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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像に含まれる基準物を認識する認識部と、
　前記入力画像のうち、前記基準物とは異なる領域の特徴情報が、前記認識された基準物
の識別情報に対応付けられた特徴情報を含むかを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられた
コンテンツを重畳した画像を生成する画像生成部と
　を有することを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記入力画像のうち、前記基準物とは異なる領域の特徴情報は、前記入力画像のうち、
前記基準物とは異なる領域の明暗情報又は前記基準物とは異なる領域に含まれる物体の特
徴点情報であることを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記判定部は、
　複数の方向から撮影された前記入力画像の前記基準物とは異なる領域の特徴情報を用い
て前記判定を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記判定部は、
　時間情報に対応して設定された、前記入力画像の前記基準物とは異なる領域の特徴情報
を用いて前記判定を行うことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の端末装置
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。
【請求項５】
　前記基準物の識別情報に対応付けて、前記入力画像の前記基準物とは異なる領域の特徴
情報及び前記コンテンツを設定する設定部を有することを特徴とする請求項１乃至４の何
れか１項に記載の端末装置。
【請求項６】
　端末装置で入力画像に含まれる基準物を認識した際、前記入力画像のうち、前記基準物
とは異なる領域の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情報に対応付けられた特徴情
報を含むかを判定し、判定した結果に基づいて前記識別情報に対応付けられたコンテンツ
を抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたコンテンツを前記端末装置に送信する通信部とを有するこ
とを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　端末装置が、
　入力画像に含まれる基準物を認識し、
　前記入力画像のうち、前記基準物とは異なる領域の特徴情報が、前記認識された基準物
の識別情報に対応付けられた特徴情報を含むかを判定し、
　判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられたコンテンツを重畳
した画像を生成する
　ことを特徴とする表示制御方法。
【請求項８】
　入力画像に含まれる基準物を認識し、
　前記入力画像のうち、前記基準物とは異なる領域の特徴情報が、前記認識された基準物
の識別情報に対応付けられた特徴情報を含むかを判定し、
　判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられたコンテンツを重畳
した画像を生成する、
　処理をコンピュータに実行させる表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、情報処理装置、表示制御方法、及び表示制御プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　端末装置の撮像手段により撮像された撮像画像の一部にコンテンツ情報を重畳して表示
させる拡張現実（Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ：ＡＲ）技術が知られている。Ａ
Ｒ技術を用いて提供されるコンテンツ（以下、「ＡＲコンテンツ」という）は、ＡＲコン
テンツ毎に、現実空間に対応する仮想空間上の表示位置が設定される。また、端末装置と
ＡＲコンテンツとの位置関係の判断基準（基準物）として、ＡＲマーカが用いられる。Ａ
Ｒマーカと端末装置との位置関係は、端末装置の撮像画像に写り込んだＡＲマーカの像に
基づいて判断される。
【０００３】
　端末装置で認識したＡＲマーカに基づいて表示される重畳画像等のＡＲコンテンツは、
予め管理者の操作により登録されるもののみでなく、作業員等の操作により登録されるも
のもある。この登録操作により、管理者や作業員等のユーザは、ＡＲマーカからの相対位
置にＡＲコンテンツを設定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１０－５３１０８９号公報
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【特許文献２】国際公開２００５／１１９５３９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、従来手法におけるＡＲコンテンツの表示は、ＡＲマーカの認識に基づ
いて行われる。そのため、ＡＲマーカが認識できれば、認識時の状況に関係なくＡＲコン
テンツが表示される。したがって、複製されたＡＲマーカや、不正な位置に移動されたＡ
Ｒマーカに対しても、ＡＲマーカに対応付けられたＡＲコンテンツの表示が行われてしま
う。また、ＡＲコンテンツの登録が行われる場合には、その登録が本来ＡＲマーカが配置
されるべき位置（例えば、現場等）でＡＲマーカを認識したことに応じて行われたのかを
確認することができない。
【０００６】
　一つの側面では、本発明は、適切な表示制御を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様における端末装置は、入力画像に含まれる基準物を認識する認識部と、前記入力
画像のうち、前記基準物とは異なる領域の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情報
に対応付けられた特徴情報を含むかを判定する判定部と、前記判定部による判定結果に基
づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられたコンテンツを重畳した画像を生成
する画像生成部とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　適切な表示制御を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】情報処理システムの概略構成の一例を示す図である。
【図２】サーバの機能構成例を示す図である。
【図３】端末装置の機能構成の一例を示す図である。
【図４】サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
【図５】端末装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図６】実物体にＡＲマーカを設置した例を示す図である。
【図７】第１実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理を示すフローチャー
トである。
【図８】明暗領域設定の具体例を説明するための図である。
【図９】第１実施例において端末装置が有するデータ例を示す図である。
【図１０】第１実施例においてサーバが有するデータ例を示す図である。
【図１１】二値化画像の一例を示す図である。
【図１２】二値化画像に対する分割領域の設定例を示す図である。
【図１３】複数のＡＲマーカを用いた明暗領域の第１の設定例を示す図である。
【図１４】複数のＡＲマーカを用いた明暗領域の第２の設定例を示す図である。
【図１５】第１実施例における判定処理を示すフローチャートである。
【図１６】第１実施例における表示画面例を示す図である。
【図１７】時間情報を利用したときの端末装置が有するデータ例を示す図である。
【図１８】時間情報を利用したときのサーバが有するデータ例を示す図である。
【図１９】時間情報を利用したときの判定内容と表示されるＡＲコンテンツの一例を示す
図である。
【図２０】第２実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理を示すフローチャ
ートである。
【図２１】物体の特徴情報設定の具体例を説明するための図である。
【図２２】第２実施例において端末装置が有するデータ例を示す図である。
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【図２３】第２実施例においてサーバが有するデータ例を示す図である。
【図２４】第２実施例における判定処理を示すフローチャートである。
【図２５】第２実施例における表示画面例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて実施形態を説明する。
【００１１】
　＜情報処理システムの概略構成例＞
　図１は、情報処理システムの概略構成の一例を示す図である。図１に示す情報処理シス
テム１０は、情報処理装置の一例としてのサーバ１１と、１又は複数の端末装置１２－１
～１２－ｎ（以下、必要に応じて「端末装置１２」と総称する）とを有する。サーバ１１
及び端末装置１２は、例えば通信ネットワーク１３によりデータの送受信が可能な状態で
接続されている。
【００１２】
　サーバ１１は、基準物の一例としてのＡＲマーカや各ＡＲマーカに対応付けて登録され
た１又は複数のＡＲコンテンツ、端末装置１２の表示制御に対する判定条件（例えば、画
像の特徴情報）等を管理する。ここで、ＡＲマーカとは、例えばＡＲコンテンツ等の各種
コンテンツ情報の内容や表示する位置等を指定するための標識となるものである。ＡＲマ
ーカは、例えば二次元コード等のように、所定の領域内に所定の模様や文字パターン等が
形成された画像等であるが、これに限定されるものではない。
【００１３】
　ＡＲコンテンツとは、例えば現実空間に対応する三次元の仮想空間上に配置された三次
元物体のモデルデータ等であり、例えば端末装置１２で撮影された画像に重畳されて表示
される重畳情報である。また、ＡＲコンテンツは、例えば撮影画像中に含まれるＡＲマー
カを基準とした相対座標（マーカ座標系）で設定された位置に表示される。本実施形態の
ＡＲコンテンツは、例えばＡＲマーカ等に対応付けられており、例えばテキスト、アイコ
ン、アニメーション、マーク、模様、画像、映像等の様々な形態が含まれる。また、ＡＲ
コンテンツは、表示出力されるものに限定されず、例えば音声等の情報であってもよい。
【００１４】
　また、上述した画像の特徴とは、例えば予め（事前に）ＡＲマーカを含んで撮影された
画像から得られる特徴であり、画像内の明暗領域（例えば、ＡＲマーカの周囲（背景部分
）の明暗領域）や画像中の物体に対する特徴点情報等であるが、これに限定されるもので
はない。
【００１５】
　サーバ１１は、例えば端末装置１２からＡＲマーカに関する情報（例えば、マーカＩＤ
）を受信すると、マーカＩＤに対応するＡＲコンテンツや適切な撮影位置（現場）で撮影
されたか否かを判定する判定条件を端末装置１２に送信する。適切な撮影位置とは、例え
ばＡＲマーカに対応付けてＡＲコンテンツを登録する際に、管理者等の登録者が設定した
位置である。
【００１６】
　なお、本実施形態では、これに限定されるものではなく、例えばサーバ１１は、端末装
置１２からマーカＩＤや位置情報、撮影画像等を受信して、サーバ１１側で予め設定され
た判定条件に基づいて上述した判定を行ってもよい。また、サーバ１１は、判定結果に基
づいてマーカＩＤに対応付けられたＡＲコンテンツを抽出して端末装置１２に送信するよ
うにしてもよい。
【００１７】
　サーバ１１は、例えばＰｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ（ＰＣ）等でもよいが、こ
れに限定されるものではなく、例えば一以上の情報処理装置を有するクラウドコンピュー
ティングにより構成されるクラウドサーバ等であってもよい。
【００１８】
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　端末装置１２は、ＡＲマーカに対応付けてＡＲコンテンツの登録を行ったり、撮影した
ＡＲマーカや判定条件等に基づき、例えば適切な場所からＡＲマーカを撮影しているか否
かの判定を行い、その判定結果に応じたＡＲコンテンツを画面に表示する。
【００１９】
　例えば、端末装置１２は、内蔵カメラ等の撮像部により撮影された画像から、その画像
に含まれるＡＲマーカの認識（以下、「マーカ認識」という）を行う。また、端末装置１
２は、マーカ認識により認識されたＡＲマーカを撮影した画像の特徴情報が、そのＡＲマ
ーカを含んで事前に撮影された画像の特徴情報（判定条件）を含んでいるか否かを判定す
る。また、端末装置１２は、判定結果に応じてＡＲマーカに対応付けられたＡＲコンテン
ツ等の重畳情報の出力の制御（例えば、出力有無の制御、出力内容の制御）等を行う。ま
た、端末装置１２は、マーカ認識により認識されたＡＲマーカの情報や位置情報等の情報
をサーバ１１に送信し、サーバ１１側で行われた判定結果に基づき、対応する表示制御を
行ってもよい。なお、本実施形態では、上述した適切な撮影位置（現場）で撮影されたと
判定された場合（判定結果がＯＫの場合）と、適切な撮影位置で撮影されていないと判定
された場合（判定結果がＮＧの場合）とで、異なるＡＲコンテンツを表示してもよい。
【００２０】
　ここで、本実施形態におけるマーカ認識において、例えばＡＲマーカを１つのアングル
（例えば、ＡＲマーカの正面方向）から撮影した場合における画像の特徴（例えば、画像
内の明暗領域）を用いた判定だけでは、他の場所でＡＲマーカを撮影した場合にも偶然同
じ条件になる可能性がある。この場合には、意図する条件でないのに、正しい位置で撮影
されたと判定され、ＡＲマーカに対応付けられたＡＲコンテンツが表示できてしまう。
【００２１】
　そこで、本実施形態では、端末装置１２が複数の方向（例えば、３アングル等）から撮
影した画像に対してＡＲマーカと画像の特徴とを用いた判定を行ってもよい。例えば、端
末装置１２は、画像の特徴情報の特殊性（例えば、画像中における明暗領域の割合、位置
）等に応じて、撮影方向を１アングルにするか複数アングルにするかを使い分けてもよい
。
【００２２】
　端末装置１２は、例えばタブレット端末やスマートフォン、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ（ＰＤＡ）、ノート型ＰＣ等であるが、これに限定され
るものではなく、例えばゲーム機器、携帯電話等の通信端末であってもよい。
【００２３】
　通信ネットワーク１３は、例えばインターネットやＬｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ（ＬＡＮ）等であるが、これに限定されるものではない。また、通信ネットワーク１
３は、有線でも無線でもよく、これらの組み合わせでもよい。
【００２４】
　図１に示す情報処理システム１０は、サーバ１１と端末装置１２とは１対ｎの構成とな
っているが、これに限定されるものではなく、例えば複数のサーバを有していてもよい。
【００２５】
　＜サーバ１１の機能構成例＞
　次に、上述したサーバ１１の機能構成例について図を用いて説明する。図２は、サーバ
の機能構成例を示す図である。サーバ１１は、通信部２１と、記憶部２２と、登録部２３
と、抽出部２４と、制御部２５とを有する。
【００２６】
　通信部２１は、通信ネットワーク１３を介して端末装置１２や他のコンピュータ等との
間でデータの送受信を行う。通信部２１は、例えば端末装置１２からのＡＲコンテンツ等
の登録要求、及びＡＲマーカに対応付けて登録するＡＲコンテンツや画像の特徴情報等の
判定条件を受信する。また、通信部２１は、登録されたＡＲマーカの識別情報（例えば、
マーカＩＤ）等を受信し、対応する判定条件、及びＡＲコンテンツを端末装置１２に送信
する。
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【００２７】
　記憶部２２は、本実施形態における表示制御処理に必要な各種情報（例えば、マーカＩ
Ｄ管理テーブル、ＡＲコンテンツ管理テーブル、明暗領域管理テーブル、設定時間帯別デ
ータ管理テーブル、物体管理テーブル等）を記憶する。記憶部２２は、例えば端末装置１
２でＡＲコンテンツ作成時に生成された設定情報、及びＡＲマーカ毎に設定された画像の
特徴情報、１又は複数のＡＲコンテンツ、時間情報、判定用物体情報等の判定条件を記憶
する。
【００２８】
　登録部２３は、端末装置１２から得られたＡＲコンテンツ等の各種登録情報等を登録す
る。例えば、登録部２３は、ＡＲマーカを識別する識別情報（マーカＩＤ）と、マーカＩ
Ｄに対して設定された判定条件と、ＡＲコンテンツ情報とを対応付けて登録する。登録さ
れた情報は、記憶部２２に記憶される。
【００２９】
　抽出部２４は、端末装置１２から得られた識別情報（マーカＩＤ）に基づいて記憶部２
２を参照し、対応する判定条件とＡＲコンテンツ情報とを抽出する。抽出部２４により抽
出された判定条件やＡＲコンテンツ等は、通信部２１によりマーカＩＤを送信した端末装
置１２に送信される。
【００３０】
　なお、抽出部２４は、端末装置１２からマーカＩＤだけでなく、位置情報等を取得した
場合には、マーカＩＤに対応付けられた判定条件に基づき、適切な位置で撮影されたＡＲ
マーカであるか否かの判定を行ってもよい。例えば、抽出部２４は、端末装置１２で、入
力画像に含まれる基準物（例えば、ＡＲマーカ）を認識した際、そのＡＲマーカの認識に
用いられた入力画像の特徴情報が、認識されたＡＲマーカの識別情報（例えば、マーカＩ
Ｄ）に対応付けられた特徴情報を含むかを判定する。また、抽出部２４は、判定結果に基
づいて、例えば適切な位置で撮影されたと判定された場合に、マーカＩＤに対応付けられ
たＡＲコンテンツ情報を端末装置１２に送信する処理を行ってもよい。
【００３１】
　制御部２５は、サーバ１１内の各構成全体を制御する。制御部２５は、例えば通信部２
１による各種情報の送受信、記憶部２２によるデータ記憶、登録部２３によるＡＲコンテ
ンツや判定条件等の登録、抽出部２４によるＡＲコンテンツや判定条件等の抽出等の処理
を行う。制御部２５が行う制御内容については、これに限定されるものではない。
【００３２】
　＜端末装置１２の機能構成の一例＞
　次に、上述した端末装置１２の機能構成例について、図を用いて説明する。図３は、端
末装置の機能構成の一例を示す図である。端末装置１２は、通信部３１と、撮像部３２と
、記憶部３３と、表示部３４と、設定部３５と、認識部３６と、取得部３７と、判定部３
８と、コンテンツ生成部３９と、画像生成部４０と、制御部４１とを有する。
【００３３】
　通信部３１は、通信ネットワーク１３を介してサーバ１１や他のコンピュータ等とデー
タの送受信を行う。例えば、通信部３１は、例えばＡＲマーカと対応付けたＡＲコンテン
ツ情報、画像の特徴情報等の判定条件等の各種設定情報をサーバ１１等に送信する。また
、通信部３１は、マーカ認識により認識されたマーカＩＤをサーバ１１に送信し、送信し
たマーカＩＤに対応する判定条件やＡＲコンテンツ等を受信する。
【００３４】
　撮像部３２は、予め設定されたフレーム間隔で画像を撮像する。撮像部３２は、撮像し
た画像を制御部４１へ出力したり、記憶部３３に記憶させる。
【００３５】
　記憶部３３は、本実施形態における表示制御に必要な各種情報（例えば、データ管理テ
ーブル、ＡＲコンテンツ管理テーブル、明暗領域管理テーブル、設定時間帯別管理テーブ
ル、物体管理テーブル等）を記憶する。記憶部３３は、例えばＡＲコンテンツの登録時に
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おけるＡＲマーカと、判定条件、判定結果に応じて表示されるＡＲコンテンツ等を記憶す
る。判定条件としては、例えば画像の特徴情報（画像内の明暗領域又は特徴点情報）、時
間情報、判定用物体に関する情報等であるが、これに限定されるものではない。また、記
憶部３３は、例えば判定状況（現在判定がどの程度行われているか）等を一時的に記憶し
てもよい。なお、これらの情報は、端末装置１２が設定した情報だけでなく、サーバ１１
から取得した情報も含まれる。また、設定時の情報は、サーバ１１へ送信した後に削除さ
れてもよい。
【００３６】
　表示部３４は、判定部３８による判定結果に基づき、画像生成部４０により生成される
撮影画像にＡＲコンテンツを登録する画面や登録されたコンテンツが撮影画像に重畳され
た重畳画像、その他の各種設定画像等を表示する。また、表示部３４がタッチパネル等で
ある場合には、表示部３４は、タッチパネル上のタッチ位置座標を取得することもできる
。また、表示部３４は、制御部４１の制御により、例えばマーカ認識時にユーザによるＡ
Ｒマーカの撮影位置をナビゲートするためのナビゲーション用の枠を表示してもよい。
【００３７】
　設定部３５は、ＡＲマーカの読取後に、そのＡＲマーカに対して、どのような判定条件
に基づき表示させるＡＲコンテンツや、各ＡＲコンテンツをどの位置に表示させるか等を
設定する。設定部３５は、設定された各種情報をサーバ１１に送信して登録を行う。
【００３８】
　また、設定部３５は、判定条件として、上述したような画像の特徴情報（例えば、明暗
情報）の設定、時間情報の設定、判定用物体に関する情報の設定等を行うことができるが
、設定する内容については、これに限定されるものではない。
【００３９】
　また、設定部３５は、撮影画像中に複数のＡＲマーカを含む場合に、ＡＲマーカの組み
合わせの設定を行ってもよい。ＡＲマーカの組み合わせの設定とは、例えば撮影画像中に
複数のＡＲマーカが存在する場合に、そのうちのどのＡＲマーカが同時に撮影された場合
に、共通の画像の特徴情報等を設定するかを指定するものである。
【００４０】
　認識部３６は、入力画像に含まれる基準物（例えば、ＡＲマーカ）等を認識する。例え
ば、認識部３６は、撮像部３２により得られる撮影画像に対して画像認識を行い、その認
識結果から、ＡＲマーカや現実空間上の物体（対象物）の情報を取得する。また、認識部
３６は、ＡＲマーカの撮像部３２からの位置（座標）を取得したりＡＲマーカの識別情報
（マーカＩＤ）を取得する。なお、本実施形態では、複数の異なる基準物（ＡＲマーカ）
から同じ識別情報が得られる場合もある。
【００４１】
　本実施形態では、例えば撮影画像中に含まれる現実空間上の物体（対象物）に対してＡ
Ｒマーカを付与しておくことで、ＡＲマーカの識別情報に対応付けられたＡＲコンテンツ
として、その物体の使用方法や作業手順、注意事項等を撮影画像に重畳して表示させるこ
とができる。
【００４２】
　なお、本実施形態における基準物は、ＡＲマーカに限定されるものではなく、例えば予
め登録された物体を基準物としてもよい。この場合、認識部３６は、入力画像から登録さ
れた物体を認識し、認識した物体に対応する識別情報を取得する。
【００４３】
　取得部３７は、認識部３６により読み取られたＡＲマーカ（基準物）を基準とする座標
で定義される画像領域内の特徴情報を取得する。特徴情報とは、上述した設定部３５によ
り設定される情報であり、例えば画像中に含まれる明暗領域情報（第１の特徴情報）又は
特徴点情報（第２の特徴情報）等の判定条件に対応する１又は複数の異なる特徴情報であ
るが、これに限定されるものではない。また、特徴情報は、予めデータ化されていてもよ
い。
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【００４４】
　例えば、取得部３７は、ＡＲマーカ、ＡＲマーカに対応して表示内容を設定している対
象物（実物体）、判定部３８による判定時に利用する判定用物体等を、特徴抽出や輝度差
抽出等による物体認識手法を用いて認識してもよい。例えば、取得部３７は、撮影された
画像中の所定の領域中の明度のうち、最大値と最小値を取得し、最大値と最小値との差（
輝度差）に基づいて、その領域における特徴量から物体を認識してもよい。また、取得部
３７は、認識したＡＲマーカを識別するＩＤ、及びマーカの位置・回転（角度）情報を取
得してもよい。また、取得部３７は、例えば予めＡＲマーカ又は物体の形状を規定したテ
ンプレートを記憶部３３に記憶しておき、そのテンプレートとマッチングを行うことでＡ
Ｒマーカ又は物体を認識してもよい。なお、取得部３７は、認識部３６による認識処理を
行った後、すぐに取得処理を行ってもよく、別々のタイミングで処理を行ってもよい。ま
た、別の端末装置で認識された画像を用いて、上述した取得部３７による特徴情報の取得
を行ってもよい。
【００４５】
　判定部３８は、認識部３６及び取得部３７により得られる基準物（例えば、ＡＲマーカ
）等の認識に用いられた入力画像の特徴情報が、認識された基準物の識別情報に対応付け
られた判定条件（例えば、明暗領域情報又は特徴点情報等の画像の特徴情報）を含むか否
かを判定する。例えば、判定部３８は、ＡＲマーカの認識に用いられた入力画像の特徴情
報と、そのＡＲマーカの識別情報に対応付けられた特徴情報との一致度判定を行うことで
、適切な位置でＡＲマーカを撮影したか否かを判定することができるが、これに限定され
るものではない。なお、上述の判定には、時間情報を含んでいてもよい。適切な位置でＡ
Ｒマーカを撮影したか否かを判定することは、ＡＲマーカに対応付けたＡＲコンテンツを
画面に表示してもよいか否かを判定することと言い換えることもできる。
【００４６】
　また、判定部３８は、複数の方向から撮影されたＡＲマーカを含む画像を用いて、画像
の特徴情報による判定を行ってもよい。また、判定部３８は、時間情報（例えば、時間帯
）に対応して設定された画像の特徴情報を用いて判定を行ってもよい。
【００４７】
　コンテンツ生成部３９は、判定部３８による判定結果に基づいて、ＡＲマーカに対応付
けて表示されるＡＲコンテンツを生成する。ＡＲコンテンツは、例えば予め設定された画
像中の空き領域に対して所定の位置に表示させる。なお、位置情報は、コンテンツ生成部
３９によりユーザが画面上で指定した点を、ＡＲマーカの位置を基準とした座標系（マー
カ座標系）に変換することで、その変換後の座標値をＡＲマーカに基づく相対位置情報と
することができるが、これに限定されるものではない。
【００４８】
　画像生成部４０は、例えばＡＲマーカや画像の特徴情報等を用いた判定処理の結果に応
じたＡＲコンテンツを、撮影画像に重畳させて重畳画像（合成画像）を生成する。画像生
成部４０は、例えば判定部３８による判定結果がＯＫの場合やＮＧの場合で異なるＡＲコ
ンテンツを重畳させる。また、画像生成部４０は、取得した時間情報に応じて異なるＡＲ
コンテンツを重畳させてもよい。画像生成部４０は、例えばＡＲマーカからの相対位置を
基準にＡＲコンテンツを重畳させて画面に表示することができるが、これに限定されるも
のではない。
【００４９】
　制御部４１は、端末装置１２が有する各構成における処理全体を制御する。制御部４１
は、撮像部３２によって画像を撮影させたり、表示部３４によって各種情報を端末装置１
２の画面に表示させたり、設定部３５によって本実施形態における表示制御に関する各種
設定を行わせる等の処理を行う。
【００５０】
　また、制御部４１は、設定部３５による表示制御に関する各種設定、認識部３６による
撮影画像に含まれるＡＲマーカや物体情報の認識、取得部３７による画像中に含まれる特
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徴情報の取得、判定部３８による撮影画像の特徴情報と、判定条件とに基づく判定、コン
テンツ生成部３９によるＡＲコンテンツの生成、画像生成部４０による重畳画像の生成等
の処理を行う。
【００５１】
　＜サーバ１１のハードウェア構成例＞
　次に、サーバ１１のハードウェア構成例について、図を用いて説明する。図４は、サー
バのハードウェア構成の一例を示す図である。図４の例において、サーバ１１は、入力装
置５１と、出力装置５２と、ドライブ装置５３と、補助記憶装置５４と、主記憶装置５５
と、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ（ＣＰＵ）５６と、ネットワーク
接続装置５７とを有し、これらはシステムバスＢで相互に接続されている。
【００５２】
　入力装置５１は、ユーザ等が操作するキーボード及びマウス等のポインティングデバイ
スや、マイクロフォン等の音声入力デバイスを有しており、ユーザ等からのプログラムの
実行指示、各種操作情報、ソフトウェア等を起動するための情報等の入力を受け付ける。
【００５３】
　出力装置５２は、本実施形態における処理を行うためのコンピュータ本体（サーバ１１
）を操作するのに必要な各種ウィンドウやデータ等を表示するディスプレイ等を有する。
出力装置５２は、ＣＰＵ５６が有する制御プログラムによりプログラムの実行経過や結果
等を表示することができる。
【００５４】
　ここで、本実施形態において、例えばコンピュータ本体にインストールされる実行プロ
グラムは、記録媒体５８等により提供される。記録媒体５８は、ドライブ装置５３にセッ
ト可能である。ＣＰＵ５６からの制御信号に基づき、記録媒体５８に格納された実行プロ
グラムが、記録媒体５８からドライブ装置５３を介して補助記憶装置５４にインストール
される。
【００５５】
　補助記憶装置５４は、例えばＨａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ（ＨＤＤ）やＳｏｌｉｄ
　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ（ＳＳＤ）等のストレージ手段等である。補助記憶装置５４は
、ＣＰＵ５６からの制御信号に基づき、本実施形態における実行プログラム（表示制御プ
ログラム）や、コンピュータに設けられた制御プログラム等を記憶し、必要に応じて入出
力を行う。補助記憶装置５４は、ＣＰＵ５６からの制御信号等に基づいて、記憶された各
情報から必要な情報を読み出したり、書き込むことができる。
【００５６】
　主記憶装置５５は、ＣＰＵ５６により補助記憶装置５４から読み出された実行プログラ
ム等を格納する。主記憶装置５５は、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＯＭ）やＲ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（ＲＡＭ）等である。
【００５７】
　ＣＰＵ５６は、Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＯＳ）等の制御プログラム、及び
主記憶装置５５に格納されている実行プログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア
構成部とのデータの入出力等、コンピュータ全体の処理を制御して各処理を実現する。プ
ログラムの実行中に必要な各種情報等は、補助記憶装置５４から取得することができ、ま
た実行結果等を格納することもできる。
【００５８】
　具体的には、ＣＰＵ５６は、例えば入力装置５１から得られるプログラムの実行指示等
に基づき、補助記憶装置５４にインストールされたプログラムを実行させることにより、
主記憶装置５５上でプログラムに対応する処理を行う。例えば、ＣＰＵ５６は、表示制御
プログラムを実行させることで、上述した登録部２３によるＡＲコンテンツやＡＲコンテ
ンツを出力させるか否かの判定条件（例えば、画像内の明暗領域又は特徴点情報）等の登
録、抽出部２４による各種情報の抽出、制御部２５による表示制御等の処理を行う。ＣＰ
Ｕ５６における処理内容は、上述した内容に限定されるものではない。ＣＰＵ５６により
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実行された内容は、必要に応じて補助記憶装置５４等に記憶される。
【００５９】
　ネットワーク接続装置５７は、上述した通信ネットワーク１３を介して、端末装置１２
や他の外部装置との通信を行う。ネットワーク接続装置５７は、ＣＰＵ５６からの制御信
号に基づき、通信ネットワーク１３等と接続することにより、実行プログラムやソフトウ
ェア、設定情報等を外部装置等から取得する。また、ネットワーク接続装置５７は、プロ
グラムを実行することで得られた実行結果を端末装置１２等に提供したり、本実施形態に
おける実行プログラム自体を外部装置等に提供してもよい。
【００６０】
　記録媒体５８は、上述したように実行プログラム等が格納されたコンピュータで読み取
り可能な記録媒体である。記録媒体５８は、例えばフラッシュメモリ等の半導体メモリや
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等の可搬型の記録媒体であるが、これに限定されるものではない。
【００６１】
　図４に示すハードウェア構成に実行プログラム（例えば、表示制御プログラム等）をイ
ンストールすることで、ハードウェア資源とソフトウェアとが協働して本実施形態におけ
る表示制御処理等を実現することができる。
【００６２】
　＜端末装置１２のハードウェア構成例＞
　次に、端末装置１２のハードウェア構成例について図を用いて説明する。図５は、端末
装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図５の例において、端末装置１２は、マ
イクロフォン（以下、「マイク」という）６１と、スピーカ６２と、表示部６３と、操作
部６４と、センサ部６５と、電力部６６と、無線部６７と、近距離通信部６８と、補助記
憶装置６９と、主記憶装置７０と、ＣＰＵ７１と、ドライブ装置７２とを有し、これらは
システムバスＢで相互に接続されている。
【００６３】
　マイク６１は、ユーザが発した音声や、その他の音を入力する。スピーカ６２は、通話
相手先の音声を出力したり、着信音等の音を出力する。マイク６１及びスピーカ６２は、
例えば、通話機能等により通話相手と会話するとき等に用いることができるが、これに限
定されるものではなく、音声による情報の入出力に用いることができる。
【００６４】
　表示部６３は、ユーザに対してＯＳや各種アプリケーションで設定された画面を表示す
る。また、表示部６３は、タッチパネルディスプレイ等でもよく、その場合には表示部６
３は、入出力部としての機能を有する。
【００６５】
　表示部６３は、例えばＬｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ（ＬＣＤ）や有
機Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（ＥＬ）等のディスプレイである。
【００６６】
　操作部６４は、表示部６３の画面に表示された操作ボタンや端末装置１２の外部に設け
られた操作ボタン等である。操作ボタンは、例えば電源ボタンや音量調整ボタンでもよく
、所定の順番で配列された文字入力用の操作キー等でもよい。
【００６７】
　ユーザは、例えば表示部６３の画面上で所定の操作を行ったり、上述した操作ボタンを
押すことで、表示部６３により画面上のタッチ位置が検出される。また、表示部６３は、
画面上にアプリ実行結果やコンテンツやアイコン、カーソル等を表示することができる。
【００６８】
　センサ部６５は、端末装置１２のある時点又は継続的な動作を検出する。例えば、セン
サ部６５は、端末装置１２の傾き角度、加速度、方向、位置等を検出するが、これに限定
されるものではない。なお、センサ部６５としては、例えば傾きセンサや加速度センサ、
ジャイロセンサ、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＧＰＳ）等で
あるが、これに限定されるものではない。
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【００６９】
　電力部６６は、端末装置１２の各構成に対して電力を供給する。電力部６６は、例えば
バッテリ等の内部電源であるが、これに限定されるものではない。電力部６６は、電力量
を常時又は所定の時間間隔で検出し、電力量の残量等を監視することもできる。
【００７０】
　無線部６７は、例えばアンテナ等を用いて基地局からの無線信号（通信データ）を受信
したり、アンテナを介して無線信号を基地局に送信する通信データの送受信部である。無
線部６７により、通信ネットワーク１３を介して基地局等からサーバ１１とデータの送受
信を行うことができる。
【００７１】
　近距離通信部６８は、例えば赤外線通信やＷｉ－Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）等の通信手法を用いて、他の端末装置１２等のコンピュータと近距離通信
を行うことができる。上述した無線部６７及び近距離通信部６８は、他のコンピュータと
のデータの送受信を可能とする通信インタフェースである。
【００７２】
　補助記憶装置６９は、例えばＨＤＤやＳＳＤ等のストレージ手段である。補助記憶装置
６９は、各種のプログラム等を記憶し、必要に応じてデータの入出力を行う。
【００７３】
　主記憶装置７０は、ＣＰＵ７１からの指示により補助記憶装置６９から読み出された実
行プログラム等を格納したり、プログラム実行中に得られる各種情報等を記憶する。主記
憶装置７０は、例えばＲＯＭやＲＡＭ等であるが、これに限定されるものではない。
【００７４】
　ＣＰＵ７１は、ＯＳ等の制御プログラム、及び主記憶装置７０に格納されている実行プ
ログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア構成部とのデータの入出力等、コンピュ
ータ全体の処理を制御することで、表示制御における各処理を実現する。
【００７５】
　具体的には、ＣＰＵ７１は、例えば操作部６４等から得られるプログラムの実行指示等
に基づき、補助記憶装置６９にインストールされたプログラムを実行させることにより、
主記憶装置７０上でプログラムに対応する処理を行う。例えば、ＣＰＵ７１は、表示制御
プログラムを実行させることで、上述した設定部３５によるＡＲコンテンツや判定条件等
の設定、認識部３６によるＡＲマーカ等の基準物の認識等の処理を行う。また、ＣＰＵ７
１は、取得部３７による特徴情報の取得、判定部３８による判定、コンテンツ生成部３９
によるＡＲコンテンツの生成、画像生成部４０による画像生成等の処理を行う。ＣＰＵ７
１における処理内容は、上述した内容に限定されるものではない。ＣＰＵ７１により実行
された内容は、必要に応じて補助記憶装置６９等に記憶される。
【００７６】
　ドライブ装置７２は、例えば記録媒体７３等を着脱自在にセットすることができ、セッ
トした記録媒体７３に記録された各種情報を読み込んだり、所定の情報を記録媒体７３に
書き込むことができる。ドライブ装置７２は、例えば媒体装填スロット等であるが、これ
に限定されるものではない。
【００７７】
　記録媒体７３は、上述したように実行プログラム等を格納するコンピュータで読み取り
可能な記録媒体である。記録媒体７３は、例えばフラッシュメモリ等の半導体メモリであ
ってもよい。また、記録媒体７３は、ＵＳＢメモリ等の可搬型記録媒体であってもよいが
、これに限定されるものではない。
【００７８】
　本実施形態では、上述したコンピュータ本体のハードウェア構成に実行プログラム（例
えば、表示制御プログラム等）をインストールすることで、ハードウェア資源とソフトウ
ェアとが協働して本実施形態における表示制御処理等を実現することができる。
【００７９】
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　また、上述した表示制御処理に対応する表示制御プログラムは、例えば装置上で常駐し
ている状態であってもよく、起動指示により起動させてもよい。
【００８０】
　＜ＡＲマーカ例＞
　次に、本実施形態におけるＡＲマーカ例について図を用いて説明する。図６は、実物体
にＡＲマーカを設置した例を示す図である。例えば、図６（Ａ）の例では、現実空間にあ
る実物体（対象物）の一例としてパイプ（配管）８０が設置されている。パイプ８０は、
複数のバルブ（弁）８１－１～８１－５を有する。本実施形態では、例えば上述したパイ
プ８０と共に撮影できる位置にＡＲマーカ９０が取り付けられている。
【００８１】
　本実施形態では、ＡＲマーカ９０をパイプ８０と共に、端末装置１２の撮像部３２で撮
影し、認識部３６が画像認識によりＡＲマーカ９０の識別情報を読み取る。また、取得部
３７は、認識部３６により得られた識別情報と対応付けられ、ＡＲマーカ９０を基準とす
る座標値で定義される特徴情報（例えば、明暗情報（第１の特徴情報）、特徴点情報（第
２の特徴情報）等）を取得する。判定部３８は、認識部３６による識別情報の認識に用い
られた入力画像の特徴情報が、認識部３６により認識されたＡＲマーカ９０の識別情報に
対応付けられた特徴情報（判定条件）を含むか否かを判定する。例えば、判定部３８は、
撮像部３２により撮像された撮像画像のうち、対応する画像領域の特徴が、第１の特徴情
報に示される特徴と一致するか否かを判定する。
【００８２】
　判定部３８による判定結果がＯＫの場合（一致する場合）、正しい位置から撮影された
画像であると判定され、コンテンツ生成部３９は、例えばＡＲマーカの識別情報に対応付
けて設定された対象物であるパイプ８０に設けられたバルブ（弁）８１－１～８１－５の
使用方法等を示すＡＲコンテンツ等を、撮影中又は撮影した画像上に重畳表示したり、新
たなＡＲコンテンツを登録する。また、判定部３８による判定結果がＮＧの場合、ＮＧ用
のＡＲコンテンツを重畳表示する。
【００８３】
　これにより、ユーザ（作業者等）は、端末装置１２の画面に表示されたＡＲコンテンツ
情報に基づいてバルブ（弁）８１－１～８１－５を直接操作して、パイプ８０の制御等を
行うことができる。また、複数のユーザがＡＲコンテンツ情報を共有することができる。
【００８４】
　また、ＡＲマーカ９０から得られるＡＲコンテンツ情報としては、上述した操作内容に
限定されるものではなく、例えばパイプ８０がひび割れ等の破損をしている場合や修理が
必要である場合等に、その情報や注意事項等をユーザ等に通知するための情報でもよい。
【００８５】
　ＡＲマーカ９０は、１つの対象物（例えば、パイプ８０）に対して１以上設けてもよく
、複数の対象物に対して１つのＡＲマーカ９０であってもよい。また、画像中に複数のＡ
Ｒマーカが存在する場合には、それらのＡＲマーカに対して共通の判定条件を用いて判定
を行い、その判定結果に応じたＡＲコンテンツを表示してもよい。
【００８６】
　また、ＡＲマーカ９０は、図６（Ｂ）に示すように、例えばサーバ等のコンピュータを
収納するサーバラック８２等の機器（対象物）に対して、その操作内容やメンテナンス情
報（稼働スケジュール、故障時の連絡先）等の各種情報を、そのサーバラックと共に撮影
可能な位置に取り付けられたＡＲマーカ９０の画像を撮影し、その画像に対して画像認識
することで取得することができる。
【００８７】
　ＡＲマーカ９０の例としては、例えばバーコード、ＱＲコード（登録商標）等の二次元
コードでもよく、カラー等を用いた多次元コードでもよいが、これらに限定されるもので
はない。なお、ＡＲマーカ９０によりＡＲコンテンツを表示させる対象物については、こ
れに限定されるものではない。
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【００８８】
　＜端末装置１２における処理の一例＞
　次に、上述した端末装置１２における処理の一例について、フローチャートを用いて説
明する。なお、端末装置１２における処理としては、例えば、管理者や作業者のユーザ等
がＡＲマーカに対応付けて判定条件（画像の特徴情報）やＡＲコンテンツを設定する場合
と、ＡＲマーカを認識して対応付けられたＡＲコンテンツを表示する場合とがある。なお
、上記の場合には、１台の端末装置１２を管理者及び作業者が用いてもよく、例えば複数
の端末装置１２をそれぞれの所有者（管理者、作業者）に割り当てて、処理を行ってもよ
い。以下の説明では、上記の各場合における処理例を分けて説明する。
【００８９】
　＜第１実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理例＞
　図７は、第１実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理を示すフローチャ
ートである。図７の例において、端末装置１２の認識部３６は、例えば管理者や作業者等
のユーザが撮像部３２により撮影した画像中のＡＲマーカを認識したか否かを判断する（
Ｓ０１）。端末装置１２の認識部３６は、ＡＲマーカを認識していない場合（Ｓ０１にお
いて、ＮＯ）、ＡＲマーカを認識するまで待機する。なお、所定時間以上ＡＲマーカを認
識できない場合には、処理を終了してもよい。
【００９０】
　また、ＡＲマーカを認識した場合（Ｓ０１において、ＹＥＳ）、端末装置１２の設定部
３５は、同時に認識したＡＲマーカ数が１つか否かを判断する（Ｓ０２）。端末装置１２
の設定部３５は、ＡＲマーカ数が１つでない場合（Ｓ０２において、ＮＯ）、同時に認識
した複数のＡＲマーカに対して個別に明暗領域を設定するか否かを判断する（Ｓ０３）。
Ｓ０３の処理では、ユーザからの入力により判断してもよく、予め設定された情報に基づ
いて判断してもよい。
【００９１】
　端末装置１２の設定部３５は、同時に認識したＡＲマーカに個別に明暗領域を設定しな
い場合（Ｓ０３において、ＮＯ）、複数のＡＲマーカに対して１つの明暗領域を設定する
ために、同時に認識したＡＲマーカの組み合わせを設定する（Ｓ０４）。ＡＲマーカの組
み合わせの設定とは、例えば撮影画像中に複数のＡＲマーカが存在する場合に、そのうち
のどのＡＲマーカが同時に撮影された場合に、共通の画像の特徴情報等を設定するかを指
定するものである。Ｓ０４の処理は、例えばユーザからの入力により設定される。
【００９２】
　また、端末装置１２の設定部３５は、Ｓ０３の処理において、同時に認識したＡＲマー
カに個別に明暗領域を設定する場合（Ｓ０３において、ＹＥＳ）、又は、Ｓ０４の処理後
、明暗領域を設定するか否かを判断する（Ｓ０５）。端末装置１２の設定部３５は、明暗
領域を設定する場合（Ｓ０５において、ＹＥＳ）、それぞれのＡＲマーカ又はＡＲマーカ
の組み合わせに対応させて明暗領域を任意の箇所に設定する（Ｓ０６）。Ｓ０６の処理に
おいて、明暗領域を設定する場合には、例えば撮影画像を二値化し、二値化した画像に基
づいて明暗領域を設定する。明暗領域設定の具体例については、後述する。次に、端末装
置１２の設定部３５は、認識したＡＲマーカに対応付けたＡＲコンテンツを設定する（Ｓ
０７）。なお、ＡＲコンテンツは、コンテンツ生成部３９により生成することができる。
また、ＡＲコンテンツの設定は、Ｓ０６の処理により設定された明暗領域による判定条件
を用いた判定結果がＯＫの場合とＮＧの場合とで異なるＡＲコンテンツを設定することが
できる。
【００９３】
　また、端末装置１２の設定部３５は、Ｓ０５の処理において、明暗領域を設定しない場
合（Ｓ０５において、ＮＯ）、又は、Ｓ０７の処理後、認識したＡＲマーカ全てに対して
設定が完了したか否かを判断する（Ｓ０７）。端末装置１２の設定部３５は、ＡＲマーカ
全てに対して設定が完了していない場合（Ｓ０８において、ＮＯ）、Ｓ０５の処理に戻る
。また、端末装置１２の設定部３５は、ＡＲマーカ全てに情報設定が完了した場合（Ｓ０
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８において、ＹＥＳ）、処理を終了する。
【００９４】
　＜明暗領域設定の具体例＞
　図８は、明暗領域設定の具体例を説明するための図である。図８の例では、端末装置１
２で撮影された画像１００中に含まれるＡＲマーカ９０（基準物）の中心を基準とした三
次元座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）（マーカ座標系）を基準に暗領域及び明領域の一方又は両方を
設定する。なお、座標系は、三次元座標系に限定されるものではなく、例えば二次元座標
系（Ｘ，Ｙ）であってもよい。
【００９５】
　例えば、図８の例では、ＡＲマーカ９０の中心を基準に画像を上下に区切り、区切られ
た上下の領域における各画素の輝度の平均を取得し、輝度値に基づいて区切られた領域間
で比較を行い、暗い（輝度値が小さい）領域を暗領域とし、明るい（輝度値の大きい）領
域を明領域としてそれぞれの領域を示す情報（例えば、矩形の角の座標等）を取得する。
また、輝度値と予め設定された閾値とを比較し、閾値よりも大きい場合に明領域とし、閾
値以下の場合に暗領域として設定してもよい。
【００９６】
　なお、上述したＡＲマーカ９０を基準とした画像領域の区切り方については、これに限
定されるものではなく、例えば、ＡＲマーカ９０の中心として左右の領域で分けてもよく
、上下左右の４等分の領域で分けてもよい。例えば、４等分の領域に分けた場合には、そ
れぞれの領域内の平均輝度値を比較し、輝度が明るい２つの領域を明領域、輝度が暗い２
つの領域を暗領域として、その各領域を示す情報を取得してもよい。また、４等分した輝
度のうち、最も暗い領域を暗領域とし、最も明るい領域を明領域として設定してもよい。
また、上述したように、予め設定された閾値に基づいて明暗領域を設定してもよい。
【００９７】
　また、本実施形態では、画像の特徴情報としての明暗領域が設定された場合に、その特
徴情報の判定条件を満たすか否かに応じてＡＲコンテンツ１０１の内容と表示位置を設定
する。表示位置は、例えばＡＲマーカ９０の中心を基準にしたマーカ座標系により設定さ
れてもよく、また撮影された画像のある位置を基準にしたスクリーン座標系により設定さ
れてもよい。また、ＡＲコンテンツ１０１は、撮影画像に重畳することで、撮影画像に含
まれる物体が隠れることがないように、画像中の空き領域内で表示位置を設定することが
好ましいが、これに限定されるものではない。
【００９８】
　＜第１実施例におけるデータ例＞
　次に、第１実施例におけるデータ例について説明する。図９は、第１実施例において端
末装置が有するデータ例を示す図である。図１０は、第１実施例においてサーバが有する
データ例を示す図である。
【００９９】
　図９に示す端末装置１２が有するデータ例において、図９（Ａ）は、データ管理テーブ
ルの一例を示し、図９（Ｂ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図９（Ｃ）
は、明暗領域管理テーブルの一例を示している。
【０１００】
　図９（Ａ）に示すデータ管理テーブルの項目としては、例えば「マーカＩＤ」、「ＯＫ
時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「明暗領域ＩＤ」等
があるが、これに限定されるものではない。
【０１０１】
　マーカＩＤとは、ＡＲマーカの識別情報である。ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤは、判
定結果において、適切な位置（管理者等が設定した位置）からＡＲマーカが撮影されてい
ると判定された場合（判定結果がＯＫの場合）に、表示されるＡＲコンテンツの識別情報
である。ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤは、判定結果において、適切な位置からＡＲマー
カが撮影されていないと判定された場合（判定結果がＮＧの場合）に表示されるＡＲコン
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テンツの識別情報である。明暗領域ＩＤとは、画像の特徴情報の一例である明暗領域を識
別するための情報（例えば、座標値）である。明暗領域ＩＤに基づいて、例えば図９（Ｃ
）に示す明暗領域管理テーブルから領域の詳細情報（例えば、位置情報等）を取得する。
【０１０２】
　図９（Ｂ）に示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、例えば「ＡＲコンテン
ツＩＤ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等であるが、こ
れに限定されるものではない。
【０１０３】
　「ＡＲコンテンツＩＤ」は、ＡＲコンテンツを識別するため識別情報であり、図９（Ａ
）に示すデータ管理テーブルの「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコ
ンテンツＩＤ」等と関連付けられている。「座標値」は、ＡＲコンテンツを撮影画像の三
次元空間（仮想空間）上に表示するための座標である。図９（Ｂ）の例では、ＡＲコンテ
ンツの中心の座標値が設定されているが、これに限定されるものではない。「回転角度」
は、例えば予め正面等の所定の位置を基準にした基準角度から、三次元空間上にどの程度
回転しているかを示す情報である。「拡縮率」は、基準となる大きさに対する拡縮率を示
す情報である。「テクスチャパス」は、例えばＡＲコンテンツに設定するイメージファイ
ル等の格納先アドレスを示す情報である。なお、ＡＲコンテンツの格納先へは、例えば上
述した通信ネットワーク１３を介してアクセスしてもよいが、これに限定されるものでは
ない。格納先は、例えばサーバ１１等であるが、これに限定されるものではなく、例えば
ウェブ上で公開される画像ファイル等でもよい。
【０１０４】
　図９（Ｃ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、「
座標値」、「明暗値」等があるが、これに限定されるものではない。「明暗領域ＩＤ」は
、図９（Ａ）に示す明暗領域ＩＤと関連付けられた情報である。「座標値」は、各領域の
位置を示す情報である。これらの座標は、上述した図８に示すようにＡＲマーカ９０の基
準位置に基づいて設定される。
【０１０５】
　また、これらの情報は、設定の終了後、サーバ１１に送信され、サーバ１１側で管理さ
る。サーバ１１へ適切に送信された後は、端末装置１２に記憶された各データは削除され
てもよい。
【０１０６】
　図１０に示すサーバ１１が有するデータ例において、図１０（Ａ）は、マーカＩＤ管理
テーブルの一例を示し、図１０（Ｂ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図
１０（Ｃ）は、明暗領域管理テーブルの一例を示している。
【０１０７】
　図１０（Ａ）に示すマーカＩＤ管理テーブルの項目としては、例えば「マーカＩＤ」、
「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「明暗領域情
報」等であるが、これに限定されるものではない。
【０１０８】
　図１０（Ｂ）に示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、例えば「ＡＲコンテ
ンツＩＤ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等があるが、
これに限定されるものではない。
【０１０９】
　図１０（Ｃ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、
「座標値」、「明暗値」等があるが、これに限定されるものではない。なお、図１０（Ａ
）に示す「マーカＩＤ」に格納された"１／２"は、マーカＩＤが１と２の複数のＡＲマー
カに対して共通の明暗領域が設定されている場合に、そのことが分かるように記述したも
のであるが、記述形式については、これに限定されるものではない。
【０１１０】
　図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）に示すデータ例は、上述した図９（Ａ）～図９（Ｃ）に示
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す内容と同様の項目であるが、サーバ１１は、１又は複数の端末装置１２から上述した各
種情報を取得して管理する。したがって、図１０に示すような各テーブルを管理する際に
は、例えば登録した端末装置１２の識別情報も含めて管理してもよい。
【０１１１】
　＜明暗情報について＞
　ここで、上述した本実施形態における明暗情報の設定について具体的に説明する。本実
施形態では、判定条件設定時に、ＡＲマーカとその背景画像を二値化し、画像中の明暗情
報をサーバ１１等へ登録する。
【０１１２】
　また、判定時には、判定部３８は、マーカを認識したときに背景画像を二値化し、画像
中の明暗情報を取得する。例えば、通常のマーカＩＤの認識処理中に二値化処理を実施す
る。また、判定部３８は、取得した背景画像の明暗情報と、サーバ１１に予め（事前に）
登録された背景画像の明暗情報とを比較し、その結果、背景画像の明暗情報が一致した場
合と不一致の場合で、重畳情報（ＡＲコンテンツ）を切り替えて表示する。
【０１１３】
　ここで、図１１は、二値化画像の一例を示す図である。図１１（Ａ）は、二値化処理前
の画像例を示し、図１１（Ｂ）は、二値化処理後の画像例を示している。図１１（Ａ）の
例に示す撮影画像１００には、上述した図６（Ａ）のパイプ（配管）８０が対象物として
撮影されている。また、撮影画像１００には、基準物の一例であるＡＲマーカ９０も含ま
れている。
【０１１４】
　本実施形態において、端末装置１２の取得部３７は、この画像を、一般的な画像処理に
より二値化画像１１０を生成する。二値化画像１１０は、撮影画像１００を画素毎の輝度
情報に基づいて、所定の閾値（例えば、輝度値１２３等）に基づいて白又は黒を設定する
。以下に、二値化後の画像に対する明暗の判定条件の具体例について説明する。なお、以
下の計算式で用いる表色系は、明度（輝度）の計算が可能であれば、他の表色系を使用し
ても計算可能である。二値化処理では、例えばＲＧＢ表色系を用いて、フルカラー（ＲＧ
Ｂ各色の表現範囲が０～２５５）の画像に対して計算を行う。例えば、画像中の各画素に
おいて、明度（白・黒）は以下の計算式で算出することができる。
明度＝（√Ｒ２＋√Ｇ２＋√Ｂ２）／３
また、画像中の各画素の最小値（黒：暗）と最大値（白：明）は以下のように算出される
。
黒＝（√０２＋√０２＋√０２）／３
白＝（√２５５２＋√２５５２＋√２５５２）／３
また、上記の２つの式により、明度の平均値は１２７（又は１２８）と一意に決定する。
この平均値を画像中の画素を明暗の何れかに二値化する際の閾値として使用することによ
り、画像の二値化を行う。例えば、任意の画素値１～３は、閾値を用いて以下のように判
断される。
画素１＝（√２５５２＋√０２＋√０２）／３＝８５　→　「暗（０）」と判断
画素２＝（√２５５２＋√２５５２＋√０２）／３＝１７０　→　「明（１）」と判断
画素３＝（√１２７２＋√２５５２＋√２５５２）／３＝２１２　→　「明（１）」と判
断
　図１２は、二値化画像に対する分割領域の設定例を示す図である。図１２（Ａ）～図１
２（Ｃ）の例は、二値化画像に対する分割領域の設定と、設定された各領域に対する明暗
領域の設定例を示している。例えば、図１２（Ａ）は、ＡＲマーカ９０の中心を通る横軸
を境界線とした上下２分割の例を示し、図１２（Ｂ）は、ＡＲマーカ９０の中心を通る縦
軸を境界線とした左右２分割の例を示し、図１２（Ｃ）は、上述した横軸、縦軸を境界線
とした上下左右の４つ分割領域の例を示している。
【０１１５】
　本実施形態では、分割領域における明（明度値：１）と暗（明度値：０）の単位領域あ
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たりの出現数を計算し、出現数が多い方を採用する。例えば領域内で０より１が多い場合
は明領域とし、１より０が多い場合は暗領域とする。また、０と１の出現数が同数の場合
には、予め設定された明、暗の何れかの領域（例えば、明領域）とする。また、同様に図
１２（Ｂ）の左右分割、図１２（Ｃ）に示す上下左右の４分割についても同様に設定する
ことができる。
【０１１６】
　なお、本実施形態における分割領域の明度値の出現数の計算については、領域中の全て
の画素を用いて判定してもよく、一定の間隔で画素を抽出し、その明度値を使用してもよ
い。例えば一定の間隔で画素を抽出することにより、明暗判定に関する処理時間を高速化
させることができる。明暗の各領域は、座標値等を用いて特定される。
【０１１７】
　なお、上述した分割領域の設定は、設定部３５により行われる。設定部３５は、分割領
域を画像処理精度や判定精度等により、適宜変更することができる。また、設定部３５は
、上述したようにＡＲマーカの位置を基準とせずに、例えば撮影画像１００の中心を基準
にして上下左右の軸で分かれる４つの分割領域に対して明暗領域を設定してもよい。
【０１１８】
　分割領域の設定手法は、例えばプログラムによる設定変更やユーザ入力による設定変更
を行うことができるが、これに限定されるものではない。また、画像中に含まれる明領域
又は暗領域は、例えば円形や楕円形、矩形、三角以上の多角形の予め設定された形状（テ
ンプレート）等を用いて設定してもよい。
【０１１９】
　判定部３８は、ＡＲマーカ９０を認識した際、予め図１２（Ａ）～図１２（Ｃ）に設定
された判定条件（明暗情報）との比較を行うことで、その場所で撮影されたＡＲマーカで
あるか否かを判断することができ、その判定結果に応じて適切な情報（ＡＲコンテンツ）
を表示することができる。
【０１２０】
　＜撮影画像中に複数のＡＲマーカを含む場合の明暗領域の設定例＞
　次に、撮影画像中に複数のＡＲマーカを含む場合の明暗領域の設定例について、図を用
いて説明する。図１３は、複数のＡＲマーカを用いた明暗領域の第１の設定例を示す図で
ある。第１設定例では、撮影画像１００に存在する複数のＡＲマーカに対し、それぞれ独
立して明暗領域（判定条件）を設定する。
【０１２１】
　第１の設定例では、撮像部３２により撮影された撮影画像１００に複数のＡＲマーカ（
図１３の例では、２つのＡＲマーカ９０－１，９０－２）が撮影されている。本実施形態
では、設定部３５は、明暗領域の設定の際に撮影画像１００に対して二値化処理を実施し
、二値化画像１１０を取得する。また、設定部３５は、二値化画像１１０に含まれる各Ａ
Ｒマーカ９０－１，９０－２に対して、それぞれＡＲマーカ毎に明暗領域（判定条件）を
設定する（設定画像１１１－１，１１１－２）。なお、ＡＲマーカ９０－１に対しては、
上下の２つの分割領域に対する明暗領域を設定し、ＡＲマーカ９０－２に対しては、上下
左右の４つの分割領域に対する明暗領域を設定しているが、これに限定されるものではな
い。
【０１２２】
　これにより、撮影画像に複数のＡＲマーカが存在する場合であっても個々のＡＲマーカ
に対して、それぞれの判定条件に基づき判定を行うため、判定結果がＯＫであったＡＲマ
ーカに対応付けられたＡＲコンテンツを表示することができる。なお、ＡＲコンテンツの
表示については、全てのＡＲマーカ９０－１，９０－２に対する判定結果がＯＫであった
場合にのみＡＲコンテンツを表示するようにしてもよい。また、複数のＡＲマーカのうち
、何れかのＡＲマーカの判定結果がＮＧであった場合には、ＡＲコンテンツを全て表示し
ないようにしてもよい。
【０１２３】
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　図１４は、複数のＡＲマーカを用いた明暗領域の第２の設定例を示す図である。図１４
に示す第２の設定例では、上述した第１の設定例と同様に撮影画像中に複数のＡＲマーカ
９０－１，９０－２を認識した場合の明暗領域の設定例を示している。第２の設定例では
、撮影画像１００に複数のＡＲマーカ９０－１，９０－２が存在する場合に、二値化処理
が実施された二値化画像１１０に対して、複数のＡＲマーカを同時に判定するための共通
の明暗領域を設定する。なお、図１４に示す設定画像１１１－３では、画像の中心を基準
にして上下左右の軸で分かれる４つの分割領域に対して明暗領域を設定しているが、領域
の分割手法は、これに限定されるものではない。
【０１２４】
　第２の設定例により、例えば撮影画像１００から２つのＡＲマーカ９０－１，９０－２
を認識した時点で、上述した判定条件に基づいて判定が行われ、判定条件を満たす場合（
判定結果がＯＫの場合）に、２つのＡＲマーカ９０－１，９０－２に対応付けられたＡＲ
コンテンツが表示される。図１４の例では、画像中に多数のＡＲマーカを同時認識した場
合でも、１回の明暗領域の判定処理により、判定結果を取得することができる。また、撮
影画像中に複数のＡＲマーカが存在する場合には、各ＡＲマーカの組み合わせを設定し、
設定された組み合わせに対応させてＡＲマーカに対して共通の判定条件を設定してもよい
。
【０１２５】
　＜第１実施例における判定処理例＞
　図１５は、第１実施例における判定処理を示すフローチャートである。図１５の例にお
いて、端末装置１２の認識部３６は、例えば撮像部３２によるカメラ撮影を開始し、撮影
中の画像からＡＲマーカを認識したか否かを判断する（Ｓ１１）。端末装置１２の認識部
３６は、ＡＲマーカを認識していない場合（Ｓ１１において、ＮＯ）、ＡＲマーカを認識
するまで待機する。なお、所定時間以上ＡＲマーカを認識できない場合には、処理を終了
してもよい。
【０１２６】
　また、Ｓ１１の処理において、ＡＲマーカを認識した場合（Ｓ１１において、ＹＥＳ）
、端末装置１２の判定部３８は、明暗領域が事前に設定されているか否かを判断する（Ｓ
１２）。事前に設定されているか否かは、例えば、ＡＲマーカの認識により得られたマー
カＩＤ（識別情報）をサーバ１１に送信し、マーカＩＤに対応する判定条件及び判定結果
に対応して表示されるＡＲコンテンツの内容を取得し、その判定条件に明暗領域情報が含
まれているか否かで判断することができるが、これに限定されるものではない。
【０１２７】
　端末装置１２の判定部３８は、明暗領域が事前に設定されている場合（Ｓ１２において
、ＹＥＳ）、事前に設定された明暗領域が、現在の撮影画像の明暗領域と一致するか否か
を判断する（Ｓ１３）。なお、Ｓ１３の処理では、明暗領域に対応する特徴点の座標値（
領域の座標値）が一致するか否かについては、完全に一致していなくても座標値同士の差
分値が所定の許容範囲内にある場合には、一致しているとみなしてもよい。また、Ｓ１３
の処理では、現在の撮影画像の明暗領域が、事前に設定された明暗領域を含んでいるか否
かを判断し、含んでいれば一致しているとみなしてもよい。
【０１２８】
　Ｓ１２の処理において、明暗領域が事前に設定されていない場合（Ｓ１２において、Ｎ
Ｏ）、又は、Ｓ１３の処理において、明暗領域が現在の撮影画像の明暗情報と一致しない
場合（Ｓ１３において、ＮＯ）、端末装置１２は、画像生成部４０により生成された判定
結果がＮＧ時のＡＲコンテンツを表示する（Ｓ１４）。なお、Ｓ１４の処理では、ＡＲコ
ンテンツを表示させない処理を行ってもよい。
【０１２９】
　また、Ｓ１３の処理において、明暗領域が現在の撮影画像の明暗情報と一致する場合（
Ｓ１３において、ＹＥＳ）、端末装置１２は、画像生成部４０により生成された判定結果
がＯＫ時のＡＲコンテンツを表示する（Ｓ１５）。
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【０１３０】
　これにより、第１実施例では、ＡＲマーカとその周囲（背景）の明暗情報とを用いてユ
ーザの撮影場所が適切であるか否かを判定することで、単純にマーカＩＤのみを認識した
場合であっても、重畳情報の出力を抑止することができる。また、現場での重畳情報の出
力状態を切り替えることができる。これにより、本実施形態では、ＡＲマーカの不正コピ
ーや、システムの不正利用による、重畳情報の出力を抑止することができる。
【０１３１】
　＜第１実施例における表示画面例＞
　図１６は、第１実施例における表示画面例を示す図である。図１６（Ａ）の例に示すよ
うな端末装置１２が撮影した撮影画像からＡＲコンテンツの対象物であるパイプ（配管）
８０に取り付けられたＡＲマーカ９０を認識すると、そのマーカＩＤをサーバ１１に送信
し、対応する判定条件及び判定結果に対応して表示されるＡＲコンテンツ等を取得する。
次に、取得した判定条件に基づいて判定を行う。判定結果がＮＧである場合には、図１６
（Ｂ）の例に示すようなＡＲコンテンツ１２０－１が画面に表示される。図１６（Ｂ）の
例では、「正しい作業場所でマーカを認識して下さい。」等のメッセージ（ＡＲコンテン
ツ）が撮影画像１００に重畳されて画面表示されるが、表示される内容については、これ
に限定されるものではない。これにより、マーカＩＤに設定された機密情報等が不正ユー
ザに閲覧されることを防止することができる。
【０１３２】
　また、判定結果がＯＫであった場合には、図１６（Ｃ）の例に示すようにＡＲマーカ９
０に対応付けられたＡＲコンテンツ１２０－２～１２０－５が、撮影画像１００に重畳さ
れて画面表示される。具体的には、パイプ８０に設けられたバルブ８１の操作手順や内容
、方向を示すテキスト情報やアイコン等が表示されるが、これに限定されるものではなく
、例えばパイプ８０に対して「ひび割れ注意！」等の注意事項を表示してもよい。
【０１３３】
　なお、上述した第１実施例において明暗情報を用いるにあたり、ＡＲマーカの設置場所
が室外であったり、室内であっても窓からの日差しが入りやすい場所である場合には、天
候や時間帯（日中、夜間）等によって輝度（明暗領域）が異なる。そこで、本実施形態で
は、撮影位置の判定時において、時間情報（例えば、時間帯）も事前に設定しておき、そ
の時間情報に応じて判定条件やＡＲコンテンツの内容を設定してもよい。
【０１３４】
　図１７は、時間情報を利用したときの端末装置が有するデータ例を示す図である。図１
８は、時間情報を利用したときのサーバが有するデータ例を示す図である。
【０１３５】
　図１７に示す端末装置が有するデータ例において、図１７（Ａ）は、マーカ管理テーブ
ルの一例を示し、図１７（Ｂ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図１７（
Ｃ）は、設定時間帯別データ管理テーブルの一例を示し、図１７（Ｄ）は、明暗領域管理
テーブルの一例を示している。
【０１３６】
　図１７（Ａ）に示すマーカ管理テーブルの項目としては、例えば「マーカＩＤ」、「設
定時間帯１」、「設定時間帯２」等があるが、これに限定されるものではない。マーカＩ
Ｄは、ＡＲマーカを識別するための情報である。また、「設定時間帯１」、「設定時間帯
２」は、明暗領域の設定内容が異なる時間帯（時間情報）が設定される。そのため、設定
時間帯は、複数の時間帯を設定することができ、図１７（Ａ）に示すように２つの時間帯
に限定されるものではない。
【０１３７】
　図１７（Ｂ）に示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、「ＡＲコンテンツＩ
Ｄ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等であるが、これに
限定されるものではない。図１７（Ｂ）の各項目は、上述した図９（Ｂ）に示すテーブル
の各項目と同様である。
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【０１３８】
　図１７（Ｃ）に示す設定時間帯別データ管理テーブルの項目としては、例えば「設定時
間帯ＩＤ」、「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、
「明暗領域ＩＤ」等であるが、これに限定されるものではない。
【０１３９】
　「設定時間帯ＩＤ」は、図１７（Ａ）に示す設定時間帯を識別するための情報であり、
上述した設定時間帯１，２が、それぞれ設定時間帯ＩＤ１，２に対応する。また、図１７
（Ｃ）の例では、各設定時間帯に応じて、判定条件に基づく判定結果がＯＫ時の表示内容
（ＡＲコンテンツ）と、ＮＧ時の表示内容と、明暗領域の識別情報（明暗領域ＩＤ）とが
設定されている。
【０１４０】
　図１７（Ｄ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、
「座標値」、「明暗値」等であるが、これに限定されるものではない。図１７（Ｄ）の各
項目は、上述した図９（Ｃ）に示すテーブルの各項目と同様である。
【０１４１】
　また、図１８に示すサーバが有するデータ例において、図１８（Ａ）は、マーカＩＤ管
理テーブルの一例を示し、図１８（Ｂ）は、設定時間帯別データ管理テーブルの一例を示
し、図１８（Ｃ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図１８（Ｄ）は、明暗
領域管理テーブルの一例を示している。
【０１４２】
　図１８（Ａ）に示すマーカＩＤ管理テーブルの項目としては、例えば「マーカＩＤ」、
「設定時間帯ＩＤ」等であるが、これに限定されるものではない。図１８（Ａ）の例では
、マーカＩＤ毎に判定条件が設定された時間帯が記憶されている。
【０１４３】
　図１８（Ｂ）に示す設定時間帯別データ管理テーブルの項目としては、例えば「設定時
間帯ＩＤ」、「設定時間帯」、「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコ
ンテンツＩＤ」、「明暗領域ＩＤ」等であるが、これに限定されるものではない。
【０１４４】
　図１８（Ｂ）の例では、設定時間帯ＩＤ毎に、設定時間帯と、その設定時間帯に対して
、判定条件となる明暗領域と、判定結果に応じて表示されるＡＲコンテンツとが設定され
ている。ＡＲコンテンツは、判定結果がＯＫ時に表示されるＡＲコンテンツと、ＮＧ時に
表示されるＡＲコンテンツとが設定されているが、これに限定されるものではなく、ＮＧ
時には、何も表示しない設定であってもよい。
【０１４５】
　図１８（Ｃ）の示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、例えば「ＡＲコンテ
ンツＩＤ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等であるが、
これに限定されるものではない。図１８（Ｃ）の各項目は、上述した図１０（Ｃ）に示す
テーブルの各項目と同様である。
【０１４６】
　図１８（Ｄ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、
「座標値」、「明暗値」等があるが、これに限定されるものではない。図１８（Ｄ）の各
項目は、上述した図１０（Ｄ）に示すテーブルの各項目と同様である。
【０１４７】
　このように、時間帯を判定条件に含め、設定された時間帯に応じて明暗領域を設定する
ことで、その判定結果に応じて異なるＡＲコンテンツを表示することができる。図１９は
、時間情報を利用したときの判定内容と表示されるＡＲコンテンツの一例を示す図である
。図１９（Ａ），図１９（Ｂ）の例は、時間帯（例えば、日光や照明による明度変化が生
じる状況下）を利用したＡＲコンテンツの表示内容を変更する例を示している。
【０１４８】
　例えば、図１９（Ａ）に示すように、日中の時間帯等のように窓から入り込む太陽光等
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によりＡＲマーカ９０が設置された部屋全体の輝度が高い場合には、図１９（Ａ）に示す
ような明暗領域が設定され（設定画像１１１）、日中の時間帯にこの明暗領域の条件を満
たす場合に、撮影画像１００に対して、ＡＲコンテンツ１２０が表示される。図１９（Ａ
）の例では、ＡＲマーカ９０の中心を基準とした相対位置（マーカ座標系）により設定さ
れた位置（座標値）に、ＡＲマーカ９０に対応付けられたＡＲコンテンツ１２０が表示さ
れている。図１９（Ａ）に示すＡＲコンテンツは、対象物であるパイプ８０に設けられた
バルブ８１－４の開け方を表示するコンテンツであるが、これに限定されるものではない
。
【０１４９】
　また、図１９（Ｂ）の例では、夕方や夜間の時間帯における明暗領域が設定され（設定
画像１１１）、この明暗領域の条件を満たす場合に、撮影画像に対して、マーカ座標系に
基づきＡＲコンテンツ１２０が表示されている。図１９（Ｂ）に示すＡＲコンテンツは、
対象物である配管に設けられたバルブ８１－４の閉め方を表示するコンテンツであるが、
これに限定されるものではない。図１９（Ａ）、（Ｂ）の例では、昼間の時間帯では、バ
ルブ８１－４を開けるように作業者に指示することができ、夕方や夜間の時間帯では、バ
ルブ８１－４を閉めるように指示することができる。
【０１５０】
　つまり、上述の例では、同一のＡＲマーカを同じ場所で撮影したとしても、判定時の時
間等の条件に応じて異なる判定条件を設定することができる。また、各判定条件による判
定結果がＯＫである場合には、各判定条件に対応付けられた異なるＡＲコンテンツを表示
することができる。
【０１５１】
　なお、上述した第１実施例に示すように、明暗領域のみを用いた判定条件の場合には、
例えば、１方向（例えば、正面）から撮影された画像の明暗領域が、たまたま同じになっ
てしまう可能性もある。そのため、同じＡＲマーカを予め設定された複数の角度（アング
ル）から撮影し、各アングルで設定された明暗領域に基づいて判定を行ってもよい。この
場合、１つの角度から撮影された画像を用いて判定を行うか、複数の角度から撮影された
画像を用いて判定を行うかは、管理者等が任意に設定するか、画像の特徴情報の特殊性に
応じて使い分けてもよい。また、複数の角度からＡＲマーカを撮影する場合には、その位
置（角度）から撮影するのかをナビゲートする情報を表示してもよい。ナビゲートする情
報とは、例えばＡＲマーカの撮影時に、ＡＲマーカを入れるマーカ枠を画面に表示したり
、撮影位置へ移動する方向を示す矢印を画面に表示する等があるが、これに限定されるも
のではない。
【０１５２】
　＜第２実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理例＞
　次に、第２実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理例について説明する
。第２実施例では、判定条件として上述した明暗情報（第１の特徴情報）だけでなく、撮
影画像中に存在する実物体の特徴情報（第２の特徴情報）を利用してＡＲコンテンツの表
示内容を変更する。
【０１５３】
　図２０は、第２実施例における判定条件及びＡＲコンテンツの設定処理を示すフローチ
ャートである。図２０の例において、端末装置１２の認識部３６は、例えば管理者や作業
者等のユーザが撮影した画像中のＡＲマーカを認識したか否かを判断する（Ｓ２１）。端
末装置１２の認識部３６は、ＡＲマーカを認識していない場合（Ｓ２１において、ＮＯ）
、ＡＲマーカを認識するまで待機する。また、ＡＲマーカを認識した場合（Ｓ２１におい
て、ＹＥＳ）、端末装置１２の設定部３５は、認識したＡＲマーカ数が１つか否かを判断
する（Ｓ２２）。
【０１５４】
　端末装置１２の設定部３５は、ＡＲマーカ数が１つでない場合（Ｓ２２において、ＮＯ
）、同時に認識した複数のＡＲマーカに対して個別に明暗領域を設定するか否かを判断す
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る（Ｓ２３）。端末装置１２の設定部３５は、同時に認識したＡＲマーカに個別に明暗領
域を設定しない場合（Ｓ２３において、ＮＯ）、複数のＡＲマーカに対して１つの明暗領
域を設定するために、同時に認識したＡＲマーカの組み合わせを設定する（Ｓ２４）。
【０１５５】
　また、端末装置１２の設定部３５は、Ｓ２３の処理において、同時に認識したＡＲマー
カに個別に明暗領域を設定する場合（Ｓ２３において、ＹＥＳ）、又は、Ｓ２４の処理後
、明暗領域（例えば、第１の特徴情報）を設定するか否かを判断する（Ｓ２５）。端末装
置１２の設定部３５は、明暗領域を設定する場合（Ｓ２５において、ＹＥＳ）、それぞれ
のＡＲマーカ又はＡＲマーカの組み合わせに対応させて明暗領域を任意の箇所に設定する
（Ｓ２６）。Ｓ２６の処理において、明暗領域を設定する場合には、例えば撮影画像を二
値化し、二値化した画像に基づいて明暗領域を設定する。
【０１５６】
　また、端末装置１２の設定部３５は、Ｓ２５の処理において、明暗領域を設定しない場
合（Ｓ２５において、ＮＯ）、又は、Ｓ２６の処理後、撮影画像中に含まれる物体に対す
る特徴情報（例えば、第２の特徴情報）を設定するか否かを判断する（Ｓ２７）。物体に
対する特徴情報を設定する場合（Ｓ２７において、ＹＥＳ）、物体に対する特徴情報を設
定し（Ｓ２８）、ＡＲコンテンツを設定する（Ｓ２９）。Ｓ２９の処理では、例えば明暗
領域及び物体の特徴情報に対して両方の判定結果がＯＫの場合、一方の判定結果のみがＯ
Ｋの場合、両方の判定結果がＮＧの場合について、それぞれ設定することができるが、こ
れに限定されるものではない。
【０１５７】
　次に、端末装置１２の設定部３５は、他の物体に対する特徴情報を設定するか否かを判
断し（Ｓ３０）、他の物体を設定する場合（Ｓ３０において、ＹＥＳ）、Ｓ２８の処理に
戻る。また、Ｓ２７の処理において、物体に対する特徴情報を設定しない場合（Ｓ２７に
おいて、ＮＯ）、又は、Ｓ３０の処理において、他の物体に対する特徴情報を設定しない
場合（Ｓ３０において、ＮＯ）、認識したＡＲマーカ全てに対して設定が完了したか否か
を判断する（Ｓ３１）。端末装置１２の設定部３５は、ＡＲマーカ全てに対して設定が完
了していない場合（Ｓ３１において、ＮＯ）、Ｓ２５の処理に戻る。また、端末装置１２
の設定部３５は、ＡＲマーカ全てに情報設定が完了した場合（Ｓ３１において、ＹＥＳ）
、処理を終了する。
【０１５８】
　＜物体の特徴情報設定の具体例＞
　図２１は、物体の特徴情報設定の具体例を説明するための図である。図２１の例では、
上述した図８の例と同様に、端末装置１２で撮影された撮影画像１００中に含まれるＡＲ
マーカ９０（基準物）の中心を基準とした三次元座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）（マーカ座標系）
を基準に暗領域及び明領域の一方又は両方を設定する。更に、図２１の例では、撮影画像
１００に含まれる物体（実物体）１３０に対する特徴情報を設定する。物体１３０は、撮
影画像中に含まれる物体であればよく、例えばＡＲコンテンツを表示する対象物でもよい
。なお、座標系は、三次元座標系に限定されるものではなく、例えば二次元座標系（Ｘ，
Ｙ）であってもよい。
【０１５９】
　図２１の例では、撮影画像１００に存在する物体（ＰＣ本体）１３０を、ユーザが適切
な位置で撮影されたか否かを判定する物体（判定用物体）として設定し、その物体が存在
する領域を示す物体領域（例えば、物体座標値）と、判定時の特徴点情報（例えば、特徴
点座標値）を設定する。また、特徴点情報としては、例えば物体領域内において、特徴抽
出や輝度差抽出等による物体認識手法を用いて１又は複数の座標を取得することができる
が、これに限定されるものではない。また、特徴点情報として、例えば予め判定用物体に
対応する形状テンプレートを設定してもよい。
【０１６０】
　また、第２実施例では、画像の特徴情報としての明暗領域や判定用物体に対する特徴点
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情報等が設定された場合に、それらの判定条件を満たすか否かに応じてＡＲコンテンツ１
０１の内容と表示位置を設定する。表示位置は、例えばＡＲマーカ９０の中心を基準にし
たマーカ座標系により設定されてもよく、また撮影された画像のある位置を基準にしたス
クリーン座標系により設定されてもよい。
【０１６１】
　＜第２実施例におけるデータ例＞
　次に、第２実施例におけるデータ例について説明する。図２２は、第２実施例において
端末装置が有するデータ例を示す図である。図２３は、第２実施例においてサーバが有す
るデータ例を示す図である。
【０１６２】
　図２２に示す端末装置１２が有するデータ例において、図２２（Ａ）は、データ管理テ
ーブルの一例を示し、図２２（Ｂ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図２
２（Ｃ）は、明暗領域管理テーブルの一例を示している。
【０１６３】
　図２２（Ａ）に示すデータ管理テーブルの項目としては、例えば「マーカＩＤ」、「Ｏ
Ｋ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「明暗領域ＩＤ」
、「物体ＩＤ」等であるが、これに限定されるものではない。図２２（Ａ）の例では、上
述した図９（Ａ）に示すデータ管理テーブルと比較すると、「物体ＩＤ」を有している。
物体ＩＤは、上述した判定用物体を識別するための情報である。
【０１６４】
　図２２（Ｂ）に示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、例えば「ＡＲコンテ
ンツＩＤ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等があるが、
これに限定されるものではない。図２２（Ｂ）の各項目は、上述した図９（Ｂ）に示すテ
ーブルの各項目と同様である。
【０１６５】
　図２２（Ｃ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、
「座標値」、「明暗値」等であるが、これに限定されるものではない。図２２（Ｃ）の各
項目は、上述した図９（Ｃ）に示すテーブルの各項目と同様である。
【０１６６】
　図２２（Ｄ）に示す物体管理テーブルの項目としては、例えば「物体ＩＤ」、「物体座
標値」、「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「特徴点座標値」等であるが、これに限定
されるものではない。
【０１６７】
　物体ＩＤは、上述した判定用物体を識別するための情報である。物体座標値は、例えば
判定用物体が存在する領域の情報であり、マーカ座標系等を用いて設定される。ＯＫ時表
示ＡＲコンテンツＩＤは、判定用物体の特徴情報を用いた判定結果がＯＫであった場合に
、表示されるＡＲコンテンツを識別するための情報である。特徴点座標値は、物体ＩＤに
対応する判定用物体の特徴情報であり、物体認識により取得される特徴点の情報が設定さ
れている。なお、特徴点座標値の場所や数は、ユーザが指定することで設定してもよく、
物体ＩＤ毎に異なっていてもよい。なお、図２２（Ｄ）に示す物体管理テーブルは、例え
ばＮＧ時表示ＡＲコンテンツを設定してもよい。
【０１６８】
　図２３に示すサーバ１１が有するデータ例において、図２３（Ａ）はマーカＩＤ管理テ
ーブルの一例を示し、図２３（Ｂ）は、ＡＲコンテンツ管理テーブルの一例を示し、図２
３（Ｃ）は、マーカＩＤ管理テーブルの一例を示し、図２３（Ｄ）は、物体管理テーブル
の一例を示している。
【０１６９】
　図２３（Ａ）に示すマーカＩＤ管理テーブルの項目としては、「マーカＩＤ」、「ＯＫ
時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「ＮＧ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「明暗領域ＩＤ」、
「物体ＩＤ」等であるが、これに限定されるものではない。図２３（Ａ）の例では、上述
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した図１０（Ａ）に示すマーカＩＤ管理テーブルと比較すると、「物体ＩＤ」を有してい
る。物体ＩＤは、上述した判定用物体を識別するための情報である。
【０１７０】
　図２３（Ｂ）に示すＡＲコンテンツ管理テーブルの項目としては、例えば「ＡＲコンテ
ンツＩＤ」、「座標値」、「回転角度」、「拡縮率」、「テクスチャパス」等があるが、
これに限定されるものではない。図２３（Ｂ）の各項目は、上述した図１０（Ｂ）に示す
ＡＲコンテンツ管理テーブルの各項目と同様である。
【０１７１】
　図２３（Ｃ）に示す明暗領域管理テーブルの項目としては、例えば「明暗領域ＩＤ」、
「座標値」、「明暗値」等があるが、これに限定されるものではない。なお、図２３（Ｃ
）の各項目は、上述した図１０（Ｃ）に示す明暗領域管理テーブルの各項目と同様である
。
【０１７２】
　図２３（Ｄ）に示す物体管理テーブルの項目としては、例えば「物体ＩＤ」、「物体座
標値」、「ＯＫ時表示ＡＲコンテンツＩＤ」、「特徴点座標値」等であるが、これに限定
されるものではない。
【０１７３】
　図２３（Ａ）～図２３（Ｄ）に示すデータ例は、上述した図２２（Ａ）～図２２（Ｄ）
に示す内容と同様の項目であるが、サーバ１１には、１又は複数の端末装置１２から情報
を取得することができる。したがって、図２３に示すような各テーブルを管理する際には
、例えば登録した端末装置１２の識別情報も含めて管理してもよい。
【０１７４】
　＜第２実施例における判定処理＞
　図２４は、第２実施例における判定処理を示すフローチャートである。図２４の例にお
いて、端末装置１２の認識部３６は、例えば撮像部３２によるカメラ撮影を開始し、撮影
中の画像からＡＲマーカを認識したか否かを判断する（Ｓ４１）。端末装置１２の認識部
３６は、ＡＲマーカを認識していない場合（Ｓ４１において、ＮＯ）、ＡＲマーカを認識
するまで待機する。
【０１７５】
　また、Ｓ４１の処理において、ＡＲマーカを認識した場合（Ｓ４１において、ＹＥＳ）
、端末装置１２の判定部３８は、明暗領域が事前に設定されているか否かを判断する（Ｓ
４２）。事前に設定されているか否かは、例えば上述した第１実施例と同様に、ＡＲマー
カの認識により得られたマーカＩＤに基づいてサーバ１１に問い合わせを行い、取得した
判定条件に明暗領域情報が含まれているか否かで判断することができる。
【０１７６】
　端末装置１２の判定部３８は、明暗領域が事前に設定されている場合（Ｓ４２において
、ＹＥＳ）、事前に設定された明暗領域（例えば、第１の特徴情報）が、現在の撮影画像
の明暗領域と一致するか否かを判断する（Ｓ４３）。Ｓ４３の処理では、明暗領域に対応
する特徴点の座標値（領域の座標値）が一致するか否かについては、完全に一致していな
くても座標値同士の差分値が所定の許容範囲内にある場合には、一致しているとみなして
もよい。また、Ｓ４３の処理では、現在の撮影画像の明暗領域が、事前に設定された明暗
領域を含んでいるか否かを判断し、含んでいれば一致しているとみなしてもよい。
【０１７７】
　Ｓ４２の処理において、明暗領域が事前に設定されていない場合（Ｓ４２において、Ｎ
Ｏ）、又は、Ｓ４３の処理において、明暗領域が現在の撮影画像の明暗情報と一致しない
場合（Ｓ４３において、ＮＯ）、端末装置１２は、画像生成部４０により生成された判定
結果がＮＧ時のＡＲコンテンツを表示する（Ｓ４４）。なお、Ｓ４４の処理では、ＡＲコ
ンテンツを表示させない処理を行ってもよい。
【０１７８】
　また、Ｓ４３の処理において、明暗領域が現在の撮影画像の明暗情報と一致する場合（
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Ｓ４３において、ＹＥＳ）、次に、端末装置１２の判定部３８は、物体の特徴情報が事前
に設定されているか否かを判断する（Ｓ４５）。ここで、物体の特徴情報とは、上述した
ように撮影画像内に存在する実物体（判定用物体）の特徴点の情報等であるが、これに限
定されるものではない。また、物体の特徴情報が事前に設定されているか否かは、サーバ
１１から取得した判定条件に物体の特徴情報が含まれているか否かにより判断することが
できるが、これに限定されるものではない。
【０１７９】
　物体の特徴情報が事前に設定されている場合（Ｓ４５において、ＹＥＳ）、端末装置１
２の判定部３８は、物体の特徴情報（例えば、第２の特徴情報）が現在の撮影画像の物体
の特徴情報と一致するか否かを判断する（Ｓ４６）。物体の特徴情報の一致については、
上述したように特徴点の差分値に対する所定の許容範囲を設けて、その許容範囲内であれ
ば、一致していると判定することができるが、これに限定されるものではない。また、Ｓ
４６の処理では、現在の撮影画像の物体の特徴情報が、事前に設定された物体の特徴情報
を含んでいるか否かを判断し、含んでいれば一致しているとみなしてもよい。
【０１８０】
　また、端末装置１２の判定部３８は、物体の特徴情報の取得は、予め設定された物体領
域の中のみで物体認証を行うことで、画像全体に対して物体認証を行うよりも迅速に物体
の特徴情報を取得することができる。
【０１８１】
　Ｓ４５の処理において、物体の特徴情報が事前に設定されていない場合（Ｓ４５におい
て、ＮＯ）、又は、Ｓ４６の処理において、物体の特徴情報が現在の撮影画像の物体の特
徴情報と一致しない場合（Ｓ４６において、ＮＯ）、端末装置１２は、画像生成部４０に
より生成された明暗情報の判定結果がＯＫ時のＡＲコンテンツを表示する（Ｓ４７）。ま
た、物体の特徴情報が現在の撮影画像の物体の特徴情報と一致する場合（Ｓ４６において
、ＹＥＳ）、画像生成部４０により生成された明暗領域及び物体の特徴情報の判定結果が
ＯＫ時のＡＲコンテンツを表示する（Ｓ４８）。
【０１８２】
　これにより、撮影されたＡＲマーカの周囲の明暗情報と、判定用物体の特徴情報とを用
いて判定を行うことで、ＡＲマーカに対応する情報（例えば、ＡＲコンテンツ等）を適切
にユーザに提供することができる。例えば、第２実施例では、マーカＩＤとＡＲマーカの
背景画像の明暗情報や、重畳情報の内容を切り替える判定用物体を利用することで、重畳
情報の出力を抑止することができ、現場での重畳情報の出力状態を切り替えることができ
る。これにより、第２実施例では、ＡＲマーカの不正コピーや、システムの不正利用によ
る重畳情報の出力を抑止することができる。
【０１８３】
　＜第２実施例における表示画面例＞
　図２５は、第２実施例における表示画面例を示す図である。図２５（Ａ）の例に示すよ
うな端末装置１２が撮影した撮影画像からＡＲコンテンツを表示する対象物であるパイプ
８０に取り付けられたＡＲマーカ９０を認識すると、そのマーカＩＤをサーバ１１に送信
し、対応する判定条件及び判定結果に応じて表示されるＡＲコンテンツ等を取得する。な
お、マーカＩＤに対応するＡＲコンテンツは、端末装置１２が予め保持しておいてもよい
。また、マーカＩＤに対応する判定についても、サーバ１１を介さずに端末装置１２が行
い、端末装置１２に保持されたＡＲコンテンツを取得してもよい。なお、第２実施例にお
ける判定条件は、明暗情報と判定用物体（実物体）の特徴情報である。
【０１８４】
　次に、取得した判定条件に基づいて判定を行う。明暗情報と判定用物体の両方の判定結
果がＮＧである場合には、上述した図１６（Ｂ）の例に示すようなエラーメッセージ（Ａ
Ｒコンテンツ１２０－１）が画面に表示される。また、明暗領域の判定結果がＯＫで、物
体を用いた判定結果がＮＧであった場合には、図１６（Ｃ）と同様に図２５（Ｂ）に示す
ようにＡＲマーカ９０に対応付けられたＡＲコンテンツ１２０－２～１２０－５が、撮影
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画像１００に重畳されて画面表示される。この場合、判定用の物体１３０に対するＡＲコ
ンテンツは表示されない。
【０１８５】
　また、明暗領域及び物体の特徴情報の両方の判定結果がＯＫであった場合には、図２５
（Ｃ）に示すように、明暗判定時のＡＲコンテンツ１２０－２～１２０－５と共に、判定
用の物体１３０に対応付けられたＡＲコンテンツ１２０－６が表示される。
【０１８６】
　なお、上述した図２５（Ｂ）の例においては、明暗領域と物体の特徴情報の両方の判定
結果がＯＫでない場合には、ＯＫ時のＡＲコンテンツを表示しないように設定してもよい
。
【０１８７】
　なお、表示内容としては、これに限定されるものではなく、例えば判定時の時間情報や
ユーザ識別情報等に対応させて、スケジュール情報や、個別の内容等をＡＲコンテンツと
して表示させてもよい。
【０１８８】
　このように、マーカＩＤとマーカの背景画像の明暗情報や、重畳情報の表示内容を切り
替える判定用物体を利用することで、単純にマーカＩＤのみを認識した場合に、重畳情報
（ＡＲコンテンツ）の出力を抑止することができる。
【０１８９】
　なお、本実施形態における表示制御は、上述した第１及び第２実施例に限定されるもの
ではなく、例えば上述した第１及び第２実施例の一部又は全部を組み合わせてもよい。例
えば、第２実施例では、明暗領域及び判定用物体の特徴情報を適切な位置でＡＲマーカを
撮影したかを判定するための判定条件としたが、これに限定されるものではなく、例えば
、判定用物体の特徴情報のみを用いて判定を行ってもよい。
【０１９０】
　ここで、本実施形態で用いられる画像の特徴情報としては、上述したような明暗情報や
判定用物体の特徴情報に限定されるものではない。例えば、明暗情報であれば、明度が閾
値以上の領域が存在するか否か、画像中に含まれる明領域又は暗領域の数、明度が均一な
領域が存在するか否か等を有してもよく、これらの条件を組み合わせたものでもよい。ま
た、判定用物体の特徴情報であれば、画像中における物体の数、物体の大きさ、形状等を
有してもよく、これらの条件を組み合わせたものでもよい。
これに限定されるものではない。
【０１９１】
　上述したように、本実施形態によれば、適切な表示制御を実現することができる。例え
ば、端末装置１２によりＡＲマーカの認識が行われると、マーカ認識に伴い取得された画
像情報が、マーカを含んで事前に撮影された画像の特徴（画像内の明暗情報又は特徴点情
報）と一致するか否かを判定し、判定結果に応じてマーカと対応付けられた重畳情報の出
力の制御（出力有無の制御、出力内容の制御）を行う。なお、上記の判定は、端末装置１
２が行ってもよく、サーバ１１で行ってもよい。
【０１９２】
　また、本実施形態では、明暗情報による重畳情報の切り替えを行う際、画像の２値化と
いう簡素な処理による明暗情報を用いることで、重畳切り替えの複雑度を低くすることが
できる。また、上述したように、判定用の物体を用いた表示制御では、物体の認識精度は
特徴点等を利用した認識であるため低くなり、重畳切り替えの複雑度は物体を用いた判定
により高くなる。
【０１９３】
　このように、マーカＩＤとマーカの背景画像の明暗情報や、重複情報の出力状態を切り
替える判定用物体を利用することで、単純にマーカＩＤのみを認識した場合に、重畳情報
（ＡＲコンテンツ）の出力を抑止することができる。また、本実施形態では、例えばマー
カの不正コピーやシステムの不正使用による重畳情報の出力を抑止し、出力状態を切り替
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える物体や、マーカ背景の明暗状態を現場で変更することで適切な表示制御を実現するこ
とができる。
【０１９４】
　以上、実施例について詳述したが、特定の実施例に限定されるものではなく、特許請求
の範囲に記載された範囲内において、種々の変形及び変更が可能である。また、上述した
実施例の一部又は全部を組み合わせることも可能である。
【０１９５】
　なお、以上の実施例に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　入力画像に含まれる基準物を認識する認識部と、
　前記基準物の認識に用いられた入力画像の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情
報に対応付けられた特徴情報を含むかを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられた
コンテンツを重畳した画像を生成する画像生成部とを有することを特徴とする端末装置。
（付記２）
　前記入力画像の特徴情報は、前記入力画像の明暗情報又は前記画像に含まれる物体の特
徴点情報であることを特徴とする付記１に記載の端末装置。
（付記３）
　前記判定部は、
　複数の方向から撮影された前記基準物の認識に用いられた入力画像の特徴情報を用いて
前記判定を行うことを特徴とする付記１又は２に記載の端末装置。
（付記４）
　前記判定部は、
　時間情報に対応して設定された前記入力画像の特徴情報を用いて前記判定を行うことを
特徴とする付記１乃至３の何れか１項に記載の端末装置。
（付記５）
　前記画像生成部は、
　前記判定部の判定結果に応じて前記時間情報に対応して設定されたコンテンツを前記画
像に重畳することを特徴とする付記４に記載の端末装置。
（付記６）
　前記認識部による前記識別情報の読み取りに伴い取得した入力画像に対し、前記基準物
に対応付けて前記入力画像の特徴情報及び前記コンテンツを設定する設定部を有すること
を特徴とする付記１乃至５の何れか１項に記載の端末装置。
（付記７）
　端末装置で入力画像に含まれる基準物を認識した際、前記基準物の認識に用いられた入
力画像の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情報に対応付けられた特徴情報を含む
かを判定し、判定した結果に基づいて前記識別情報に対応付けられたコンテンツを抽出す
る抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたコンテンツを前記端末装置に送信する通信部とを有するこ
とを特徴とする情報処理装置。
（付記８）
　端末装置が、
　入力画像に含まれる基準物を認識し、
　前記基準物の認識に用いられた入力画像の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情
報に対応付けられた特徴情報を含むかを判定し、
　判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられたコンテンツを重畳
した画像を生成することを特徴とする表示制御方法。
（付記９）
　入力画像に含まれる基準物を認識し、
　前記基準物の認識に用いられた入力画像の特徴情報が、前記認識された基準物の識別情
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　判定結果に基づいて、前記入力画像に前記識別情報に対応付けられたコンテンツを重畳
した画像を生成する、処理をコンピュータに実行させる表示制御プログラム。
【符号の説明】
【０１９６】
　１０　情報処理システム
　１１　サーバ（情報処理装置）
　１２　端末装置
　１３　通信ネットワーク
　２１，３１　通信部
　２２，３３　記憶部
　２３　登録部
　２４　抽出部
　２５，４１　制御部
　３２　撮像部
　３４，６３　表示部
　３５　設定部
　３６　認識部
　３７　取得部
　３８　判定部
　３９　コンテンツ生成部
　４０　画像生成部
　５１　入力装置
　５２　出力装置
　５３，７２　ドライブ装置
　５４，６９　補助記憶装置
　５５，７０　主記憶装置
　５６，７１　ＣＰＵ
　５７　ネットワーク接続装置
　５８,７３　記録媒体
　６１　マイク
　６２　スピーカ
　６４　操作部
　６５　センサ部
　６６　電力部
　６７　無線部
　６８　近距離通信部
　８０　パイプ（配管）
　８１　バルブ（弁）
　８２　サーバラック
　９０　ＡＲマーカ（基準物）
１００　撮影画像
１０１，１２０　ＡＲコンテンツ
１１０　二値化画像
１１１　設定画像
１３０　物体
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