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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】配信用データの配信を行う。
【解決手段】データ配信システム１００は、データ記録
用情報を用いて配信用データをネットワークを介してデ
ータ記録サーバー４００に記録するデータ記録用端末２
００と、データ記録用情報に対応するデータ再生用情報
を用いてデータ記録サーバー４００からネットワークを
介して配信用データを読み出して再生するデータ再生用
端末３００と、データ記録サーバー４００とを備えたデ
ータ配信システムであって、データ記録用端末２００は
、データ記録用情報読み取り手段と、データ記録者から
の配信用データの入力を受け付けるデータ入力受付手段
と、データ記録用情報に基づいて配信用データの記録先
を特定し、送信する配信用データ送信手段とを備え、デ
ータ再生用端末３００は、データ再生用情報読み取り手
段と、データ再生用情報に基づいて、配信用データの記
録先を特定し、取得する配信用データ取得手段とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ記録用情報を用いて配信用データをネットワークを介して接続されているデータ
記録装置に記録するためのデータ記録用端末と、前記データ記録用情報に対応するデータ
再生用情報を用いて前記データ記録装置からネットワークを介して前記配信用データを読
み出して取得するデータ再生用端末と、前記データ記録装置とを備えたデータ配信システ
ムであって、
　前記データ記録用端末は、
　前記データ記録用情報を読み取るデータ記録用情報読み取り手段と、
　データ記録者からの前記配信用データの入力を受け付けるデータ入力受付手段と、
　前記データ記録用情報読み取り手段で読み取った前記データ記録用情報に基づいて、前
記データ入力受付手段で受け付けた前記配信用データの記録先を特定し、特定した前記記
録先に前記配信用データを送信する配信用データ送信手段とを備え、
　前記データ再生用端末は、
　前記データ再生用情報を読み取るデータ再生用情報読み取り手段と、
　前記データ再生用情報読み取り手段で読み取った前記データ再生用情報に基づいて、前
記配信用データの記録先を特定し、特定した前記記録先から前記配信用データを取得する
配信用データ取得手段とを備えることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ記録用端末は、
　前記データ記録用情報読み取り手段によって前記データ記録用情報が読み取られたとき
に、前記データ記録者による前記配信用データの入力を受け付けるための配信用データ入
力用画面を表示装置に表示する配信用データ入力用画面表示手段をさらに備え、
　前記データ入力受付手段は、前記配信用データ入力用画面上での前記データ記録者によ
る入力操作に基づいて、前記配信用データの入力を受け付けることを特徴とするデータ配
信システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ再生用端末は、配信用データ取得手段によって取得された前記配信用データ
を出力する配信用データ出力手段をさらに備えることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ入力受付手段は、前記データ記録者による操作に基づいて、前記データ記録
者によって入力された情報、前記データ記録用端末にあらかじめ記録されている情報、ま
たはネットワークを介して外部のサーバーから取得した情報を前記配信用データとして入
力を受け付けることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記配信用データは、音声データ、画像データ、および動画データの少なくとも１つで
あることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のデータ配信システムにおいて、
　１つの前記データ記録用情報に対して、１つまたは複数の前記データ再生用情報が関連
付けられていることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項７】
　請求項６に記載のデータ配信システムにおいて、
　１つの前記データ記録用情報と１つまたは複数の前記データ再生用情報とは、情報の内
容の少なくとも一部が同一であることにより関連付けされていることを特徴とするデータ
配信システム。
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【請求項８】
　請求項６に記載のデータ配信システムにおいて、
　１つの前記データ記録用情報と１つまたは複数の前記データ再生用情報とは、前記デー
タ記録用情報と前記データ再生用情報とを関連付けた関連付け情報を用いて関連付けされ
ていることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ記録用端末では、前記配信用データ送信手段は、前記配信用データと前記デ
ータ記録用情報とを関連付けて前記データ記録装置へ送信し、
　前記データ再生用端末では、前記配信用データ取得手段は、前記データ再生用情報を前
記データ記録装置へ送信して前記配信用データの取得を要求し、
　前記データ記録装置は、
　前記関連付け情報を記録した記録手段と、
　前記データ記録用端末から前記配信用データと前記データ記録用情報とを受信したとき
に、前記配信用データと前記データ記録用情報とを関連付けて記録する記録手段と、
　前記データ再生用端末から前記データ再生用情報を受信したときに、前記記録手段に記
録した前記関連付け情報を参照して、受信した前記データ再生用情報に関連付けられてい
る前記データ記録用情報を特定する関連付け情報特定手段と、
　前記関連付け情報特定手段によって特定された前記データ記録用情報に関連付けられて
いる前記配信用データを特定し、特定した配信用データを前記データ再生用端末へ送信す
る配信用データ送信手段とを備えることを特徴とするデータ配信システム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ記録用端末は、郵便物や宅配物の送り主が操作する端末であって、
　前記データ再生用情報は、前記送り主が送付する前記郵便物や前記宅配物に印字または
貼付され、
　前記データ再生用端末は、前記郵便物や前記宅配物の受取人が操作する端末であること
を特徴とするデータ配信システム。
【請求項１１】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記データ記録用情報と前記データ再生用情報として、１つの共通の情報を用いること
を特徴とするデータ配信システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のデータ配信システムにおいて、
　前記１つの共通の情報は、披露宴の招待状や座席票に印字または貼付されることを特徴
とするデータ配信システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のデータ記録用情報と、請求項１～１２のいずれ
か一項に記載のデータ再生用情報とを印字したデータ配信用印刷媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ配信システム、およびデータ配信用印刷媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のようなシールパッケージ商品が知られている。このシールパッケージ商品は、台紙
に登録用のコード図形と参照用のコード図形が貼られており、荷物の送り主は、端末で登
録用のコード図形を読み取ってコンテンツをメールサーバーに送信すると、該コンテンツ
は、コンテンツ登録プログラムによってウェブサーバーの記憶領域に記録される。そして
、送り主は、荷物に参照用のコード図形を貼り付けて発送する。この荷物を受け取った受
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取人が荷物に貼られている参照用のコード図形を端末で読み取ると、端末はウェブサーバ
ーにアクセスしてコンテンツを閲覧することができる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１４１７６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のシールパッケージ商品では、登録用のコード図形に、送信先としてのサーバコン
ピュータの情報と、サーバコンピュータにコンテンツデータを送信するためにクライアン
トプログラムを起動させるコマンドと、送信されたコンテンツをサーバコンピュータが備
える記憶手段の所定の記憶領域に記憶するサーバコンピュータ上のプログラムの実行コマ
ンドとを含めているため、登録用のコード図形に含める情報が複雑になるという問題があ
った。
【０００５】
　また、従来のシールパッケージ商品では、参照用のコード図形にも、コンテンツが記憶
されたサーバコンピュータ上の所定の記憶領域にアクセスしてコンテンツをサーバコンピ
ュータからクライアントコンピュータに送信させるためのプログラムの実行コマンドを含
めるようにしている。
【０００６】
　このように、登録用のコード図形や参照用のコード図形に、それを読み取る端末やサー
バコンピュータで実行させるためのコマンドを含めた場合、これを読み取る端末やサーバ
コンピュータ側でこれらのコマンドを認識して実行することができる必要があるため、シ
ステムとしての自由度が低くなるという問題があった。また、システムの利用可能性を上
げるために、多くの端末やサーバコンピュータでコマンドを認識して実行することができ
るようにするためには、実行環境ごとに異なったコマンドを用意して、それらをコード図
形化する必要があるため、システムが複雑化するとともにコスト的に不利となる可能性が
あった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によるデータ配信システムは、データ記録用情報を用いて配信用データをネット
ワークを介してデータ記録装置に記録するためのデータ記録用端末と、データ記録用情報
に対応するデータ再生用情報を用いてデータ記録装置からネットワークを介して配信用デ
ータを読み出して再生するデータ再生用端末と、データ記録装置とを備えたデータ配信シ
ステムであって、データ記録用端末は、データ記録用情報を読み取るデータ記録用情報読
み取り手段と、データ記録者からの配信用データの入力を受け付けるデータ入力受付手段
と、データ記録用情報読み取り手段で読み取ったデータ記録用情報に基づいて、データ入
力受付手段で受け付けた配信用データを記録するデータ記録装置を特定し、特定したデー
タ記録装置に配信用データを送信する配信用データ送信手段とを備え、データ再生用端末
は、データ再生用情報を読み取るデータ再生用情報読み取り手段と、データ再生用情報読
み取り手段で読み取ったデータ再生用情報に基づいて、配信用データが記録されているデ
ータ記録装置を特定し、特定したデータ記録装置から配信用データを取得する配信用デー
タ取得手段とを備えることを特徴とする。
　本発明によるデータ配信用印刷媒体は、上記のデータ記録用情報とデータ再生用情報と
を印字したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、データ記録用情報とデータ再生用情報は、それぞれ配信用データの記
録先であるデータ記録装置を特定するための情報であるため、データ記録用端末、データ



(5) JP 2014-21756 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

再生用端末、データ記録装置のコマンド実行環境に左右されず、汎用性の高いシステムを
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】データ配信システムの一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】データ再生用の二次元バーコードを送付物に貼り付けることを想定した場合に提
供されるデータ配信用のシールセットの一例を示した図である。
【図３】データ記録用端末２００として、スマートフォンを用いた場合の一実施の形態の
構成を示すブロック図である。
【図４】スキャン画面の一例を示す図である。
【図５】撮影画面の一例を示す図である。
【図６】録音受付画面の一例を示す図である。
【図７】登録確認画面の一例を示す図である。
【図８】登録完了画面の一例を示す図である。
【図９】データ記録用端末２００で実行される処理の流れを示すフローチャート図である
。
【図１０】データ再生用端末３００として、スマートフォンを用いた場合の一実施の形態
の構成を示すブロック図である。
【図１１】再生画面の一例を示す第１の図である。
【図１２】再生画面の一例を示す第２の図である。
【図１３】再生画面の一例を示す第３の図である。
【図１４】データ再生用端末３００で実行される処理の流れを示すフローチャート図であ
る。
【図１５】履歴画面の一例を示す図である。
【図１６】データ記録サーバー４００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
―第１の実施の形態―
　図１は、第１の実施の形態におけるデータ配信システムの一実施の形態の構成を示すブ
ロック図である。データ配信システム１００は、データ記録用端末２００と、データ再生
用端末３００と、データ記録サーバー４００とを備える。データ記録用端末２００と、デ
ータ再生用端末３００と、データ記録サーバー４００とは、例えばインターネット等の通
信回線を介して接続される。
【００１１】
　データ記録用端末２００及びデータ再生用端末３００としては、例えばパーソナルコン
ピューター、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話等の情報装置が用いられる。ま
た、データ記録サーバー４００としては、ハードディスク等のストレージ装置を備えたサ
ーバーが用いられる。なお、図１では、データ配信システム１００は、データ記録用端末
２００と、データ再生用端末３００と、データ記録サーバー４００とをそれぞれ１台ずつ
備える例を示しているがデータ配信システム１００の構成はこれに限定されない。例えば
、データ記録用端末２００と、データ再生用端末３００と、データ記録サーバー４００と
をそれぞれ複数台備えても良い。
【００１２】
　本実施の形態におけるデータ配信システム１００では、あらかじめ用意されたデータ記
録用の二次元バーコードと、データ再生用の二次元バーコードとを印字したデータ配信用
のシールセットを用いて、データ記録者からデータ取得者にデータの配信を行うことがで
きる。
【００１３】
　本実施の形態では、郵便物や宅配物の送り主がこれら送付物を送る際に、上述したシー
ルセットを利用して受取人に音声データを配信する場合を想定して、データ配信システム
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１００の利用例を説明する。図２は、データ再生用の二次元バーコードを送付物に貼り付
けることを想定した場合に提供されるデータ配信用印刷媒体であるシールセットの一例を
示した図である。
【００１４】
　図２に示すように、シールセットは、台紙２ａに、データ記録用の二次元バーコードと
して、送り主が音声データを録音する際に使用する録音用二次元バーコードを印字した録
音用シール２ｂと、データ再生用の二次元バーコードとして、受取人が音声データを再生
する際に使用する再生用二次元バーコードを印字した再生用シール２ｃとが貼り付けられ
ている。また、このシールセットの使用者が、どちらの二次元バーコードを録音用として
用い、どちらを送付物に貼り付ければよいのかを判別できるように、「録音・控え用」や
「貼付・送付用」といったタイトルが記載されている。また、シールセットの使用者にこ
れらの二次元バーコードの使用方法を説明するための説明が記載されている。
【００１５】
　このシールセットは、郵便物や宅配物の集荷を受け付けている店舗、例えばコンビニエ
ンスストアやその他店舗で販売するようにして、利用者が容易に入手できるようにするこ
とが好ましい。なお、シールセットの構成やデザインは、図２に示す例に限定されるもの
ではない。
【００１６】
　また、このシールセットにおいては、同一の台紙２ａに貼り付けられている録音用二次
元バーコードと再生用二次元バーコードとは、それぞれをセットとして識別可能とするた
めに関連付けが行われている。例えば、本実施の形態では、配信対象の音声データの記録
先を特定するための記録先特定情報を二次元バーコード化したものを録音用二次元バーコ
ード、および再生用二次元バーコードとすることにより、両者を同一の内容として関連付
けを行う例について説明する。なお、配信対象の音声データの記録先を特定するための情
報としては、音声データの記録先であるデータ記録サーバー４００のインターネット上で
のアドレスを特定するための情報、例えばＩＰアドレスやＵＲＬの情報と、データ記録サ
ーバー４００が備えるストレージ装置における音声データの記録位置を特定するための情
報、例えばフォルダ名とファイル名の情報を組み合わせた情報を用いればよい。
【００１７】
　以下、郵便物や宅配物の送り主が受取人に送付物を送るに当たり、このシールセットを
利用して受取人へ音声によるメッセージを贈るための処理について説明する。この場合、
まず送り主は、図２に示したシールセットを手元に用意した上で、データ記録用端末２０
０を操作して録音用二次元バーコードを読み取って、音声メッセージの録音を行い、デー
タ記録サーバー４００にアップロードして記録する。その後、再生用二次元バーコードが
印字された再生用シール２ｃを送付物に貼り付けて受取人へ送付する。
【００１８】
　図３は、本実施の形態におけるデータ記録用端末２００として、スマートフォンを用い
た場合の一実施の形態の構成を示すブロック図である。データ記録用端末２００は、タッ
チパネル２０１と、通信モジュール２０２と、制御装置２０３と、メモリスロット２０４
と、マイク２０５と、スピーカー２０６と、カメラ２０７とを備えている。
【００１９】
　タッチパネル２０１は、液晶パネル等の表示装置とタッチパッドのような位置入力装置
を組み合わせた電子部品であり、画面上の表示を押すことで機器を操作することができる
入力装置である。例えば、データ記録用端末２００の操作者は、液晶パネル上に表示され
たボタンやメニュー等の表示項目を指やタッチペンを用いてタッチまたはスライドさせる
ことにより、データ記録用端末２００を操作することができる。タッチパネル２０１は、
操作者によるタッチやスライドといった操作を検出して、その検出信号を制御装置２０３
へ出力する。
【００２０】
　通信モジュール２０２は、無線または有線により、ＬＡＮや携帯電話通信網を介してイ
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ンターネットに接続するためのモジュールが用いられる。データ記録用端末２００は、こ
の通信モジュール２０２を介してデータ記録サーバー４００と通信を行う。
【００２１】
　制御装置２０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、デー
タ記録用端末２００の全体を制御する。なお、制御装置２０３を構成するメモリは、例え
ばＳＤＲＡＭ等の揮発性のメモリやフラッシュメモリ等の不揮発性のメモリを含む。揮発
性のメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラムを展開するためのワークメモリや
、データを一時的に記録するためのバッファメモリとして使用される。また、不揮発性の
メモリには、データ記録用端末２００を動作させるためのファームウェアや種々のアプリ
ケーションを動作させるためのソフトウェアのプログラムデータが記録される。
【００２２】
　メモリスロット２０４は、メモリカード等の外部メモリを挿入するためのスロットであ
る。マイク２０５は、使用者による発話音声を入力するための集音装置であり、スピーカ
ー２０６は、受話音声を出力するための出力装置である。
【００２３】
　カメラ２０７は、レンズ、撮像素子、その他周辺回路によって構成される公知の撮像装
置である。本実施の形態では、このカメラ２０７を用いて録音用二次元バーコードを撮影
することにより、録音用二次元バーコードを読み取ることができる。
【００２４】
　本実施の形態では、データ記録用端末２００には、データ配信システム１０を利用する
ために必要な機能を備えたアプリケーションがあらかじめインストールされている。本実
施の形態では、このアプリケーションを「データ配信用アプリ」と呼ぶ。データ記録用端
末２００の使用者である送り主は、このデータ配信用アプリを起動して表示される画面の
案内に従って、録音用二次元バーコードを撮影し、音声メッセージを録音する。
【００２５】
　図４～図８は、データ配信用アプリを利用して音声メッセージを録音する際に、タッチ
パネル２０１上に表示される一連の画面の例を示す図である。以下、この図４～図８を用
いて、送り主が音声メッセージを録音し、録音された音声データをデータ記録サーバー４
００へアップロードして記録するための処理について説明する。なお、各画面を表示する
ための処理は、制御装置２０３によって実行される。
【００２６】
　図４は、データ記録用端末２００上でデータ配信用アプリが起動されると表示されるス
キャン画面の一例を示す図である。このスキャン画面には、二次元バーコードの読み取り
方法を選択するためのボタンとして、「カメラでスキャン」ボタン４ａと「アルバムから
スキャン」ボタン４ｂとが配置されている。「カメラでスキャン」ボタン４ａは、二次元
バーコードをカメラ２０７で撮影して読み取るように指示するためのボタンである。一方
、「アルバムからスキャン」ボタン４ｂは、あらかじめカメラ２０７で撮影しておいた二
次元バーコードの画像データを読み出して、その画像データから二次元バーコードを読み
取るように指示するためのボタンである。
【００２７】
　また、図４に示すスキャン画面の下部には、他の画面に切り替えるためのボタンが配置
されている。「スキャン」ボタン４ｄは、他の画面から図４に示すスキャン画面に切り替
えるように指示するためのボタンである。よって、スキャン画面においては、該「スキャ
ン」ボタン４ｄは、既に選択状態となっている。「履歴」ボタン４ｅは、図１５で後述す
る履歴画面を表示するように指示するためのボタンである。「設定」ボタン４ｆは、デー
タ配信用アプリに関する種々の設定を行うための設定画面を表示するように指示するため
のボタンである。また、画面上部には、データ配信用アプリの使用方法に関する説明が記
載された画面を表示させるための「使い方」ボタン４ｃが配置されている。
【００２８】
　制御装置２０３は、送り主によって「アルバムからスキャン」ボタン４ｂがタッチされ
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たことを検出した場合には、データ記録用端末２００が備えるアルバム機能を起動して、
フラッシュメモリにあらかじめ記録されている画像データを一覧表示する。そして、表示
した画像データの中から録音用二次元バーコードが撮影された画像データの選択を受け付
け、その画像データを画像処理して、その録音用二次元バーコードに含まれる情報を取得
する。これにより、上述した配信対象の音声データの記録先を特定するための情報が取得
される。
【００２９】
　一方、制御装置２０３は、送り主によって「カメラでスキャン」ボタン４ａがタッチさ
れたことを検出した場合には、図５に示す二次元バーコードを撮影して読み取るための撮
影画面を表示する。この撮影画面上には、画像表示枠５ａが配置されており、制御装置２
０３は、カメラ２０７から時系列で出力される画像データ、すなわちスルー画を画像表示
枠５ａに表示する。送り主は、録音用シール２ｂに印字されている録音用二次元バーコー
ドが画像表示枠５ａ内に収まるように撮影範囲を決定する。制御装置２０３は、公知のマ
ッチング技術等の被写体認識技術を利用して、スルー画内に含まれる二次元バーコードを
検出し、スルー画における二次元バーコードの大きさが所定の大きさ以上であることを検
出したタイミングで、カメラ２０７を制御して撮影を行う。これによって、録音用二次元
バーコードの画像データを取得することができる。なお、撮影は、被写体認識技術を用い
て制御装置２０７が自動で行わずに、送り主が画像表示枠５ａ内をタッチすることにより
撮影を指示できるようにしてもよい。
【００３０】
　撮影画面には、さらに「ライト」ボタン５ｂと「キャンセル」ボタン５ｃも配置されて
いる。「ライト」ボタン５ｂは、カメラ２０７が備えるフォトライトの点灯、消灯を切り
替えるように指示するためのボタンである。送り主は、周囲が暗い場合には、この「ライ
ト」ボタン５ｂにタッチすることにより、録音用二次元バーコードをフォトライトで照明
して撮影することができる。「キャンセル」ボタン５ｃは、録音用二次元バーコードの撮
影をキャンセルするように指示するためのボタンである。制御装置２０３は、送り主によ
って「キャンセル」ボタン５ｃがタッチされたことを検出した場合には、画面表示を図４
に示したスキャン画面に戻す。
【００３１】
　制御装置２０３は、カメラ２０７によって二次元バーコードの画像データが取得された
場合には、該画像データを画像処理して、その録音用二次元バーコードに含まれる情報を
取得する。これにより、上述した配信対象の音声データの記録先を特定するための情報が
取得される。制御装置２０３は、音声データの記録先を特定した場合には、その記録先に
既に音声データが記録されていないかをデータ記録サーバー４００へ問い合わせる。問い
合わせの結果、音声データが記録先に記録されていない場合には、制御装置２０３は、送
り主による該録音用二次元バーコードを用いた音声データの録音を受け付けるために、タ
ッチパネル２０１上の画面を、図６に示す録音受付画面に切り替える。
【００３２】
　一方、問い合わせの結果、音声データが記録先にすでに記録されている場合には、制御
装置２０３は、既に送り主による音声データの録音が行われていると判断する。この場合
は、後述するデータ再生用端末３００における処理が実行されることになる。
【００３３】
　本実施の形態では、説明をわかりやすくするためにデータ記録用端末２００とデータ再
生用端末３００とを区別しているが、実際には、同一の人物が送り主となる場合もあれば
受取人となる場合もあるため、その人物が所持する端末は、データ記録用端末２００にも
データ再生用端末３００にもなり得る。このため、データ配信システム１０を利用するた
めのデータ配信用アプリは、データ記録用とデータ再生用とを区別せず、データ記録用端
末２００にもデータ再生用端末３００にも同じアプリケーションがインストールされる。
【００３４】
　本実施の形態では、録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードとを同じ内容と
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することで関連付けるようにしたため、この場合、二次元バーコードを読み込んだ段階で
は、制御装置２０３は、読み込んだ二次元バーコードが録音用二次元バーコードか再生用
二次元バーコードかを判別することができない。このため、制御装置２０３は、音声デー
タが記録先にすでに記録されているか否かをデータ記録サーバー４００に問い合わせるこ
とによって、端末の操作者が今から音声データを録音しようとしているのか、再生しよう
としているのかを判断する必要がある。
【００３５】
　図６に示す録音受付画面には、記録先表示欄６ａが配置されており、制御装置２０３は
、該記録先表示欄６ａに、録音用二次元バーコードに基づいて特定した配信対象の音声デ
ータの記録先を特定するための情報を表示する。図６に示す例では、データ記録サーバー
４００上の記録先がＵＲＬにより表されている。また、録音受付画面の下部には、「押し
たまま話す」ボタン６ｂ、「音楽添付」ボタン６ｃ、「タイトル入力」ボタン６ｄが配置
されている。
【００３６】
　送り主は、録音受付画面上の案内に従って、「押したまま話す」ボタン６ｂにタッチし
、タッチしたままの状態で発話を行うことにより、メッセージを録音することができる。
制御装置２０３は、送り主によって「押したまま話す」ボタン６ｂがタッチされたことを
検出した場合には、マイク２０５からの音声入力の待ち受けを開始し、この待ち受けを「
押したまま話す」ボタン６ｂのタッチが終了するまで継続する。制御装置２０３は、マイ
ク２０５からの音声入力が開始されたことを検出した場合には、入力された音声信号をデ
ジタル信号に変換し、変換後の音声データをバッファメモリに一時的に記録する。
【００３７】
　また、送り主は、「音楽添付」ボタン６ｃにタッチすることにより、録音したメッセー
ジに音楽データを添付することができる。制御装置２０３は、送り主によって「音楽添付
」ボタン６ｃがタッチされたことを検出した場合には、添付する音楽データを選択するた
めの音楽選択画面を表示し、該音楽選択画面上で受け付けた選択結果に基づいて、添付す
る音楽データを特定する。ここで添付する音楽データは、インターネットを介して取得可
能な音楽データでもよいし、データ記録用端末２００に記録されている音楽データでもよ
い。
【００３８】
　さらに、送り主は、「タイトル入力」ボタン６ｄにタッチすることにより、録音したメ
ッセージにタイトルを付すことができる。制御装置２０３は、送り主によって「タイトル
入力」ボタン６ｄがタッチされたことを検出した場合には、送り主によるタイトルの入力
を受け付けるためのタイトル入力画面を表示し、該タイトル入力画面上で入力された文字
データをタイトルとして特定する。
【００３９】
　また、録音受付画面の上部には、「キャンセル」ボタン６ｅが配置されている。制御装
置２０３は、送り主によって「キャンセル」ボタン６ｅがタッチされたことを検出した場
合には、録音処理を中止して、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。
【００４０】
　制御装置２０３は、送り主によってメッセージが録音された場合には、図７に示す登録
確認画面をタッチパネル２０１へ表示する。登録確認画面には、「再生を確認する」ボタ
ン７ａと、「録音をやり直す」ボタン７ｂと、「登録する」ボタン７ｃとが配置されてい
る。
【００４１】
　「再生を確認する」ボタン７ａは、送り主が録音受付画面で録音したメッセージの内容
確認を指示するためのボタンである。制御装置２０３は、送り主によって「再生を確認す
る」ボタン７ａがタッチされたことを検出した場合には、バッファメモリに記録してある
音声データをスピーカー２０６を介して出力する。これにより送り主は、録音したメッセ
ージの内容を確認することができる。
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【００４２】
　「録音をやり直す」ボタン７ｂは、録音受付画面で録音したメッセージを破棄して改め
てメッセージを録音するように指示するためのボタンである。制御装置２０３は、送り主
によって「録音をやり直す」ボタン７ｂがタッチされたことを検出した場合には、バッフ
ァメモリに記録してある音声データを削除して、画面表示を図６に示した録音受付画面に
戻す。これにより送り主は、メッセージを改めて録音することができる。
【００４３】
　「登録する」ボタン７ｃは、録音受付画面で録音したメッセージの音声データをデータ
記録サーバー４００へアップロードして登録するように指示するためのボタンである。制
御装置２０３は、送り主によって「登録する」ボタン７ｃがタッチされたことを検出した
場合には、バッファメモリに記録してある音声データを読み出して、上述したように録音
用二次元バーコードに基づいて特定した音声データの記録先にアップロードする。これに
より、送り主によって録音されたメッセージの音声データがデータ記録サーバー４００の
所定のフォルダにアップロードされて登録される。
【００４４】
　なお、送り主がメッセージに音楽データの添付を行った場合や、メッセージにタイトル
を付した場合には、制御装置２０３は、これらのデータも音声データに関連付けてデータ
記録サーバー４００へアップロードする。
【００４５】
　また、登録確認画面の上部には、「キャンセル」ボタン７ｄが配置されている。制御装
置２０３は、送り主によって「キャンセル」ボタン７ｄがタッチされたことを検出した場
合には、録音処理を中止して、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。
【００４６】
　制御装置２０３は、音声データをデータ記録サーバー４００へアップロードした後には
、画面の表示を図８に示す登録完了画面に切り替える。登録完了画面には、図６に示した
録音受付画面と同様に記録先表示欄８ａが配置されており、制御装置２０３は、該記録先
表示欄８ａに、音声データのアップロード先を特定するための情報を表示する。また、登
録完了画面には、「閉じる」ボタン８ｂが配置されており、制御装置２０３は、送り主に
よって「閉じる」ボタン８ｂがタッチされたことを検出した場合には、登録完了画面と閉
じて、データ配信用アプリの実行を終了する。これにより、送り主による録音用二次元バ
ーコードを使用した音声データの登録は完了する。
【００４７】
　送り主は、音声データをデータ記録サーバー４００に登録した場合には、登録に用いた
録音用二次元バーコードに対応する再生用二次元バーコードが印字された再生用シール２
ｃ、すなわち登録に用いた録音用二次元バーコードが印字された録音用シール２ｂと同じ
台紙２ａに貼られている再生用シール２ｃを送付物に貼り付けて受取人に宛てて送付する
。これを受け取った受取人は、再生用シール２ｃに印字されている録音用二次元バーコー
ドをデータ再生用端末３００を操作して読み取ることにより、送り主からのメッセージを
聞くことができる。
【００４８】
　図９は、本実施の形態におけるデータ記録用端末２００で実行される処理の流れを示す
フローチャートである。図９に示す処理は、送り主によってタッチパネル２０１が操作さ
れて、データ配信用アプリの実行が指示されると起動するプログラムとして、制御装置２
０３によって実行される。
【００４９】
　ステップＳ１０において、制御装置２０３は、図４に示したスキャン画面をタッチパネ
ル２０１上に表示して、ステップＳ２０へ進む。
【００５０】
　ステップＳ２０では、制御装置２０３は、「カメラでスキャン」ボタン４ａまたは「ア
ルバムからスキャン」ボタン４ｂがタッチされることにより、二次元バーコードのスキャ
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ンが指示されたか否かを判断する。ステップＳ２０で肯定判断した場合には、ステップＳ
２１へ進む。
【００５１】
　ステップＳ２１では、制御装置２０３は、ステップＳ２０で検出したスキャン指示が「
カメラでスキャン」ボタン４ａがタッチされることにより行われたものであるかを判断す
る。ステップＳ２１で否定判断した場合には、ステップＳ３１へ進む。
【００５２】
　ステップＳ３１では、制御装置２０３は、上述したように、データ記録用端末２００が
備えるアルバム機能を起動して、記録されている画像データを一覧表示する。そして、表
示した画像データの中からあらかじめ録音用二次元バーコードが撮影された画像データの
選択を受け付け、選択された画像データをバッファメモリに読み込むことにより、録音用
二次元バーコードが撮影された画像データを取得する。その後、後述するステップＳ７０
へ進む。
【００５３】
　これに対して、ステップＳ２１で肯定判断した場合には、ステップＳ３０へ進む。ステ
ップＳ３０では、制御装置２０３は、図５に示した撮影画面をタッチパネル２０１上に表
示して、ステップＳ４０へ進む。
【００５４】
　ステップＳ４０では、制御装置２０３は、撮影画面上で「キャンセル」ボタン５ｃがタ
ッチされたか否かを判断する。ステップＳ４０で肯定判断した場合には、ステップＳ１０
へ戻り、制御装置２０３は、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。これに対して
、ステップＳ４０で否定判断した場合には、ステップＳ５０へ進む。
【００５５】
　ステップＳ５０では、制御装置２０３は、カメラ２０７を利用した録音用二次元バーコ
ードの撮影条件が成立したか否かを判断する。制御装置２０３は、例えば、上述したよう
にスルー画における二次元バーコードの大きさが所定の大きさ以上となったとき、あるい
は送り主が画像表示枠５ａ内をタッチすることにより撮影が指示されたとき等、あらかじ
め設定された条件を満たしたときに、撮影条件が成立したと判断する。ステップＳ５０で
否定判断した場合には、ステップＳ４０へ戻る。これに対して、ステップＳ５０で肯定判
断した場合には、ステップＳ６０へ進む。
【００５６】
　ステップＳ６０では、制御装置２０３は、カメラ２０７を制御して撮影を行うことによ
り、録音用二次元バーコードを撮影した画像データを取得する。これにより録音用二次元
バーコードの読み取りが行われる。その後、ステップＳ７０へ進む。
【００５７】
　ステップＳ７０では、制御装置２０３は、ステップＳ３１またはＳ６０で取得した録音
用二次元バーコードが映っている画像データを画像処理して、その録音用二次元バーコー
ドに含まれる情報を取得することにより、上述した配信対象の音声データの記録先を特定
する。その後、ステップＳ８０へ進む。
【００５８】
　ステップＳ８０では、制御装置２０３は、図６に示した録音受付画面をタッチパネル２
０１上に表示して、ステップＳ９０へ進む。
【００５９】
　ステップＳ９０では、制御装置２０３は、録音受付画面上で「キャンセル」ボタン６ｅ
がタッチされたか否かを判断する。ステップＳ９０で肯定判断した場合には、ステップＳ
１０へ戻り、制御装置２０３は、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。これに対
して、ステップＳ９０で否定判断した場合には、ステップＳ１００へ進む。
【００６０】
　ステップＳ１００では、制御装置２０３は、送り主によって「押したまま話す」ボタ６
ｂがタッチされて、マイク２０５を介してメッセージの音声データが入力され、その録音
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が完了したか否かを判断する。ステップＳ１００で否定判断した場合には、ステップＳ９
０へ戻る。これに対して、ステップＳ１００で肯定判断した場合には、ステップＳ１１０
へ進む。
【００６１】
　ステップＳ１１０では、制御装置２０３は、入力された音声信号をデジタル信号に変換
し、変換後の音声データをバッファメモリに一時的に記録する。その後、ステップＳ１２
０へ進む。
【００６２】
　ステップＳ１２０では、制御装置２０３は、送り主によって「音楽添付」ボタン６ｃが
タッチされることにより、音声データへの音楽データの添付が指示され、上述した音楽選
択画面上で添付する音楽データの選択を受け付けたか否かを判断する。ステップＳ１２０
で否定判断した場合には、後述するステップＳ１４０へ進む。これに対して、ステップＳ
１２０で肯定判断した場合には、ステップＳ１３０へ進む。
【００６３】
　ステップＳ１３０では、制御装置２０３は、ステップＳ１２０で受け付けた選択結果に
基づいて、音声データに添付する音楽データを特定する。その後、ステップＳ１４０へ進
む。
【００６４】
　ステップＳ１４０では、制御装置２０３は、送り主は、「タイトル入力」ボタン６ｄが
タッチされることにより、音声データへのタイトルの付与が指示され、上述したタイトル
入力画面上でタイトルの入力を受け付けたか否かを判断する。ステップＳ１４０で否定判
断した場合には、後述するステップＳ１６０へ進む。これに対して、ステップＳ１４０で
肯定判断した場合には、ステップＳ１５０へ進む。
【００６５】
　ステップＳ１５０では、制御装置２０３は、ステップＳ１４０で入力を受け付けた文字
データを音声データに付するタイトルとして特定する。その後、ステップＳ１６０へ進む
。
【００６６】
　ステップＳ１６０では、制御装置２０３は、図７に示した登録確認画面をタッチパネル
２０１上に表示して、ステップＳ１７０へ進む。
【００６７】
　ステップＳ１７０では、制御装置２０３は、登録確認画面上で「キャンセル」ボタン７
ｄがタッチされたか否かを判断する。ステップＳ１７０で肯定判断した場合には、ステッ
プＳ１０へ戻り、制御装置２０３は、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。これ
に対して、ステップＳ１７０で否定判断した場合には、ステップＳ１８０へ進む。
【００６８】
　ステップＳ１８０では、制御装置２０３は、登録確認画面上で「再生を確認する」ボタ
ン７ａがタッチされたか否かを判断する。ステップＳ１８０で否定判断した場合には、後
述するステップＳ２００へ進む。これに対して、ステップＳ１８０で肯定判断した場合に
は、ステップＳ１９０へ進む。
【００６９】
　ステップＳ１９０では、制御装置２０３は、バッファメモリに記録してある音声データ
をスピーカー２０６を介して出力することにより、送り主が録音したメッセージを再生す
る。その後、ステップＳ２００へ進む。
【００７０】
　ステップＳ２００では、制御装置２０３は、「録音をやり直す」ボタン７ｂがタッチさ
れたか否かを判断する。ステップＳ２００で肯定判断した場合には、ステップＳ８０へ戻
り、タッチパネル２０１上の画面表示を図６に示した録音受付画面に切り替える。これに
対して、ステップＳ２００で否定判断した場合には、ステップＳ２１０へ進む。
【００７１】
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　ステップＳ２１０では、制御装置２０３は、登録確認画面上「登録する」ボタン７ｃが
タッチされたか否かを判断する。ステップＳ２１０で否定判断した場合には、ステップＳ
１７０へ戻る。これに対して、ステップＳ２１０で肯定判断した場合には、ステップＳ２
２０へ進む。
【００７２】
　ステップＳ２２０では、制御装置２０３は、上述したように、バッファメモリに記録し
てある音声データを読み出して、録音用二次元バーコードに基づいて特定した音声データ
の記録先にアップロードする。その後、ステップＳ２３０へ進む。
【００７３】
　ステップＳ２３０では、制御装置２０３は、図８に示した登録完了画面をタッチパネル
２０１上に表示して、ステップＳ２４０へ進む。
【００７４】
　ステップＳ２４０では、制御装置２０３は、登録完了画面で「閉じる」ボタン８ｂがタ
ッチされたか否かを判断する。ステップＳ２４０で肯定判断した場合には、処理を終了す
る。
【００７５】
　次に、データ再生用端末３００による処理について説明する。図１０は、本実施の形態
におけるデータ再生用端末３００として、スマートフォンを用いた場合の一実施の形態の
構成を示すブロック図である。データ記録用端末３００は、タッチパネル３０１と、通信
モジュール３０２と、制御装置３０３と、メモリスロット３０４と、マイク３０５と、ス
ピーカー３０６と、カメラ３０７とを備えている。なお、データ再生用端末３００を構成
するタッチパネル３０１と、通信モジュール３０２と、制御装置３０３と、メモリスロッ
ト３０４と、マイク３０５と、スピーカー３０６と、カメラ３０７とは、データ記録用端
末２００を構成するタッチパネル２０１と、通信モジュール２０２と、制御装置２０３と
、メモリスロット２０４と、マイク２０５と、スピーカー２０６と、カメラ２０７と同一
のため、ここでは説明を省略する。
【００７６】
　本実施の形態では、データ再生用端末３００にも、データ配信システム１０を利用する
ために必要な機能を備えたアプリケーションとして、データ記録用端末２００にインスト
ールされているデータ配信用アプリがインストールされている。データ再生用端末３００
の使用者である受取人は、再生用二次元バーコードが貼られた送付物を受け取った場合に
は、このデータ配信用アプリを起動して表示される画面の案内に従って、再生用二次元バ
ーコードを撮影し、送り主からの音声メッセージを聞くことができる。
【００７７】
　図１１～図１３は、データ配信用アプリを利用して音声メッセージを再生する際に、タ
ッチパネル３０１上に表示される一連の画面の例を示す図である。なお、図４に示したス
キャン画面と、図５に示した撮影画面は、上述した画面と同じである。以下、図４、図５
、及び図１１～図１３を用いて、受取人が音声メッセージを再生するための処理について
説明する。なお、各画面を表示するための処理は、制御装置３０３によって実行される。
【００７８】
　制御装置３０３は、データ再生用端末３００上でデータ配信用アプリが起動されると、
図４で上述したキャン画面をタッチパネル３０１上に表示する。制御装置３０３は、スキ
ャン画面上で受取人によって「アルバムからスキャン」ボタン４ｂがタッチされたことを
検出した場合には、データ再生用端末３００が備えるアルバム機能を起動して、フラッシ
ュメモリにあらかじめ記録されている画像データを一覧表示する。
【００７９】
　制御装置３０３は、表示した画像データの中から、あらかじめ再生用二次元バーコード
が撮影された画像データの選択を受け付け、その画像データを画像処理して、その再生用
二次元バーコードに含まれる情報を取得する。これにより、送り主からの音声メッセージ
の音声データの記録先を特定するための情報が取得される。
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【００８０】
　一方、制御装置３０３は、受取人によって「カメラでスキャン」ボタン４ａがタッチさ
れたことを検出した場合には、図５に示す二次元バーコードを読み取るための撮影画面を
表示する。撮影画面上での受取人による操作、および制御装置３０３による処理の内容は
、録音用二次元バーコードを撮影する際の処理と同様のため、説明を省略する。
【００８１】
　制御装置３０３は、カメラ３０７によって二次元バーコードの画像データが取得するこ
とにより再生用二次元バーコードの読み取りを行った場合には、該画像データを画像処理
して、その再生用二次元バーコードに含まれる情報を取得する。これにより、制御装置３
０３は、送り主によって録音されたメッセージの音声データの記録先を特定することがで
きる。
【００８２】
　制御装置３０３は、音声データの記録先を特定した場合には、タッチパネル２０１上の
画面を、図１１に示す再生画面に切り替える。図１１に示す再生画面には、記録先表示欄
１１ａが配置されており、制御装置３０３は、該記録先表示欄１１ａに、再生用二次元バ
ーコードに基づいて特定した音声データの記録先を特定するための情報を表示する。図１
１に示す例では、データ記録サーバー４００上の記録先がＵＲＬにより表されている。ま
た、再生画面の上部には、「キャンセル」ボタン１１ｂが配置されており、制御装置３０
３は、この「キャンセル」ボタン１１ｂがタッチされたことを検出した場合には、画面表
示を図４に示したスキャン画面に切り替える。
【００８３】
　再生画面には、さらに再生ボタン１１ｃが配置されている。受取人は、この再生ボタン
１１ｃにタッチすることにより、送り主からの音声メッセージを再生するように指示する
ことができる。制御装置３０３は、再生ボタン１１ｃがタッチされたことを検出した場合
には、再生用二次元バーコードに基づいて特定したデータ記録サーバー４００の音声デー
タの記録先から音声データをダウンロードし、スピーカー３０６を介して音声を出力する
。これによって、送り主が送付物に添えて記録したメッセージを受取人は聞くことができ
る。
【００８４】
　なお、上述したように、送り主によって音声データに音楽データが添付されている場合
には、制御装置３０３は、データ記録サーバー４００上で音声データに関連付けて記録さ
れている音楽データもダウンロードし、音声データとともに再生することにより、送り主
のメッセージにバックミュージックを流すことができる。また、送り主によって音声デー
タにタイトルが付されている場合には、制御装置３０３は、データ記録サーバー４００上
で音声データに関連付けて記録されているタイトルの文字データもダウンロードし、例え
ば図１２に示すタイトル文字列１２ａのように再生画面上に表示する。
【００８５】
　本実施の形態では、制御装置３０３は、音声データの再生を開始した場合には、図１３
に示すように、再生画面上の再生ボタン１１ｃを一時停止ボタン１３ａに変更する。制御
装置３０３は、音声データの再生中に一時停止ボタン１３ａがタッチされたことを検出し
た場合には、音声データの再生を停止するとともに、一時停止ボタン１３ａを再生ボタン
１１ｃに戻す。制御装置３０３は、音声データの一時停止中に再生ボタン１１ｃがタッチ
されたことを検出した場合には、音声データの一時停止を解除して再生を再開するととも
に、再生ボタン１１ｃを一時停止ボタン１３ａに戻す。また、制御装置３０３は、音声デ
ータの再生中は、図１３に示す進捗バー１３ｂを表示して、音声データの再生がどこまで
進んだかを表示する。
【００８６】
　図１４は、本実施の形態におけるデータ再生用端末３００で実行される処理の流れを示
すフローチャートである。図１４に示す処理は、受取人によってタッチパネル２０１が操
作されて、データ配信用アプリの実行が指示されると起動するプログラムとして、制御装
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置３０３によって実行される。なお、図１４においては、上述した図９と同一の処理につ
いては同じ符号を付与して説明を省略し、図９との相違点を中心に説明する。
【００８７】
　ステップＳ３１０において、制御装置３０３は、図１１に示した再生画面をタッチパネ
ル２０１上に表示する。その後、ステップＳ３２０へ進む。
【００８８】
　ステップＳ３２０では、制御装置３０３は、再生画面上で「キャンセル」ボタン１１ｂ
がタッチされたか否かを判断する。ステップＳ３２０で肯定判断した場合には、ステップ
Ｓ１０へ戻り、制御装置３０３は、画面表示を図４に示したスキャン画面に戻す。これに
対して、ステップＳ３２０で否定判断した場合には、ステップＳ３３０へ進む。
【００８９】
　ステップＳ３３０では、制御装置３０３は、再生画面上で再生ボタン１１ｃがタッチさ
れたことにより音声データの再生が指示されたか否かを判断する。ステップＳ３３０で否
定判断した場合には、ステップＳ３２０へ戻る。これに対して、ステップＳ３３０で肯定
判断した場合には、ステップＳ３４０へ進む。
【００９０】
　ステップＳ３４０では、制御装置３０３は、再生用二次元バーコードに基づいて特定し
たデータ記録サーバー４００の音声データの記録先から音声データをダウンロードし、ス
ピーカー３０６を介して音声を出力することにより、送り主のメッセージを再生する。こ
のとき、制御装置３０３は、上述したように、再生画面上の再生ボタン１１ｃを一時停止
ボタン１３ａに変更するとともに、進捗バー１３ｂを表示する。その後、ステップＳ３５
０へ進む。
【００９１】
　ステップＳ３５０では、制御装置３０３は、再生画面上で一時停止ボタン１３ａがタッ
チされたことにより音声データの再生の一時停止が指示されたか否かを判断する。ステッ
プＳ３５０で肯定判断した場合には、ステップＳ３６０へ進み、制御装置３０３は、再生
中の音声データを一時停止させて、ステップＳ３３０へ戻る。これに対して、ステップ３
５０で否定判断した場合には、ステップＳ３７０へ進む。
【００９２】
　ステップＳ３７０では、制御装置３０３は、音声データの再生が完了したか否かを判断
する。ステップＳ３７０で否定判断した場合には、ステップＳ３５０へ戻る。これに対し
て、ステップＳ３７０で肯定判断した場合には、処理を終了する。
【００９３】
　次に、図４に示したスキャン画面上で「履歴」ボタン４ｅがタッチされた場合に表示さ
れる履歴画面について説明する。なお、ここでは、データ記録用端末２００上で履歴画面
を表示する場合について説明するが、データ再生用端末３００上で履歴画面を表示する場
合も処理内容は同じである。
【００９４】
　制御装置２０３は、スキャン画面上で「履歴」ボタン４ｅがタッチされたことを検出し
た場合には、図１５に示す履歴画面をタッチパネル２０１上に表示する。制御装置２０３
は、履歴画面上では「履歴」ボタン４ｅを選択状態とする。
【００９５】
　履歴画面上には、履歴一覧表示欄１５ａが配置されており、制御装置２０３は、該履歴
一覧表示欄１５ａ内に、過去の音声データのアップロード履歴として、音声データをアッ
プロードした日時の情報と記録先の情報とを関連付けた履歴データを一覧表示する。これ
らの履歴データは、フラッシュメモリに記録されているものとする。なお、データ再生用
端末３００では、制御装置３０３は、履歴一覧表示欄１５ａ内に、過去の音声データのダ
ウンロード履歴として、音声データをダウンロードした日時の情報と記録先の情報とを関
連付けた履歴データを一覧表示することになる。
【００９６】
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　制御装置２０３は、履歴一覧表示欄１５ａ内からいずれかの履歴データがタッチされて
選択された状態で、「確定」ボタン１５ｂがタッチされたことを検出した場合には、その
履歴データに対応する音声データをデータ記録サーバー４００からダウンロードして再生
する。このときの再生処理としては、図１４で上述したステップＳ３１０～Ｓ３７０の処
理を実行すればよい。
【００９７】
　ここで、データ記録サーバー４００の構成について説明する。図１６は、本実施の形態
におけるデータ記録サーバー４００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。デー
タ記録サーバー４００は、操作部材４０１と、接続ＩＦ４０２と、制御装置４０３と、記
録装置４０４と、モニタ４０５とを備えている。
【００９８】
　操作部材４０１は、データ記録サーバー４００の操作者によって操作される種々の装置
、例えばキーボードやマウスを含む。
【００９９】
　接続ＩＦ４０２は、データ記録サーバー４００をインターネットやＬＡＮ等の通信回線
に接続するためのインターフェースであり、例えば、インターネットに有線で接続するた
めの有線接続モジュールや、インターネットに無線で接続するための無線接続モジュール
などが用いられる。本実施の形態におけるデータ記録サーバー４００は、この接続ＩＦ４
０２を介してデータ記録用端末２００やデータ再生用端末３００と通信を行う。
【０１００】
　制御装置４０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、デー
タ記録サーバー４００の全体を制御する。なお、制御装置４０３を構成するメモリは、例
えばＳＤＲＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時に
プログラムを展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッファ
メモリとして使用される。例えば、接続ＩＦ４０２を介して読み込まれたデータは、バッ
ファメモリに一時的に記録される。
【０１０１】
　記録装置４０４は、データ記録サーバー４００が蓄える種々のデータや、制御装置４０
３が実行するためのプログラムのデータ等を記録するための記録装置であり、例えばＨＤ
Ｄ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ
）等が用いられる。なお、記録装置４０４に記録されるプログラムのデータは、ＣＤ－Ｒ
ＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録されて提供されたり、ネットワークを介して
提供され、使用者が取得したプログラムのデータを記録装置４０４にインストールするこ
とによって、制御装置４０３がプログラムを実行できるようになる。
【０１０２】
　モニタ４０５は、例えば液晶モニタであって、制御装置４０３から出力される種々の表
示用データが表示される。
【０１０３】
　制御装置４０３は、データ記録用端末２００から音声データを受信した場合には、これ
を記録装置４０４に記録する。このとき、制御装置４０３は、上述した録音用二次元バー
コードおよび再生用二次元バーコードにより特定される記録先に対応するフォルダ内に記
録する。なお、記録先のフォルダは、データのアップロード時にデータ記録用端末２００
から指示されるようにしてもよいし、あらかじめ録音用二次元バーコードおよび再生用二
次元バーコードにより特定される記録先を設定しておくようにしてもよい。
【０１０４】
　以上説明した第１の実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）データ記録用端末２００では、制御装置２０３は、データ記録用の二次元バーコー
ドを読み取り、データ記録者である送り主から配信用データとしてメッセージの音声デー
タの入力を受け付け、データ記録用の二次元バーコードに基づいて、音声データの記録先
を特定し、特定した記録先に音声データを送信してアップロードするようにした。また、
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データ再生用端末３００では、制御装置３０３は、データ再生用の二次元バーコードを読
み取り、読み取ったデータ再生用の二次元バーコードに基づいて、音声データの記録先を
特定し、特定した記録先から音声データをダウンロードして取得し、再生するようにした
。このように、データ記録用の二次元バーコードとデータ再生用の二次元バーコードは、
それぞれ音声データの記録先を特定するための情報とすればよいため、データ記録用端末
２００やデータ再生用端末３００、データ記録サーバー４００のコマンド実行環境に左右
されず、汎用性の高いシステムを実現することができる。
【０１０５】
（２）データ記録用端末２００では、制御装置２０３は、撮影画面上で録音用二次元バー
コードを読み取った場合には、録音受付画面をタッチパネル２０１上に表示するようにし
、この録音受付画面上で送り主による音声メッセージの入力を受け付けるようにした。こ
れによって、録音用二次元バーコードが撮影された後に、画面を録音受付画面に切り替え
て、送り主に対してメッセージの発話を促すことができる。
【０１０６】
（３）データ再生用端末３００では、制御装置３０３は、音声データをダウンロードした
ときには、該音声データをスピーカー３０６を介して出力するようにした。これによって
、受取人は、送り主からの音声メッセージを聞くことができる。
【０１０７】
（４）配信用データは、送り主が発話により入力した音声データであるようにした。これ
によって、送り主は、郵便物や宅配物などの送付物を送付する際に、受取人に対して音声
によるメッセージを贈ることができる。例えば、受取人にお祝いの品を贈る場合には、さ
らにお祝いのメッセージを音声で伝えることができる。また、受取人に御礼の品を贈る場
合には、さらに御礼の言葉を音声で伝えることができる。
【０１０８】
（５）シールセットにおいては、同一の台紙２ａに貼り付けられている録音用二次元バー
コードと再生用二次元バーコードとは、それぞれをセットとして識別可能とするために関
連付けが行われているようにした。これにより、録音用二次元バーコードを利用してデー
タ記録サーバー４００にアップロードした音声データを、送付物に貼り付けられた再生用
二次元バーコードを利用してダウンロードし、再生することができる。
【０１０９】
（６）録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードの関連付けは、配信対象の音声
データの記録先を特定するための記録先特定情報を二次元バーコード化したものを録音用
二次元バーコード、および再生用二次元バーコードとして、両者を同一の内容とすること
により行うようにした。これによって、録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコー
ドのいずれによっても音声データの記録先を特定することができる。
【０１１０】
（７）録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードは、図２に示したシールセット
によって提供されるようにした。これによって、関連付けを行った録音用二次元バーコー
ドと再生用二次元バーコードとを利用者に対して容易に提供することができる。また、シ
ールセットは、郵便物や宅配物の集荷を受け付けている店舗、例えばコンビニエンススト
アやその他店舗で販売するようにすれば、利用者は容易に入手することができるため、シ
ステムの利用を活性化させることができる。
【０１１１】
―第２の実施の形態―
　上述した第１の実施の形態では、図２に示したように、録音用二次元バーコードと再生
用二次元バーコードとの組で構成されるシールセットを用いて、音声データの記録（録音
）と読み出し（再生）を行う例について説明した。これに対して、第２の実施の形態では
、データ記録用とデータ読み出し用として、１つの共通の二次元バーコードを用いる例に
ついて説明する。すなわち、第２の実施の形態では、１つの二次元バーコードがデータ記
録用とデータ読み出し用の２つの役割を果たし、この１つの二次元バーコードを用いて音
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声、動画、静止画といったコンテンツデータを記録したり読み出したりする方法について
説明する。なお、第２の実施の形態において、上述した図１、図３～図１６は、第１の実
施の形態と同様のため、説明を省略する。
【０１１２】
　第２の実施の形態では、結構披露宴において、新郎新婦と招待客とが二次元バーコード
を使用してコンテンツデータの記録及び再生をする例を用いて、処理の詳細を説明する。
まず、新郎新婦は、データ記録・再生用の二次元バーコードを入手する。このデータ記録
・再生用の二次元バーコードは、第１の実施の形態における録音用二次元バーコードや再
生用二次元バーコードと同様に、配信対象のコンテンツデータの記録先を特定するための
記録先特定情報を二次元バーコード化したものである。なお、データ記録・再生用の二次
元バーコードは、インターネット上でダウンロード販売することにより、新郎新婦があら
かじめ入手できるようにする。新郎新婦は、ダウンロードした二次元バーコードを披露宴
の招待状や座席票等に印刷することにより、招待客に配布することができる。
【０１１３】
　第２の実施の形態では、データ記録用端末２００とデータ再生用端末３００とを区別す
る必要がないため、ここでは、新郎新婦と招待客は、ともに図３に示したデータ記録用端
末２００を所持するものとして説明するが、新郎新婦と招待客は、ともに図１０に示した
データ再生用端末３００を所持するものとしてもよい。なお、第２の実施の形態における
データ記録用端末２００にも、データ配信用アプリがあらかじめインストールされている
。このデータ配信用アプリは、第１の実施の形態で上述したデータ配信用アプリとは一部
の仕様が異なり、第２の実施の形態における処理を実行するための仕様となっている。以
下では、その相違点を中心に説明する。
【０１１４】
　新郎新婦は、入手したデータ記録・再生用の二次元バーコードを用いて、招待客に宛て
たコンテンツデータを記録する。ここでは、例えば新郎新婦が招待客に宛てたメッセージ
を録音した音声データやメッセージを録画した動画データが想定される。このために、ま
ず、新郎新婦は、第１の実施の形態と同様に、データ配信用アプリを起動して表示される
図４、図５の画面の案内に従って、録音用二次元バーコードを撮影する。これにより制御
装置２０３は、配信対象の音声データの記録先を特定することができる。
【０１１５】
　制御装置２０３は、特定した記録先に既にコンテンツデータが記録されていないかをデ
ータ記録サーバー４００へ問い合わせる。問い合わせの結果、コンテンツデータが記録先
に記録されていない場合には、制御装置２０３は、新郎新婦による該データ記録・再生用
の二次元バーコードを用いたコンテンツデータの記録を受け付けるために、タッチパネル
２０１上の画面を、コンテンツデータの記録を受け付けるための画面に切り替える。例え
ば、制御装置２０３は、新郎新婦に対して記録するコンテンツデータの種別（音声、動画
、または静止画）の選択を促し、選択された種別に応じた記録受付画面を表示すればよい
。これにより、コンテンツデータの種別が音声データである場合には、制御装置２０３は
、タッチパネル２０１上の画面を、図６に示した録音受付画面に切り替える。
【０１１６】
　一方、問い合わせの結果、コンテンツデータが記録先にすでに記録されている場合には
、制御装置２０３は、記録先に追加でコンテンツデータを記録するか、記録先に記録され
ているコンテンツデータをダウンロードして再生するかを新郎新婦に問い合わせ、新郎新
婦による応答結果に応じた処理を行う。なお、この問い合わせは、例えば、タッチパネル
２０１上に追加記録か再生かを選択させるためのボタンを表示し、新郎新婦によってどち
らのボタンが選択されたかを特定することにより行えばよい。
【０１１７】
　なお、コンテンツデータが音声データである場合には、図６～図８に示した画面上での
データの記録処理、および図１１～図１３に示した画面上でのデータの再生処理は、第１
の実施の形態と同様のため、説明を省略する。また、コンテンツデータが動画データや静
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止画データである場合には、静止画や動画の撮影や再生方法は、公知の方法を用いればよ
いため、ここでの説明は省略する。
【０１１８】
　新郎新婦は、上記のように来客者に向けたメッセージのコンテンツデータをデータ記録
サーバー４００に記録した後は、その記録先を特定するためのデータ記録・再生用の二次
元バーコードを披露宴の招待状に印字して招待客へ送付する。これにより招待状を受け取
った招待客は、データ記録用端末２００上でデータ配信用アプリを起動して、招待状に印
字されているデータ記録・再生用の二次元バーコードを読み取ることにより、新郎新婦か
らのメッセージが記録されたコンテンツデータをダウンローとして再生することができる
。
【０１１９】
　なお、データ記録・再生用の二次元バーコードを用いたコンテンツデータの再生処理は
以下のようになる。なお、ここでは、第１の実施の形態における再生用二次元バーコード
を用いた音声データの再生処理と同様の処理については説明を省略し、相違点を中心に説
明する。
【０１２０】
　本実施の形態では、招待客が所持するデータ記録用端末２００の制御装置２０３は、招
待状に印字されているデータ記録・再生用の二次元バーコードを読み取った場合には、読
み取ったデータ記録・再生用の二次元バーコードに基づいて、配信対象の音声データの記
録先を特定する。
【０１２１】
　そして、制御装置２０３は、特定した録先に既にコンテンツデータが記録されていない
かをデータ記録サーバー４００へ問い合わせる。問い合わせの結果、コンテンツデータが
記録先に記録されている場合には、制御装置２０３は、記録先に追加でコンテンツデータ
を記録するか、記録先に記録されているコンテンツデータをダウンロードして再生するか
を招待客に問い合わせる。その結果、コンテンツデータをダウンロードして再生するよう
に指示された場合には、制御装置２０３は、特定した記録先に記録されているコンテンツ
データをダウンロードし、ダウンロードしたコンテンツデータのファイル形式に応じた再
生処理を実行する。例えば、コンテンツデータが音声データである場合には、制御装置２
０３は、図１１～図１３に示した音声再生用の画面を表示して音声データの再生を行う。
また、コンテンツデータが静止画データである場合には、不図示の静止画再生画面を表示
して静止画データの再生を行う。また、コンテンツデータが動画データである場合には、
不図示の動画再生画面を表示して動画データの再生を行う。
【０１２２】
　一方、招待客によってコンテンツデータを追加記録するように指示された場合、または
記録先にコンテンツデータが記録されていない場合には、制御装置２０３は、招待客によ
るコンテンツデータの記録を受け付けるために、タッチパネル２０１上の画面を、コンテ
ンツデータの記録を受け付けるための画面に切り替える。例えば、制御装置２０３は、招
待客に対して記録するコンテンツデータの種別（音声、動画、または静止画）の選択を促
し、選択された種別に応じた記録受付画面を表示すればよい。ここで受け付けたコンテン
ツデータは、データ記録・再生用の二次元バーコードに基づいて特定した記録先に記録さ
れる。これにより、招待客は、披露宴への招待を受けた新郎新婦に対して、事前にお祝い
のメッセージを贈ることができ、新郎新婦は、手元にあるデータ記録・再生用の二次元バ
ーコードを用いて、招待客からのお祝いのメッセージを受け取ることができる。なお、新
郎新婦が招待客からのお祝いのメッセージをデータ記録用端末２００を操作して再生する
方法については、上述した招待客による操作及び処理と同様のため、説明を省略する。
【０１２３】
　新郎新婦は、さらに、披露宴当日に招待客に配布する座席票にもデータ記録・再生用の
二次元バーコードを印字することができる。招待客は、座席票に印字されたデータ記録・
再生用の二次元バーコードを用いて、披露宴中に撮影した静止画データや動画データ、ま
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たは録音した音声データをデータ記録サーバー４００へアップロードして記録することが
できる。これにより、座席票に印字されたデータ記録・再生用の二次元バーコードにより
特定される記録先には、披露宴中に招待客によって撮影された静止画データや動画データ
、または録音した音声データが蓄積されていく。新郎新婦は、手元にあるデータ記録・再
生用の二次元バーコードを用いて、披露宴終了後に、披露宴の間に招待客によってアップ
ロードされたコンテンツデータを楽しむことができる。
【０１２４】
　このとき、披露宴の間に招待客によってアップロードされたコンテンツデータの再生を
披露宴当日の所定時間、例えば披露宴の終了時刻まで禁止するようにしてもよい。これに
より、新郎新婦は、招待客によってアップロードされたコンテンツデータを披露宴終了後
までのお楽しみとすることができる。
【０１２５】
　以上説明した第２の実施の形態によれば、新郎新婦と披露宴の招待客は、データ記録・
再生用の二次元バーコードによって特定される記録先を共有して、互いにコンテンツデー
タを記録し合い、お互いにコンテンツデータの再生を楽しむことができる。
【０１２６】
―変形例―
　なお、上述した実施の形態のデータ配信システムは、以下のように変形することもでき
る。
（１）上述した第１の実施の形態では、録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコー
ドの関連付けは、配信対象の音声データの記録先を特定するための記録先特定情報を二次
元バーコード化したものを録音用二次元バーコード、および再生用二次元バーコードとし
て、両者を同一の内容とすることにより行う例について説明した。しかしながら、録音用
二次元バーコードと再生用二次元バーコードの関連付け方法はこれに限定されない。例え
ば、配信対象の音声データの記録先を特定するための記録先特定情報に、所定桁数の異な
るデータをそれぞれ付与した情報を録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードと
すれば、両コードは異なるコードとなるが、記録先特定情報部分が共通しているため、こ
の共通部分を用いて関連付けを行うことができる。例えば、１０桁の記録先特定情報に５
桁のランダムコードを付加したものを二次元バーコード化することにより録音用二次元バ
ーコードと再生用二次元バーコードとを生成した場合には、コードの前半１０桁を関連付
け情報として用いれば、両者を関連付けすることができる。また、この場合は、記録先特
定情報に付加するコードとして、録音用、再生用を識別するためのコードを用いてもよい
。これにより、制御装置２０３や制御装置３０３は、二次元バーコードを読み取った段階
で、それが録音用二次元バーコードか再生用二次元バーコードかを識別することができる
。
【０１２７】
（２）上述した第１の実施の形態では、音声データの記録先を特定するための情報として
録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードを用いる例について説明した。また、
上述した第２の実施の形態では、コンテンツデータの記録先を特定するための情報として
データ記録・再生用の二次元バーコードを用いる例について説明した。しかしながら、二
次元バーコード以外の他の読み取り可能なデータをデータ記録用情報及びデータ再生用情
報として用いるようにしてもよい。例えば、二次元バーコードに代えて、記録先を示すバ
ーコードや文字情報などを用いてもよい。あるいは、二次元バーコードを印字したシール
に代えて、記録先を特定するための情報を記録したＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を用いてもよい。この場合、データ記録用端末
２００とデータ再生用端末３００には、これらから情報を読み出すための装置やアプリケ
ーションが必要となる。
【０１２８】
（３）上述した第１の実施の形態では、録音用シール２ｂと再生用シール２ｃには、それ
ぞれ録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードとを印字する例について説明した
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。しかしながら、それぞれのシールには、二次元バーコードとともに、他の情報も印字す
るようにしてもよい。例えば、録音用シール２ｂには、そのシールに印字されている二次
元バーコードが録音用二次元バーコードであることを送り主が把握できるようにするため
に、録音用二次元バーコードであることを示す文字、イラスト、図形なども印字するよう
にすればよい。また、再生用シール２ｃには、そのシールに印字されている二次元バーコ
ードが再生用二次元バーコードであることを送り主が把握できるようにするために、再生
用二次元バーコードであることを示す文字、イラスト、図形なども印字するようにすれば
よい。
【０１２９】
（４）上述した第１の実施の形態では、録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコー
ドは、図２に示したように、それぞれ録音用シール２ｂ、再生用シール２ｃの形でシール
セットとして提供される例について説明した。しかしながら、録音用二次元バーコードと
再生用二次元バーコードの提供形態はこれに限定されない。例えば、録音用二次元バーコ
ードは、送り主が読み取れればよく、送付物に貼り付ける必要がないため、シールとせず
に、台紙２ａに直接印字されていてもよい。また、再生用シール２ｃもシールとせずに、
送り主が送付物を送付する際に、一緒に受取人に届くものに印字しておいてもよい。例え
ば、送付物が郵便物である場合には、葉書や封筒にあらかじめ再生用二次元バーコードが
印字しておき、この再生用二次元バーコードを印字済みの葉書や封筒と、録音用二次元バ
ーコードを印字した紙媒体とをセットで提供するようにしてもよい。また、送付物が宅配
便である場合には、送り状や梱包用の箱や封筒にあらかじめ再生用二次元バーコードが印
字しておき、この再生用二次元バーコードを印字済みの送り状や梱包資材と、録音用二次
元バーコードを印字した紙媒体とをセットで提供するようにしてもよい。
【０１３０】
（５）上述した第１の実施の形態では、制御装置３０３は、カメラ３０７によって二次元
バーコードの画像データが取得された場合には、該画像データを画像処理して、その再生
用二次元バーコードに含まれる情報を取得することにより、音声データの記録先を特定し
、再生画面上で再生が指示されたときにデータ記録サーバー４００から音声データをダウ
ンロードする例について説明した。しかしながら、制御装置３０３は、音声データの記録
先を特定したタイミングでデータ記録サーバー４００から音声データをダウンロードして
バッファメモリに記録しておくようにしてもよい。この場合、制御装置３０３は、再生画
面上で再生が指示されたときには、ダウンロード済みの音声データを再生すればよい。
【０１３１】
（６）上述した第１の実施の形態では、送り主は、受取人へのメッセージを音声で入力し
、データ記録サーバー４００を介して受取人に伝える例について説明した。しかしながら
、メッセージを記録したデータは音声データに限定されない。例えば、メッセージを動画
データにより伝えてもよいし、静止画データにより伝えてもよい。動画データや静止画デ
ータとする場合は、送り主は、データ記録用端末２００のカメラ２０７を利用して撮影を
行って得た動画データや静止画データをデータ記録サーバー４００へアップロードすれば
よい。この場合、これを受信したデータ再生用端末３００では、制御装置３０３は、デー
タ記録サーバー４００からダウンロードしたデータの形式に応じた再生処理を行えばよい
。
【０１３２】
（７）上述した第１の実施の形態では、制御装置２０３は、録音受付画面をタッチパネル
２０１上に表示して、送り主にメッセージの発話を促し、ここで入力された音声データを
データ記録サーバー４００へアップロードする例について説明した。しかしながら、送り
主は、あらかじめメッセージを録音しておき、録音受付画面上で録音済みの音声データを
選択できるようにして、制御装置２０３は、選択された音声データをデータ記録サーバー
４００へアップロードするようにしてもよい。また、音声データに代えて動画データや静
止画データとしてメッセージを記録する場合も、あらかじめ撮影しておいた動画データや
静止画データの選択を受け付けてデータ記録サーバー４００へアップロードしてもよい。
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また、あらかじめ録音された音声データ、またはあらかじめ撮影された動画データや静止
画データは、制御装置２０３が備えるフラッシュメモリやメモリスロット２０４に挿入さ
れたメモリカードに記録しておいてもよいし、ネットワークを介して接続されている外部
のサーバーに記録おいてもよい。これは第２の実施の形態においても同様である。
【０１３３】
（８）上述した第１の実施の形態では、図２に示したように、シールセットの台紙２ａに
は、録音用二次元バーコードを印字した録音用シール２ｂと、再生用二次元バーコードを
印字した再生用シール２ｃとがそれぞれ１つずつ貼り付けられている例について説明した
。すなわち、１つの録音用二次元バーコードに対して、１つの再生用二次元バーコードが
関連付けられている例について説明した。しかしながら、１つの録音用二次元バーコード
に対して、複数の再生用二次元バーコードを関連付けるようにしてもよい。この場合、１
つの録音用二次元バーコードと、全ての再生用二次元バーコードのコード内容を同一にす
ることにより、１つの録音用二次元バーコードと複数の再生用二次元バーコードとを関連
付けるようにしてもよい。あるいは、１つの録音用二次元バーコードと、全ての再生用二
次元バーコードのコード内容を一部だけ一致させることにより、１つの録音用二次元バー
コードと複数の再生用二次元バーコードとを関連付けるようにしてもよい。
【０１３４】
　あるいは、録音用二次元バーコードと、再生用二次元バーコードとの関連付けは、外部
の関連付け情報を用いて行ってもよい。例えば、外部に用意したデータファイルを用いて
録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードとを関連付けてもよいし、外部に用意
したデータベースを用いて録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードとを関連付
けてもよい。この関連付けは、録音用二次元バーコードと再生用二次元バーコードとを利
用者に販売する前に、メーカーや販売会社が行うようにすればよい。なお、関連付け用の
データベースやデータファイルは、データ記録サーバー４００の記録装置４０４に記録し
ておき、制御装置４０３は、このデータベースやデータファイルを参照して、録音用二次
元バーコードと再生用二次元バーコードとを対応させればよい。
【０１３５】
　この場合に実行される処理の具体例について説明する。データ記録用端末２００では、
制御装置２０３は、音声データをアップロードする際に、読み取った録音用二次元バーコ
ードのコード情報も併せてデータ記録サーバー４００へ送信する。データ記録サーバー４
００では、制御装置４０３は、データ記録用端末２００から音声データと録音用二次元バ
ーコードのコード情報とを関連付けて記録装置４０４に記録する。データ再生用端末３０
０では、制御装置３０３は、読み取った再生用二次元バーコードのコード情報をデータ記
録用サーバー４００へ送信して音声データのダウンロードを要求する。データ記録サーバ
ー４００の制御装置４０３は、データ再生用端末３００から再生用二次元バーコードのコ
ード情報を受信した場合には、記録装置４０４に記録されているデータベースやデータフ
ァイルを参照して、受信した再生用二次元バーコードに関連付けられている録音用二次元
バーコードを特定する。そして、制御装置４０４は、特定した録音用二次元バーコードの
コード情報に関連付けられて記録されている音声データを特定し、これをダウンロード要
求があったデータ再生用端末３００へ送信する。
【０１３６】
（９）上述した第２の実施の形態では、データ記録・再生用の二次元バーコードは、イン
ターネット上でダウンロード販売され、新郎新婦は、ダウンロードによりあらかじめ入手
する例について説明した。しかしながら、データ記録・再生用の二次元バーコードの入手
方法はこれに限定されない。また、新郎新婦は、ダウンロードしたデータ記録・再生用の
二次元バーコードを披露宴の招待状や座席票等に印刷することにより、招待客に配布する
例について説明した。しかしながら、データ記録・再生用の二次元バーコードは、シール
に印紙して提供され、新郎新婦は、披露宴の招待状や座席票にシールを貼付するようにし
てもよい。
【０１３７】
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（１０）上述した第１及び第２の実施の形態では、データ記録用端末２００とデータ再生
用端末３００は、一般的なスマートフォンを想定しているため、他の携帯電話やスマート
フォンとの間で通話を行うために発話音声を入力するマイク２０５、３０５と受話音声を
出力するスピーカー２０６、３０６を備える例について説明した。しかしながら、データ
記録用端末２００やデータ再生用端末３００として、通話機能を搭載しない端末を用いる
場合には、マイク２０５、３０５、スピーカー２０６、３０６は必ずしも備える必要はな
い。また、メモリスロット２０４、３０４も必須の構成ではない。さらに、タッチパネル
２０１、３０１も必須の構成ではなく、これに代えて表示部材としての液晶モニタと、操
作部材としての操作ボタンや操作キー等を搭載してもよい。
【０１３８】
　なお、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態におけ
る構成に何ら限定されない。また、上述の実施の形態と複数の変形例を組み合わせた構成
としてもよい。
【符号の説明】
【０１３９】
１００　データ配信システム
２００　データ記録用端末
２０１　タッチパネル
２０２　通信モジュール
２０３　制御装置
２０４　メモリスロット
２０５　マイク
２０６　スピーカー
２０７　カメラ
３００　データ再生用端末
３０１　タッチパネル
３０２　通信モジュール
３０３　制御装置
３０４　メモリスロット
３０５　マイク
３０６　スピーカー
３０７　カメラ
４００　データ記録サーバー
４０１　操作部材
４０２　接続ＩＦ
４０３　制御装置
４０４　記録装置
４０５　モニタ
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