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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレゼンテーションシステムであって、
　プレゼンテーションの開始指示を受け付ける受付手段と、
　前記開始指示に応答して発表者のジェスチャーの検出を開始するとともに、前記ジェス
チャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出する検出手段と、
　前記ジェスチャーの検出内容に基づいて発表資料の配信動作を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定することを特徴
とするプレゼンテーションシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記顔の向きが前記発表者の所在位置から聴講者へ向かう第１の向き
であることを条件として、前記発表資料を聴講者の端末である聴講者端末へ配信すること
を特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記顔の向きが前記発表者の所在位置から表示出力部による出力画像
の表示面へ向かう第２の向きであることを条件として、前記発表資料を前記表示出力部に
配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
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【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のプレゼンテーションシステムにおいて、　
　前記制御手段は、前記検出内容に基づいて配信対象資料を決定することを特徴とするプ
レゼンテーションシステム。
【請求項５】
　請求項４に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、本文資料と添付資料とのいずれを前記配信対象資料とするかを前記検
出内容に基づいて決定することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記検出内容に基づいて配信対象資料の配信対象ページを決定するこ
とを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記配信対象資料における全ページと前記配信対象資料における一部
のページとのうちのいずれを前記配信対象ページとするかを前記検出内容に基づいて決定
することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項８】
　請求項６に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、表示出力手段による出力画像の表示面に表示されている表示中ページ
の次のページと前記表示中ページの前のページとのいずれを前記配信対象ページとするか
を前記検出内容に基づいて決定することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項９】
　請求項２に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、　
　前記制御手段は、前記検出手段により第１のジェスチャーが検出されることを条件とし
て、前記発表資料のうちの特定の資料の全ページのデータを前記聴講者端末へ配信するこ
とを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、　
　前記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、
　前記制御手段は、前記第１のジェスチャーが検出される場合において、
　　表示出力部による出力画像の表示面に前記本文資料が表示されているときには、前記
本文資料の全ページのデータを前記聴講者端末へ配信し、
　　前記表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記添付資料の全ページのデ
ータを前記聴講者端末へ配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１１】
　請求項２に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、　
　前記制御手段は、前記検出手段により第２のジェスチャーが検出されることを条件とし
て、前記発表資料の複数のページのうち、表示出力部による出力画像の表示面に表示され
ているページのデータを前記聴講者端末へ配信することを特徴とするプレゼンテーション
システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、
　前記制御手段は、前記第２のジェスチャーが検出される場合において、
　　前記表示面に前記本文資料が表示されているときには、前記本文資料の複数のページ
のうち前記表示面に表示されているページのデータを前記聴講者端末へ配信し、
　　前記表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記添付資料の複数のページ
のうち前記表示面に表示されているページのデータを前記聴講者端末へ配信することを特
徴とするプレゼンテーションシステム。
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【請求項１３】
　請求項２に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、
　前記制御手段は、前記検出手段により第３のジェスチャーが検出される場合において、
　　表示出力部による出力画像の表示面に前記本文資料が表示されているときには、前記
添付資料の全部を前記聴講者端末へ配信し、
　　前記表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記本文資料の全部を前記聴
講者端末へ配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１４】
　請求項３に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記検出手段により第４のジェスチャーが検出されることを条件とし
て、前記発表資料の複数のページのうち、前記表示面に表示されているページの次のペー
ジのデータを前記表示出力部に配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１５】
　請求項３に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記制御手段は、前記検出手段により第５のジェスチャーが検出されることを条件とし
て、前記発表資料の複数のページのうち、前記表示面に表示されているページの前のペー
ジのデータを前記表示出力部に配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１６】
　請求項３に記載のプレゼンテーションシステムにおいて、
　前記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、
　前記制御手段は、前記検出手段により第６のジェスチャーが検出される場合において、
　　前記表示面に前記本文資料が表示されているときには、前記添付資料を前記表示出力
部に配信し、
　　前記表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記本文資料を前記表示出力
部に配信することを特徴とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１７】
　プレゼンテーションシステムであって、
　発表者を撮影する撮影装置と、
　前記撮影装置との間で通信が可能なプレゼンテーション装置と、
を備え、
　前記プレゼンテーション装置は、
　　プレゼンテーションの開始指示を受け付ける受付手段と、
　　前記撮影装置による撮影画像に基づいて、前記発表者のジェスチャーを検出する検出
手段と、
　　前記ジェスチャーの検出内容に基づいて、発表資料の配信動作を制御する制御手段と
、
を有し、
　前記検出手段は、前記開始指示に応答して前記発表者のジェスチャーの検出を開始する
とともに、前記ジェスチャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出し、
　前記制御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定することを特徴
とするプレゼンテーションシステム。
【請求項１８】
　プレゼンテーション装置であって、
　プレゼンテーションの開始指示を受け付ける受付手段と、
　前記開始指示に応答して発表者のジェスチャーの検出を開始するとともに、前記ジェス
チャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出する検出手段と、
　前記ジェスチャーの検出内容に基づいて、発表資料の配信動作を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定することを特徴
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とするプレゼンテーション装置。
【請求項１９】
　ａ）プレゼンテーションの開始指示を受け付けるステップと、
　ｂ）前記開始指示に応答して発表者のジェスチャーの検出を開始するとともに、前記ジ
ェスチャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出するステップと、
　ｃ）前記ジェスチャーの検出内容に基づいて、発表資料を配信するステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記ステップｃ）は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定するステッ
プを有することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレゼンテーションシステムおよびそれに関連する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレゼンテーション装置等においては、発表者（プレゼンター）のジェスチャーを検出
してプレゼンテーションを進行する技術が存在する（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２０５２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術においては、発表者のジェスチャーを検出する
期間が明示されておらず、当該ジェスチャーの検出がいずれの時点から開始されるのかが
不明である。そのため、場合によっては、プレゼンテーションの開始前に行われた発表者
のジェスチャーを誤って検出する可能性が有る。
【０００５】
　そこで、この発明の課題は、プレゼンテーションの開始前におけるジェスチャーの誤検
出を回避することが可能なプレゼンテーションシステムおよびそれに関連する技術を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべく、請求項１の発明は、プレゼンテーションシステムであって、プ
レゼンテーションの開始指示を受け付ける受付手段と、前記開始指示に応答して発表者の
ジェスチャーの検出を開始するとともに、前記ジェスチャーの検出時における前記発表者
の顔の向きを検出する検出手段と、前記ジェスチャーの検出内容に基づいて発表資料の配
信動作を制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発
表資料の配信先を決定することを特徴とする。
【０００８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前記
制御手段は、前記顔の向きが前記発表者の所在位置から聴講者へ向かう第１の向きである
ことを条件として、前記発表資料を聴講者の端末である聴講者端末へ配信することを特徴
とする。
【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明に係るプレゼンテーションシステム
において、前記制御手段は、前記顔の向きが前記発表者の所在位置から表示出力部による
出力画像の表示面へ向かう第２の向きであることを条件として、前記発表資料を前記表示
出力部に配信することを特徴とする。
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【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかの発明に係るプレゼンテーショ
ンシステムにおいて、前記制御手段は、前記検出内容に基づいて配信対象資料を決定する
ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項５の発明は、請求項４の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前記
制御手段は、本文資料と添付資料とのいずれを前記配信対象資料とするかを前記検出内容
に基づいて決定することを特徴とする。
【００１２】
　請求項６の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかの発明に係るプレゼンテーショ
ンシステムにおいて、前記制御手段は、前記検出内容に基づいて配信対象資料の配信対象
ページを決定することを特徴とする。
【００１３】
　請求項７の発明は、請求項６の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前記
制御手段は、前記配信対象資料における全ページと前記配信対象資料における一部のペー
ジとのうちのいずれを前記配信対象ページとするかを前記検出内容に基づいて決定するこ
とを特徴とする。
【００１４】
　請求項８の発明は、請求項６の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前記
制御手段は、表示出力手段による出力画像の表示面に表示されている表示中ページの次の
ページと前記表示中ページの前のページとのいずれを前記配信対象ページとするかを前記
検出内容に基づいて決定することを特徴とする。
【００１５】
　請求項９の発明は、請求項２の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前記
制御手段は、前記検出手段により第１のジェスチャーが検出されることを条件として、前
記発表資料のうちの特定の資料の全ページのデータを前記聴講者端末へ配信することを特
徴とする。
【００１６】
　請求項１０の発明は、請求項９の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、前記制御手段は、前記第１のジェスチャー
が検出される場合において、表示出力部による出力画像の表示面に前記本文資料が表示さ
れているときには、前記本文資料の全ページのデータを前記聴講者端末へ配信し、前記表
示面に前記添付資料が表示されているときには、前記添付資料の全ページのデータを前記
聴講者端末へ配信することを特徴とする。
【００１７】
　請求項１１の発明は、請求項２の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記制御手段は、前記検出手段により第２のジェスチャーが検出されることを条件として、
前記発表資料の複数のページのうち、表示出力部による出力画像の表示面に表示されてい
るページのデータを前記聴講者端末へ配信することを特徴とする。
【００１８】
　請求項１２の発明は、請求項１１の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、
前記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、前記制御手段は、前記第２のジェスチャ
ーが検出される場合において、前記表示面に前記本文資料が表示されているときには、前
記本文資料の複数のページのうち前記表示面に表示されているページのデータを前記聴講
者端末へ配信し、前記表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記添付資料の
複数のページのうち前記表示面に表示されているページのデータを前記聴講者端末へ配信
することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１３の発明は、請求項２の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、前記制御手段は、前記検出手段により第３
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のジェスチャーが検出される場合において、表示出力部による出力画像の表示面に前記本
文資料が表示されているときには、前記添付資料の全部を前記聴講者端末へ配信し、前記
表示面に前記添付資料が表示されているときには、前記本文資料の全部を前記聴講者端末
へ配信することを特徴とする。
【００２０】
　請求項１４の発明は、請求項３の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記制御手段は、前記検出手段により第４のジェスチャーが検出されることを条件として、
前記発表資料の複数のページのうち、前記表示面に表示されているページの次のページの
データを前記表示出力部に配信することを特徴とする。
【００２１】
　請求項１５の発明は、請求項３の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記制御手段は、前記検出手段により第５のジェスチャーが検出されることを条件として、
前記発表資料の複数のページのうち、前記表示面に表示されているページの前のページの
データを前記表示出力部に配信することを特徴とする。
【００２２】
　請求項１６の発明は、請求項３の発明に係るプレゼンテーションシステムにおいて、前
記発表資料は、本文資料と添付資料とを含み、前記制御手段は、前記検出手段により第６
のジェスチャーが検出される場合において、前記表示面に前記本文資料が表示されている
ときには、前記添付資料を前記表示出力部に配信し、前記表示面に前記添付資料が表示さ
れているときには、前記本文資料を前記表示出力部に配信することを特徴とする。
【００２３】
　請求項１７の発明は、プレゼンテーションシステムであって、発表者を撮影する撮影装
置と、前記撮影装置との間で通信が可能なプレゼンテーション装置と、を備え、前記プレ
ゼンテーション装置は、プレゼンテーションの開始指示を受け付ける受付手段と、前記撮
影装置による撮影画像に基づいて、前記発表者のジェスチャーを検出する検出手段と、前
記ジェスチャーの検出内容に基づいて、発表資料の配信動作を制御する制御手段と、を有
し、前記検出手段は、前記開始指示に応答して前記発表者のジェスチャーの検出を開始す
るとともに、前記ジェスチャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出し、前記制
御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１８の発明は、プレゼンテーション装置であって、プレゼンテーションの開始指
示を受け付ける受付手段と、前記開始指示に応答して発表者のジェスチャーの検出を開始
するとともに、前記ジェスチャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出する検出
手段と、前記ジェスチャーの検出内容に基づいて、発表資料の配信動作を制御する制御手
段と、を備え、前記制御手段は、前記顔の向きに基づいて前記発表資料の配信先を決定す
ることを特徴とする。
【００２５】
　請求項１９の発明は、ａ）プレゼンテーションの開始指示を受け付けるステップと、ｂ
）前記開始指示に応答して発表者のジェスチャーの検出を開始するとともに、前記ジェス
チャーの検出時における前記発表者の顔の向きを検出するステップと、ｃ）前記ジェスチ
ャーの検出内容に基づいて、発表資料を配信するステップと、をコンピュータに実行させ
るためのプログラムであって、前記ステップｃ）は、前記顔の向きに基づいて前記発表資
料の配信先を決定するステップを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１ないし請求項１９に記載の発明によれば、プレゼンテーションの開始指示に応
答して、発表者のジェスチャーの検出が開始されるので、当該プレゼンテーションの開始
前におけるジェスチャーの誤検出を回避することが可能である。また、ジェスチャーの検
出内容に基づいて、発表資料の配信動作が制御されるので、発表者は、ジェスチャーを用
いた簡易な操作によって発表資料の配信を指示することも可能である。
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【００２７】
　また、発表者の顔の向きに基づいて発表資料の配信先が決定されるので、発表者は、簡
易に当該配信先を決定することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施形態に係るプレゼンテーションシステムの概要を示す概念図である。
【図２】プレゼンテーション装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】タッチスクリーンに表示される画面を示す図である。
【図４】タッチスクリーンに表示される画面を示す図である。
【図５】タッチスクリーンに表示される画面を示す図である。
【図６】タッチスクリーンに表示される画面を示す図である。
【図７】プレゼンテーション装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】発表資料の聴講者端末への配信動作を示すフローチャートである。
【図９】発表資料のプロジェクタへの配信動作を示すフローチャートである。
【図１０】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１１】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１２】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１３】マッチング処理に用いる比較用画像を示す図である。
【図１４】マッチング処理に用いる比較用画像を示す図である。
【図１５】マッチング処理に用いる比較用画像を示す図である。
【図１６】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１７】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１８】カメラによる撮影画像を示す図である。
【図１９】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２０】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２１】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２２】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２３】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２４】スクリーンに表示されるページ画像を示す概念図である。
【図２５】発表資料の聴講者端末への配信動作を示すフローチャートである。
【図２６】発表資料の聴講者端末への配信動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３０】
　　＜１．システム構成＞
　図１は、プレゼンテーションシステム１００の概要を示すシステム構成図である。この
プレゼンテーションシステム１００は、電子会議システムとも称される。当該システム１
００は、プレゼンテーション装置１０とカメラ２０と表示出力装置３０と各聴講者端末７
０とを備える。
【００３１】
　プレゼンテーション装置１０とカメラ２０と表示出力装置３０と各聴講者端末７０とは
、互いにネットワークＮＷを介して接続されており、ネットワーク通信を行うことが可能
である。ここにおいて、ネットワークＮＷは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットなどによ
って構成される。各装置のネットワークＮＷへの接続形態は、有線接続であってもよく、
或いは無線接続であってもよい。
【００３２】
　プレゼンテーション装置１０は、プレゼンテーションの発表資料（プレゼンテーション
資料とも称する）ＢＰを管理する装置であり、管理装置とも称される。プレゼンテーショ
ン装置１０は、発表資料ＢＰを保存するとともに、当該発表資料ＢＰの各配信先への配信
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動作を制御する。
【００３３】
　具体的には、プレゼンテーション装置１０は、後に詳しく説明するように、カメラ２０
の撮影画像等に基づいて発表者ＰＴのジェスチャーＧＴを検出する。当該ジェスチャーＧ
Ｔが検出されると、プレゼンテーション装置１０は、当該ジェスチャーＧＴの検出内容に
基づいて、発表資料ＢＰの表示用データ（詳細にはページ画像等）等を、表示出力装置３
０、および聴講者端末７０等へ配信する。
【００３４】
　なお、発表資料ＢＰは、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとを備えて構成される。本文資料
ＭＰは、プレゼンテーションの進行において発表者ＰＴが主として用いる資料である。添
付資料ＳＰは、発表者ＰＴが本文資料ＭＰを補足するために用いる資料であり、補足資料
とも称される。
【００３５】
　図１には、プレゼンテーションの会場である会議室ＭＲ内の様子も示されている。図１
の左側が会議室ＭＲの前方に対応し、図１の右側が会議室ＭＲの後方に対応する。聴講者
ＵＡ～ＵＤは、会議室ＭＲの後方（図１の右側）に各自着席し、スクリーンＳＣに向かっ
て発表者ＰＴによる発表を聴講する。スクリーンＳＣは会議室ＭＲの最も前方（図１の左
側）に設置され、表示出力装置３０から出力される画像が当該スクリーンＳＣに投映され
る。発表者ＰＴは、スクリーンＳＣから約１ｍ（メートル）～２ｍ（メートル）後方（聴
講者側）、且つ、聴講者ＵＡ～ＵＤから見てスクリーンＳＣの右側に立ち、スクリーンＳ
Ｃまたは聴講者ＵＡ～ＵＤに向かって発表を行う。端的に言えば、発表者ＰＴは、スクリ
ーンＳＣの近傍で発表を行う。
【００３６】
　カメラ２０は、発表者ＰＴの側方から当該発表者ＰＴを撮影する位置に配置され、発表
者ＰＴの動画像を撮影する。
【００３７】
　表示出力装置３０は、プレゼンテーション資料のページ画像を表示する装置である。表
示出力装置３０としては、例えば、プロジェクタ装置が用いられる。プレゼンテーション
の聴講者（聴講者ＵＡ，ＵＢ，ＵＣ，ＵＤ，．．．）は、表示出力装置３０による出力画
像の表示面であるスクリーンＳＣによって、発表資料ＢＰのページ画像を視認することが
できる。
【００３８】
　各聴講者端末７０Ａ，７０Ｂ，７０Ｃ，７０Ｄは、プレゼンテーションの聴講者ＵＡ，
ＵＢ，ＵＣ，ＵＤ，．．．によって利用される端末装置である。各聴講者端末７０として
は、例えば、パーソナルコンピュータなどが用いられる。聴講者ＵＡ～ＵＤは、それぞれ
、プレゼンテーション資料を聴講者端末７０Ａ～７０Ｄを用いて表示閲覧することが可能
である。
【００３９】
　プレゼンテーション装置１０は、この実施形態においては、画像形成機能をも有する装
置（画像形成装置）、より詳細にはＭＦＰ（マルチ・ファンクショナル・ペリフェラル（
Multi-Functional Peripheral）として構成されている。
【００４０】
　図２は、プレゼンテーション装置（ＭＦＰ）１０の概略構成を示すブロック図である。
【００４１】
　図２の機能ブロック図に示すように、プレゼンテーション装置（ＭＦＰ）１０は、画像
読取部２、印刷出力部３、通信部４、格納部５、入出力部６およびコントローラ９等を備
えており、これらの各部を複合的に動作させることによって、各種の機能を実現する。
【００４２】
　画像読取部（スキャナ部）２は、プレゼンテーション装置（ＭＦＰ）１０の所定の位置
に載置された原稿を光学的に読み取る光学的読取処理によって、当該原稿の画像データ（
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スキャン画像とも称する）を生成する処理部である。たとえば、画像読取部２は、発表者
ＰＴにより所定の位置に載置された原稿を読み取って、当該原稿の画像データを発表資料
ＢＰとして生成する。
【００４３】
　印刷出力部３は、印刷対象に関するデータに基づいて紙などの各種の媒体に画像を印刷
出力する出力部である。
【００４４】
　通信部４は、通信ネットワークＮＷを介したネットワーク通信を行うことが可能な処理
部である。このネットワーク通信では、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol 
/ Internet Protocol）およびＦＴＰ（File Transfer Protocol）等の各種のプロトコル
が利用される。当該ネットワーク通信を利用することによって、プレゼンテーション装置
（ＭＦＰ）１０は、所望の相手先との間で各種のデータを授受することが可能である。
【００４５】
　格納部（記憶部）５は、ハードディスクドライブ等の記憶装置で構成される。格納部５
は、画像読取部２等によって生成された発表資料ＢＰ等を格納する。
【００４６】
　入出力部６は、プレゼンテーション装置（ＭＦＰ）１０に対する入力を受け付ける操作
入力部６ａと、各種情報の表示出力を行う表示部６ｂとを備えている。詳細には、プレゼ
ンテーション装置１０には操作パネル６３（図１参照）等が設けられている。この操作パ
ネル（タッチスクリーン）６３は、液晶表示パネルに圧電センサ等が埋め込まれて構成さ
れており、表示部６ｂの一部として機能するとともに、操作入力部６ａの一部としても機
能する。
【００４７】
　コントローラ９は、プレゼンテーション装置（ＭＦＰ）１０に内蔵され、プレゼンテー
ション装置１０を統括的に制御する制御装置である。コントローラ９は、ＣＰＵおよび各
種の半導体メモリ（ＲＡＭおよびＲＯＭ等）等を備えるコンピュータシステムとして構成
される。コントローラ９は、ＣＰＵにおいて、ＲＯＭ（例えば、ＥＥＰＲＯＭ等）内に格
納されている所定のソフトウエアプログラム（以下、単にプログラムとも称する）ＰＧを
実行することによって、各種の処理部を実現する。
【００４８】
　具体的には、図２に示すように、コントローラ９は、ジェスチャー検出部９１と、配信
動作制御部９３とを備える。
【００４９】
　ジェスチャー検出部９１は、カメラ２０の撮影画像等に基づいて発表者ＰＴのジェスチ
ャー（以下、ジェスチャーＧＴとも称する）を検出する処理部である。後述するように、
ジェスチャー検出部９１は、プレゼンテーションの開始指示に応答して、ジェスチャーＧ
Ｔの検出を開始する。
【００５０】
　配信動作制御部９３は、ジェスチャーＧＴの検出内容に基づいて、発表資料ＢＰの配信
動作を制御する処理部である。
【００５１】
　　＜２．動作＞
　つぎに、プレゼンテーションシステム１００における各種動作について説明する。
【００５２】
　プレゼンテーションシステム１００においては、発表者ＰＴからの開始指示が受け付け
られると、プレゼンテーションが開始される。当該プレゼンテーションの開始と同時に、
カメラ２０の撮影画像等に基づく発表者ＰＴのジェスチャーＧＴの検出も開始される。
【００５３】
　また、プレゼンテーションの開始後において発表者ＰＴのジェスチャーＧＴが検出され
ると、当該ジェスチャーＧＴの検出内容に基づいて発表資料ＢＰが各配信先へ配信される
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。また、ジェスチャーＧＴの検出時においては、発表者ＰＴの顔の向きも検出され、当該
顔の向きに基づいて、発表資料ＢＰの配信先が決定される。
【００５４】
　以下では、このような動作について図３～図２４を参照しながら説明する。詳細には、
（１）発表資料ＢＰの登録動作、（２）プレゼンテーションの開始動作、（３）発表資料
ＢＰの配信動作、の各動作について、この順序で説明する。
【００５５】
　（１）発表資料ＢＰは、主催者側のユーザ（ここでは、発表者ＰＴ）によってプレゼン
テーションの開始前にプレゼンテーション装置１０に対して予め登録される。以下では、
図３～図６を参照しながら、発表資料ＢＰの登録動作について詳細に説明する。
【００５６】
　まず、発表者ＰＴの所定の操作に応じて、タッチスクリーン６３に画面ＧＡ１（図３参
照）が表示される。図３に示すように、画面ＧＡ１内には、各カテゴリ（「共有」、「会
議」、「個人」）別に３つのボタンＢＴ１，ＢＴ２，ＢＴ３が表示される。この実施形態
では、プレゼンテーションの発表資料ＢＰ等がカテゴリ「会議」に対応するボックスＢＸ
２に登録される場合を例示する。
【００５７】
　上記画面ＧＡ１内のボタンＢＴ２が押下されると、タッチスクリーン６３には、ボック
スＢＸ２に関する操作画面ＧＡ２（図４参照）が表示される。図４に示すように、画面Ｇ
Ａ２の略中央には、６つのボックスＢＸ２１～ＢＸ２６にそれぞれ対応する６つのボタン
ＢＴ２１～ＢＴ２６が表示される。また、画面ＧＡ２の右側には、各種動作を実行するボ
タンＢＮ１～ＢＮ３が表示される。ボタンＢＮ１は、印刷を実行するためのボタンである
。ボタンＢＮ２は、会議（プレゼンテーション）の開始指示を付与するためのボタンであ
る。ボタンＢＮ３は、発表資料ＢＰを各ボックスＢＸ２１～ＢＸ２６に登録するためのボ
タンである。
【００５８】
　ここでは、「会議１」のボックスＢＸ２１に発表資料ＢＰが登録される場合を例示する
。まず、画面ＧＡ２内のボタンＢＴ２１が選択され、ボタンＢＮ３が押下されると、プレ
ゼンテーション装置１０は、画面ＧＡ３（図５参照）をタッチスクリーン６３に表示する
。図５に示すように、画面ＧＡ３には、その略中央に「本文資料の登録を行います。本文
資料を原稿台にセットしてスタートボタンを押してください。」とのメッセージが表示さ
れる。
【００５９】
　ここで、本文資料ＭＰに係る原稿が原稿台にセットされスタートボタン（不図示）が押
下されると、プレゼンテーション装置１０は、当該原稿を読み取って本文資料ＭＰを生成
してボックスＢＸ２１に格納する。本文資料ＭＰが格納されると、プレゼンテーション装
置１０は、画面ＧＡ４（図６参照）をタッチスクリーン６３に表示する。図６に示すよう
に、画面ＧＡ４には、その略中央に今度は「添付資料の登録を行います。添付資料を原稿
台にセットしてスタートボタンを押してください。」とのメッセージが表示される。
【００６０】
　そして、添付資料ＳＰに係る原稿が原稿台にセットされスタートボタン（不図示）が押
下されると、プレゼンテーション装置１０は、原稿を読み取って添付資料ＳＰを生成して
ボックスＢＸ２１に格納する。添付資料ＳＰが格納されると、プレゼンテーション装置１
０は、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとがボックスＢＸ２１に登録された旨を表示する表示
画面（不図示）をタッチスクリーン６３に表示する。
【００６１】
　なお、ここでは、画像読取部２により原稿を読みって、本文資料ＳＰと添付資料ＳＰと
が生成されてボックスＢＸ２１に登録される場合を例示したが、これに限定されない。例
えば、外部の装置に格納されている各種のファイルが本文資料ＭＰおよび添付資料ＳＰと
してネットワークＮＷを介して取得され、ボックスＢＸ２１に格納されるようにしてもよ
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い。
【００６２】
　（２）つぎに、プレゼンテーションの開始動作について、図４を参照しながら説明する
。
【００６３】
　まず、発表者ＰＴは、所定の操作を経て再び画面ＧＡ２（図４参照）をタッチスクリー
ン６３に表示させる。
【００６４】
　この後、発表者ＰＴは、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとを事前に登録（格納）しておい
たボックスＢＸ２１に対応するボタンＢＴ２１を選択するとともに、プレゼンテーション
の開始を指示するボタンＢＮ２を押下する。プレゼンテーション装置１０は、この発表者
ＰＴによるボタンＢＮ２の押下操作をプレゼンテーションの開始指示として受け付ける。
【００６５】
　（３）続いて、図７～図９のフローチャートを参照しながら、発表資料ＢＰの配信動作
について説明する。
【００６６】
　プレゼンテーションの開始指示が受け付けられると、図７のステップＳ１１において、
プレゼンテーション装置１０は、本文資料ＭＰのデータ（詳細には本文資料ＭＰの第１ペ
ージのページ画像）を表示出力装置３０に配信する。表示出力装置３０は、配信されてき
た本文資料ＭＰの第１ページ目のページ画像をスクリーンＳＣに投映する。
【００６７】
　ステップＳ１２においては、プレゼンテーション装置１０は、カメラ２０を用いて発表
者ＰＴの撮影を開始するとともに、ジェスチャー検出部９１を用いて発表者ＰＴのジェス
チャーＧＴの検出を開始する。このように、プレゼンテーションの開始指示に応答して、
ジェスチャー検出部９１は、発表者ＰＴのジェスチャーＧＴの検出（監視）を開始する。
【００６８】
　ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６は、発表者ＰＴが腕を一旦顔の真横よりも高い位置にまで
上方に持ち上げる共通動作ＣＡと当該共通動作ＣＡに引き続く各ジェスチャーに固有の動
作とを備えて構成される。なお、ここでは、共通動作ＣＡにおいて、発表者ＰＴの肘は曲
がった状態で持ち上がられるものとし、腕が顔の真横よりも高い位置に到達した時点にお
いても肘は曲がった状態であるものとする。すなわち、共通動作ＣＡにおいて、発表者Ｐ
Ｔの腕が完全に伸びきってはいないものとする。ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６に共通する
動作ＣＡが検出された時点で、ジェスチャーＧＴ（ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６のいずれ
か）が開始された旨が判定される。さらに、当該共通の動作ＣＡに引き続く固有の動作内
容をも検出することによって、ジェスチャーの種別（ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６のうち
のいずれが行われたか）が検出される。
【００６９】
　具体的には、図１０に示すように、プレゼンテーション装置１０は、カメラ２０による
撮影画像ＳＧに基づいて、発表者ＰＴを含む周辺領域ＳＡのモニタリングを開始する。周
辺領域ＳＡのモニタリング中において、ジェスチャー検出部９１は、カメラ２０による撮
影画像ＳＧと比較用画像ＨＧ（不図示）とに基づき両者のマッチング処理を行う。比較用
画像ＨＧは、発表者ＰＴが腕を上げている状態を事前に（プレゼンテーションの開始前に
）撮影した画像である。周辺領域ＳＡのモニタリング中に、例えば、ある時点における撮
影画像ＳＧ１（図１１参照）と比較用画像ＨＧとがマッチングすると、ジェスチャー検出
部９１は、共通動作ＣＡが実行された旨を判定する。同時に、プレゼンテーション装置１
０は、撮影画像ＳＧ１から発表者ＰＴ全体の輪郭を抽出するとともに、当該輪郭から発表
者ＰＴの腕の部分ＳＴ（図１１参照）をさらに抽出する。具体的には、プレゼンテーショ
ン装置１０は、発表者ＰＴ全体の輪郭から胴体部分を抽出し、当該胴体部分から上向き（
ないし斜め上向き）に突出（伸長）する部分を発表者ＰＴの腕の部分ＳＴ（図１１参照）
として抽出する。
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【００７０】
　さらに、当該共通動作ＣＡに引き続く動作内容も併せて検出される。そして、当該共通
動作およびそれに引き続く動作に基づいて、発表者ＰＴのジェスチャーＧＴが検出された
旨とその種別（詳細には、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６）とが判定される。
【００７１】
　後述するように、ジェスチャーＧＴ１は、発表者ＰＴが５本の指を上方に向けて伸ばす
（手指を全て上げる）ジェスチャーであり（図１３参照）、ジェスチャーＧＴ２は、発表
者ＰＴが１本の手指を上方に向けて伸ばす（上げる）ジェスチャーである（図１４参照）
。また、ジェスチャーＧＴ３は、発表者ＰＴが３本の手指を上方に向けて伸ばす（上げる
）ジェスチャーである（図１５参照）。さらに、ジェスチャーＧＴ４は、発表者ＰＴが顔
の横に上げた腕を右向きに動かすジェスチャーであり（図１７参照）、ジェスチャーＧＴ
５は、発表者ＰＴが顔の横に上げた腕を左向きに動かすジェスチャーであり（図１８参照
）。また、ジェスチャーＧＴ６は、発表者ＰＴが顔の横に上げた腕をさらに上向きに動か
すジェスチャーである（図１９参照）。
【００７２】
　ただし、ここでは、これらのジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６は、後述するように、ジェス
チャー検出時における発表者ＰＴの顔の向きの検出結果にも応じて判別される。詳細には
、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ３は、発表者ＰＴの顔の向きが「向きＤ１」（後述）である
ことを条件として検出される（ステップＳ１４，Ｓ１５）。また、ジェスチャーＧＴ４～
ＧＴ６は、発表者ＰＴの顔の向きが「向きＤ２」（後述）であることを条件として検出さ
れる（ステップＳ１６，Ｓ１７）。
【００７３】
　ステップＳ１２の次のステップＳ１３においては、発表者ＰＴのジェスチャーＧＴが検
出されたか否かが判定される。発表者ＰＴのジェスチャーＧＴが検出されたと判定される
と、ステップＳ１４に進む。
【００７４】
　ステップＳ１４においては、ジェスチャーＧＴの検出時における発表者ＰＴの顔の向き
が「向きＤ１」であるか否かが判定される。ここで、向きＤ１は、当該発表者ＰＴの所在
位置から聴講者ＵＡ～ＵＤへ向かう向き、すなわち「聴講者に向かう向き」である。換言
すれば、ステップＳ１４では、発表者ＰＴのジェスチャーＧＴが聴講者ＵＡ～ＵＤに向か
って行われたか否かが判定される。
【００７５】
　具体的には、プレゼンテーション装置１０は、撮影画像ＳＧ１（図１１参照）と比較用
画像ＩＧ１（不図示）とのマッチング処理を行う。なお、比較用画像ＩＧ（不図示）は、
発表者ＰＴが顔を聴講者の座席位置に向けている状態を、事前にカメラ２０により発表者
ＰＴの側方から撮影した静止画像である。
【００７６】
　撮影画像ＳＧ１と画像ＩＧ１とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴの検出時に
おける発表者ＰＴの顔の向きが向きＤ１であると判定されると、ステップＳ１５に進む。
ステップＳ１５においては、発表資料ＢＰの聴講者端末７０への配信処理（図８参照）が
実行される。なお、発表資料ＢＰの聴講者端末７０への配信処理については、後に詳しく
説明する。
【００７７】
　一方、撮影画像ＳＧ１と画像ＩＧ１とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴの検
出時における発表者ＰＴの顔の向きが向きＤ１でないと判定されると、ステップＳ１６に
進む。
【００７８】
　ステップＳ１６においては、ジェスチャーＧＴの検出時における発表者ＰＴの顔の向き
が「向きＤ２」であるか否かが判定される。ここで、向きＤ２は、当該発表者ＰＴの所在
位置からスクリーンＳＣへ向かう向き、すなわち「スクリーンに向かう向き」である。換
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言すれば、ステップＳ１６では、発表者ＰＴのジェスチャーＧＴがスクリーンＳＣに向か
って行われたか否かが判定される。
【００７９】
　具体的には、プレゼンテーション装置１０は、撮影画像ＳＧ１（図１１参照）と比較用
画像ＩＧ２（不図示）とのマッチング処理を行う。なお、比較用画像ＩＧ２（不図示）は
、発表者ＰＴが顔をスクリーンＳＣに向けている状態を、事前にカメラ２０により発表者
ＰＴの側方から撮影した静止画像である。
【００８０】
　撮影画像ＳＧ１と画像ＩＧ２とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴの検出時に
おける発表者ＰＴの顔の向きが向きＤ２であると判定されると、ステップＳ１７に進む。
ステップＳ１７においては、発表資料ＢＰの表示出力装置３０への配信処理（図９参照）
が実行される。なお、発表資料ＢＰの表示出力装置３０への配信処理についても、後に詳
しく説明する。
【００８１】
　一方、撮影画像ＳＧ１と画像ＩＧ２とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴの検
出時における顔の向きが向きＤ２でないと判定されると、ステップＳ１８に進む。
【００８２】
　ステップＳ１８においては、プレゼンテーションを終了するか否かが判定される。プレ
ゼンテーションを終了すると判定された場合には処理が終了し、それ以外の場合にはステ
ップＳ１３に戻る。
【００８３】
　つぎに、図８のフローチャートを参照しながら、発表資料ＢＰの聴講者端末７０（７０
Ａ～７０Ｄ）への配信処理（図７のステップＳ１５）について説明する。
【００８４】
　まず、図８のステップＳ５１においては、スクリーンＳＣに本文資料ＭＰ（詳細には、
本文資料ＭＰのページ画像）が表示されているか否かが判定される。スクリーンＳＣに本
文資料ＭＰが表示されていると判定されると、ステップＳ５２に進む。一方、スクリーン
ＳＣに本文資料ＭＰが表示されていないと判定されると、図８のフローチャートの処理（
図７のステップＳ１５の処理）を終了し、図７のステップＳ１６に進む。
【００８５】
　ステップＳ５２においては、発表者ＰＴが手指を全て上げるジェスチャーＧＴ（以下、
ジェスチャーＧＴ１とも称する）を行ったか否かが判定される。具体的には、部分画像Ｂ
Ｇ（図１２参照）と比較用画像ＪＧ１（図１３参照）とのマッチング処理が行われること
によって、ジェスチャーＧＴ１が行われたか否かかが判定される。図１２に示すように、
部分画像ＢＧは、腕の先端付近の画像であり、詳細には、発表者ＰＴの胴体から伸長する
部分ＳＴの先端部周辺の一定領域（例えば、実空間距離に換算して半径１５ｃｍ（センチ
メートル）の円の領域）の画像である。また、図１３に示すように、比較用画像ＪＧ１は
、発表者ＰＴが手指を全て上げている状態を、事前に撮影した静止画像である。
【００８６】
　部分画像ＢＧと比較用画像ＪＧ１とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴ１が行
われた（発表者ＰＴが手指を全て上げている）と判定されると、ステップＳ５３に進む。
一方、ジェスチャーＧＴ１が行われていないと判定されると、ステップＳ５４に進む。
【００８７】
　ステップＳ５３においては、プレゼンテーション装置１０は、本文資料ＭＰの全部（詳
細には、本文資料ＭＰの全ページのデータ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）に配
信する。これにより、聴講者ＵＡ～ＵＤは、本文資料ＭＰの全ページをそれぞれの聴講者
端末７０Ａ～７０Ｄを用いて適宜閲覧することができる。
【００８８】
　ステップＳ５４においては、発表者ＰＴが手指を１本上げるジェスチャーＧＴ（以下、
ジェスチャーＧＴ２とも称する）を行ったか否かが判定される。具体的には、部分画像Ｂ
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Ｇ（図１２参照）と比較用画像ＪＧ２（図１４参照）とのマッチング処理が行われること
によって、ジェスチャーＧＴ２が行われたか否かが判定される。図１４に示すように、比
較用画像ＪＧ２は、発表者ＰＴが手指を１本上げている状態を、事前に撮影した画像であ
る。
【００８９】
　部分画像ＢＧと比較用画像ＪＧ２とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴ２が行
われた（発表者ＰＴが手指を１本上げている）と判定されると、ステップＳ５５に進む。
一方、ジェスチャーＧＴ２が行われていないと判定されると、ステップＳ５６に進む。
【００９０】
　ステップＳ５５においては、プレゼンテーション装置１０は、本文資料ＭＰの一部（詳
細には、本文資料ＭＰの複数のページのうち、スクリーンＳＣに表示されているページの
データ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）へ配信する。これにより、聴講者ＵＡ～
ＵＤは、スクリーンＳＣに表示されているページをそれぞれの聴講者端末７０Ａ～７０Ｄ
を用いて閲覧することができる。
【００９１】
　ステップＳ５６においては、発表者ＰＴが手指を３本上げるジェスチャーＧＴ（以下、
ジェスチャーＧＴ３とも称する）を行ったか否かが判定される。具体的には、部分画像Ｂ
Ｇ（図１２参照）と比較用画像ＪＧ３（図１５参照）とのマッチング処理が行われること
によって、ジェスチャーＧＴ３が行われたか否かが判定される。図１５に示すように、比
較用画像ＪＧ３は、発表者ＰＴが手指を３本上げている状態を、事前に撮影した画像であ
る。
【００９２】
　部分画像ＢＧと比較用画像ＪＧ３とのマッチング処理の結果、ジェスチャーＧＴ３が行
われた（発表者ＰＴが手指を３本上げている）と判定されると、ステップＳ５７に進む。
一方、ジェスチャーＧＴ３が行われていないと判定されると、図８のフローチャートの処
理（図７のステップＳ１５）を終了し、図７のステップＳ１６に進む。
【００９３】
　ステップＳ５７においては、プレゼンテーション装置１０は、添付資料ＳＰの全部（詳
細には、添付資料ＳＰの全ページのデータ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）に配
信する。これにより、聴講者ＵＡ～ＵＤは、添付資料ＳＰの全ページをそれぞれの聴講者
端末７０Ａ～７０Ｄを用いて適宜閲覧することができる。
【００９４】
　続いて、図９のフローチャートを参照しながら、発表資料ＢＰの表示出力装置３０への
配信処理（図７のステップＳ１７）について説明する。
【００９５】
　ステップＳ７１においては、図１７に示すように、発表者ＰＴが顔の横に上げた腕を右
向きに動かすジェスチャーＧＴ（以下、ジェスチャーＧＴ４とも称する）が行われたか否
かが判定される。
【００９６】
　具体的には、画像ＳＧ２（図１６参照）と画像ＴＧ１（図１７参照）とを比較すること
によって、ジェスチャーＧＴ４が行われたか否かが判定される。なお、画像ＳＧ２は、発
表者ＰＴが共通動作ＣＡを行った時点での撮影画像である。この画像ＳＧ２においては、
発表者ＰＴの顔の向きは向きＤ２を向いている。また、画像ＴＧ１は、画像ＳＧ２の撮影
時点から所定時間後（例えば、２秒後）の撮影画像である。
【００９７】
　ここで、図１７に示すように、画像ＴＧ１に係る発表者ＰＴの腕の位置が、画像ＳＧ２
に係る発表者ＰＴの腕の位置よりも発表者ＰＴから見て右側（画像ＳＧ２内において左側
）に存在する場合には、ジェスチャーＧＴ４が行われたと判定され、それ以外の場合には
、ジェスチャーＧＴ４が行われていないと判定される。なお、ここでは、ジェスチャーＧ
Ｔ４は、発表者ＰＴの顔の向きが向きＤ２であることを条件として検出される。ただし、
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これに限定されず、発表者ＰＴの顔の向きが向きＤ２であることを条件とせずに、ジェス
チャーＧＴ４が検出されるようにしてもよい。具体的には、発表者ＰＴの顔の向きが向き
Ｄ２であるか否かに拘わらず、画像ＳＧ２と画像ＴＧ１とを比較してジェスチャーＧＴ４
が行われたか否かが判定されるようにしてもよい。
【００９８】
　ジェスチャーＧＴ４が行われたと判定されると、ステップＳ７２に進み、スクリーンＳ
Ｃに投映されているページの次のページＮＰのデータが表示出力装置３０に配信され、ス
クリーンＳＣには当該次のページＮＰのページ画像が投映される。
【００９９】
　例えば、図２０に示すように、本文資料ＭＰの第２ページ目のページ画像がスクリーン
ＳＣに投映されている場合において、発表者ＰＴによりジェスチャーＧＴ４が行われたと
判定されたとする。この場合、図２１に示すように、投映中の本文資料ＭＰの第２ページ
の次のページＮＰにあたる第３ページのページ画像が新たにスクリーンＳＣに投映される
。
【０１００】
　一方、ジェスチャーＧＴ４が行われていないと判定されると、ステップＳ７３に進む。
ステップＳ７３においては、発表者ＰＴが顔の横に上げた腕を左向きに動かすジェスチャ
ーＧＴ（以下、ジェスチャーＧＴ５とも称する）（図１８参照）が行われたか否かが判定
される。
【０１０１】
　具体的には、画像ＳＧ２（図１６参照）と画像ＴＧ２（図１８参照）とを比較すること
によって、ジェスチャーＧＴ５が行われたか否かが判定される。なお、画像ＴＧ２は、画
像ＳＧ２の撮影時点から所定時間後（例えば、２秒後）の撮影画像である。
【０１０２】
　ここで、図１８に示すように、画像ＴＧ２に係る発表者ＰＴの腕の位置が、画像ＳＧ２
に係る発表者ＰＴの腕の位置よりも発表者ＰＴから見て左側（画像ＳＧ２内において右側
）に存在する場合には、ジェスチャーＧＴ５が行われたと判定され、それ以外の場合には
、ジェスチャーＧＴ５が行われていないと判定される。
【０１０３】
　ジェスチャーＧＴ５が行われたと判定されると、ステップＳ７４に進み、スクリーンＳ
Ｃに投映されているページの前のページＰＰのデータが表示出力装置３０に配信され、ス
クリーンＳＣには当該前のページＰＰのページ画像が投映される。
【０１０４】
　例えば、図２１に示すように、本文資料ＭＰの第３ページ目のページ画像がスクリーン
ＳＣに投映されている場合において、発表者ＰＴによりジェスチャーＧＴ５が行われたと
判定されたとする。この場合、図２０に示すように、投映中の本文資料ＭＰの第３ページ
の前のページにあたる第２ページのページ画像が新たにスクリーンＳＣに投映される。
【０１０５】
　一方、ジェスチャーＧＴ５が行われていないと判定されると、ステップＳ７５に進む。
【０１０６】
　ステップＳ７５においては、発表者ＰＴが顔の横に上げた腕をさらに上向きに動かすジ
ェスチャーＧＴ（以下、ジェスチャーＧＴ６とも称する）（図１９参照）が行われたか否
かが判定される。
【０１０７】
　具体的には、画像ＳＧ２（図１６参照）と画像ＴＧ３（図１９参照）とを比較すること
によって、ジェスチャーＧＴ６が行われたか否かが判定される。上述したように、共通動
作ＣＡは、発表者ＰＴが肘を曲げた状態で腕を顔の真横よりも高い位置に持ち上げる動作
である。また、ジェスチャーＧＴ６は、共通動作ＣＡに続く動作であり、詳細には、共通
動作ＣＡにおいて持ち上げた腕をさらに高い位置に持ち上げる動作である。また、画像Ｓ
Ｇ２は発表者ＰＴが共通動作ＣＡを行った時点での撮影画像であり、画像ＴＧ３は当該画
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像ＳＧ２の撮影時点から所定時間後（例えば、２秒後）の撮影画像である。
【０１０８】
　図１９に示すように、画像ＴＧ３に係る発表者ＰＴの腕の位置が、画像ＳＧ２に係る発
表者ＰＴの腕の位置よりも上側に存在する場合には、ジェスチャーＧＴ６が行われたと判
定され、それ以外の場合には、ジェスチャーＧＴ６が行われていないと判定される。
【０１０９】
　ジェスチャーＧＴ６が行われたと判定されると、ステップＳ７５に進み、ジェスチャー
ＧＴが行われていないと判定されると、図９のフローチャートの処理（図７のステップＳ
１７の処理）を終了し、図７のステップＳ１８に進む。
【０１１０】
　ステップＳ７５においては、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとの間で表示出力装置３０で
の表示対象資料を切り替える動作が行われる。具体的には、本文資料ＭＰのページ画像が
スクリーンＳＣに投映されている場合には、添付資料ＳＰのページ画像が表示出力装置３
０に配信され、スクリーンＳＣには添付資料ＳＰのページ画像が投映される。逆に、添付
資料ＳＰのページ画像がスクリーンＳＣに投映されている場合には、本文資料ＭＰのペー
ジ画像が表示出力装置３０に配信され、スクリーンＳＣには本文資料ＭＰのページ画像が
投影される。
【０１１１】
　例えば、図２１に示すように、本文資料ＭＰの第３ページのページ画像がスクリーンＳ
Ｃに表示されているとする。ここで、発表者ＰＴにより１回目のジェスチャーＧＴ６が行
われると、図２２に示すように、添付資料ＳＰの第１ページのページ画像が表示出力装置
３０に配信されてスクリーンＳＣに表示される（図９のステップＳ７６）。
【０１１２】
　この後、添付資料ＳＰの第１ページのページ画像の表示中において、発表者ＰＴにより
ジェスチャーＧＴ４が行われると、図２３に示すように、添付資料ＳＰの第２ページのペ
ージ画像が表示出力装置３０に配信されてスクリーンＳＣに表示される（図９のステップ
Ｓ７２）。
【０１１３】
　さらに、添付資料ＳＰの第２ページの表示中において、発表者ＰＴにより２回目のジェ
スチャーＧＴ６が行われると、図２１に示すように、添付資料ＳＰの表示前に表示されて
いた本文資料ＭＰの第３ページのページ画像が表示出力装置３０に配信されて再びスクリ
ーンＳＣに表示される。
【０１１４】
　この後、本文資料ＭＰの第３ページの表示中において、発表者ＰＴによりジェスチャー
ＧＴ４が行われると、図２４に示すように、本文資料ＭＰの第４ページのページ画像が表
示出力装置３０に配信されてスクリーンＳＣに表示される（図９のステップＳ７２）。
【０１１５】
　さらに、本文資料ＭＰの第４ページの表示中において、発表者ＰＴにより３回目のジェ
スチャーＧＴ６が行われると、図２３に示すように、本文資料ＭＰの表示前に表示されて
いた添付資料ＳＰの第２ページのページ画像が表示出力装置３０に配信されて再びスクリ
ーンＳＣに表示される（図９のステップＳ７６）。
【０１１６】
　以上の動作によれば、プレゼンテーションの開始指示に応答して、発表者ＰＴのジェス
チャーＧＴの検出が開始される（図７のステップＳ１２）ので、当該プレゼンテーション
の開始前におけるジェスチャーＧＴの誤検出を回避することが可能である。
【０１１７】
　また、ジェスチャーＧＴの検出時における発表者ＰＴの顔の向きに基づいて、発表資料
ＢＰの配信先が決定（ステップＳ１４，Ｓ１６等参照）されるので、発表者ＰＴは、簡易
に配信先を決定することが可能である。
【０１１８】
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　特に、顔の向きが向きＤ１（発表者ＰＴの所在位置から聴講者ＵＡ～ＵＤへ向かう向き
）であると判定されると発表資料ＢＰの配信先が聴講者端末７０Ａ～７０Ｄに決定される
。換言すれば、発表者ＰＴの顔の向き（向きＤ１）と発表資料ＢＰの配信先（聴講者端末
７０Ａ～７０Ｄ）とが密接に関連している。そのため、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ
を行う際の顔の向きと発表資料ＢＰの配信先との関係を直感的に認識することが可能であ
る。
【０１１９】
　同様に、顔の向きが向きＤ２（発表者ＰＴの所在位置からスクリーンＳＣへ向かう向き
）であると判定されると発表資料ＢＰの配信先が表示出力装置３０に決定される。換言す
れば、発表者ＰＴの顔の向き（向きＤ２）と発表資料ＢＰの配信先（表示出力装置３０）
とが密接に関連している。そのため、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴを行う際の顔の向
きと発表資料ＢＰの配信先との関係を直感的に認識することが可能である。
【０１２０】
　また、上記の動作においては、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６に応じて、発表資料ＢＰの
配信動作が制御されるので、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６による簡易な操
作によって発表資料ＢＰの配信を指示することが可能である。
【０１２１】
　詳細には、ジェスチャーＧＴの検出内容（詳細には、ジェスチャーＧＴ１，ＧＴ２のい
ずれが検出されるか）に基づいて、配信対象資料における全ページと配信対象資料におけ
る一部のページ（単一ページ）とのうちのいずれを配信対象ページとするかが決定される
（ステップＳ１５）。したがって、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ１，ＧＴ２を用いる
（詳細には使い分ける）ことによって、発表資料ＢＰのうちの特定の資料（ここでは本文
資料ＭＰ）の全部（全ページ）と当該特定の資料の一部（表示中の単一ページ）とのいず
れを配信対象ページとするかを切り換えることができる。
【０１２２】
　また、ジェスチャーＧＴの検出内容（詳細には、ジェスチャーＧＴ１，ＧＴ２，ＧＴ３
のいずれが検出されるか）に基づいて、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとのいずれを配信対
象資料とするかが決定される。したがって、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ１，ＧＴ２
，ＧＴ３を用いる（使い分ける）ことによって、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとのうちの
いずれの資料（例えば添付資料ＭＰ）を配信対象資料とするかを変更することができる。
【０１２３】
　特に、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ３を用いることによって、本文資料ＭＰと添付
資料ＳＰとのうちの非表示中の資料（例えば添付資料ＭＰ）の全部（全ページ）を配信対
象資料として指示することもできる。
【０１２４】
　また、ジェスチャーＧＴの検出内容（詳細には、ジェスチャーＧＴ６が検出されること
）に基づいて、配信対象資料（ひいてはスクリーンＳＣでの表示対象資料）が変更される
。したがって、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ６を用いることによって、配信対象資料
を切り換えること、ひいては、本文資料ＭＰと添付資料ＳＰとのいずれをスクリーンＳＣ
に表示させるかを切り換えることもできる。
【０１２５】
　さらに、ジェスチャーＧＴの検出内容（詳細には、ジェスチャーＧＴ４，ＧＴ５のいず
れが検出されるか）に基づいて、スクリーンＳＣに表示されている表示中ページの次のペ
ージＮＰと当該表示中ページの前のページとのいずれを配信対象ページとするかが決定さ
れる。したがって、発表者ＰＴは、ジェスチャーＧＴ４，ＧＴ５を用いる（使い分ける）
ことによって、発表資料ＢＰのうちの表示中の資料（例えば本文資料ＭＰ）の表示中のペ
ージの変更動作を指示することができる。
【０１２６】
　また、上記実施形態においては、共通動作ＣＡに引き続く固有動作（腕および／または
指の動作）と発表者ＰＴの顔の向きとの双方に基づいて、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６の
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種別が判別される。したがって、上記の６種類のジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６が顔の向き
を考慮することなく判別される場合に比べて、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６の判別の精度
を向上させることが可能である。
【０１２７】
　　＜６．変形例等＞
　以上、この発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のもの
に限定されるものではない。
【０１２８】
　たとえば、上記実施形態においては、本文資料ＭＰが表示されていることを条件として
発表資料ＢＰを聴講者端末７０へ配信する場合を例示したが、これに限定されず、添付資
料ＳＰが表示されていることを条件として発表資料ＢＰを聴講者端末７０へ配信するよう
にしてもよい。以下では、図２５を参照しながら、このような変形例についてより詳細に
説明する。
【０１２９】
　この変形例では、図８のステップＳ１５に代えて、図２５のステップＳ１５が実行され
る。
【０１３０】
　まず、図２５のステップＳ９１においては、スクリーンＳＣに添付資料ＳＰ（詳細には
、添付資料ＳＰのページ画像）が表示されているか否かが判定される。スクリーンＳＣに
添付資料ＳＰが表示されていると判定されると、ステップＳ９２に進む。一方、スクリー
ンＳＣに添付資料ＳＰが表示されていないと判定されると、図２５のフローチャートの処
理（図７のステップＳ１５の処理）を終了し、図７のステップＳ１６に進む。
【０１３１】
　ステップＳ９２においては、ジェスチャーＧＴ１が行われた否かが判定される。ジェス
チャーＧＴ１が行われた（発表者ＰＴが手指を全て上げている）と判定されると、ステッ
プＳ９３に進む。一方、ジェスチャーＧＴ１が行われていない（発表者ＰＴが手指を全て
上げていない）と判定されると、ステップＳ９４に進む。
【０１３２】
　ステップＳ９３においては、プレゼンテーション装置１０は、添付資料ＳＰの全部（詳
細には、添付資料ＳＰの全ページのデータ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）に配
信する。これにより、聴講者ＵＡ～ＵＤは、添付資料ＳＰの全ページをそれぞれの聴講者
端末７０Ａ～７０Ｄを用いて適宜閲覧することができる。
【０１３３】
　ステップＳ９４においては、ジェスチャーＧＴ２が行われたか否かが判定される。ジェ
スチャーＧＴ２が行われた（発表者ＰＴが手指を１本上げている）と判定されると、ステ
ップＳ９５に進む。一方、ジェスチャーＧＴ２が行われていない（発表者ＰＴが手指を１
本上げていない）と判定されると、ステップＳ９６に進む。
【０１３４】
　ステップＳ９５においては、プレゼンテーション装置１０は、添付資料ＳＰの一部（詳
細には、添付資料ＳＰの複数のページのうち、スクリーンＳＣに表示されているページの
データ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）へ配信する。これにより、聴講者ＵＡ～
ＵＤは、スクリーンＳＣに表示されている添付資料ＳＰのページをそれぞれの聴講者端末
７０Ａ～７０Ｄを用いて閲覧することができる。
【０１３５】
　ステップＳ９６においては、ジェスチャーＧＴ３が行われたか否かが判定される。ジェ
スチャーＧＴ３が行われた（発表者ＰＴが手指を３本上げている）と判定されると、ステ
ップＳ９７に進む。一方、ジェスチャーＧＴ３が行われていない（発表者ＰＴが手指を３
本上げていない）と判定されると、図２５のフローチャートの処理（図７のステップＳ１
５）を終了し、図７のステップＳ１６に進む。
【０１３６】
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　ステップＳ９７においては、プレゼンテーション装置１０は、本文資料ＭＰの全部（詳
細には、本文資料ＭＰの全ページのデータ）を各聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）に配
信する。これにより、聴講者ＵＡ～ＵＤは、本文資料ＭＰの全ページをそれぞれの聴講者
端末７０Ａ～７０Ｄを用いて適宜閲覧することができる。
【０１３７】
　また、この変形例（図２５）では、スクリーンＳＣに添付資料ＳＰが表示されているこ
とを条件としてジェスチャーＧＴ１～ＧＴ３に対応する配信動作が行われる場合が例示さ
れ、上記実施形態（図８）では、スクリーンＳＣに本文資料ＭＰが表示されていることを
条件としてジェスチャーＧＴ１～ＧＴ３に対応する配信動作が行われる場合が例示されて
いる。しかしながら、本発明は、これに限定されず、スクリーンＳＣに添付資料ＳＰと本
文資料ＭＰとのいずれかが表示されている場合に、スクリーンＳＣに表示されている資料
種別に応じた配信動作が行われるようにしてもよい。端的に言えば、図２５の動作と図８
の動作とが組み合わせられて実行されるようにしてもよい。
【０１３８】
　より詳細には、図２６に示すように、ジェスチャーＧＴ１が検出される場合には、本文
資料ＭＰと添付資料ＳＰとのうちスクリーンＳＣに表示中の資料（本文資料ＭＰまたは添
付資料ＳＰ）の全部（全ページ）のデータが配信されるようにしてもよい（ステップＳ１
０３）。同様に、ジェスチャーＧＴ２が検出される場合には、本文資料ＭＰと添付資料Ｓ
ＰとのうちスクリーンＳＣに表示中の資料（本文資料ＭＰまたは添付資料ＳＰ）の一部（
表示中のページのみ）のデータが配信されるようにしてもよい（ステップＳ１０５）。ま
た、ジェスチャーＧＴ３が検出される場合には、スクリーンＳＣに表示中の資料（本文資
料ＭＰまたは添付資料ＳＰ）とは別の資料の全部（全ページ）のデータが配信されるよう
にしてもよい（ステップＳ１０７）。具体的には、ジェスチャーＧＴ３が検出される場合
において、スクリーンＳＣに本文資料ＭＰが表示されているときには他方の添付資料ＳＰ
の全部（全ページ）のデータが配信され、スクリーンＳＣに添付資料ＳＰが表示されてい
るときには、他方の本文資料ＭＰの全部（全ページ）のデータが配信されるようにしても
よい。
【０１３９】
　また、上記実施形態等においては、発表者ＰＴの顔の向きにも基づいてジェスチャーＧ
Ｔ１～ＧＴ６が判別（識別）される場合が例示されているが、これに限定されない。たと
えば、発表者ＰＴの顔の向きを考慮することなく、共通動作ＣＡに引き続く固有動作（腕
および／または指の動作）のみに基づいて複数のジェスチャーＧＴが互いに判別（識別）
されるようにしてもよい。たとえば、上記の複数の種類のジェスチャーＧＴ１～ＧＴ６（
あるいは他の複数の種類のジェスチャー）が発表者ＰＴの顔の向きを考慮することなく判
別されてもよい。また、この場合には、ジェスチャーごとに予め決定された配信先へと対
象データが配信されるようにすればよい。たとえば、ジェスチャーＧＴ１～ＧＴ３に関し
ては聴講者端末７０（７０Ａ～７０Ｄ）が配信先として予め決定され、ジェスチャーＧＴ
４～ＧＴ６に関しては表示出力装置３０が配信先として予め決定されればよい。
【０１４０】
　また、上記実施形態においては、ジェスチャーＧＴの種類に応じて、配信対象資料の種
類（本文資料ＭＰ／添付資料ＳＰ）および配信対象ページ（全ページ／単一ページ）が変
更される場合が例示されているが、これに限定されない。たとえば、単一のジェスチャー
ＧＴ１０（例えば共通動作ＣＡのみで構成されるジェスチャー）が検出される場合に、所
定のデータ（例えばスクリーンＳＣに表示中の資料の表示中のページのデータ）が配信さ
れるようにしてもよい。また、この場合には、上記実施形態と同様に、当該ジェスチャー
ＧＴ１０の実行時における発表者ＰＴの顔の向きに応じて、配信先が変更されるようにし
てもよい。
【符号の説明】
【０１４１】
　ＢＰ　発表資料
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　ＨＧ　比較用画像
　ＧＴ１～ＧＴ６　ジェスチャー
　ＪＧ１～ＪＧ３　比較用画像　
　ＭＰ　本文資料
　ＳＡ　周辺領域
　ＳＰ　添付資料

【図１】 【図２】
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【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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