なくとも一つの操作対象機器１０－１～３（例えば、ＦＡＸやスキャナや外部記憶装置等
）に、ネットワーク３００を介して通信可能に接続されている。すなわち、第２の実施形
態において、オブジェクト管理装置１００は、携帯端末２００により決定された処理コマ
ンドに規定された処理を、制御可能に接続された操作対象機器１０－１～３に対して行う
よう構成されている。
【０１３９】
　ここで、第２の実施形態におけるオブジェクト管理装置１００のハードウェア構成は、
一般に市販されるワークステーション、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置および
その付属装置により構成していてもよい。また、オブジェクト管理装置１００の各機能は
、オブジェクト管理装置１００のハードウェア構成中のＣＰＵ、ディスク装置、メモリ装
置、入力装置、出力装置、通信制御装置等およびそれらを制御するプログラム等により実
現される。以上で、第２の実施形態のオブジェクト管理装置１００の構成の説明を終える
。
【０１４０】
　これにて、第２の実施形態のおけるオブジェクト操作査システムの構成の説明を終える
。
【０１４１】
［第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムの処理］
　次に、このように構成された第２の実施の形態におけるオブジェクト操作システムのオ
ブジェクト操作処理の一例について、以下に図１１を参照して詳細に説明する。ここで、
図１１は、第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムの処理の詳細の一例を示す
フローチャートである。
【０１４２】
　まず、図１１に示すように、携帯端末２００の表示オブジェクト表示部２０２ａは、表
示オブジェクトデータベース２０６ａに記憶された表示オブジェクトを表示部２１４に表
示する（ステップＳＢ－１）。
【０１４３】
　そして、携帯端末２００の操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、画像撮影部２１６
により撮影された、特定領域に操作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一
部の画像に基づいて、当該画像内の当該操作対象オブジェクトを抽出する（例えば、パタ
ーン認識処理等により操作対象オブジェクトの特徴情報と特定する等）（ステップＳＢ－
２）。ここで、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、画像処理部２０２ｍの処理によ
り画像処理された射影変換後の画像に基づいて、当該画像内の操作対象オブジェクトを抽
出してもよい。また、操作対象オブジェクト抽出部２０２ｂは、特徴情報に基づいて、特
定領域に操作対象オブジェクトが表示された作業面の少なくとも一部の画像から、操作対
象オブジェクトを抽出してもよい。
【０１４４】
　そして、携帯端末２００の一致判定部２０２ｃは、操作対象オブジェクト抽出部２０２
ｂの処理により抽出された操作対象オブジェクト（例えば、抽出された操作対象オブジェ
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クトの特徴情報等）と、操作対象オブジェクトデータベース２０６ｂに記憶された操作対
象オブジェクト（例えば、記憶された操作対象オブジェクトの特徴情報等）と、を比較す
る（ステップＳＢ－３）。
【０１４５】
　そして、携帯端末２００の一致判定部２０２ｃは、ステップＳＢ－３における比較結果
に基づき、２つの操作対象オブジェクトが一致するか否かを判定する（ステップＳＢ－４
）。
【０１４６】
　そして、携帯端末２００の操作対象オブジェクト特定部２０２ｄは、一致判定部２０２
ｃの処理により一致判定部２０２ｃにより２つの操作対象オブジェクトが一致する（例え
ば、２つの操作対象オブジェクトの特徴情報が所定の範囲内で一致する等）と判定された
場合（ステップＳＢ－４：Ｙｅｓ）、操作対象オブジェクトデータベース２０６ｂから、
一致した操作対象オブジェクトを特定する（例えば、操作対象オブジェクトの特徴情報を
特定する等）（ステップＳＢ－５）。
【０１４７】
　そして、携帯端末２００の処理コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｅは、操作対象
オブジェクト特定部２０２ｄの処理により操作対象オブジェクトが特定された後、変位検
出部２０により物理量の変位を検出する（ステップＳＢ－６）。
【０１４８】
　そして、携帯端末２００の表示オブジェクト取得部２０２ｆは、処理コマンド決定用物
理量変位検出部２０２ｅの処理により物理量の変位が検出された際に、表示オブジェクト
表示部２０２ａの処理により表示部２１４に表示されている表示オブジェクトを表示オブ
ジェクトデータベース２０６ａから取得する（ステップＳＢ－７）。
【０１４９】
　そして、携帯端末２００の処理コマンド検索部２０２ｇは、操作対象オブジェクト特定
部２０２ｄの処理により特定された操作対象オブジェクト（例えば、操作対象オブジェク
トの特徴情報等）、および、処理コマンド決定用物理量変位検出部２０２ｅの処理により
検出された物理量の変位、を検索キーとして、当該操作対象オブジェクトおよび当該物理
量の変位に関連付けられた処理コマンドを、処理コマンドテーブル２０６ｃから検索する
（ステップＳＢ－８）。
【０１５０】
　そして、携帯端末２００の処理コマンド実行部２０２ｈは、処理コマンド検索部２０２
ｇの処理により検索された処理コマンドを、表示オブジェクト取得部２０２ｆの処理によ
り取得された表示オブジェクトを用いて、操作対象オブジェクト特定部２０２ｄの処理に
より特定された操作対象オブジェクトに対応する操作対象機器１０に対して実行させる（
ステップＳＢ－９）。
【０１５１】
　また図１１のステップＳＢ－４に戻り、携帯端末２００の操作コマンド決定用物理量変
位検出部２０２ｉは、一致判定部２０２ｃの処理により２つの操作対象オブジェクトが一
致しないと判定された場合ステップＳＢ－４：Ｎｏ）、変位検出部２０により物理量の変
位を検出する（ステップＳＢ－１０）。
【０１５２】
　そして、携帯端末２００の操作コマンド検索部２０２ｊは、操作コマンド決定用物理量
変位検出部２０２ｉの処理により検出された物理量の変位を検索キーとして、当該物理量
の変位に関連付けられた操作コマンドを、操作コマンドテーブル２０６ｄから検索する（
ステップＳＢ－１１）。
【０１５３】
　そして、携帯端末２００の操作コマンド実行部２０２ｋは、操作コマンド検索部２０２
ｊの処理により検索された操作コマンドを表示オブジェクトに対して実行する（ステップ
ＳＢ－１２）。以上で、第２の実施の形態におけるオブジェクト操作システムの処理を終
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える。
【０１５４】
　これにて、第２の実施形態における本発明の構成および処理についての説明を終える。
【０１５５】
［他の実施の形態］
　さて、これまで本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施の形
態以外にも、上記特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実
施の形態にて実施されてよいものである。
【０１５６】
　また、実施の形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明し
た処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものと
して説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１５７】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１５８】
　また、オブジェクト管理装置１００および携帯端末２００に関して、図示の各構成要素
は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない
。
【０１５９】
　例えば、オブジェクト管理装置１００および携帯端末２００の各装置が備える処理機能
、特に制御部１０２および制御部２０２にて行われる各処理機能については、その全部ま
たは任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）および
当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジッ
クによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、後述する記録媒体に記
録されており、必要に応じてオブジェクト管理装置１００および携帯端末２００に機械的
に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤなどの記憶部１０６および記憶部２０６な
どは、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）として協働してＣＰＵに命令を与え、
各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプロ
グラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成
する。
【０１６０】
　また、このコンピュータプログラムは、オブジェクト管理装置１００および携帯端末２
００に対して任意のネットワーク３００を介して接続されたアプリケーションプログラム
サーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードするこ
とも可能である。
【０１６１】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納するこ
ともできる。ここで、この「記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、
ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等の任意の「可搬用の
物理媒体」、あるいは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットに代表されるネットワークを介
してプログラムを送信する場合の通信回線や搬送波のように、短期にプログラムを保持す
る「通信媒体」を含むものとする。
【０１６２】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施の形態に示した各装置において
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記録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインス
トール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。
【０１６３】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（表示オブジェクトデータベース１０
６ａ～操作コマンドテーブル１０６ｄ等）、および、記憶部２０６に格納される各種のデ
ータベース等（表示オブジェクトデータベース２０６ａ～操作コマンドテーブル２０６ｄ
等）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキ
シブルディスク、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に
用いる各種のプログラムやテーブルやデータベース等を格納する。
【０１６４】
　また、オブジェクト管理装置１００は、既知のパーソナルコンピュータ、ワークステー
ション等の情報処理装置を接続し、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウ
ェア（プログラム、データ等を含む）を実装することにより実現してもよい。
【０１６５】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６６】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、携帯端末２００を入力手段および表示手
段として用いることにより装置を小型化でき、操作対象機器１０を表す文字、記号、図、
写真、模型等の簡易なオブジェクトを机等の作業面に並べることにより短時間で効率的に
作業空間を準備でき、ユーザが操作を所望する操作対象オブジェクトを携帯端末２００の
位置に基づいて選択し、ユーザが所望する処理内容の決定処理を、携帯端末２００の物理
量の変位に基づいて行うことにより、処理内容決定処理の負荷を軽減し、ユーザが所望す
る処理内容をリアルタイムに決定し実行することができる、オブジェクト管理装置１００
、携帯端末２００、および、オブジェクト操作方法を提供することができるので、事務処
理業務等を支援する情報機器や情報処理分野等の様々な分野において極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】本発明の基本原理の一例を示す図である。
【図２】本発明の処理決定の一例を示す図である。
【図３】本発明の操作決定の一例を示す図である。
【図４】本発明の操作決定の一例を示す図である。
【図５】本発明の基本原理の別の一例を示す図である。
【図６】第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成の一例を示すブロック
図である。
【図７】本実施の形態における射影変換方法の一例を示す図である。
【図８】本実施の形態における射影変換方法の一例を示す図である。
【図９】第１の実施形態におけるオブジェクト操作システムのオブジェクト操作処理の詳
細の一例を示すフローチャートである。
【図１０】第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムの構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図１１】第２の実施形態におけるオブジェクト操作システムのオブジェクト操作処理の
詳細の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６８】
１００　オブジェクト管理装置
　　　　１０２　制御部
　　　　　　　　１０２ａ　表示オブジェクト送信部
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　　　　　　　　１０２ｂ　携帯端末位置取得部
　　　　　　　　１０２ｃ　領域判定部
　　　　　　　　１０２ｄ　操作対象オブジェクト特定部
　　　　　　　　１０２ｅ　処理コマンド決定用物理量変位受信部
　　　　　　　　１０２ｆ　表示オブジェクト取得部
　　　　　　　　１０２ｇ　処理コマンド検索部
　　　　　　　　１０２ｈ　処理コマンド実行部
　　　　　　　　１０２ｉ　操作コマンド決定用物理量変位受信部
　　　　　　　　１０２ｊ　操作コマンド検索部
　　　　　　　　１０２ｋ　操作コマンド実行部
　　　　　　　　１０２ｍ　画像処理部
　　　　　　　　１０２ｎ　特定領域抽出部
　　　　１０４　通信制御インターフェース部
　　　　１０６　記憶部
　　　　　　　　１０６ａ　表示オブジェクトデータベース
　　　　　　　　１０６ｂ　操作対象オブジェクトテーブル
　　　　　　　　１０６ｃ　処理コマンドテーブル
　　　　　　　　１０６ｄ　操作コマンドテーブル
　　　　１０８　入出力制御インターフェース部
　　　　１０－１～３　操作対象機器
　　　　１１６　画像撮影部
２００　携帯端末
　　　　２０２　制御部
　　　　　　　　２０２ａ　表示オブジェクト表示部
　　　　　　　　２０２ｂ　操作対象オブジェクト抽出部
　　　　　　　　２０２ｃ　一致判定部
　　　　　　　　２０２ｄ　操作対象オブジェクト特定部
　　　　　　　　２０２ｅ　処理コマンド決定用物理量変位検出部
　　　　　　　　２０２ｆ　表示オブジェクト取得部
　　　　　　　　２０２ｇ　処理コマンド検索部
　　　　　　　　２０２ｈ　処理コマンド実行部
　　　　　　　　２０２ｉ　操作コマンド決定用物理量変位検出部
　　　　　　　　２０２ｊ　操作コマンド検索部
　　　　　　　　２０２ｋ　操作コマンド実行部
　　　　　　　　２０２ｍ　画像処理部
　　　　２０６　記憶部
　　　　　　　　２０６ａ　表示オブジェクトデータベース
　　　　　　　　２０６ｂ　操作対象オブジェクトデータベース
　　　　　　　　２０６ｃ　処理コマンドテーブル
　　　　　　　　２０６ｄ　操作コマンドテーブル
　　　　２１４　表示部
　　　　２１６　画像撮影部
　　　　２０　変位検出部
３００　ネットワーク
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