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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１情報処理装置と通信する第２情報処理装置が行う情報処理方法であって、
　前記第１情報処理装置から画像のアップロードを含む入力フォームにおいて入力された
データを入力済データとして受け付ける第１受付ステップと、
　受け付けた前記入力済データを、前記入力済データを特定するための識別子と対応づけ
て記憶装置に格納する格納ステップと、
　前記入力フォームにおける前記入力済データの引継を行うための引継データであって前
記入力済データを特定するための識別子を含む引継データを前記第１情報処理装置に送信
する送信ステップと、
　第３情報処理装置から前記識別子を受け付ける第２受付ステップと、
　前記識別子に対応する入力済データを前記記憶装置から取得し、取得した入力済データ
が入力された前記入力フォームを表示させるための画面データを、前記第３情報処理装置
に送信するステップと、を含む情報処理方法。
【請求項２】
　前記送信ステップは、前記入力済データを前記引継データに含めて前記第１情報処理装
置に送信する、請求項１に記載の情報処理方法。
【請求項３】
　前記第３情報処理装置から、前記入力フォームにおいてアップロードすべき画像の画像
データを受け付けて記憶装置に格納する第３受付ステップ、をさらに有する、請求項１又
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は２に記載の情報処理方法。
【請求項４】
　前記第２受付ステップは、さらに、前記第３情報処理装置を認証するための認証情報を
受け付け、
　受け付けた前記認証情報に基づいて前記第３情報処理装置の認証を行う認証ステップ、
をさらに有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理方法。
【請求項５】
　第１情報処理装置と通信する第２情報処理装置として動作する情報処理装置であって、
　前記第１情報処理装置から画像のアップロードを含む入力フォームにおいて入力された
データを入力済データとして受け付ける受付部と、
　受け付けた前記入力済データを、前記入力済データを特定するための識別子と対応づけ
て格納する記憶部と、
　前記入力フォームにおける前記入力済データの引継を行うための引継データであって前
記入力済データを特定するための識別子を含む引継データを前記第１情報処理装置に送信
する送信部と、を含み、
　前記受付部は、第３情報処理装置から前記識別子を受け付け、
　前記送信部は、前記識別子に対応する入力済データを前記記憶部から取得し、取得した
入力済データが入力された前記入力フォームを表示させるための画面データを、前記第３
情報処理装置に送信する、情報処理装置。
【請求項６】
　第１情報処理装置と通信する第２情報処理装置に、
　前記第１情報処理装置から画像のアップロードを含む入力フォームにおいて入力された
データを入力済データとして受け付ける第１受付ステップと、
　受け付けた前記入力済データを、前記入力済データを特定するための識別子と対応づけ
て記憶装置に格納する格納ステップと、
　前記入力フォームにおける前記入力済データの引継を行うための引継データであって前
記入力済データを特定するための識別子を含む引継データを前記第１情報処理装置に送信
する送信ステップと、
　第３情報処理装置から前記識別子を受け付ける第２受付ステップと、
　前記識別子に対応する入力済データを前記記憶装置から取得し、取得した入力済データ
が入力された前記入力フォームを表示させるための画面データを、前記第３情報処理装置
に送信するステップと、を実行させるプログラム。
                                                                                
  
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理方法、情報処理装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インターネット上では、様々なオンラインサービスが提供されている（例えば非
特許文献１）。これらのオンラインサービスを利用する際、ユーザはアカウントの登録を
行う必要がある。また、オンラインサービスの中には、アカウントの登録時に身分証明書
などの画像のアップロードを要求するサービスや、サービスの提供を受けるために商品画
像等のアップロードが必要なサービス等が存在する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】株式会社メルカリ、[online]、[２０１８年７月１９日検索]、インター
ネット＜URL:https://www.mercari.com/＞
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザがＰＣ（パーソナルコンピュータ）を用いてアカウントの登録を行っている際に
、身分証明書等の画像のアップロードを要求された場合、画像がＰＣの中に存在しないと
きは、スマートフォン等の情報処理装置にて画像を撮影し、撮影した画像をＰＣに転送し
てからアップロードする必要がある。若しくは、ユーザは、ＰＣでのアカウント登録を中
止し、スマートフォンを用いて最初からアカウント登録をやり直す必要がある。このよう
な手順を踏むことはユーザの利便性を損ねることから、画像のアップロードが必要な入力
フォームへのデータ入力をスムーズに行うことが可能な技術が望まれている。なお、この
ような問題は、アカウント登録に限られず、オンラインでデータ入力が必要な入力フォー
ム全般に生じ得る。
【０００５】
　本開示は、画像のアップロードが必要な入力フォームにおける入力済データを情報処理
装置間でスムーズに引き継ぐことが可能な情報処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一実施形態に係る情報処理方法は、第１情報処理装置と通信する第２情報処理
装置が行う情報処理方法であって、画像のアップロードを含む入力フォームにおいて入力
されたデータを入力済データとして受け付ける第１受付ステップと、入力フォームにおけ
る入力済データの引継を行うための引継データを第１情報処理装置に送信する送信ステッ
プと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の一態様に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】本開示に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図３】第１実施形態に係る情報処理装置の機能的な構成を示すブロック図の一例を示す
図である。
【図４】第１実施形態に係るＰＣ端末の機能的な構成を示すブロック図の一例を示す図で
ある。
【図５】第１実施形態に係るモバイル端末の機能的な構成を示すブロック図の一例を示す
図である。
【図６】第１実施形態に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図７】第１実施形態に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示す図である。
【図８】第１実施形態に係る入力画面の一例を示す図である。
【図９】第１実施形態の第１実施例に係るＰＣ端末の機能的な構成を示すブロック図の一
例を示す図である。
【図１０】第１実施形態の第１実施例に係るモバイル端末の機能的な構成を示すブロック
図の一例を示す図である。
【図１１】第１実施形態の第１実施例に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示
す図である。
【図１２】第１実施形態の第２実施例に係るＰＣ端末の機能的な構成を示すブロック図の
一例を示す図である。
【図１３】第１実施形態の第２実施例に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示
す図である。
【図１４】第２実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である
。
【図１５】第２実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である
。
【図１６】第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図である
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。
【図１７】第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図である
。
【図１８】第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図である
。
【図１９】第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図である
。
【図２０】第２実施形態の第１実施例に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示
す図である。
【図２１】第２実施形態の第１実施例に係る通信システムの処理のシーケンスの一例を示
す図である。
【図２２】第２実施形態の第１実施例に係るアップロード画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜法令遵守＞
　本明細書に記載の開示は、実施される場合、本開示を実施する各国の法令を遵守のうえ
で実施される。また、本明細書に記載の開示は、各国の法令を遵守するために必要な、当
業者が成し得る全ての変更、置換、変形、改変、および修正をもって実施される。
【０００９】
　本開示に係る通信システムを実施するための形態について、図面を参照して説明する。
【００１０】
＜システム構成＞
　図１は、本開示の一実施形態に係る通信システム１の構成を示す。図１に開示されるよ
うに、通信システム１では、ネットワークＮを介してサーバ１１０Ａ、サーバ１１０Ｂと
、ＰＣ端末１２０Ａ、ＰＣ端末１２０Ｂ、ＰＣ端末１２０Ｃと、モバイル端末１３０Ａ、
モバイル端末１３０Ｂ、モバイル端末１３０Ｃとが接続される。
【００１１】
　本開示において、サーバ１１０Ａと、サーバ１１０Ｂとをそれぞれ区別する必要がない
場合は、サーバ１１０Ａとサーバ１１０Ｂとは、それぞれサーバ１１０と表現されてもよ
い。
【００１２】
　本開示において、ＰＣ端末１２０Ａと、ＰＣ端末１２０Ｂと、ＰＣ端末１２０Ｃとをそ
れぞれ区別する必要がない場合は、ＰＣ端末１２０ＡとＰＣ端末１２０ＢとＰＣ端末１２
０Ｃとは、それぞれＰＣ端末１２０と表現されてもよい。
【００１３】
　本開示において、モバイル端末１３０Ａ、モバイル端末１３０Ｂ、モバイル端末１３０
Ｃとをそれぞれ区別する必要がない場合は、モバイル端末１３０Ａ、モバイル端末１３０
Ｂ、モバイル端末１３０Ｃとは、それぞれモバイル端末１３０と表現されてもよい。
【００１４】
　本開示において、サーバ１１０と、ＰＣ端末１２０と、モバイル端末１３０とをそれぞ
れ区別する必要がない場合は、サーバ１１０とＰＣ端末１２０とは、それぞれ情報処理装
置２００と表現されてもよい。なお、ネットワークＮに接続される情報処理装置２００の
数は限定されない。
【００１５】
　サーバ１１０は、ネットワークＮを介してユーザが利用するＰＣ端末１２０及びモバイ
ル端末１３０に、所定のサービスを提供する。所定のサービスは、限定でなく例として、
決済サービス、電子商取引サービス、インスタントメッセンジャーを代表とするSNS（Soc
ial Networking Service）、楽曲・動画・書籍などのコンテンツ提供サービス等を含む。
ユーザがＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３０を介して所定のサービスを利用すること
で、サーバ１１０は１以上のＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３０に所定のサービスを
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提供することができる。
【００１６】
　必要に応じて、ユーザＸが利用するＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０を、それぞ
れＰＣ端末１２０Ｘ及びモバイル端末１３０Ｘと表現し、ユーザＸ、ＰＣ端末１２０Ｘ又
はモバイル端末１３０Ｘに対応づけられた、所定のサービスにおけるユーザ情報をユーザ
情報Ｘと表現する。なお、ユーザ情報とは、所定のサービスにおいてユーザが利用するア
カウントに対応付けられたユーザの情報である。ユーザ情報は、限定でなく例として、ユ
ーザにより入力される、または、所定のサービスにより付与される、ユーザの名前、ユー
ザのアイコン画像、ユーザの年齢、ユーザの性別、ユーザの住所、ユーザの趣味趣向、ユ
ーザの識別子などのユーザに対応づけられた情報を含み、これらのいずれか一つまたは、
組み合わせであってもよい。
【００１７】
　ネットワークＮは、２以上の情報処理装置２００を接続する役割を担う。ネットワーク
Ｎは、ＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３０がサーバ１１０に接続した後、データを送
受信することができるように接続経路を提供する通信網を意味する。また、ネットワーク
Ｎは、ＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０の間でデータを送受信することができるよ
うに接続経路を提供する通信網も意味する。　ネットワークＮのうちの１つまたは複数の
部分は、有線ネットワークや無線ネットワークであってもよい。ネットワークＮは、限定
でなく例として、アドホック・ネットワーク（Ad Hoc Network）、イントラネット、エク
ストラネット、仮想プライベート・ネットワーク（Virtual Private Network：ＶＰＮ）
、ローカル・エリア・ネットワーク（Local Area Network：ＬＡＮ）、ワイヤレスＬＡＮ
（Wireless LAN：ＷＬＡＮ）、広域ネットワーク（Wide Area Network：ＷＡＮ）、ワイ
ヤレスＷＡＮ（Wireless WAN：ＷＷＡＮ）、大都市圏ネットワーク（Metropolitan Area 
Network：ＭＡＮ）、インターネットの一部、公衆交換電話網（Public Switched Telepho
ne Network：ＰＳＴＮ）の一部、携帯電話網、ＩＳＤＮｓ（Integrated Service Digital
 Networks）、無線ＬＡＮｓ、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＣＤＭＡ（Code Divisio
n Multiple Access）、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））、衛星通信など、また
は、これらの２つ以上の組合せを含むことができる。ネットワークＮは、１つまたは複数
のネットワークＮを含むことができる。
【００１８】
　情報処理装置２００は、本開示に記載される機能、および／または、方法を実現できる
情報処理装置であればどのような情報処理装置であってもよい。
【００１９】
　情報処理装置２００は、限定でなく例として、スマートフォン、携帯電話（フィーチャ
ーフォン）、コンピュータ（限定でなく例として、デスクトップ、ラップトップ、タブレ
ットなど）、サーバ装置、メディアコンピュータプラットホーム（限定でなく例として、
ケーブル、衛星セットトップボックス、デジタルビデオレコーダなど）、ハンドヘルドコ
ンピュータデバイス（限定でなく例として、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、電
子メールクライアントなど）、ウェアラブル端末（限定でなく例として、メガネ型デバイ
ス、時計型デバイスなど）、他種のコンピュータ、またはコミュニケーションプラットホ
ームを含む。
【００２０】
＜ハードウェア（ＨＷ）構成＞
　図２を用いて、通信システム１に含まれる情報処理装置２００のＨＷ構成について説明
する。
【００２１】
　情報処理装置２００は、プロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、
入出力インタフェース（入出力Ｉ／Ｆ）２０４と、通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）２
０５とを含む。情報処理装置２００のＨＷの各構成要素は、限定でなく例として、バスＢ
を介して相互に接続される。
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【００２２】
　情報処理装置２００は、プロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、
入出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により、本開示に記載される機能、お
よび／または、方法を実現する。
【００２３】
　プロセッサ２０１は、ストレージ２０３に記憶されるプログラムに含まれるコードまた
は命令によって実現する機能、および／または、方法を実行する。プロセッサ２０１は、
限定でなく例として、中央処理装置（ＣＰＵ）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、Ｇ
ＰＵ（Graphic s Processing Unit）、マイクロプロセッサ（microprocessor）、プロセ
ッサコア（processor core）、マルチプロセッサ（multiprocessor）、ＡＳＩＣ（Applic
ation-Specific Integrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等
を含み、集積回路（ＩＣ（Integrated Circuit）チップ、ＬＳＩ（Large Scale Integrat
ion））等に形成された論理回路（ハードウェア）や専用回路によって各実施形態に開示
される各処理を実現してもよい。また、これらの回路は、１または複数の集積回路により
実現されてよく、各実施形態に示す複数の処理を１つの集積回路により実現されることと
してもよい。また、ＬＳＩは、集積度の違いにより、ＶＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルト
ラＬＳＩなどと呼称されることもある。
【００２４】
　メモリ２０２は、ストレージ２０３からロードしたプログラムを一時的に記憶し、プロ
セッサ２０１に対して作業領域を提供する。メモリ２０２には、プロセッサ２０１がプロ
グラムを実行している間に生成される各種データも一時的に格納される。メモリ２０２は
、限定でなく例として、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）
などを含む。
【００２５】
　ストレージ２０３は、プログラムを記憶する。ストレージ２０３は、限定でなく例とし
て、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid State Drive）、フラッシュメモリなど
を含む。
【００２６】
　通信Ｉ／Ｆ２０５は、ネットワークＮを介して各種データの送受信を行う。当該通信は
、有線、無線のいずれで実行されてもよく、互いの通信が実行できるのであれば、どのよ
うな通信プロトコルを用いてもよい。通信Ｉ／Ｆ２０５は、ネットワークＮを介して、他
の情報処理装置との通信を実行する機能を有する。通信Ｉ／Ｆ２０５は、各種データをプ
ロセッサ２０１からの指示に従って、他の情報処理装置に送信する。また、通信Ｉ／Ｆ２
０５は、他の情報処理装置から送信された各種データを受信し、プロセッサ２０１に伝達
する。
【００２７】
　入出力Ｉ／Ｆ２０４は、情報処理装置２００に対する各種操作を入力する入力装置、お
よび、情報処理装置２００で処理された処理結果を出力する出力装置を含む。入出力Ｉ／
Ｆ２０４は、入力装置と出力装置が一体化していてもよいし、入力装置と出力装置とに分
離していてもよい。
【００２８】
　入力装置は、ユーザからの入力を受け付けて、当該入力に係る情報をプロセッサ２０１
に伝達できる全ての種類の装置のいずれか、または、その組み合わせにより実現される。
入力装置は、限定でなく例として、タッチパネル、タッチディスプレイ、キーボード等の
ハードウェアキーや、マウス等のポインティングデバイス、カメラ（画像を介した操作入
力）、マイク（音声による操作入力）を含む。
【００２９】
　出力装置は、プロセッサ２０１で処理された処理結果を出力することができる全ての種
類の装置のいずれか、または、その組み合わせにより実現される。当該処理結果を映像、
および／または、動画像として出力する場合、出力装置は、フレームバッファに書き込ま
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れた表示データに従って、当該表示データを表示することができる全ての種類の装置のい
ずれかまたはその組み合わせにより実現される。出力装置は、限定でなく例として、タッ
チパネル、タッチディスプレイ、モニタ（限定でなく例として、液晶ディスプレイ、ＯＥ
ＬＤ（Organic Electroluminescence Display）など）、ヘッドマウントディスプレイ（
ＨＤＭ：Head Mounted Display）、プロジェクションマッピング、ホログラム、空気中な
ど（真空であってもよい）に画像やテキスト情報等を表示可能な装置、スピーカ（音声出
力）、プリンターなどを含む。なお、これらの出力装置は、３Ｄで表示データを表示可能
であってもよい。
【００３０】
　本開示の各実施形態のプログラムは、コンピュータに読み取り可能な記憶媒体に記憶さ
れた状態で提供されてもよい。 記憶媒体は、「一時的でない有形の媒体」に、プログラ
ムを記憶可能である。プログラムは、限定でなく例として、ソフトウェアプログラムやコ
ンピュータプログラムを含む。
【００３１】
　記憶媒体は適切な場合、１つまたは複数の半導体ベースの、または他の集積回路（ＩＣ
）（限定でなく例として、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、
特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）など）、ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブ
リッド・ハード・ドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスクドライブ（ＯＤＤ）、光
磁気ディスク、光磁気ドライブ、フロッピィ・ディスケット、フロッピィ・ディスク・ド
ライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、固体ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュア・
デジタル・カードもしくはドライブ、任意の他の適切な記憶媒体、またはこれらの２つ以
上の適切な組合せを含むことができる。記憶媒体は、適切な場合、揮発性、不揮発性、ま
たは揮発性と不揮発性の組合せでよい。
【００３２】
　また、本開示のプログラムは、当該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネッ
トワークや放送波等）を介して、情報処理装置２００に提供されてもよい。
【００３３】
　また、本開示の各実施形態は、プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送
波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
【００３４】
　なお、本開示のプログラムは、限定でなく例として、ＡｃｔｉｏｎＳｃｒｉｐｔ、Ｊａ
ｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）などのスクリプト言語、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－Ｃ、Ｊａｖ
ａ（登録商標）などのオブジェクト指向プログラミング言語、ＨＴＭＬ５などのマークア
ップ言語などを用いて実装される。
【００３５】
　情報処理装置２００おける処理の少なくとも一部は、１以上のコンピュータにより構成
されるクラウドコンピューティングにより実現されていてもよい。
【００３６】
　情報処理装置２００における処理の少なくとも一部を、他の情報処理装置により行う構
成としてもよい。この場合、プロセッサ２０１により実現される各機能部の処理のうち少
なくとも一部の処理を、他の情報処理装置で行う構成としてもよい。
【００３７】
　＜その他＞
　明示的な言及のない限り、本開示の実施形態における判定の構成は必須でなく、判定条
件を満たした場合に所定の処理が動作されたり、判定条件を満たさない場合に所定の処理
がされたりしてもよい。
【００３８】
　本開示では、明記されない限り、または文脈によって示されない限り、「または」は排
他的ではなく包含的な意味である。したがって、本開示では、明記されていない限り、ま
たは文脈によって示されない限り、「ＡまたはＢ」は「Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味
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する。さらに、明記されない限り、または文脈によって示されない限り、「および」は協
同（ｊｏｉｎｔ）および個々（ｓｅｖｅｒａｌ）の両方の意味である。したがって、本明
細書では、明記されない限り、または文脈によって 示されない限り、「ＡおよびＢ」は
、「ＡおよびＢが一緒に、または個別に（Ａ  ａｎｄ  Ｂ，  ｊｏｉｎｔｌｙ  ｏｒ  ｓ
ｅｖｅｒａｌｌｙ）」を意味する。さらに、明記されない限り、または文脈によって示さ
れない限り、「ａ」、「ａｎ」、または「ｔｈｅ」は「１つまたは複数」を意味するもの
とする。したがって、本明細書では、別段に明記されない限り、または文脈によって示さ
れない限り、「ａｎ  Ａ」または「ｔｈｅ  Ａ」は「１つまたは複数のＡ」を意味する。
【００３９】
　本開示は、本開示の実施形態、および／または、実施例に対して、当業者が成し得る全
ての変更、置換、変形、改変、および修正を包含する。同様に、適切な場合、添付の特許
請求の範囲は、本開示の実施形態、および／または、実施例に対して、当業者が成し得る
全ての変更、置換、変形、改変、および修正を包含する。さらに、本開示は、当業者が成
し得る、本開示における実施形態、および／または、実施例の１つまたは複数の特徴と、
本開示における他の実施形態、および／または、実施例の１つまたは複数の特徴との任意
の組合せを包含する。
【００４０】
　加えて、特定の機能を実施するように適合される、配置される、能力を有する、構成さ
れる、使用可能である、動作可能である、または動作できる装置またはシステムあるいは
装置またはシステムの構成要素に対する添付の特許請求の範囲での参照は、その装置、シ
ステム、または構成要素がそのように適合される、配置される、能力を有する、構成され
る、使用可能にされる、動作可能にされる、または動作できる限り、その装置、システム
、構成要素またはその特定の機能がアクティベートされ、オンにされ、またはロック解除
されているか否かに関わらず、その装置、システム、構成要素を包含する。
【００４１】
＜第１実施形態＞
　第１実施形態は、サーバ１１０が提供するサービスを利用する際に入力が必要な入力フ
ォームについて、ＰＣ端末１２０にて一部ないし途中まで入力された入力済データを、モ
バイル端末１３０に引継ぐことを可能にする実施形態である。第１実施形態におけるサー
バ１１０が提供するサービスで用いられる入力フォームは、テキスト入力やプルダウンメ
ニューの選択の他に、何らかの画像のアップロードが必要な入力フォームである。ユーザ
が入力すべきテキストや選択すべきプルダウンメニューとしては、限定でなく例として、
商品の名称、商品の説明、氏名、住所などである。また、ユーザがアップロードすべき画
像は、限定でなく例として、販売したい商品の画像、本人確認で用いられる免許証の画像
、ユーザの顔の画像等が挙げられる。
【００４２】
　ユーザは、ＰＣ端末１２０を用いて商品名や氏名などのテキストを入力することで入力
フォームを埋めていき、画像のアップロードが必要になる前の任意のタイミングでモバイ
ル端末１３０に切り替える。このとき、ユーザがＰＣ端末１２０を用いて入力した入力済
データは、モバイル端末１３０の画面の入力フォームに引き継がれる。
【００４３】
　第１実施形態によれば、画像のアップロードが必要な入力フォームにおける入力済デー
タを情報処理装置２００間でスムーズに引き継ぐ（移行させる）ことが可能になる。また
、これにより、ユーザは、テキストデータ等についてはＰＣ端末１２０を用いて入力を行
い、画像についてはモバイル端末１３０を用いてアップロードするといった使い分けを行
うことができ、ユーザの利便性を向上させることが可能になる。また、これにより、一旦
ＰＣ端末１２０に入力された入力済データが破棄されることなくモバイル端末１３０に引
き継がれることから、ＰＣ端末１２０のハードウェアリソースを無駄にすることなく効率
的に利用することが可能になる。
【００４４】
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＜第１実施形態の機能構成＞
　図３を用いてサーバ１１０の機能構成を説明する。図３に開示の機能部は、情報処理装
置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、入出力Ｉ
／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００４５】
（１）サーバの機能構成
　サーバ１１０は、通信部３１１と、表示制御部３１２と、入力受付部３１３と、引継制
御部３１４と、記憶部３１５とを有する。通信部３１１と、表示制御部３１２と、入力受
付部３１３と、引継制御部３１４とは、プロセッサ２０１が、記憶部３１５に格納されて
いるプログラムを読み出して実行することで実現される。記憶部３１５は、メモリ２０２
及び／又はストレージ２０３を用いて実現される。
【００４６】
　記憶部３１５には、入力フォームに入力された入力済データを格納する入力データ管理
ＤＢが記憶されている。入力データ管理ＤＢには、入力済データと入力済データを一意に
特定するためのテンポラリＩＤ（「識別子」と呼んでもよい）とが対応づけて格納される
。テンポラリＩＤは、入力済データをＰＣ端末１２０からモバイル端末１３０に引き継ぐ
際に利用されるＩＤであり、サーバ１１０で発行されるＩＤである。なお、テンポラリＩ
Ｄは、必ずしも一時的なＩＤに限定されない。入力済データを一意に識別することが可能
なＩＤであればどのようなＩＤであってもよい。
【００４７】
　通信部３１１は、通信Ｉ／Ｆ２０５を介してＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０か
ら各種データを受信する処理、及び、通信Ｉ／Ｆ２０５を用いて各種のデータをＰＣ端末
１２０及びモバイル端末１３０に送信する処理を行う機能を有する。
【００４８】
　表示制御部３１２は、入力フォームを含む画面をＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３
０のディスプレイに表示させるための画面データを生成して、ＰＣ端末１２０又はモバイ
ル端末１３０に送信する。画面データは、限定でなく例として、ＨＴＭＬデータ、モバイ
ル端末１３０のブラウザで動作するスクリプトが認識可能なフォーマットの画面データ、
又は、モバイル端末１３０にインストールされた専用アプリケーションが認識可能なフォ
ーマットの画面データ等を含む。表示制御部３１２は、Ｗｅｂサーバとして動作するため
に必要な機能を備えていてもよい。
【００４９】
　また、表示制御部３１２は、後述する入力受付部３１３が受け付けたテンポラリＩＤに
対応する入力済データを入力データ管理ＤＢから取得する。また、表示制御部３１２は、
取得した入力済データが入力された状態の入力フォームを表示するための画面データを生
成して、モバイル端末１３０に送信する。
【００５０】
　入力受付部３１３は、ＰＣ端末１２０のディスプレイに表示された入力フォームにおい
て入力された入力済データを、ＰＣ端末１２０から受け付ける機能を有する。また、入力
受付部３１３は、モバイル端末１３０から送信されたテンポラリＩＤを受け付ける。
【００５１】
　また、入力受付部３１３は、モバイル端末１３０に表示された入力フォームに入力され
た入力済データを、モバイル端末１３０から受け付ける。また、入力受付部３１３は、モ
バイル端末１３０からアップロードされた画像を受け付けて、入力データ管理ＤＢに格納
する。
【００５２】
　引継制御部３１４は、入力済データの引継を行うためのデータ（以下、「引継データ」
と言う。）を、通信部３１１を介してＰＣ端末１２０に送信する機能を有する。引継デー
タにはテンポラリＩＤが含まれていてもよいし、入力済データそのものが含まれていても
よい。
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【００５３】
　また、引継制御部３１４は、入力受付部３１３がＰＣ端末１２０から受信した入力済デ
ータを、テンポラリＩＤと対応づけて入力データ管理ＤＢ（記憶装置）に格納する機能を
有する。なお、当該機能を行う機能部を格納部と称してもよい。
【００５４】
（２）ＰＣ端末の機能構成
　図４を用いてＰＣ端末１２０の機能構成を説明する。図４に開示の機能部は、情報処理
装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、入出力
Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００５５】
　ＰＣ端末１２０は、通信部３２１と、表示制御部３２２と、入力部３２３と、記憶部３
２４とを有する。通信部３２１と、表示制御部３２２と、入力部３２３とは、プロセッサ
２０１が、記憶部３２４に格納されているプログラムを読み出して実行することで実現さ
れる。記憶部３２４は、メモリ２０２及び／又はストレージ２０３を用いて実現される。
【００５６】
　通信部３２１は、通信Ｉ／Ｆ２０５を介してサーバ１１０から各種データを受信する処
理、及び、通信Ｉ／Ｆ２０５を用いて各種のデータをサーバ１１０に送信する処理を行う
機能を有する。
【００５７】
　表示制御部３２２は、サーバ１１０から画面データを受信し、受信した画面データに基
づいて、ＰＣ端末１２０のディスプレイに入力フォームを含む画面を表示させる。表示制
御部３２２は、Ｗｅｂブラウザとして動作するために必要な機能を備えていてもよい。
【００５８】
　入力部３２３は、キーボードやマウス等の入出力Ｉ／Ｆ２０４を介して各種の入力を受
け付ける機能を有する。入力部３２３に入力されたテキスト等は表示制御部３２２がディ
スプレイに表示する画面に表示される。
【００５９】
（３）モバイル端末の機能構成
　図５を用いてモバイル端末１３０の機能構成を説明する。図５に開示の機能部は、情報
処理装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、入
出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００６０】
　モバイル端末１３０は、通信部３３１と、表示制御部３３２と、入力部３３３と、読取
部３３４と、撮影部３３５と、記憶部３３６とを有する。通信部３３１と、表示制御部３
３２と、入力部３３３と、読取部３３４と、撮影部３３５とは、プロセッサ２０１が、記
憶部３３６に格納されているプログラムを読み出して実行することで実現される。記憶部
３３６は、メモリ２０２及び／又はストレージ２０３を用いて実現される。
【００６１】
　通信部３３１は、通信Ｉ／Ｆ２０５を介してサーバ１１０から各種データを受信する処
理、及び、通信Ｉ／Ｆ２０５を用いて各種のデータをサーバ１１０に送信する処理を行う
機能を有する。
【００６２】
　表示制御部３３２は、サーバ１１０から画面データを受信し、受信した画面データに基
づいて、モバイル端末１３０のディスプレイに入力フォームを含む画面を表示させる。表
示制御部３３２は、Ｗｅｂブラウザとして動作し、受信した画面データ（ＨＴＭＬデータ
）に基づいて入力フォームを含む画面を表示させてもよい。若しくは、表示制御部３３２
は、サーバ１１０から受信した画面データであって、入力フォームへの入力を行うための
スクリプト又は専用アプリケーションが認識可能なフォーマットの画面データに基づいて
、モバイル端末１３０のディスプレイに入力フォームを含む画面を表示させてもよい。
【００６３】
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　入力部３３３は、タッチパネル等の入出力Ｉ／Ｆ２０４を介して各種の入力を受け付け
る機能を有する。入力部３２３に入力されたテキスト等は表示制御部３３２がディスプレ
イに表示する画面に表示される。
【００６４】
　読取部３３４は、撮影装置（カメラ）で撮影された一次元コード又は二次元コードをデ
コードすることで、一次元コード又は二次元コードに埋め込まれたデータを読み取る機能
を有する。また、読取部３３４は、読み取ったデータをサーバ１１０に送信する機能を有
する。
【００６５】
　撮影部３３５は、撮影装置（カメラ）を用いて画像を撮影する機能を有する。また、撮
影部３３５は、撮影した画像を、通信部３３１を介して、サーバ１１０に送信する機能を
有する。
【００６６】
＜第１実施形態の動作処理＞
　図６を参照し、第１実施形態に係る通信システム１の処理について説明する。図６は、
第１実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である。図６を用
いて、ユーザが、ＰＣ端末１２０を用いて所定の入力画面に表示される入力フォームにテ
キスト等を入力し、その後、モバイル端末１３０から画像をアップロードするまでの一連
の処理手順を説明する。
【００６７】
　まず、ＰＣ端末１２０の表示制御部３２２は、ユーザ操作に応答してサーバ１１０にア
クセスすることで入力画面を表示する（Ｓ１００、Ｓ１０１）。入力画面には、画像のア
ップロードを含む入力フォームが表示されており、ユーザは、ＰＣ端末１２０を操作する
ことで入力フォームを埋めていく。入力画面には、一旦入力を中断して他の端末に入力済
データを引き継ぐ（移行させる）ためのボタンが用意されており、ユーザは、当該ボタン
を押下することで、入力フォームへの入力作業を、ＰＣ端末１２０からモバイル端末１３
０に引継ぐことができる。
【００６８】
　ＰＣ端末１２０の入力部３２３が、入力済みデータをモバイル端末１３０に引き継ぐ（
移行させる）ためのボタンが押下されたことを検出すると、通信部３２１は、ユーザ操作
に応答して、入力フォームへの入力済データを含む入力中断メッセージをサーバ１１０に
送信する（Ｓ１０２）。サーバ１１０の入力受付部３１３が入力中断メッセージに含まれ
る入力済データを受け付けると、引継制御部３１４はテンポラリＩＤを発行し、入力中断
メッセージに含まれる入力済データと対応づけて入力データ管理ＤＢに格納する（Ｓ１０
３）。
【００６９】
　続いて、サーバ１１０の表示制御部３１２は、テンポラリＩＤを所定のアルゴリズムで
エンコードすることで二次元コード画像を生成する（Ｓ１０４）。引継制御部３１４は、
生成された二次元コード画像を含む画面データ（引継データ）を、通信部３１１を介して
ＰＣ端末１２０に送信する（Ｓ１０５）。ＰＣ端末１２０の表示制御部３２２は、入力画
面に、受信した二次元コード画像を含む入力画面を表示させる（Ｓ１０６）。
【００７０】
　続いて、モバイル端末１３０の読取部３３４は、ユーザ操作に応答して、ＰＣ端末１２
０の画面に表示された二次元コード画像に埋め込まれたテンポラリＩＤを読み取る（Ｓ１
０７）。モバイル端末１３０の通信部３３１は、テンポラリＩＤを含むメッセージをサー
バ１１０に送信する（Ｓ１０８）。サーバ１１０の引継制御部３１４は、テンポラリＩＤ
をキーに入力データ管理ＤＢを検索することで、テンポラリＩＤに対応づけられている入
力済データを読出して表示制御部３１２に渡す。表示制御部３１２は、読み出された入力
済データが入力フォームに入力された状態である入力画面を生成し（Ｓ１０９）、生成し
た入力画面をモバイル端末１３０に表示させるための画面データを、通信部３１１を介し
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てモバイル端末１３０に送信する（Ｓ１１０）。なお、引継制御部３１４は、画面データ
がモバイル端末１３０に送信された後、入力データ管理ＤＢに格納されている入力済デー
タと、当該入力済データに対応づけられるテンポラリＩＤとを消去するようにしてもよい
。
【００７１】
　モバイル端末１３０の表示制御部３３２は、受信した画面データに基づき、入力済デー
タが入力フォームに入力された状態である入力画面をディスプレイに表示させる（Ｓ１１
１）。ユーザは、必要に応じて入力済データの修正や、入力フォームの中で未入力部分へ
のデータ入力等を行うと共に、サーバ１１０にアップロードする画像を選択する。モバイ
ル端末１３０の入力部３３３は、ユーザから、アップロードする画像の選択を受け付け（
Ｓ１１２）、受け付けた画像の画像データと入力フォームに入力された入力済データとを
、通信部３３１を介してサーバ１１０に送信する（Ｓ１１３）。なお、サーバ１１０にア
ップロードする画像は、撮影部３３５で撮影された画像であってもよい。
【００７２】
　サーバ１１０の入力受付部３１３は、受信した画像データと入力済データとを対応づけ
て入力データ管理ＤＢに格納し（Ｓ１１４）、画像データのアップロードが完了したこと
を示すメッセージを、通信部３１１を介してモバイル端末１３０に送信する（Ｓ１１５）
。
【００７３】
　ステップＳ１０２及びステップＳ１０５、ステップＳ１０８及びステップＳ１１０、ス
テップＳ１１３及びステップＳ１１５の処理手順で送受信されるメッセージは、それぞれ
、HTTP Request及びHTTP Responseであってもよいし、ＰＣ端末１２０及びモバイル端末
１３０で動作するスクリプト又は専用アプリケーションで認識可能なプロトコルの信号で
あってもよい。
【００７４】
　次に、図７を参照し、実施形態に係る通信システム１の処理について説明する。図７は
、第１実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である。これま
でに説明した図６の例では、ＰＣ端末１２０に入力された入力済データを、一旦サーバ１
１０内の入力データ管理ＤＢに保存しておくようにした。一方、図７の例では、ＰＣ端末
１２０に入力された入力済データを、サーバ１１０内の入力データ管理ＤＢに保存せずに
、二次元コードに埋め込むようにする。
【００７５】
　ステップＳ１００乃至ステップＳ１０２の処理手順は図６と同一であるため説明は省略
する。続いて、サーバ１１０の入力受付部３１３が入力中断メッセージに含まれる入力済
データを受け付けると、表示制御部３１２は、入力中断メッセージに含まれる入力済デー
タを所定のアルゴリズムでエンコードすることで二次元コード画像を生成する（Ｓ１０４
１）。引継制御部３１４は、生成された入力済データを含む画面データ（引継データ）を
、通信部３１１を介してＰＣ端末１２０に送信する（Ｓ１０５１）。ステップＳ１０６の
処理手順は、図６と同一であるため説明は省略する。続いて、モバイル端末１３０の読取
部３３４は、ユーザ操作に応答して、ＰＣ端末１２０の画面に表示された二次元コードを
撮影し、二次元コード画像に埋め込まれた入力済データを読み取る（Ｓ１０７１）。続い
て、モバイル端末１３０の通信部３３１は、入力済データを含むメッセージをサーバ１１
０に送信する（Ｓ１０８１）。
【００７６】
　サーバ１１０の入力受付部３１３は、当該メッセージに含まれる入力済データを受け付
けると、受信した入力済データを表示制御部３１２に渡す。表示制御部３１２は、渡され
た入力済データが入力フォームに入力された状態である入力画面を生成する（Ｓ１０９１
）。ステップＳ１１０乃至ステップＳ１１５の処理手順は、図６と同一であるため説明は
省略する。
【００７７】
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＜第１実施形態の表示態様＞
　図８は、第１実施形態に係る入力画面の一例を示す図である。図８（ａ）及び図８（ｂ
）は、ＰＣ端末１２０に表示される入力画面（引継前）の一例を示す。ユーザが移行ボタ
ンＢ１０を押下（又はタップ）すると、図８（ｂ）に示すように、表示エリアＡ１０に二
次元コードが表示される。図８（ｃ）は、二次元コードを読み込んだモバイル端末１３０
に表示される入力画面（引継後）の一例を示す。図８（ｃ）に示すように、モバイル端末
１３０の画面には、ＰＣ端末１２０にて入力済みのデータ（氏名、住所、年齢）が既に反
映されている。ユーザは、モバイル端末１３０の画像アップロードボタンＢ２０を押下す
ることで、モバイル端末１３０に保存されている画像や、モバイル端末１３０のカメラで
撮影した画像をサーバ１１０にアップロードすることができる。
【００７８】
＜＜第１実施例＞＞
　第１実施形態の第１実施例は、サーバ１１０が提供する所定のサービスにおける入力フ
ォームについて、ＰＣ端末１２０にて途中まで入力された入力済データを、ＰＣ端末１２
０から直接モバイル端末１３０に引継ぐことを可能にする実施例である。なお、第１実施
例では、ＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０では、近距離無線を利用するスクリプト
又は専用のアプリケーションが動作しており、当該スクリプト又は専用のアプリケーショ
ンによりＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０にて引継処理が行われる前提とする。近
距離無線は、限定でなく例として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＢＬＥ（Bluetoot
h Low Energy（登録商標））であってもよい。
【００７９】
　第１実施例によれば、ＰＣ端末１２０から直接モバイル端末１３０に入力済データを引
き継ぐことが可能であるため、サーバ１１０の処理負荷を軽減することが可能である。
【００８０】
＜＜第１実施例の機能構成＞＞
（１）ＰＣ端末の機能構成
　図９を用いてＰＣ端末１２０の機能構成を説明する。図９に開示の機能部は、情報処理
装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、入出力
Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００８１】
　第１実施形態の第１実施例に係るＰＣ端末１２０は、更に、近距離通信部３２５と、引
継制御部３２６とを有する。通信部３２１と、表示制御部３２２と、入力部３２３と、記
憶部３２４と、近距離通信部３２５と、引継制御部３２６とは、プロセッサ２０１が、記
憶部３２４に格納されているプログラムを読み出して実行することで実現される。
【００８２】
　近距離通信部３２５は、近距離無線通信を行うための各種の機能を有する。例えば、近
距離通信部は、近距離無線のビーコン信号を送信する機能、ビーコン信号に応答したモバ
イル端末１３０の中でコネクションを確立するモバイル端末１３０を選択する機能、及び
、近距離無線通信を用いたコネクションを確立する機能を有する。
【００８３】
　引継制御部３２６は、近距離通信部３２５を介して、引継データを引継先のモバイル端
末１３０に送信する機能を有する。
【００８４】
（２）モバイル端末の機能構成
　図１０を用いてモバイル端末１３０の機能構成を説明する。図１０に開示の機能部は、
情報処理装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と
、入出力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００８５】
　第１実施形態の第１実施例に係るモバイル端末１３０は、更に、近距離通信部３２７と
、引継制御部３３８とを有する。通信部３３１と、表示制御部３３２と、入力部３３３と
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、読取部３３４と、撮影部３３５と、近距離通信部３２７と、引継制御部３３８とは、プ
ロセッサ２０１が、記憶部３３６に格納されているプログラムを読み出して実行すること
で実現される。
【００８６】
　近距離通信部３３７は、近距離無線通信を行うための各種の機能を有する。例えば、近
距離通信部は、近距離無線のビーコン信号を受信する機能、ＰＣ端末１２０との間でコネ
クションを確立する機能を有する。
【００８７】
　引継制御部３３８は、近距離通信部３３７を介して、引継データを引継元のＰＣ端末１
２０から受信し、引継データを入力画面に展開する機能を有する。
【００８８】
＜＜第１実施例の動作処理＞＞
　図１１を参照し、第１実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理について説明
する。図１１は、第１実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理のシーケンスの
一例を示す図である。図１１を用いて、ＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０との間で
、近距離無線通信を用いて引継処理が行われる際の処理手順を説明する。なお、図１１に
おいて、ＰＣ端末１２０に表示されている入力フォームの少なくとも一部にはデータが入
力されている前提とする。
【００８９】
　まず、ＰＣ端末１２０の近距離通信部３２５は、近距離無線信号（ビーコン信号）を送
信する（Ｓ２００）。モバイル端末１３０Ｂの近距離通信部３３７は、近距離無線信号を
検出し（Ｓ２０１）、近距離無線信号を検出したことをサーバ１１０に通知する（Ｓ２０
２）。同様に、モバイル端末１３０Ａの近距離通信部３３７は、近距離無線信号を検出し
（Ｓ２０３）、近距離無線信号を検出したことをサーバ１１０に通知する（Ｓ２０４）。
【００９０】
　続いて、ＰＣ端末１２０の近距離通信部３２５は、近距離無線通信にて接続するモバイ
ル端末１３０を選択する（Ｓ２０５）。接続するモバイル端末１３０の選択は、ユーザ操
作に応答して行われるようにしてもよい。ここでは、モバイル端末１３０Ａと接続するこ
とに決定したと仮定する。
【００９１】
　続いて、ＰＣ端末１２０の近距離通信部３２５は、モバイル端末１３０Ａとの間でコネ
クションを確立する（Ｓ２０６）。コネクションが確立されると、ＰＣ端末１２０の引継
制御部３２６は、入力フォームにて入力済みの入力済データを含む引継データを、近距離
通信部３２５を介してモバイル端末１３０Ａに送信する（Ｓ２０７）。このとき、入力済
データに複数の入力項目のデータが含まれる場合（例えば、氏名、年齢、住所等）、ＰＣ
端末１２０の引継制御部３２６は、入力済データを入力項目ごとにモバイル端末１３０Ａ
に送信するようにしてもよい。引継データを受信したモバイル端末１３０Ａの引継制御部
３３８は、引継データに含まれる入力済データをサーバ１１０に送信する（Ｓ２０８）。
ステップＳ１０９１、ステップＳ１１０乃至ステップＳ１１５の処理手順は、図７と同一
であるため説明は省略する。
【００９２】
　なお、モバイル端末１３０にて、近距離無線を利用するスクリプト又は専用のアプリケ
ーションが動作している場合で、当該スクリプト及び専用のアプリケーションが入力フォ
ームを自ら描画する能力を有している場合、ステップＳ２０８、ステップＳ１０９１及び
ステップＳ１１０の処理手順は省略されてもよい。
【００９３】
＜＜第２実施例＞＞
　第１実施形態の第２実施例は、サーバ１１０は、入力済データの引継先のモバイル端末
１３０が、認証されたモバイル端末１３０である場合に入力済データの引継ぎを行う。も
し、入力済データの引継先のモバイル端末１３０が認証されたモバイル端末１３０ではな
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い場合、サーバ１１０は、入力済データの引継ぎを行わない。
【００９４】
　第２実施例によれば、認証されたモバイル端末１３０以外のモバイル端末１３０には入
力済データが引き継がれないことから、入力済データが第三者に漏洩するリスクを抑制す
ることが可能になる。
【００９５】
＜＜第２実施例の機能構成＞＞
（１）ＰＣ端末の機能構成
　図１２を用いてサーバ１１０の機能構成を説明する。図１２に開示の機能部は、情報処
理装置２００が備えるプロセッサ２０１と、メモリ２０２と、ストレージ２０３と、入出
力Ｉ／Ｆ２０４と、通信Ｉ／Ｆ２０５との協働により実現される。
【００９６】
　第１実施形態の第２実施例に係るサーバ１１０は、更に、認証部３１６を有する。通信
部３１１と、表示制御部３１２と、入力受付部３１３と、引継制御部３１４と、認証部３
１６とは、プロセッサ２０１が、記憶部３１５に格納されているプログラムを読み出して
実行することで実現される。記憶部３１５は、メモリ２０２及び／又はストレージ２０３
を用いて実現される。
【００９７】
　入力受付部３１３は、モバイル端末１３０からテンポラリＩＤと共に、モバイル端末１
３０を認証するための認証コード（認証情報）を受け付ける。認証部３１６は、入力受付
部３１３で受け付けた認証コードに基づいて、モバイル端末１３０の認証を行う。認証コ
ードは、限定でなく例として、予めサーバ１１０又はサードパーティーシステムから払い
だされた所定の識別子であってもよいし、予め定められたサーバ１１０とモバイル端末１
３０との間で定められたアルゴリズムに従って生成される識別子であってもよい。
【００９８】
　例えば、認証部３１６は、モバイル端末１３０から受け付けた認証コードが記憶部３１
５に格納されている認証コードと同一であるか否かを比較することで、モバイル端末１３
０の認証を行うようにしてもよい。若しくは、認証部３１６は、モバイル端末１３０から
受け付けた認証コードと、予め定められたアルゴリズムに従って生成した認証コードとが
一致するか否かを比較することで、モバイル端末１３０の認証を行うようにしてもよい。
【００９９】
＜＜第２実施例の動作処理＞＞
　図１３を参照し、第１実施形態の第２実施例に係る通信システム１の処理について説明
する。図１３は、第１実施形態の第２実施例に係る通信システム１の処理のシーケンスの
一例を示す図である。
【０１００】
　ステップＳ１００乃至ステップＳ１０７の処理手順は、図６と同一であるため説明は省
略する。モバイル端末１３０の通信部３３１は、テンポラリＩＤ及び認証コードを含むメ
ッセージをサーバ１１０に送信する（Ｓ１０８２）。サーバ１１０の認証部３１６は、受
信した認証コードに基づいて、テンポラリＩＤを送信したモバイル端末１３０が認証され
たモバイル端末１３０であるか否かの認証を行う。認証に成功した場合、サーバ１１０は
、ステップＳ１０９の処理手順に進む。認証に失敗した場合、サーバ１１０は、ステップ
Ｓ１０９の処理手順を行わない。ステップＳ１０９乃至ステップＳ１１５の処理手順は、
図６と同一であるため説明は省略する。
【０１０１】
＜＜第３実施例＞＞
　第１実施形態において、ＰＣ端末１２０の入力画面に表示される二次元コードは、二次
元コードに限定されない。例えば、二次元コードに代えて一次元コードを表示させるよう
にしてもよいし、二次元コードに代えてＵＲＬの文字列そのものを表示させるようにして
もよい。
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【０１０２】
＜第２実施形態＞
　第２実施形態は、サーバ１１０が提供する所定のサービスにおいて画像を登録する画面
（以下、「画像登録画面」と言う。）において、当該画像登録画面にて求められる画像の
アップロードを、ＰＣ端末１２０を介さずにモバイル端末１３０から行うことを可能にす
る実施形態である。画像登録画面は、限定でなく例として、中古品の売買等を行うＷｅｂ
サイトにおいて、ユーザが売りたい商品の画像を登録する画面や、サービス利用時のアカ
ウント登録を行うＷｅｂサイトにおいて、ユーザの顔写真や免許証の写真等を登録する画
面等が挙げられる。
【０１０３】
　また、第２実施形態に係る画像登録画面には、アップロードされた画像を表示する画像
表示領域を有している。なお、当該画像登録画面は、第１実施形態で説明した、テキスト
入力を含む入力フォームを表示する入力画面であってもよい。なお、第２実施形態と第１
実施形態とを組み合わせるようにしてもよい。
【０１０４】
　第２実施形態によれば、ユーザは、入力フォームのうちテキスト入力等についてはＰＣ
端末１２０から行い、画像のアップロードについてはモバイル端末１３０から行うことが
でき、画像のアップロードを含むフォーム入力を効率的に行うことが可能になる。また、
第２実施形態によれば、サーバ１１０への画像のアップロード先が、二次元コード等を介
してモバイル端末１３０に伝えられることから、サーバ１１０とモバイル端末１３０との
間の通信データ量を削減することが可能になる。さらに、ユーザはアップロードが完了し
たことを容易に認識することができる。
【０１０５】
＜第２実施形態の機能構成＞
（１）サーバの機能構成
　第２実施形態に係るサーバ１１０の機能構成図は、図３と同一であるため図示は省略す
る。
【０１０６】
　記憶部３１５には、入力フォームに入力された入力済データを格納する入力データ管理
ＤＢが記憶されている。入力データ管理ＤＢには、アップロードされた画像と入力済デー
タとが対応づけられて格納される。
【０１０７】
　通信部３１１は、通信Ｉ／Ｆ２０５を介してＰＣ端末１２０及びモバイル端末１３０か
ら各種データを受信する処理、及び、通信Ｉ／Ｆ２０５を用いて各種のデータをＰＣ端末
１２０及びモバイル端末１３０に送信する処理を行う機能を有する。
【０１０８】
　表示制御部３１２は、画像登録画面をＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３０のディス
プレイに表示させるための画面データを生成して、ＰＣ端末１２０又はモバイル端末１３
０に送信する（第１表示制御部）。画面データは、限定でなく例として、ＨＴＭＬデータ
、モバイル端末１３０で動作するスクリプト又は専用アプリケーションが認識可能なフォ
ーマットの画面データ等を含む。表示制御部３１２は、Ｗｅｂサーバとして動作するため
に必要な機能を備えていてもよい。
【０１０９】
　画像登録画面には、画像表示領域に表示する画像のＵＬ（アップロード）先を示す情報
（以下、「ＵＬ先アドレス」と言う。）をエンコードすることで生成された識別子が表示
されている。識別子は、限定でなく例として、一次元コードや二次元コードであってもよ
いし、文字列であってもよい。なお、以下の説明では、便宜上、識別子は二次元コードで
あるものとして説明する。
【０１１０】
　また、表示制御部３１２は、モバイル端末１３０から画像がアップロードされた場合、
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アップロード先に対応する画像登録画面の画像表示領域に、受け付けた画像を表示させる
ようにＰＣ端末１２０を制御する（第２表示制御部）。ＵＬ先アドレスは、限定でなく例
として、サーバ１１０のアドレスを示すＵＲＬと、画像登録画面に表示する画像を格納す
るフォルダを示すパス（Path）とを結合した文字列であってもよい。
【０１１１】
　なお、画像登録画面には、複数の画像表示領域が含まれていてもよい。この場合、各々
の画像表示領域には、各々の画像表示領域に対応するＵＬ先アドレスをエンコードするこ
とで生成される二次元コードが表示されるようにしてもよい。また、表示制御部３１２は
、画像がアップロードされた場合、複数の画像表示領域のうち、ＵＬ先アドレスで示され
るアップロード先に対応する画像表示領域に、受け付けた画像を表示させるようにＰＣ端
末１２０を制御するようにしてもよい。この場合、当該識別子は、限定でなく例として、
サーバ１１０のアドレスを示すＵＲＬと、特定の画像表示領域に表示する画像を格納する
フォルダを示すパス（Path）とを結合した文字列であってもよい。
【０１１２】
　入力受付部３１３は、モバイル端末１３０から、ＵＬ先アドレスに対してアップロード
された画像を受け付ける機能を有する。また、入力受付部３１３は、複数のＵＬ先アドレ
スのうち所定のＵＬ先アドレスに対してアップロードされた画像を受け付ける。また、入
力受付部３１３は、受け付けた画像を入力データ管理ＤＢに格納する。また、入力受付部
３１３は、モバイル端末１３０からアップロードされた（受け付けた）画像を表示制御部
３１２に渡す。
【０１１３】
　引継制御部３１４は、サーバ１１０が第２実施形態のみを実行する場合は不要であるた
め説明は省略する。
【０１１４】
（２）ＰＣ端末の機能構成
　第２実施形態に係るＰＣ端末１２０の機能構成図は、図４と同一であるため図示は省略
する。また、第２実施形態に係るＰＣ端末１２０が備える各機能部の説明は、第１の実施
形態における機能構成の説明と同一であるため説明は省略する。
【０１１５】
（３）モバイル端末の機能構成
　第２実施形態に係るモバイル端末１３０の機能構成図は、図５と同一であるため図示は
省略する。
【０１１６】
　通信部３３１は、通信Ｉ／Ｆ２０５を介してサーバ１１０から各種データを受信する処
理、及び、通信Ｉ／Ｆ２０５を用いて各種のデータをサーバ１１０に送信する処理を行う
機能を有する。また、通信部３３１は、画像をアップロードするための画面（以下、「ア
ップロード画面」と言う。）をモバイル端末１３０に表示するための画面データをサーバ
１１０から受信する。
【０１１７】
　表示制御部３３２は、アップロード画面をディスプレイに表示する。表示制御部３３２
は、Ｗｅｂブラウザとして動作し、通信部３３１で受信された画面データ（ＨＴＭＬデー
タ）に基づいてアップロード画面を表示させてもよい。若しくは、表示制御部３３２は、
サーバ１１０から受信した画面データであって、画像アップロードを行うためのスクリプ
ト又は専用アプリケーションが認識可能なフォーマットの画面データに基づいて、モバイ
ル端末１３０のディスプレイにアップロード画面を表示させてもよい。若しくは、表示制
御部３３２は、予めプログラム内に組み込まれたアップロード画面を表示するようにして
もよい。
【０１１８】
　入力部３３３は、タッチパネル等の入出力Ｉ／Ｆ２０４を介して各種の入力を受け付け
る機能を有する。入力部３２３に入力されたテキスト等は表示制御部３３２がディスプレ
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イに表示する画面に表示される。
【０１１９】
　読取部３３４は、撮影装置（カメラ）で撮影された二次元コードをデコードすることで
、二次元コードに埋め込まれたデータ（ＵＬ先アドレス）を読み取る機能を有する。
【０１２０】
　撮影部３３５は、撮影装置（カメラ）を用いて画像を撮影する機能を有する。また、撮
影部３３５は、撮影した画像を、通信部３３１を介して、サーバ１１０に送信する機能を
有する。
【０１２１】
＜第２実施形態の動作処理＞
　図１４を参照し、第２実施形態に係る通信システム１の処理について説明する。図１４
は、第２実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である。図１
４を用いて、ユーザが、ＰＣ端末１２０に表示された画像登録画面に表示される二次元コ
ードをモバイル端末１３０で読み取ることで、画像をアップロードする際の処理手順を説
明する。
【０１２２】
　まず、ＰＣ端末１２０の通信部３２１は、ユーザ操作に応答してサーバ１１０にアクセ
スする（Ｓ３００）。サーバ１１０の表示制御部３１２は、画像登録画面に含まれる１以
上の画像表示領域の各々に対応するＵＬ先アドレスを生成する（Ｓ３０１）。なお、複数
のＰＣ端末１２０が同時にサーバ１１０にアクセスする場合を想定し、表示制御部３１２
が生成するＵＬ先アドレスは、サーバ１１０にアクセスしてきたＰＣ端末１２０ごとに異
なるアドレスになるように生成されることが望ましい。続いて、表示制御部３１２は、生
成したＵＬ先アドレスをエンコードすることで二次元コードを生成する（Ｓ３０２）。複
数のＵＬ先アドレスを生成した場合は、それぞれのＵＬ先アドレスについて二次元コード
を生成する。続いて、表示制御部３１２は、生成された二次元コード画像を含む画像登録
画面の画面データを、通信部３１１を介してＰＣ端末１２０に送信する（Ｓ３０３）。
【０１２３】
　ＰＣ端末１２０の表示制御部３２２は、受信した画像データに基づいて画像登録画面を
表示する（Ｓ３０４）。続いて、ＰＣ端末１２０の通信部３２１は、サーバ１１０の通信
部３１１との間で、サーバ１１０からのＰＵＳＨ通知を受信可能にするためのセッション
を確立する（Ｓ３０５）。当該セッションは、ＰＣ端末１２０に表示されている画像表示
領域の表示内容を更新する処理を、サーバ１１０側から実行可能にするために用いられる
。
【０１２４】
　続いて、モバイル端末１３０の読取部３３４は、ユーザ操作に応答して、ＰＣ端末１２
０の画像登録画面に表示された二次元コード画像を撮影し、二次元コード画像に埋め込ま
れたＵＬ先アドレスを読み取る（Ｓ３１０）。続いて、表示制御部３３２は、読み取られ
たＵＬ先アドレスに向けて画像をアップロードするためのアップロード画面を表示する。
入力部３３３は、アップロード画面にてユーザからの画像選択を受け付ける（Ｓ３１１）
。続いて、通信部３３１は、選択された画像の画像データをサーバ１１０に送信する（Ｓ
３１２）。サーバ１１０の入力受付部３１３は、受信した画像データを入力データ管理Ｄ
Ｂに格納し、アップロードが完了したことを示すメッセージを、通信部３１１を介してモ
バイル端末１３０に送信する（Ｓ３１３）。
【０１２５】
　続いて、通信部３１１は、ステップＳ３０５で確立したセッションを用いて、モバイル
端末１３０からアップロードされた画像の画像データをＰＣ端末１２０に送信する（Ｓ３
１４）。ＰＣ端末１２０の表示制御部３２２は、画像登録画面に含まれる画像表示領域に
表示されている二次元コード画像を、受信した画像に更新する（Ｓ３１５）。
【０１２６】
　図１４において、画像登録画面に複数の画像表示領域が含まれている場合（すなわち、
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複数の画像をアップロードする必要がある場合）、ステップＳ３１０乃至ステップＳ３１
５の処理手順を繰り返すことで、複数の画像をアップロードするようにしてもよい。若し
くは、ステップＳ３１０及びステップＳ３１１の処理手順を繰り返すことでアップロード
する画像を複数選択し、ステップＳ３１２の処理手順で複数の画像の画像データを同時に
サーバ１１０に送信することとしてもよい。
【０１２７】
　次に、図１５を参照し、第２実施形態に係る通信システム１の処理について説明する。
図１５は、第２実施形態に係る通信システム１の処理のシーケンスの一例を示す図である
。図１５の例は、モバイル端末１３０の表示制御部３３２がＷｅｂブラウザであることを
想定している。ステップＳ３００乃至ステップＳ３１０の処理手順は、図１４と同一であ
るため説明は省略する。
【０１２８】
　モバイル端末１３０の表示制御部３３２がＵＬ先アドレスにアクセスすると、サーバ１
１０の入力受付部３１３は、モバイル端末１３０がＵＬ先アドレスにアクセスしてきたこ
とを検出する（Ｓ３１０１）。続いて、サーバ１１０の表示制御部３１２は、アップロー
ド画面をモバイル端末１３０に表示するための画面データをモバイル端末１３０に送信す
る（Ｓ３１０２）。ステップＳ３１１乃至ステップＳ３１５の処理手順は、図１４と同一
であるため説明は省略する。
【０１２９】
　画像登録画面に複数の画像表示領域が含まれている場合（すなわち、複数の画像をアッ
プロードする必要がある場合）、ステップＳ３１０乃至ステップＳ３１５の処理手順を繰
り返すことで、複数の画像をアップロードすることができる。
【０１３０】
＜第２実施形態の表示態様＞
　図１６は、第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図であ
る。図１６（ａ）は、画像表示領域Ａ２０に二次元コードＡ２０１が表示された状態の画
像登録画面の例である。図１６（ｂ）は、二次元コードＡ２０１をモバイル端末１３０で
読み取ることでモバイル端末１３０の画面に表示されるアップロード画面の例である。図
１６（ｃ）は、アップロード画面より画像がサーバ１１０にアップロードされた際に、画
像登録画面の画像表示領域Ａ２０に、二次元コードＡ２０１に代えてアップロードされた
画像Ａ２０２が表示された状態を示している。
【０１３１】
　図１７は、第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図であ
る。図１７（ａ）に示す画像登録画面には、複数の画像表示領域Ａ３０、Ａ３１及びＡ３
２が含まれており、それぞれに、二次元コード（１）Ａ３０１、二次元コード（２）Ａ３
１１、二次元コード（３）Ａ３２１が表示されている。図１７（ｂ）は、二次元コード（
１）Ａ３０１をモバイル端末１３０で読み取ることでモバイル端末１３０の画面に表示さ
れるアップロード画面の例である。図１７（ｃ）は、図１７（ｂ）に示すアップロード画
面よりＴシャツの画像がサーバ１１０にアップロードされた際に、画像登録画面の画像表
示領域Ａ３０に、二次元コード（１）Ａ３０１に代えてアップロードされたＴシャツの画
像Ａ３０２が表示された状態を示している。
【０１３２】
　図１８は、第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図であ
る。画像登録画面の画像表示領域には、ユーザがアップロードする画像を選択中であるこ
とを示すメッセージを表示するようにしてもよい。図１８（ａ）の例では、画像登録画面
の画像表示領域Ａ３０には、ユーザがアップロードする画像を選択中であることを示すメ
ッセージＡ３０３が表示されている。また、図１８（ｂ）に示すように、ユーザがアップ
ロードすべき画像が複数存在する場合、アップロードすべき順序を指示するメッセージＭ
１０を画像登録画面に表示するようにしてもよい。この場合において、ユーザが、指定さ
れた二次元コード（ここでは「表面」の二次元コード）を読み取ってアップロード画面を
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モバイル端末１３０に表示させた際、図１８（ｃ）に示すように、ユーザに対して次の操
作を指示するメッセージＭ１１を表示するようにしてもよい。また、ユーザが、誤って指
定された二次元コード（ここでは「表面」の二次元コード）以外の二次元コードを読み取
った場合、図１８（ｄ）に示すように、読み取る二次元コードが誤っていることを示すメ
ッセージＭ１２を表示するようにしてもよい。また、ユーザが読み取り間違いをするのを
防ぐために、二次元コードは１つずつ表示されてもよい。
【０１３３】
　図１８に示す表示例は次に示す処理手順により実現することができる。まず、モバイル
端末１３０が、ＵＬ先アドレスにアクセスしてきたことをサーバ１１０の入力受付部３１
３が受け付ける（図１５のＳ３１０１）。続いて、サーバ１１０の表示制御部３１２は、
ＰＣ端末１２０に表示されている画像登録画面のうちＵＬ先アドレスに対応する画像表示
領域に、ユーザが操作中であることを示すメッセージ（ユーザがＵＬ画像を選択中である
ことを示すメッセージ）や、ユーザに対して次の操作を指示するメッセージを表示させる
。また、モバイル端末１３０がアクセスすべきＵＬ先アドレスの順序を予め定めておき、
モバイル端末１３０が、定められた順序とは異なる順序でＵＬ先アドレスにアクセスして
きたことを入力受付部３１３が検出した場合、表示制御部３１２は、読み取る二次元コー
ドが誤っていることを示すメッセージＭ１２を画像表示画面に表示させる。
【０１３４】
　図１９は、第２実施形態に係る画像登録画面及びアップロード画面の一例を示す図であ
る。図１９（ａ）に示す画像登録画面には、複数の画像表示領域Ａ４０、Ａ４１及びＡ４
２と、二次元コード表示領域Ａ５０が含まれている。図１９（ｂ）は、二次元コード表示
領域Ａ５０に表示されている二次元コードをモバイル端末１３０で読み取ることでモバイ
ル端末１３０の画面に表示されるアップロード画面の例である。図１９（ｃ）は、アップ
ロード画面より画像がサーバ１１０にアップロードされた際に、画像登録画面の画像表示
領域Ａ４０にアップロードされた画像が表示された状態を示している。なお、図１９（ｂ
）に示すアップロード画面にてユーザが行っている操作はサーバ１１０に通知され、画像
登録画面にも反映される。図１９（ｂ）の例では、ユーザは、Ｔシャツの裏面の画像を選
択するために領域Ａ６１を操作中であるが、このようなユーザの操作状態を表すメッセー
ジ（画像選択中）が、図１９（ｃ）に示す画像登録画面の画像表示領域Ａ４１にも表示さ
れる。
【０１３５】
　図１９に示す表示例を実現するために、モバイル端末１３０の表示制御部３３２は、画
像をアップロードするためのユーザ操作の状況を示すデータ（以下、「操作状況データ」
と言う。）を、通信部３３１を介してサーバ１１０に送信する。サーバ１１０の入力受付
部３１３が、操作状況データをモバイル端末１３０から受付けると、表示制御部３１２は
、操作状況データに応じたユーザ操作の状況を示すメッセージを、ＰＣ端末１２０の画像
登録画面における画像表示領域に表示させる。これにより、ユーザがモバイル端末１３０
にて行った操作がＰＣ端末１２０の画像登録画面にも反映されることになり、インタラク
ティブな画面操作を実現することができる。
【０１３６】
　なお、図１６～図１９の画像表示領域において、二次元コードからアップロードされた
画像に切り替わる際、二次元コード画像の面積が減少するにつれてアップロードされた画
像の面積が増える態様（スライドイン）により画像が切り替わるようにしてもよい。又は
、時間の経過と共に、アップロードされた画像の識別力が上がる態様（フェードイン）に
より画像が切り替わるようにしてもよい。
【０１３７】
＜＜第１実施例＞＞
　第２実施形態の第１実施例は、画像登録画面に表示する二次元コードに、ＵＬ先アドレ
スに加えて、ユーザがアップロードすべき画像をユーザに指示する情報を含めるようにす
る。アップロードすべき画像をユーザに指示する情報は、限定でなく例として、画像の枠
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内における撮影対象の位置を示す撮影ガイドを、モバイル端末１３０の画面（撮影画面）
に描画させるためのデータであってもよい。若しくは、アップロードすべき画像の内容、
種類、カテゴリ及び枚数等を、直接又は間接的に示す情報であってもよい。
【０１３８】
　第１実施例によれば、二次元コードを通じて、撮影の仕方などをユーザに指示すること
ができる。これにより、例えば、ユーザが誤った画像をアップロードする可能性を減らす
ことができ、モバイル端末１３０からサーバ１１０に送信されるデータ量を削減すること
が可能になる。
【０１３９】
＜＜第１実施例の動作処理＞＞
　図２０を参照し、第２実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理について説明
する。図２０は、第２実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理のシーケンスの
一例を示す図である。
【０１４０】
　ステップＳ３００及びステップＳ３０１の処理手順は、図１４と同一であるため説明は
省略する。続いて、サーバ１１０の表示制御部３１２は、アップロードすべき画像をユー
ザに指示する情報と生成したＵＬ先アドレスの両方をエンコードすることで二次元コード
を生成する（Ｓ３０２１）。ステップＳ３０３乃至ステップＳ３０５の処理手順は、図１
４と同一であるため説明は省略する。
【０１４１】
　続いて、モバイル端末１３０の読取部３３４は、ユーザ操作に応答して、ＰＣ端末１２
０の画像登録画面に表示された二次元コード画像を撮影し、二次元コード画像に埋め込ま
れた、アップロードすべき画像をユーザに指示する情報とＵＬ先アドレスとを読み取る（
Ｓ３０９）。表示制御部３３２は、アップロードすべき画像をユーザに指示する情報に従
ってアップロード画面を表示する（Ｓ３１１５）。例えば画像を撮影することが可能なア
ップロード画面の場合、撮影対象の撮影方法を示す撮影ガイドがカメラ画像に重ねて表示
されることとしてもよいし、撮影枚数や撮影方法を指示するメッセージが表示されること
としてもよい。ステップＳ３１２乃至ステップＳ３１５の処理手順は、図１４と同一であ
るため説明は省略する。
【０１４２】
　図２１を参照し、第２実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理について説明
する。図２１は、第２実施形態の第１実施例に係る通信システム１の処理のシーケンスの
一例を示す図である。図２１の例は、モバイル端末１３０の表示制御部３３２がＷｅｂブ
ラウザであることを想定している。
【０１４３】
　ステップＳ３００、ステップＳ３０１の処理手順、ステップＳ３０２１の処理手順、ス
テップＳ３０３の処理手順乃至ステップＳ３０９の処理手順は、図２０と同一であるため
説明は省略する。
【０１４４】
　続いて、モバイル端末１３０の表示制御部３３２が、読み取られたＵＬ先アドレスにア
クセスすると、サーバ１１０の入力受付部３１３は、モバイル端末１３０がＵＬ先アドレ
スにアクセスしてきたことを検出する（Ｓ３０９１）。続いて、サーバ１１０の表示制御
部３１２は、アップロード画面をモバイル端末１３０に表示するための画像データをモバ
イル端末１３０に送信する（Ｓ３０９２）。なお、当該画像データには、アップロードす
べき画像をユーザに指示する情報に基づいてアップロード画面を表示するためのスクリプ
トを含めておく。もし、アップロードすべき画像をユーザに指示する情報が、画像の枠内
における撮影対象の位置を示す撮影ガイドである場合、表示制御部３１２（スクリプト）
は、撮影ガイドを描画するためのデータをサーバ１１０から取得するようにしてもよい（
Ｓ３０９３、Ｓ３０９４）。
【０１４５】
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　ステップＳ３１１５、ステップＳ３１２乃至ステップＳ３１５の処理手順は、図２０と
同一であるため説明は省略する。
【０１４６】
＜＜第１実施例の表示態様＞＞
　図２２は、第２実施形態の第１実施例に係るアップロード画面の一例を示す図である。
図２２に示すように、アップロード画面には、カメラ画像を表示する撮影画面Ｇが含まれ
ており、更に、撮影画面Ｇの中に、撮影ガイドＧが表示されている。これにより、ユーザ
は撮影対象を撮影ガイドＧに重ねて撮影することができ、サーバ１１０が提供するサービ
スに適した画像をユーザにアップロードさせることが可能になる。
【符号の説明】
【０１４７】
　１　通信システム、１１０　サーバ、１１０Ａ　サーバ、１１０Ｂ　サーバ、１２０　
端末、１２０Ａ　端末、１２０Ｂ　端末、１２０Ｃ　端末、１２０Ｘ　端末、１３０　モ
バイル端末、１３０Ａ　モバイル端末、１３０Ｂ　モバイル端末、１３０Ｃ　モバイル端
末、１３０Ｘ　モバイル端末、２００　情報処理装置、２０１　プロセッサ、２０２　メ
モリ、２０３　ストレージ、２０４　入出力インタフェース（入出力Ｉ／Ｆ）、２０５　
通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）、３１１　通信部、３１２　表示制御部、３１３　入
力受付部、３１４　引継制御部、３１５　記憶部、３１６　認証部、３２１　通信部、３
２２　表示制御部、３２３　入力部、３２４　記憶部、３２５　近距離通信部、３２６　
引継制御部、３２７　近距離通信部、３３１　通信部、３３２　表示制御部、３３３　入
力部、３３４　読取部、３３５　撮影部、３３６　記憶部、３３７　近距離通信部、３３
８　引継制御部
【要約】
【課題】画像のアップロードが必要な入力フォームにおける入力済データを情報処理装置
間でスムーズに引き継ぐことが可能な情報処理方法を提供すること。
【解決手段】第１情報処理装置と通信する第２情報処理装置が行う情報処理方法であって
、画像のアップロードを含む入力フォームにおいて入力されたデータを入力済データとし
て受け付ける第１受付ステップと、入力フォームにおける入力済データの引継を行うため
の引継データを第１情報処理装置に送信する送信ステップと、を含む情報処理方法を提供
する。
【選択図】図６
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】
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