
JP 4676852 B2 2011.4.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの映像上に映っているオブジェクトに、当該オブジェクトに関連する関連情
報を取得可能なネットワーク上のアドレスと対応付けた電子透かしを埋め込み、前記コン
テンツを送信するコンテンツ送信装置であって、
　前記電子透かしとこの電子透かしを埋め込むオブジェクトと前記ネットワーク上のアド
レスとを予め対応付けて蓄積しているネットワーク接続先蓄積手段と、
　このネットワーク接続先蓄積手段で対応付けられているオブジェクトに、前記電子透か
しを埋め込む電子透かし埋込手段と、
　この電子透かし埋込手段で電子透かしが埋め込まれたコンテンツを送信するコンテンツ
送信手段と、を備え、
　前記電子透かし埋込手段は、前記アドレスを分割してなる複数の前記電子透かしを、前
記コンテンツの複数フレームに亘って埋め込むことを特徴とするコンテンツ送信装置。
【請求項２】
　前記コンテンツの１フレーム内において、所定領域ごとに前記電子透かしを埋め込むこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ送信装置。
【請求項３】
　前記複数フレームは、前記コンテンツにおけるＣＭの全編を構成するフレームであるこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ送信装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子透かしを埋め込んだコンテンツを送信するコンテンツ送信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンテンツ（特に映像コンテンツ）にかかる情報を視聴者に提供する方法として
は、当該コンテンツを表示装置に表示する際に、テロップ（文字）としてＷＷＷ（World 
 Wide  Web）サイトのＵＲＬ（Uniform  Resource  Locators）を表示しておき、当該視
聴者がＰＣ（Personal　Computer）や携帯端末からＵＲＬを手入力で入力してアクセスす
ることで、コンテンツにかかる情報の提供を受けることが一般的に行われている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、２次元コードをコンテンツと共に、表示装置に表示しておき、この２次元コード
をカメラ付携帯端末で再撮して、ＷＷＷサイトにアクセスする方法も普及している。
　さらに、書籍や雑誌等の紙面に印刷された情報に埋め込まれた透かし情報からＷＷＷサ
イトにアクセスする方法もある。
【特許文献１】特開２００４－１７２７５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、コンテンツにＷＷＷサイトのＵＲＬを文字として表示して、視聴者がＰ
Ｃや携帯端末から当該ＷＷＷサイトにアクセスする場合、手入力が必要となり、煩雑な手
間がかかるという問題がある。
【０００５】
　また、２次元コードを表示装置に表示し、カメラ付携帯端末で再撮して、ＷＷＷサイト
にアクセスする場合、表示装置の画面の解像度やカメラ付携帯端末のカメラの分解能によ
り、２次元コードが読みとれないことがあり、ＷＷＷサイトにアクセスできないことが生
じてしまうという問題がある。さらに、２次元コードがコンテンツと共に表示されるため
、当該コンテンツの視認を妨げてしまうおそれがある。
【０００６】
　或いは、２次元コードである場合、コンテンツの表示を静止させ、静止画として当該２
次元コードを読みとり、他の部分をスキップさせてしまうことが可能であるので、コンテ
ンツの主要部以外、例えば、ＣＭ等がスキップされてしまい、コンテンツの提供者の望ま
ない視聴形態になってしまうという問題がある。
【０００７】
　さらに、紙面に印刷された情報に埋め込まれた透かし情報から、映像であるコンテンツ
にかかる情報を取得することは、透かし情報が時間経過に伴って変化しない一方、映像で
あるコンテンツが時間経過に伴って変化するため、対応付けたとしても、１つの透かし情
報と１つのコンテンツとを対応付けられるだけで、例えば、番組予約に一般的に用いられ
るＧコードと何ら変わりが無く、メリットが少ないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明では、前記した問題を解決し、煩雑な手間をかけることなく、表示され
たコンテンツから、当該コンテンツに映っているオブジェクトに関連する関連情報を取得
することができるコンテンツ送信装置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】
【０００９】
　前記課題を解決するため、請求項１に記載のコンテンツ送信装置は、コンテンツの映像
上に映っているオブジェクトに、当該オブジェクトに関連する関連情報を取得可能なネッ
トワーク上のアドレスと対応付けた電子透かしを埋め込み、前記コンテンツを送信するコ
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ンテンツ送信装置であって、ネットワーク接続先蓄積手段と、電子透かし埋込手段と、コ
ンテンツ送信手段と、を備え、前記電子透かし埋込手段は、前記アドレスを分割してなる
複数の前記電子透かしを、前記コンテンツの複数フレームに亘って埋め込む構成とした。
【００１０】
　かかる構成によれば、コンテンツ送信装置は、電子透かし埋込手段によって、ネットワ
ーク接続先蓄積手段で対応付けられているオブジェクトに、電子透かしを埋め込む。なお
、ネットワーク接続先蓄積手段では、電子透かしと、この電子透かしを埋め込むオブジェ
クト（または、オブジェクトの識別情報）とネットワーク上のアドレス（ＷＷＷサイトの
ＵＲＬ）とを予め対応付けて蓄積している。続いて、コンテンツ送信装置は、電子透かし
埋込手段でアドレスを分割してなる複数の前記電子透かしを、前記コンテンツの複数フレ
ームに亘って埋め込まれたコンテンツを、コンテンツ送信手段によって送信する。
【００１１】
　請求項２に記載のコンテンツ送信装置は、請求項１に記載のコンテンツ送信装置におい
て、前記コンテンツの１フレーム内において、所定領域ごとに前記電子透かしを埋め込む
ことを特徴とする。
【００１２】
　かかる構成によれば、コンテンツ送信装置は、１フレーム内の所定領域ごと、例えば、
オブジェクトとして人物や物品が映っている場合に、これらの領域それぞれに、電子透か
しを埋め込んでいる。
【００１３】
　請求項３に記載のコンテンツ送信装置は、請求項１に記載のコンテンツ送信装置におい
て、前記複数フレームは、前記コンテンツにおけるＣＭの全編を構成するフレームである
ことを特徴とする。
【００１４】
　かかる構成によれば、コンテンツ送信装置は、電子透かしをコンテンツの複数のフレー
ムに亘って埋め込んでいるので、コンテンツを受信した受信側で電子透かしを検出するた
めには、複数のフレームについて解析する必要がある。つまり、複数フレームは、前記コ
ンテンツにおけるＣＭの全編であったときに、所定時間以上連続してコンテンツを撮影す
る必要がある。その結果、コンテンツに含まれているＣＭのスキップ防止といった効果が
期待できる。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に記載の発明によれば、ネットワーク上のアドレスと対応付けられている電子
透かしをオブジェクトに埋め込んだコンテンツを送信することで、当該コンテンツを受信
した受信側で、表示されているコンテンツを撮影（再撮）して電子透かしを検出すれば、
煩雑な手間をかけることなく、表示されたコンテンツから、当該コンテンツに映っている
オブジェクトに関連する関連情報を取得することができる。
　また、コンテンツを受信した受信側で電子透かしを検出するためには、複数のフレーム
について解析する必要がある、つまり、少なくとも所定時間以上連続してコンテンツを撮
影する必要があるので、コンテンツに含まれているＣＭのスキップを防止することができ
る。
【００２０】
　請求項２に記載の発明によれば、１フレーム内の所定領域それぞれに、電子透かしを埋
め込んでいることで、コンテンツを受信した受信側で、表示されているコンテンツの所定
領域を撮影（再撮）して電子透かしを検出すれば、煩雑な手間をかけることなく、表示さ
れたコンテンツから、当該コンテンツに映っているオブジェクトに関連する関連情報をそ
れぞれ取得することができる（複数種類取得することができる）。
【００２１】
　請求項３に記載の発明によれば、コンテンツを受信した受信側で電子透かしを検出する
ためには、複数フレームが、前記コンテンツにおけるＣＭの全編であったときに、複数の
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フレームについて解析する必要がある、つまり、少なくとも所定時間以上連続してコンテ
ンツを撮影する必要があるので、コンテンツに含まれているＣＭのスキップを防止するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施形態について、適宜、図面を参照しながら詳細に説明する。
〈コンテンツ情報取得システムの概念〉
　図１は、コンテンツ情報取得システムの概念図である。この図１に示すように、コンテ
ンツ情報取得システムＳは、コンテンツ送信装置１と、コンテンツ受信装置３と、コンテ
ンツ情報取得装置５と、複数のサーバｓａを備えており、コンテンツ情報取得装置５と複
数のサーバｓａとがネットワークを介して接続可能に構成されている。
【００２５】
　このコンテンツ情報取得システムＳでは、コンテンツ送信装置１から送信された電子透
かし入りコンテンツを、コンテンツ受信装置３で表示させておき、コンテンツ情報取得装
置５によって、当該コンテンツを撮影することで、電子透かしを検出し、検出した電子透
かしに基づいて、ネットワークを介して、いずれかのサーバｓａにアクセスし、コンテン
ツにかかる情報を取得するものである。
【００２６】
　なお、コンテンツ送信装置１では、ネットワーク上のアドレス（ＷＷＷサイトのＵＲＬ
）をそのまま電子透かしとして、コンテンツに映っているオブジェクトに埋め込んでいる
。ただし、ネットワーク接続先蓄積手段７において、このアドレスと対応付けた値（例え
ば、コンテンツＩＤ＋数字［複数の透かし分］）を電子透かしとして埋め込むようにして
、最初の接続先は固定（例えば、ネットワーク接続先蓄積手段７、または、前記対応付け
の情報を持ったサーバｓａ等）しておき、そこから、コンテンツＩＤ＋数字に対応したア
ドレスにアクセスするように構成してもよい。
【００２７】
　なお、サーバｓａには、電子透かしとして埋め込まれたＷＷＷサイトのＵＲＬにアクセ
スして、コンテンツに映っているオブジェクトに関連する関連情報が取得できる（引き出
せる）ＷＷＷサイトサーバと、電子透かしとして埋め込まれたＩＤとＷＷＷサイトとを関
連付けて管理するＷＷＷ検索サーバとがある。
【００２８】
　図２は、コンテンツ情報取得システムのブロック図である。この図２に示すように、コ
ンテンツ情報取得システムＳは、コンテンツ送信装置１と、複数のコンテンツ受信装置３
と、複数のコンテンツ情報取得装置５とから構成されている。なお、コンテンツ受信装置
３は視聴者の自宅等に備えられているものであり、コンテンツ情報取得装置５は携帯端末
（携帯電話等）であり、コンテンツ送信装置１から送信されたコンテンツを受信する世帯
数をＮとし、一つの世帯における携帯端末の保有数をＭとすると、コンテンツ受信装置３
の数はＮとなり、コンテンツ情報取得装置５の数はＭとなる。
【００２９】
〈コンテンツ送信装置の構成〉
　コンテンツ送信装置１は、入力されたコンテンツに、当該コンテンツの映像上に映って
いるオブジェクトに関連する関連情報を取得可能なネットワーク上のアドレスと対応付け
られている電子透かしをオブジェクトに埋め込んだコンテンツを送信するもので、ネット
ワーク接続先蓄積手段７と、電子透かし埋込手段９と、コンテンツ送信手段１１とを備え
ている。オブジェクトとは、コンテンツの映像上に映っているもので、例えば、物品や人
の被写体を指している。なお、オブジェクトは、コンテンツを受信したコンテンツ受信装
置３で表示される際に、映像上で所定の領域（表示画面の表示領域）が確保されたもので
あり、或いは、表示画面の全体領域が確保されたものである。
【００３０】
　ネットワーク接続先蓄積手段７は、電子透かしと、この電子透かしを埋め込むオブジェ



(5) JP 4676852 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

クトとネットワーク上のアドレスとを対応付けて蓄積しているもので、一般的なハードデ
ィスクやメモリによって構成されている。
【００３１】
　このネットワーク接続先蓄積手段７は、入力されたコンテンツを蓄積すると共に、この
コンテンツの識別情報であるコンテンツＩＤと電子透かしとアドレスとを、当該装置１の
利用者の操作に基づいて対応付けて蓄積している。この図１において、ネットワーク接続
先蓄積手段７に入力される点線の矢印が利用者の操作を示している。
【００３２】
　なお、ここでは、コンテンツとは、映像と音声とからなる通常の放送番組であり、ＣＭ
等を含むものとしている。また、コンテンツの映像上に映っているオブジェクトに関連す
る関連情報とは、オブジェクト自体、例えば、物品や人物を解説したテキストデータや、
オブジェクトに関連する事柄、例えば、人物であれば、プロフィール、出演している作品
等、また、物品であれば、関連商品の情報、当該物品がキャンペーン中の商品である場合
、特典が得られる情報等である。さらに、ネットワーク上のアドレスとは、ＷＷＷサイト
のＵＲＬを指している。
【００３３】
　電子透かし埋込手段９は、ネットワーク接続先蓄積手段７で対応付けられているコンテ
ンツに、電子透かしを埋め込むものである。この電子透かし埋込手段９では、特開２００
０４－１７２７５８号公報「動画用低ビットレート可逆電子透かしおよびそのプログラム
」で開示されている手法を用いて、電子透かしをコンテンツに埋め込んでいる。
【００３４】
　この電子透かし埋込手段９で埋め込む電子透かしには、視覚的に見えないものを採用し
ている。また、電子透かし埋込手段９は、コンテンツを構成するフレーム内の任意数の所
定領域ごとに、異なる電子透かしを埋め込むことが可能である。所定領域とは、フレーム
を単純に分割した領域だけではなく、例えば、コンテンツに映っているオブジェクト（注
視対象となる人物や物品等）であってもよい。
【００３５】
　この電子透かし埋込手段９は、電子透かしとしてＵＲＬを埋め込む場合に、例えば、１
秒間にＵＲＬの２文字ずつを埋め込むことができる。或いは、１５秒間（１秒間に３０フ
レーム、４５０フレーム）で１つのＵＲＬを埋め込むようにすることも可能である。
【００３６】
　さらに、電子透かし埋込手段９は、任意の１フレームにのみに電子透かしを埋め込むこ
とも可能であるし、連続したフレームに亘って電子透かしを埋め込むことも可能である。
つまり、電子透かしを所定時間連続して埋め込んでおり、例えば、ＣＭの全編に電子透か
しを埋め込んでおくことで、当該電子透かしを検出する場合には、コンテンツをノーマル
再生して（ＣＭ等をスキップすることなく）撮影することが必要になる。
【００３７】
　コンテンツ送信手段１１は、電子透かし埋込手段９で電子透かしが埋め込まれたオブジ
ェクトが映っているコンテンツを、電波によって、受信側のコンテンツ受信装置３に向け
送信するものである。
　なお、このコンテンツ送信装置１では、図示を省略したが、コンテンツを受信する受信
側において、当該コンテンツを表示する際に、コンテンツ情報取得装置５で撮影する箇所
を指示するメッセージを、メタデータとして付加するメッセージ付加手段を備えていても
よい。
【００３８】
　このコンテンツ送信装置１によれば、ネットワーク接続先蓄積手段７で蓄積されている
ネットワーク上のアドレスと対応付けられている電子透かしを、電子透かし埋込手段９に
よって、コンテンツの映像上に映っているオブジェクトに埋め込んで、コンテンツ送信手
段１１によって、送信することで、当該コンテンツを受信した受信側で、表示されている
コンテンツを撮影（再撮）して電子透かしを検出すれば、煩雑な手間をかけることなく、



(6) JP 4676852 B2 2011.4.27

10

20

30

40

50

表示されたコンテンツから、当該コンテンツに映っているオブジェクトに関連する関連情
報を取得することができる。
【００３９】
　また、このコンテンツ送信装置１によれば、電子透かし埋込手段９によって、１フレー
ム内の所定領域それぞれに、電子透かしを埋め込んでいることで、コンテンツを受信した
受信側で、表示されているコンテンツの所定領域を撮影（再撮）して電子透かしを検出す
れば、煩雑な手間をかけることなく、表示されたコンテンツから、当該コンテンツに映っ
ているオブジェクトに関連する関連情報をそれぞれ取得することができる（複数種類取得
することができる）。
【００４０】
　さらに、このコンテンツ送信装置１によれば、電子透かし埋込手段９によって、電子透
かしを複数のフレームに亘って埋め込んでいるので、コンテンツを受信した受信側で電子
透かしを検出するためには、複数のフレームについて解析する必要がある。つまり、少な
くとも所定時間以上連続してコンテンツを撮影する必要があるので、例えば、コンテンツ
に含まれているＣＭのスキップを防止することができる。
【００４１】
〈コンテンツ受信装置の構成〉
　コンテンツ受信装置３は、コンテンツ送信装置１から送信されたコンテンツを受信して
表示するもので、コンテンツ受信手段１３と、コンテンツ表示手段１５と、撮影指示手段
１７を備えている。
　コンテンツ受信手段１３は、コンテンツ送信装置１から送信されたコンテンツを受信す
るものである。
【００４２】
　コンテンツ表示手段１５は、コンテンツ受信手段１３で受信されたコンテンツを表示す
るもので、一般的な液晶モニタ、ＣＲＴ等で構成されている。なお、このコンテンツ表示
手段１５の表示サイズは、コンテンツ情報取得装置５で撮影（再撮）するために、一般的
なモニタサイズ（例えば、１４インチ［１４型］以上）を備えている。
【００４３】
　ただし、コンテンツ送信装置１において、電子透かしが１フレームの所定領域（オブジ
ェクト）に埋め込まれている場合、コンテンツ表示手段１５の表示サイズは、この所定領
域（オブジェクト）の細部が確認できる程度であればよい。例えば、３０インチ（３０型
）のモニタでは、表示画面の１／８程度の領域に電子透かしが埋め込んであれば、コンテ
ンツ情報取得装置５で電子透かしの検出が可能である。逆に、コンテンツ表示手段１５の
表示サイズが小さい場合、電子透かしを埋め込む領域を大きくすれば、コンテンツ情報取
得装置５で電子透かしの検出が可能である。
【００４４】
　撮影指示手段１７は、コンテンツ情報取得装置５の利用者に対して、コンテンツ表示手
段１５で表示されているコンテンツを撮影するように指示を促すものである。この撮影指
示手段１７は、コンテンツ表示手段１５により、コンテンツが表示されている間、所定の
メッセージを出力し続ける。この実施形態では、この撮影指示手段１７は、表示画面上に
メッセージを挿入する形態である。
【００４５】
　なお、撮影指示手段１７は、コンテンツ送信装置１で、コンテンツの表示に伴って、撮
影する箇所を指示するメッセージがメタデータとして付加されていた場合には、このメタ
データに従って、表示画面上にメッセージを挿入する。また、撮影指示手段１７は、表示
画面上にメッセージを挿入する形態ではなく、音声によるメッセージ（例えば、アナウン
サー等が発声した音声）の出力によって、指示を促す形態であってもよい。
【００４６】
　ここで、図３を参照して、コンテンツ受信装置３で表示されるコンテンツのオブジェク
トに埋め込まれている電子透かしの例について説明する。図３はコンテンツ受信装置３の
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模式図である。この図３に示すように、電子透かしが埋め込まれている領域にはハッチン
グを施している。なお、実際には、これらの電子透かしは、視認できないように（見るこ
とができないように）コンテンツに映っているオブジェクトに埋め込まれている。図３（
ａ）では、表示画面のほぼ全面に単一の透かし埋込領域Ａが確保されている。図３（ｂ）
では、図３中、左側に透かし埋込領域ａ、ほぼ中央に透かし埋込領域ｂおよび右側に透か
し埋込領域ｃが確保されている。
【００４７】
　図３（ａ）に示した例では、コンテンツ情報取得装置５によって、表示画面のほぼ全面
の透かし埋込領域Ａを撮影する必要があり、特定のネットワーク上のアドレスにアクセス
することが可能である。また、図３（ｂ）に示した例では、コンテンツ情報取得装置５に
よって、それぞれの領域ａ～ｃを撮影することで、ネットワーク上の別々のアドレスにア
クセスすることが可能である。
【００４８】
　図２に示したコンテンツ受信装置３によれば、コンテンツ表示手段１５によって、コン
テンツに映っているオブジェクトに関連する関連情報を取得可能なネットワーク上のアド
レスと対応付けられている電子透かしが埋め込まれた当該コンテンツを表示しており、電
子透かしを目視できないように埋め込んでいるので、見かけ上は、通常のコンテンツの表
示と何ら変わりがない。このため、コンテンツの視聴を妨げることなく、撮影指示手段１
７による指示（表示画面上のメッセージ、または、音声によるメッセージ）に従って、当
該コンテンツをコンテンツ情報取得装置５で撮影することで、コンテンツに映っているオ
ブジェクトに関連する関連情報を、ネットワークを介して取得することができる。
【００４９】
〈コンテンツ情報取得装置の構成〉
　コンテンツ情報取得装置５は、表示されているコンテンツに映っているオブジェクトに
関連する関連情報を、ネットワークを介して取得するもので、図２に示すように、撮影手
段１９と、電子透かし検出手段２１と、ネットワーク接続手段２３と、出力手段２５とを
備えている。なお、この実施形態では、コンテンツ情報取得装置５として、いわゆるカメ
ラ付携帯端末（カメラ付携帯電話）を想定している。
【００５０】
　撮影手段１９は、コンテンツ受信装置３で表示されているコンテンツを撮影（再撮）す
るものである。この撮影手段１９は、送信側のコンテンツ送信装置１で埋め込まれた電子
透かしの種別により、１フレームのみを撮影するタイプのもの（カメラ型）か、所定時間
連続するフレームを撮影するタイプのもの（ムービー型）かが特定されることになる。
【００５１】
　電子透かし検出手段２１は、撮影手段１９で撮影したコンテンツに映っているオブジェ
クトに埋め込まれている電子透かしを検出するものである。この電子透かし検出手段２１
は、コンテンツ送信装置１の電子透かし埋込手段９で採用されている電子透かし埋込手法
と対応する検出手法を採用している。この電子透かし検出手段２１は、電子透かしを検出
することで、電子透かしと対応付けられているネットワーク上のアドレスを取得すること
となる。
【００５２】
　ネットワーク接続手段２３は、電子透かし検出手段２１で検出した電子透かしと対応付
けられているネットワーク上のアドレスにアクセスして、アクセス先であるサーバｓａか
ら、オブジェクトに関連する関連情報を取得するものである。
【００５３】
　出力手段２５は、ネットワーク接続手段２３で取得したコンテンツに映っているオブジ
ェクトに関連する関連情報を出力するものである。ここでは、この出力手段２５は、主に
取得した情報を表示させるものである。
【００５４】
　ここで、図４を参照して、コンテンツ受信装置３に表示されているコンテンツを、コン
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テンツ情報取得装置５によって撮影（再撮）する例について説明する。図４はコンテンツ
受信装置３およびコンテンツ情報取得装置５の模式図である。
【００５５】
　図４（ａ）に示した例では、コンテンツ受信装置３にＰＣ、プリンタおよび液晶モニタ
が表示されており、ＰＣを再撮した場合、当該ＰＣに関連するサイトにアクセスし、プリ
ンタを再撮した場合、当該プリンタに関連するサイトにアクセスし、液晶モニタを再撮し
た場合、当該液晶モニタに関連するサイトにアクセスする。
【００５６】
　図４（ｂ）に示した例では、コンテンツ受信装置３に液晶モニタおよびＰＣが表示され
ており、液晶モニタを再撮した場合、特別なサイトにはアクセスせず（アクセスＮＧ）、
ＰＣのキーボードのみを再撮した場合に、特別なサイトにアクセスする。つまり、この図
４（ｂ）に示した例では、コンテンツに表示されているオブジェクトの中から特定のオブ
ジェクト（ＰＣのキーボード）を、コンテンツ情報取得装置５によって撮影させることで
、特別なサイトにアクセスできるように構成されている。この例は、コンテンツ情報取得
システムＳを、いわゆる「宝探しゲーム」として活用している例である。
【００５７】
　図４（ｃ）に示した例では、コンテンツ受信装置３に容疑者Ａ、容疑者Ｂおよび容疑者
Ｃの上半身の写真（図４では省略している）が表示されており、容疑者Ａを再撮した場合
、特別なサイトにはアクセスせず（アクセスＮＧ）、容疑者Ｃを再撮した場合に、特別な
サイトにアクセスする。つまり、この図４（ｃ）に示した例では、コンテンツに表示され
ているオブジェクトの中から特定のオブジェクト（容疑者Ｃ）を、コンテンツ情報取得装
置５によって撮影させることで、特別なサイトにアクセスできるように構成されている。
この例は、コンテンツ情報取得システムＳを、「犯人探しゲーム」として活用している例
である。
【００５８】
　図２に示したコンテンツ情報取得装置５によれば、撮影手段１９によって、コンテンツ
受信装置３で表示されたコンテンツを撮影し、電子透かし検出手段２１によって撮影され
たコンテンツに埋め込まれている電子透かしを検出する。そして、ネットワーク接続手段
２３によって、検出した電子透かしと対応付けられているネットワーク上のアドレスにア
クセスし、取得した情報を出力手段２５に出力するので、煩雑な手間をかけることなく、
表示されたコンテンツから、当該コンテンツにかかる情報を取得することができる。
【００５９】
　次に、図５～図７に示すフローチャートを参照して、コンテンツ送信装置１、コンテン
ツ受信装置３およびコンテンツ情報取得装置５の動作について説明する（適宜、図２参照
）。
【００６０】
〈コンテンツ送信装置の動作〉
　まず、コンテンツ送信装置１は、電子透かしと入力されたコンテンツとこのコンテンツ
の識別情報であるコンテンツＩＤ＋数字（複数の透かし分）とネットワーク上のアドレス
とを対応付けてネットワーク接続先蓄積手段７に蓄積しておく（ステップＳ１）。
【００６１】
　続いて、コンテンツ送信装置１は、電子透かし埋込手段９によって、ネットワーク接続
先蓄積手段７に蓄積されてる情報により、コンテンツに映っているオブジェクトに電子透
かしを埋め込む（ステップＳ２）。そして、コンテンツ送信装置１は、コンテンツ送信手
段１１によって、オブジェクトに電子透かしを埋め込んだコンテンツを送信する（ステッ
プＳ３）。
【００６２】
〈コンテンツ受信装置の動作〉
　コンテンツ受信装置３は、コンテンツ送信装置１から送信されたコンテンツを、コンテ
ンツ受信手段１３によって、受信する（ステップＳ１１）。そして、コンテンツ受信装置
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３は、撮影指示手段１７によって、表示させるコンテンツに撮影を指示するメッセージを
挿入する（ステップＳ１２）。なお、ここでは、表示画面上にメッセージを表示させてい
るが、音声によるメッセージ出力でもよい。
　そして、コンテンツ受信装置３は、コンテンツ表示手段１５によって、コンテンツを表
示する（ステップＳ１３）。
【００６３】
〈コンテンツ情報取得装置の動作〉
　まず、コンテンツ情報取得装置５は、撮影手段１９によって、コンテンツ受信装置３で
表示されているコンテンツを撮影する（ステップＳ２１）。続いて、コンテンツ情報取得
装置５は、電子透かし検出手段２１によって、撮影したコンテンツから電子透かしを検出
する（ステップＳ２２）。
【００６４】
　そして、コンテンツ情報取得装置５は、電子透かし検出手段２１で検出した電子透かし
に対応付けられているネットワーク上のアドレスに、ネットワーク接続手段２３によって
、接続する（アクセスする）（ステップＳ２３）。なお、このステップＳ２３では、最初
の接続先は固定（例えば、ネットワーク接続先蓄積手段７、または、前記の対応付けの情
報を持ったサーバｓａ等）とし、そこから、例えば、コンテンツＩＤ＋数字に対応したア
ドレスにアクセスするようにしてもよい。そして、コンテンツ情報取得装置５は、ネット
ワーク接続手段２３で取得した情報を、出力手段２５に出力する（ステップＳ２４）。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は本実施形態には限定されない。
例えば、本実施形態では、コンテンツ送信装置１、コンテンツ受信装置３およびコンテン
ツ情報取得装置５として説明したが、これらの各構成の処理を実現するように、汎用また
は特殊なコンピュータ言語で記述したコンテンツ送信プログラム、コンテンツ受信プログ
ラムおよびコンテンツ情報取得プログラムとして構成することも可能である。これらの場
合、装置と同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態に係るコンテンツ情報取得システムの概念図である。
【図２】本発明の実施形態に係るコンテンツ情報取得システムのブロック図である。
【図３】コンテンツ受信装置において、電子透かしが埋め込まれている状態を説明するた
めの図である。
【図４】コンテンツ受信装置に表示されているコンテンツを、コンテンツ情報取得装置で
撮影する際の概略を説明するための図である。
【図５】図２に示したコンテンツ送信装置の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図６】図２に示したコンテンツ受信装置の動作を説明するためのフローチャートである
。
【図７】図２に示したコンテンツ情報取得装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【００６７】
　１　　　コンテンツ送信装置
　３　　　コンテンツ受信装置
　５　　　コンテンツ情報取得装置
　７　　　ネットワーク接続先蓄積手段
　９　　　電子透かし埋込手段
　１１　　コンテンツ送信手段
　１３　　コンテンツ受信手段
　１５　　コンテンツ表示手段
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　１７　　撮影指示手段
　１９　　撮影手段
　２１　　電子透かし検出手段
　２３　　ネットワーク接続手段
　２５　　出力手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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