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(57)【要約】
【課題】第１のコンテンツに基づいて取得される第２の
コンテンツを他の装置に出力処理させること。
【解決手段】実施形態によれば、電子機器は、第１の取
得処理手段と、タッチスクリーンディスプレイと、第２
の取得手段と、処理要求手段とを具備する。第１の取得
処理手段は、第１の配信装置から第１のコンテンツを取
得する。表示処理手段は、前記第１のコンテンツに基づ
いた内容を前記タッチスクリーンディスプレイに表示す
る。取得手段は、前記タッチスクリーンディスプレイに
対して、所定の操作が行われた場合に、前記第１のコン
テンツに含まれるデータに基づいて、第２の配信装置か
ら第２のコンテンツを取得する。処理要求手段は、前記
第２のコンテンツに対応する出力処理装置に、前記第２
のコンテンツに基づいた出力処理の実行を要求する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配信装置から第１のコンテンツを取得する第１の取得処理手段と、
　タッチスクリーンディスプレイと、
　前記第１のコンテンツに基づいた内容を前記タッチスクリーンディスプレイに表示する
表示処理手段と、
　前記タッチスクリーンディスプレイに対して、所定の操作が行われた場合に、前記第１
のコンテンツに含まれるデータに基づいて、第２の配信装置から第２のコンテンツを取得
する第２の取得処理手段と、
　前記第２のコンテンツに対応する出力処理装置に、前記第２のコンテンツに基づいた出
力処理の実行を要求する処理要求手段と、
を具備する電子機器。
【請求項２】
　前記表示処理手段は、前記第１のコンテンツに基づいて、前記タッチスクリーンディス
プレイに前記第２のコンテンツに関連付けられているオブジェクトを表示し、
　前記タッチスクリーンディスプレイが前記オブジェクト上のタッチ操作を検出した場合
に、前記第２の取得処理手段が前記第２のコンテンツを取得する
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記出力処理装置が起動していない場合、前記出力処理装置を起動する起動手段を更に
具備する請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　第１の配信装置から第１のコンテンツを取得し、
　前記第１のコンテンツに基づいた内容をタッチスクリーンディスプレイに表示し、
　前記タッチスクリーンディスプレイに対して、所定の操作が行われた場合に、前記第１
のコンテンツに含まれるデータに基づいて、第２の配信装置から第２のコンテンツを取得
し、
　前記第２のコンテンツに対応する出力処理装置に、前記第２のコンテンツに基づいた出
力処理の実行を要求する
方法。
【請求項５】
　第１の配信装置から第１のコンテンツを取得する手順と、
　前記第１のコンテンツに基づいた内容をタッチスクリーンディスプレイに表示する手順
と、
　前記タッチスクリーンディスプレイに対して、所定の操作が行われた場合に、前記第１
のコンテンツに含まれるデータに基づいて、第２の配信装置から第２のコンテンツを取得
する手順と、
前記第２のコンテンツに対応する出力処理装置に、前記第２のコンテンツに基づいた出力
処理の実行を要求する手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、第１のコンテンツの付録としての第２のコンテンツを出力する技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　書店などで販売されている書籍・雑誌類は付録として様々な商品と併せて販売すること
で売り上げを伸ばしているものが多い。他方、電子書籍においても付録として追加の書籍
コンテンツを合わせた１冊の本として販売して、通常の書籍と差別化して販売している例
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がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４７９２８号公報
【特許文献２】特開２０１３－１５２６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子書籍の付録としては、電子書籍の別コンテンツであったり、または物販サイトとの
連携を行って、実物の付録を後日配送したりするという状況である。現状では、電子書籍
を閲覧するデバイス内で出力処理できる範囲での付録しか提供することができなかった。
第１のコンテンツ（例えば、電子書籍）に基づいて取得される、第２のコンテンツ（例え
ば、電子書籍の付録）を他の装置に出力処理させることが望まれている。
【０００５】
　本発明の目的は、第１のコンテンツに基づいて取得される第２のコンテンツを他の装置
に出力処理させることが可能な電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態によれば、電子機器は、第１の取得処理手段と、タッチスクリーンディスプレ
イと、第２の取得手段と、処理要求手段とを具備する。第１の取得処理手段は、第１の配
信装置から第１のコンテンツを取得する。表示処理手段は、前記第１のコンテンツに基づ
いた内容を前記タッチスクリーンディスプレイに表示する。取得手段は、前記タッチスク
リーンディスプレイに対して、所定の操作が行われた場合に、前記第１のコンテンツに含
まれるデータに基づいて、第２の配信装置から第２のコンテンツを取得する。処理要求手
段は、前記第２のコンテンツに対応する出力処理装置に、前記第２のコンテンツに基づい
た出力処理の実行を要求する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の電子機器の外観の一例を示す図。
【図２】実施形態の電子機器のシステム構成の一例を示すブロック図。
【図３】実施形態の電子機器を含むシステムの構成を示すブロック図。
【図４】電子書籍コンテンツ管理データの一例を示す図。
【図５】付録コンテンツメタデータの一例を示す図。
【図６】電子書籍／付録管理データの一例を示す図。
【図７】実施形態の電子書籍閲覧装置が電子書籍コンテンツおよび付録コンテンツメタデ
ータを受信する手順の一例を示すフローチャート。
【図８】コンテンツ閲覧処理部による電子書籍コンテンツの表示中の処理の手順の一例を
示すフローチャート。
【図９】付録コンテンツ連携ページの一例を示す図。
【図１０】出力処理装置による付録コンテンツを出力する手順の一例を示すフローチャー
ト。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。
【０００９】
　図１は、実施形態に係る電子機器の外観を示す図である。電子機器は、例えば、ペンま
たは指によってポインティングしたり、手書き文字を入力したりすることが可能な携帯型
電子機器である。電子機器は、電子書籍閲覧装置、タブレットコンピュータ、ノートブッ
ク型パーソナルコンピュータ、スマートフォン、ＰＤＡ等として実現され得る。以下では
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、電子機器が、電子書籍閲覧装置１０として実現されている場合を想定する。電子書籍閲
覧装置１０は、ブックリーダーとも称される携帯型電子機器である。
【００１０】
　電子書籍閲覧装置本体１１は薄い箱形の筐体を有している。電子書籍閲覧装置本体１１
の側面には本電子書籍閲覧装置１０をパワーオン／パワーオフするための電源ボタン１４
が設けられている。電源ボタン１４は、端末を起動するためのインタフェースである。タ
ッチスクリーンディスプレイ１７は電子書籍閲覧装置本体１１の表面上に配置される。タ
ッチスクリーンディスプレイ１７は、フラットパネルディスプレイ（たとえば、電子ペー
パー）と、光学タッチセンサとを備える。光学タッチセンサは、ユーザの指またはペンに
よってタッチされたタッチスクリーンディスプレイ１７上の位置を検出するように構成さ
れている。
【００１１】
　図２は、実施形態における電子書籍閲覧装置１０のシステム構成を示す図である。　
　電子書籍閲覧装置１０は、図２に示されるように、制御ＩＣ１０１、メインメモリ１０
３、記録デバイス１０６、無線通信部１０７、電源管理ＩＣ１１３等を備える。
【００１２】
　記録デバイス１１１は、不揮発性メモリ、フラッシュメモリ、磁気抵抗メモリ、ハード
ディスクドライブ等を有する不揮発性の記憶部である。　
　制御ＩＣ１００は、メインプロセッサ、メインメモリ、グラフィクスプロセッサ等を備
えている。
【００１３】
　メインプロセッサは、内の各種モジュールの動作を制御する。メインプロセッサは、記
録デバイス１１１からメインメモリ１０３にロードされる各種プログラムを実行する。メ
インプロセッサにより実行されるプログラムには、オペレーティングシステム（ＯＳ）２
０１や、ブックリーダアプリケーションプログラム２０２、各種アプリケーションプログ
ラムが含まれている。ブックリーダアプリケーションプログラム２０２は、電子書籍コン
テンツおよび付録コンテンツのダウンロード、電子書籍の管理、電子書籍の表示等を行う
プログラムである。
【００１４】
　グラフィクスコントローラは、電子書籍閲覧装置１０のディスプレイモニタとして使用
される電子ペーパー１７Ａを制御する表示コントローラである。グラフィクスコントロー
ラによって生成される表示信号は電子ペーパー１７Ａに送られる。電子ペーパー１７Ａは
、表示信号に基づいて画面イメージを表示する。電子ペーパー１７Ａ上には、位置検出デ
バイスとして、光学タッチセンサ１７Ｂが配置されている。光学タッチセンサ１７Ｂは、
電子ペーパー１７Ａの画面上で入力を行うための光学式のポインティングデバイスである
。指が接触される画面上の接触位置及び接触位置の動き等は光学タッチセンサ１７Ｂによ
って検出される。
【００１５】
　無線通信デバイス１０７は、無線ＬＡＮまたは３Ｇ移動通信などの無線通信を実行する
ように構成されたデバイスである。
【００１６】
　電源管理ＩＣ１０８は、電源管理のためのワンチップマイクロコンピュータである。電
源管理ＩＣ１０８は、ユーザによる電源ボタン１４の押下に応じて電子書籍閲覧装置１０
を電源オン、電源オフ、またはスリープにする機能を有している。
【００１７】
　また、電源管理ＩＣ１０８は、本電子書籍閲覧装置１０内のバッテリ１２２から供給さ
れる電力を用いて、各コンポーネントに供給すべき動作電力を生成する。また、電源管理
ＩＣ１０８は、外部電源から供給される電力を用いてバッテリ１２２の充電も行う。
【００１８】
　図３は、一実施形態に係る電子機器を含むシステムの構成を示す図である。
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【００１９】
　システムは、電子書籍閲覧装置１０、電子書籍コンテンツ管理装置３００、および出力
処理装置５００等から構成されている。
【００２０】
　電子書籍コンテンツ管理装置３００は、ユーザ／購入データ保管部３０１、電子書籍コ
ンテンツ保管部３０２、付録コンテンツメタデータ保管部３０３、付録コンテンツ保管部
３０４、電子書籍配信管理部３１１、電子書籍コンテンツ配信部３２１、付録コンテンツ
メタデータ配信部３３１、付録コンテンツ配信部３４１等を備えている。
【００２１】
　ユーザ／購入データ保管部３０１には、電子書籍コンテンツ管理装置を利用するユーザ
データおよびそのユーザのコンテンツ購入履歴が保管される。電子書籍コンテンツ保管部
３０２には、電子書籍コンテンツが保管される。電子書籍コンテンツ保管部３０２には、
電子書籍コンテンツ管理データが保管される。電子書籍コンテンツ管理データの例を図４
に示す。図４に示すように、電子書籍コンテンツ保管部３０２は、書籍ＩＤ、書籍名、付
録データフラグ等が関連付けられたデータを有している。付録データフラグは、書籍コン
テンツが付録コンテンツを有しているかを示している。付録コンテンツメタデータ保管部
３０３には、付録コンテンツメタデータが保管される。図５は、付録コンテンツメタデー
タの一例を示す図である。付録コンテンツメタデータは、付録コンテンツＩＤ、付録コン
テンツ名、付録コンテンツ呼び出し方法、および有効期限等が関連付けられたデータを有
する。付録コンテンツ呼び出し方法は、付録コンテンツを出力する機器および通信方法を
示している。また、付録コンテンツメタデータ保管部３０３には、コンテンツ管理データ
を有している。図６は、電子書籍／付録管理データの一例を示す図である。電子書籍／付
録管理データは、電子書籍コンテンツ管理データと付録コンテンツメタデータとを関連付
けるためのデータである。電子書籍／付録管理データには、コンテンツ管理データ、書籍
ＩＤ、付録コンテンツＩＤ、および付録表示位置等が関連付けられている。付属表示位置
は、書籍コンテンツ内の付録コンテンツを示すデータが格納されている位置（ページ数）
を示している。付録コンテンツ保管部３０４には、付録となるコンテンツを実現するため
の電子データとなるデータが保管される。
【００２２】
　電子書籍配信管理部３１１は、ユーザ／購入データ保管部３０１内の電子書籍コンテン
ツ管理装置を利用するユーザデータおよびそのユーザのコンテンツ購入履歴を管理する。
電子書籍コンテンツ配信部３２１は、電子書籍閲覧装置１０からの要求に応じて、電子書
籍コンテンツ保管部３０２に格納されている電子書籍コンテンツを電子書籍閲覧装置１０
に配信する。付録コンテンツメタデータ配信部３３１は、電子書籍閲覧装置１０からの要
求に応じて、付録コンテンツメタデータ保管部３０３に格納されている付録コンテンツメ
タデータを電子書籍閲覧装置１０に配信する。付録コンテンツ配信部３４１は、電子書籍
閲覧装置１０からの要求に応じて、付録コンテンツ保管部３０４に格納されている付録コ
ンテンツを電子書籍閲覧装置１０に配信する。
【００２３】
　電子書籍閲覧装置１０は、コンテンツ取得処理部４０１、コンテンツ閲覧処理部４０２
、および付録コンテンツ送信処理部４０３等を備えている。
【００２４】
　電子書籍閲覧装置１０のコンテンツ取得処理部４０１は、インターネットを介して、電
子書籍配信管理部３１１にアクセスして、ユーザ・購入データを基にして、電子書籍コン
テンツと付録コンテンツメタデータを取得する。コンテンツ閲覧処理部４０２は、取得し
たコンテンツを表示する。
【００２５】
　表示しているページに対してコンテンツに紐付く付録メタデータ存在する場合は、メタ
データにて指定された方法で付録コンテンツを呼び出すリンクまたはボタンなどが表示さ
れる。ユーザが付録コンテンツを呼び出したとき、付録コンテンツ送信処理部４０３は、
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出力処理装置５００に付録コンテンツを送信する。付録コンテンツ送信処理部４０３は、
無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＵＳＢなどの通信手段を用いて、付録コ
ンテンツを送信し、付録コンテンツの出力処理を要求する。
【００２６】
　出力処理装置５００は、コンテンツ取得処理部５０１、付録コンテンツ出力処理部５０
２等を備えている。コンテンツ取得処理部５０１は、付録コンテンツ送信処理部４０３か
ら送信された付録コンテンツデータを受信する。付録コンテンツ出力処理部５０２は、付
録コンテンツデータに基づいた内容を出力する出力処理を行う。例えば、出力処理装置５
００が３Ｄプリンタの場合、コンテンツ出力処理部３１２は、３Ｄモデルデータを作成す
る。或いは、出力処理装置５００がロボットの場合、コンピュータ制御のロボットなどに
指定の動きを行うなどを行うなど実物のコンテンツを実現する。
【００２７】
　図７は、電子書籍閲覧装置１０が電子書籍コンテンツおよび付録コンテンツメタデータ
を受信する手順を示すフローチャートである。　
　第１の取得処理手段としてのコンテンツ取得処理部４０１は、ユーザによって選択され
た電子書籍コンテンツの配信を電子書籍配信管理部３１１に要求する。電子書籍コンテン
ツ配信部３２１は、コンテンツ取得処理部４０１からの要求に応じて、電子書籍コンテン
ツを電子書籍閲覧装置１０に配信する。コンテンツ取得処理部４０１は、電子書籍コンテ
ンツ配信部３２１から配信された電子書籍コンテンツを受信する（ステップＢ１１）。
【００２８】
　第２の取得処理手段としてのコンテンツ取得処理部４０１は、ユーザによって選択され
た電子書籍コンテンツに対応する付録コンテンツメタデータの配信を電子書籍配信管理部
３１１に要求する。付録コンテンツメタデータ配信部３３１は、コンテンツ取得処理部４
０１からの要求に応じて、電子書籍コンテンツに対応する付録コンテンツメタデータを電
子書籍閲覧装置１０に配信する。コンテンツ取得処理部４０１は、付録コンテンツメタデ
ータ配信部３３１から配信された付録コンテンツメタデータを受信する（ステップＢ１２
）。
【００２９】
　図８は、コンテンツ閲覧処理部４０２による電子書籍コンテンツの表示中の処理の手順
を示すフローチャートである。
【００３０】
　コンテンツ閲覧処理部４０２は、ユーザによって選択された電子書籍コンテンツに基づ
いた内容を電子ペーパー１７Ａに表示するための処理を行う（ステップＢ２１）。ページ
を捲る操作が行われたら（ステップＢ２２）、コンテンツ閲覧処理部４０２は、次ページ
または前ページを電子ペーパー１７Ａに表示するための処理を行う（ステップＢ２３）。
付録コンテンツ送信処理部４０３は、閲覧中の電子書籍コンテンツに対応する付録コンテ
ンツメタデータに含まれる付録表示位置に基づいて、新たに表示されたページが付録コン
テンツと連携するページであるかを判定する（ステップＢ２４）。付録コンテンツと連携
するページであると判定した場合（ステップＢ２４のＹｅｓ）、付録コンテンツ送信処理
部４０３は、閲覧中の電子書籍コンテンツに対応する付録コンテンツメタデータに含まれ
る付録コンテンツ呼び出し方法に基づいて、付録コンテンツに対応する出力処理装置５０
０を通信できるかを判定する（ステップＢ２５）。出力処理装置５００と通信できないと
判定した場合（ステップＢ２５のＹｅｓ）、付録コンテンツ送信処理部４０３は、出力処
理装置５００に起動を要求する（ステップＢ２６）。
【００３１】
　図９は、付録コンテンツ連携ページの一例を示す図である。　
　コンテンツ閲覧処理部４０２によって表示される付録コンテンツ連携ページには、付録
コンテンツの取得を開始するためのオブジェクトとして、ボタン６０１，６０２が表示さ
れている。ボタン６０１，６０２には、付録コンテンツを示す付録コンテンツＩＤがのそ
れぞれ関連付けられている。ボタン６０１は、３Ｄプリンタにフィギュアを作成させるた
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めのデータに対応する。ボタン６０２は、作成されたフィギュアに色を塗る工程を撮影し
たビデオデータに対応する。
【００３２】
　光学タッチセンサ１７Ｂがボタン６０１上のタッチ操作を検出した場合、コンテンツ取
得処理部４０１は、ボタン６０１に関連付けられている付録コンテンツＩＤに基づいて、
３Ｄプリンタにフィギュアを作成させるためのデータを送信を電子書籍コンテンツ管理装
置３００に要求する。光学タッチセンサ１７Ｂがボタン６０２上のタッチ操作を検出した
場合、コンテンツ取得処理部４０１は、ボタン６０２に関連付けられている付録コンテン
ツＩＤに基づいて、ビデオデータの送信を電子書籍コンテンツ管理装置３００に要求する
。
【００３３】
　付録コンテンツが配信されたら、処理要求手段としての付録コンテンツ送信処理部４０
３は、閲覧中の電子書籍コンテンツに対応する付録コンテンツメタデータに含まれる付録
コンテンツ呼び出し方法に基づいて、付録コンテンツに対応する出力処理装置５００に送
信し、出力処理装置５００に付録コンテンツの実行処理を要求する。
【００３４】
　図１０は、出力処理装置５００による付録コンテンツを出力する手順を示すフローチャ
ートである。
【００３５】
　コンテンツ取得処理部５０１は、付録コンテンツ送信処理部４０３から送信された付録
コンテンツを受信する（ステップＢ３１）。付録コンテンツ出力処理部５０２は、付録コ
ンテンツに基づいた内容を出力する処理を行う。
【００３６】
　本実施形態によれば、電子書籍コンテンツ管理装置３００から電子書籍コンテンツを取
得し、電子書籍コンテンツに基づいた内容をタッチスクリーンディスプレイ１７に表示し
、タッチスクリーンディスプレイ１７に対して、所定の操作が行われた場合に、電子書籍
コンテンツに含まれるデータに基づいて、電子書籍コンテンツ管理装置３００から付録コ
ンテンツを取得し、付録コンテンツに対応する出力処理装置５００に、付録」コンテンツ
に基づいた出力処理の実行を要求することで、電子書籍コンテンツに基づいて取得される
付録コンテンツを他の装置に出力処理させることが可能になる。
【００３７】
　また、本実施形態の各種処理はコンピュータプログラムによって実現することができる
ので、このコンピュータプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を通
じてこのコンピュータプログラムを通常のコンピュータにインストールして実行するだけ
で、本実施形態と同様の効果を容易に実現することができる。
【００３８】
　ここで説明したシステムの様々なモジュールは、ソフトウェアアプリケーション、ハー
ドウェアおよび／またはソフトウェアのモジュール、あるいは、サーバのような１つ以上
のコンピュータ上のコンポーネントとして実現することができる。様々なモジュールを別
々に示したが、これらは、同一の根本的なロジックまたはコードのいくつかまたはすべて
を共有することが可能である。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００４０】
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　１００…制御ＩＣ、１０３…メインメモリ、１０７…無線通信デバイス、１０６…記録
デバイス、１０８…電源管理ＩＣ、２０２…ブックリーダアプリケーションプログラム、
３００…電子書籍コンテンツ管理装置、３０１…ユーザ／購入データ保管部、３０２…電
子書籍コンテンツ保管部、３０３…付録コンテンツメタデータ保管部、３０４…付録コン
テンツ保管部、３１１…電子書籍配信管理部、３１２…コンテンツ出力処理部、３２１…
電子書籍コンテンツ配信部、３３１…付録コンテンツメタデータ配信部、３４１…付録コ
ンテンツ配信部、４０１…コンテンツ取得処理部、４０２…コンテンツ閲覧処理部、４０
３…付録コンテンツ送信処理部、５００…出力処理装置、５０１…コンテンツ取得処理部
、５０２…付録コンテンツ出力処理部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】
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