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(57)【要約】
　画像出力装置と、画像出力装置に出力させる画像を示
す画像ファイルを供給する携帯端末とからなる、画像選
択システムであって、携帯端末は、表示部と、画像ファ
イルを復号化するデコーダを少なくとも１つ有する。画
像出力装置は、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復
号化する複数のデコーダを有する。携帯端末は、自身が
復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を画像出力装
置へ送信し、画像出力装置は、携帯端末から送信された
画像ファイル形式を示す情報を受信すると、画像出力装
置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイ
ル形式に変換した変換画像ファイルを生成して携帯端末
へ送信する。そして、携帯端末は、画像出力装置から送
信された画像ファイルを受信して復号化し、表示部に表
示させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像出力装置と、該画像出力装置に出力させる画像を示す画像ファイルを供給する携帯
端末とからなり、出力画像の選択を容易とする画像選択システムであって、
　前記携帯端末は、
　表示部と、
　画像ファイルを復号化するデコーダを少なくとも１つ備える携帯側情報処理部と、を具
備し、
　前記画像出力装置は、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダ
を備える画像出力装置側情報処理部を具備し、
　前記携帯側情報処理部は、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信し、その後、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファ
イルを受信して復号化し、前記表示部に表示させ、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する画像
選択システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯端末は、画像ファイルを記憶する携帯側記憶部を有し、
　前記携帯側情報処理部は、前記携帯側記憶部に記憶されている画像ファイルとともに自
身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像出力装置側情報処理部へ送信し
、その後、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファイルを受信して復号化し、前記
表示部に表示させ、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部からの前記画像ファイルおよ
び画像ファイル形式を示す情報を受信すると、受信した画像ファイルを復号化して画像を
生成し、該生成画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画像ファイル
を生成して前記携帯側情報処理部へ送信する画像選択システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像選択システムにおいて、
　前記画像出力装置は、画像出力部と画像出力装置側記憶部とを有し、
　前記画像出力装置側情報処理部は、復号化した画像を前記画像出力装置側記憶部に記憶
させるとともに、前記画像と前記画像から生成した変換画像ファイル名とを対応づけて記
憶し、その後、前記携帯側情報処理部から送信された画像ファイル名を受信すると、該画
像ファイル名に基づいて該画像ファイル名に対応づけて記憶されている画像を前記画像出
力装置側記憶部から取得し、該取得した画像を前記画像出力部に出力させ、
　前記携帯端末は、入力部を有し、
　前記入力部は、前記表示部に表示されている前記画像出力装置から受信した画像の中か
ら出力画像の選択を受け付け、選択された画像の画像ファイル名を前記携帯側情報処理部
へ送信し、
　前記携帯側情報処理部は、前記入力部から送信された画像ファイル名を受信すると、受
信した画像ファイル名と、画像出力の指示とを前記画像出力装置側情報処理部へ送信する
画像選択システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯側情報処理部は、選択された画像に対する画像処理の種類を前記表示部に表示
させ、その後、前記入力部から送信された画像ファイル名と、画像処理の種類とを受信す
ると、受信した画像ファイル名と、前記画像処理の種類に応じた画像処理の指示とを前記
画像出力装置側情報処理部へ送信し、
　前記入力部は、前記表示部に表示されている前記画像出力装置から受信した画像の中か
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ら画像処理を行う画像と、画像処理の種類とを選択する入力を受け付け、選択された画像
の画像ファイル名と、前記画像処理の種類とを前記携帯側情報処理部へ送信し、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部から送信された画像ファイル
名と、画像処理の指示とを受信すると、前記画像ファイル名に基づいて該画像ファイル名
に対応づけて記憶されている画像を前記画像出力装置側記憶部から取得し、該取得した画
像に対して受信した画像処理の指示に応じた処理を行い、前記画像処理が完了した画像を
前記画像出力装置側記憶部に記憶するとともに、前記取得した画像から画像ファイルを生
成し、前記携帯側情報処理部へ送信する画像選択システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯側情報処理部が行う画像処理の指示は、画像回転の指示である画像選択システ
ム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
　前記画像出力装置側情報処理部が生成する変換画像ファイルは、サムネイル画像ファイ
ルである画像選択システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
　画像出力装置がプロジェクタであり、画像出力部が投射部である画像選択システム。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
　画像出力装置がプリンタであり、画像出力部が印刷部である画像選択システム。
【請求項９】
　様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出力装置
側情報処理部を有する画像出力装置において、
　前記画像出力装置側情報処理部は、画像ファイル形式を示す情報を受信すると、前記画
像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画
像ファイルを生成して前記画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する画像出力装置
。
【請求項１０】
　請求項９に記載の画像出力装置において、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記画像ファイルおよび画像ファイル形式を示す情
報を受信すると、受信した画像ファイルを復号化して画像を生成し、該生成画像を受信し
た情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して画像ファイルおよ
び画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する画像選択システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の画像出力装置において、
　画像出力部と画像出力装置側記憶部とを有し、
　前記画像出力装置側情報処理部は、復号化した画像を前記画像出力装置側記憶部に記憶
させるとともに、前記画像と前記画像から生成した変換画像ファイル名とを対応づけて記
憶し、その後、画像ファイル名を受信すると、該画像ファイル名に基づいて該画像ファイ
ル名に対応づけて記憶されている画像を前記画像出力装置側記憶部から取得し、該取得し
た画像を前記画像出力部に出力させる画像出力装置。
【請求項１２】
　請求項９乃至１１に記載の画像出力装置において、
　前記画像出力装置側情報処理部が生成する変換画像ファイルは、サムネイル画像ファイ
ルである画像出力装置。
【請求項１３】
　請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の画像出力装置において、
　画像出力装置がプロジェクタであり、画像出力部が投射部である画像出力装置。
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【請求項１４】
　請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の画像出力装置において、
　画像出力装置がプリンタであり、画像出力部が印刷部である画像出力装置。
【請求項１５】
　表示部と、画像ファイルを復号化するデコーダを少なくとも１つ備える携帯側情報処理
部と、を具備し、画像出力装置に出力させる画像を選択できる携帯端末であって、
　前記携帯側情報処理部は、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信し、その後、前記画像出力装置からの画像ファイルを受信し
て復号化し、前記表示部に表示させる携帯端末。
【請求項１６】
　様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出力装置
側情報処理部を具備する画像出力装置と、表示部と、画像ファイルを復号化するデコーダ
を少なくとも１つ備える携帯側情報処理部とを具備し、前記画像出力装置に出力させる画
像を示す画像ファイルを供給する携帯端末とからなり、出力画像の選択を容易とする画像
選択方法であって、
　前記携帯側情報処理部が、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信する処理と、
　前記画像出力装置側情報処理部が、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する処理
と、
　前記携帯側情報処理部が、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファイルを受信し
て復号化し、前記表示部に表示させる処理とを有する画像選択方法。
【請求項１７】
　様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出力装置
側情報処理部を有する画像出力装置に、
　前記画像出力装置側情報処理部が、画像ファイル形式を示す情報を受信すると、前記画
像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画
像ファイルを生成して前記画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する機能を実現さ
せるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末を用いた画像選択システム、画像出力装置、携帯端末、画像選択方
法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の携帯端末において機能の発展は著しく、パーソナルコンピュータ
で作成された文書や画像の画面表示も可能となってきている。また、携帯端末が備える通
信機能も多種に渡っており、無線LANやBluetooth等を介し、オフィスにある様々な情報処
理装置との接続も容易になってきている。
【０００３】
　携帯端末がオフィスにある様々な情報処理装置と接続が容易になることにより、携帯端
末からの指示によって情報処理装置に処理を行わせるというような場面が想定される。例
えば、携帯端末からプリンタへ画像の印刷を指示したり、プロジェクタへ画像の投射を指
示したりすることが考えられる。
【０００４】
　ユーザが、携帯端末からプリンタへ画像の印刷を指示したり、プロジェクタへ画像の投
射を指示したりする場合、携帯端末で画像を表示させ、その画像の内容を確認することが
できれば、利便性が高い。
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【０００５】
　しかしながら、携帯端末のうち、携帯性を向上させるために小型化され、表示画面も小
さなものでは、パーソナルコンピュータで表示させることを前提としたサイズの大きい画
像をそのまま表示させることができない。
【０００６】
　携帯端末からプリンタへ画像の印刷を指示する際に、その印刷しようとしている画像を
携帯端末で表示させる技術が例えば、特開２００６－１６３７９４号公報に開示されてい
る。
【０００７】
　この技術は、パーソナルコンピュータで表示させることを前提としたサイズの大きい画
像を携帯端末から携帯端末に接続されたプリンタへ送信し、プリンタが受信した画像を携
帯端末で表示可能な大きさに縮小して携帯端末へ送信し、携帯端末で縮小された画像の表
示をさせるというものである。
【０００８】
　上述したように、携帯端末での画像の表示には、画像の大きさの問題もあるが、画像フ
ァイル形式の問題もある。携帯端末で画像を表示するためには、符号化された画像ファイ
ルを復号化するためのデコーダが携帯端末に搭載されている必要がある。ただし、画像を
符号化する方法には様々な種類があり、画像ファイルの形式が異なる。画像ファイルを復
号化するためには、その画像ファイル形式にあったデコーダを携帯端末に予め搭載してお
く必要がある。デコーダとは、一定の規則に基づいて符号化されたデータを復号し、もと
のデータを取り出す装置またはソフトウェアのことであり、例えば、JPEG(Joint　Photog
raphic　Experts　Group)形式の画像を表示するためには、JPEG形式の画像ファイルを復
号化できるデコーダが必要であり、また、BMP(Bit　MaP)形式の画像を表示するためには
、BMP形式の画像ファイルを復号化できるデコーダが必要である。
【０００９】
　小型の携帯端末では、記憶容量も限られることとなり、様々な種類の画像ファイル形式
のデコーダを搭載することは、現実的ではなく、搭載されるデコーダの種類は限られ、復
号化できる画像ファイル形式も限られてしまい、携帯端末で表示することができない画像
も多い。
【００１０】
　上述した特開２００６－１６３７９４号公報に開示されている技術では、プリンタで、
携帯端末で表示可能な大きさに画像を縮小しているため、画像の大きさによる問題につい
ては解決されている。しかし、この技術では画像ファイル形式の変換は行っていないため
、携帯端末がデコーダを搭載していない画像ファイル形式の画像であった場合、携帯端末
で画像を表示することができない。
【発明の開示】
【００１１】
　本発明は、携帯端末がデコーダを搭載していない画像ファイル形式の画像でも、携帯端
末に表示することを可能にする画像選択システム、画像出力装置、携帯端末、画像選択方
法及びプログラムを提供することを目的とする。
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明は、
　画像出力装置と、該画像出力装置に出力させる画像を示す画像ファイルを供給する携帯
端末とからなり、出力画像の選択を容易とする画像選択システムであって、
　前記携帯端末は、
　表示部と、
　画像ファイルを復号化するデコーダを少なくとも１つ備える携帯側情報処理部と、を具
備し、
　前記画像出力装置は、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダ
を備える画像出力装置側情報処理部を具備し、



(6) JP WO2009/153851 A1 2009.12.23

10

20

30

40

50

　前記携帯側情報処理部は、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信し、その後、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファ
イルを受信して復号化し、前記表示部に表示させ、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する。
【００１３】
　また、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出
力装置側情報処理部を有する画像出力装置において、
　前記画像出力装置側情報処理部は、画像ファイル形式を示す情報を受信すると、前記画
像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画
像ファイルを生成して前記画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する。
【００１４】
　また、表示部と、画像ファイルを復号化するデコーダを少なくとも１つ備える携帯側情
報処理部と、を具備し、画像出力装置に出力させる画像を選択できる携帯端末であって、
　前記携帯側情報処理部は、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信し、その後、前記画像出力装置からの画像ファイルを受信し
て復号化し、前記表示部に表示させる。
【００１５】
　また、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出
力装置側情報処理部を具備する画像出力装置と、表示部と、画像ファイルを復号化するデ
コーダを少なくとも１つ備える携帯側情報処理部とを具備し、前記画像出力装置に出力さ
せる画像を示す画像ファイルを供給する携帯端末とからなり、出力画像の選択を容易とす
る画像選択方法であって、
　前記携帯側情報処理部が、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信する処理と、
　前記画像出力装置側情報処理部が、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する処理
と、
　前記携帯側情報処理部が、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファイルを受信し
て復号化し、前記表示部に表示させる処理とを有する。
【００１６】
　また、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出
力装置側情報処理部を有する画像出力装置に、
　前記画像出力装置側情報処理部が、画像ファイル形式を示す情報を受信すると、前記画
像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画
像ファイルを生成して前記画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する機能を実現さ
せる。
【００１７】
　本発明は、以上説明したように構成されているので、携帯端末がデコーダを搭載してい
ない画像ファイル形式の画像であった場合でも、携帯端末で画像を表示することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像の画像ファ
イル名のみが表示されている状態が示されている。
【図２】携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像のサムネイ
ル画像が表示されている状態が示されている。
【図３】携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像のうち一部
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の画像のサムネイル画像のみが表示されている状態が示されている。
【図４】本発明の画像選択システムの第１の実施の形態を示すブロック図である。
【図５】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示した
画像選択システムにおいて、プレゼンテーションで使用する画像のサムネイル画像が、携
帯端末の表示部に表示されるまでの携帯端末及びプロジェクタの動作が示されている。
【図６】携帯端末の表示部を示す図であり、プレゼンテーションモードに移行した状態が
示されている。
【図７】携帯端末の表示部を示す図であり、プレゼンテーションで使用する全画像のサム
ネイル画像が表示された状態が示されている。
【図８】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示した
画像選択システムにおいて、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末に表示されたサム
ネイル画像を選択し、プロジェクタに画像選択の指示を行う場合の携帯端末及びプロジェ
クタの動作が示されている。
【図９】携帯端末の表示部に表示されているサムネイル画像の一例を示す図である。
【図１０】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示し
た画像選択システムにおいて、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末からプロジェク
タに画像回転の指示を行う場合の携帯端末及びプロジェクタの動作が示されている。
【図１１】画像回転の指示を行った後の、携帯端末の表示部に表示されているサムネイル
画像の一例を示す図である。
【図１２】本発明の画像選択システムの第２の実施の形態を示すブロック図である。
【図１３】第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図１２に示
した画像選択システムにおいて、プロジェクタに格納されている画像のサムネイル画像が
、携帯端末の表示部に表示されるまでの携帯端末及びプロジェクタの動作が示されている
。
【図１４】プレゼンテーションで使用する全画像のサムネイル画像が表示された携帯端末
の表示部を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明の画像選択システムの実施の形態について、携帯端末とプロジェクタと
を接続してプレゼンテーションを行う場合を例にとり、図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像の画像フ
ァイル名のみが表示されている状態が示されている。
【００２１】
　画像を選択するプレゼンテーションの実施者等が、携帯端末の表示画面に表示されてい
る画像ファイル名を選択する入力を携帯端末へ行うと、該画像ファイルによる画像がプロ
ジェクタにより投射されることとなるが、図１に示されるように、画像ファイル名のみが
表示されている場合、選択しようとしている画像がどのような画像なのかを事前に確認す
ることができず、利便性が高いとは言い難い。
【００２２】
　図２は、携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像のサムネ
イル画像が表示されている状態が示されている。サムネイル画像とは、多数の画像を一覧
表示するために縮小された画像のことである。なお、サムネイル画像は、画像ファイル形
式の変換を伴わずに画像を縮小したものである。
【００２３】
　このように、携帯端末の表示画面にサムネイル画像が表示されている場合、画像を選択
するプレゼンテーションの実施者等は、選択しようとしている画像を事前に確認すること
ができ、利便性が高い。
【００２４】
　しかし、上述したように、携帯端末がデコーダを搭載していない画像ファイル形式の画
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像は、携帯端末では表示できない。
【００２５】
　図３は、携帯端末の表示画面を示す図であり、携帯端末に格納されている画像のうち一
部の画像のサムネイル画像のみが表示されている状態が示されている。
【００２６】
　図３に示すように、３番目と４番目のサムネイル画像は、携帯端末がデコーダを搭載し
ていない画像ファイル形式のサムネイル画像であるため、サムネイル画像が表示されてい
ない。このような場合、画像を選択するプレゼンテーションの実施者等は、これらの画像
については、事前に確認することができない。
【００２７】
　以下に述べる実施の形態では、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末でサムネイル
画像を参照しながら、プロジェクタに投射させる画像を選択する場合について説明する。
（第１の実施の形態）
　図４は、本発明の画像選択システムの第１の実施の形態を示すブロック図である。
【００２８】
　図４に示すように本発明の画像選択システムは、携帯端末１０と、携帯端末１０と有線
または無線で接続されたプロジェクタ２０と、外部記憶媒体３０とから構成されている。
【００２９】
　第１の実施の形態の概要としては、まず、携帯端末１０がプレゼンテーションで使用す
る画像をプロジェクタ２０へ送信する。プロジェクタ２０は、受信した画像ファイルを復
号化して記憶するとともに、受信した画像ファイルからサムネイル画像ファイルを生成す
る。そして、生成したサムネイル画像ファイルを携帯端末１０へ送信し、携帯端末１０は
受信したサムネイル画像ファイルを復号化して表示する。その後、携帯端末１０からサム
ネイル画像を選択することにより、プロジェクタ２０に対し、画像の投射や回転を指示す
るというものである。
【００３０】
　プロジェクタ２０は、様々な種類の画像を表示する必要があるため、一般的に利用され
ている画像ファイル形式、例えば、JPEG,GIF(Graphic　Interchange　Format),BMP,PNG(P
ortable　Network　Graphics)等を含め、様々な画像ファイルを復号化できる。
【００３１】
　携帯端末１０は、携帯側記憶部である記憶部１１と、入力部１２と、携帯側情報処理部
である情報処理部１３と、表示部１４と、ＩＦ（インターフェース）部１５と、メモリＩ
Ｆ部１６とを有している。
【００３２】
　記憶部１１は、画像ファイルを記憶している。
【００３３】
　入力部１２は、プレゼンテーションの実施者等からの入力を受け付けるためのもので、
プレゼンテーション時に利用するモードであるプレゼンテーションモードへの切り替えの
入力や、画像を選択する場合に行う画像選択等の入力を受け付け、その内容を情報処理部
１３へ通知する。
【００３４】
　情報処理部１３は、携帯端末１０の動作を制御するものであり、代表的な動作としては
以下が挙げられる。
【００３５】
　（１）：情報処理部１３は、入力部１２からの通知に応じて携帯端末１０をプレゼンテ
ーションモードに切り替える。
【００３６】
　（２）：情報処理部１３は、携帯端末１０とプロジェクタ２０とが接続されると、記憶
部１１が記憶している携帯端末１０が復号化が可能な画像ファイル形式を示す情報をプロ
ジェクタ２０へ送信する。
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【００３７】
　（３）：情報処理部１３は、記憶部１１から携帯端末１０で復号化が可能な画像ファイ
ル形式を取得し、記憶部１１または外部記憶媒体３０に格納されている画像ファイルが復
号化が可能であるかを確認する。復号化が不可能な画像ファイル形式の画像ファイルであ
った場合、その画像ファイルと、サムネイル生成要求と、復号化が可能な画像ファイル形
式を示す情報とをプロジェクタ２０へ送信する。
【００３８】
　（４）：（３）において、復号化が可能な画像ファイル形式の画像ファイルであった場
合、情報処理部１３は、その画像ファイルを復号化してのサムネイル画像ファイルを生成
する。そして、その画像ファイルと生成したサムネイル画像ファイルとをプロジェクタ２
０へ送信する。
【００３９】
　（５）：情報処理部１３は、プロジェクタ２０からサムネイル画像ファイルを受信する
と、受信したサムネイル画像ファイルを復号化して表示部１４へ送信するとともに、サム
ネイル画像ファイルを記憶部１１に格納する。
【００４０】
　（６）：情報処理部１３は、プレゼンテーションの実施者等が入力部１２を介して入力
した画像選択や画像回転の情報を受けて、該当する画像のサムネイル画像ファイル名とと
もに画像選択の指示や画像回転の指示をプロジェクタ２０へ送信する。
【００４１】
　表示部１４は、携帯端末１０の各機能に応じた表示を行うもので、本実施形態では、情
報処理部１３から受信したサムネイル画像を表示する。また、プレゼンテーションの実施
者等が画像の回転を指示するために使用する回転方向選択バーを表示する。
【００４２】
　ＩＦ部１５は、プロジェクタ２０との間の画像ファイル等の送受信を仲介する。
【００４３】
　メモリＩＦ部１６は、外部記憶媒体３０を装着する。
【００４４】
　プロジェクタ２０は、記憶部２２を有し、画像出力装置側情報処理部である情報処理部
２１と、画像出力装置側記憶部であるキャッシュメモリ部２３と、画像出力部である投射
部２４と、ＩＦ部２５とを有している。
【００４５】
　情報処理部２１は、携帯端末１０から画像ファイル等を受信すると、まず、画像ファイ
ルを復号化する。その後、受信したものにサムネイル生成要求が含まれているか否かによ
り、以下の２通りの動作に分かれる。
【００４６】
　携帯端末１０から受信したものにサムネイル生成要求が含まれている場合、情報処理部
２１は、まず、受信した復号化が可能な画像ファイル形式で、受信した画像ファイルから
サムネイル画像ファイルを生成する。次に、復号化した画像をキャッシュメモリ部２３へ
格納し、その画像を格納したキャッシュメモリ部２３上のアドレスと、生成したサムネイ
ル画像ファイルのファイル名とを対応づけて記憶部２２に記憶しておく。そして、生成し
たサムネイル画像ファイルをＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する。
【００４７】
　一方、携帯端末１０から受信したものにサムネイル生成要求が含まれていない場合、情
報処理部２１は、まず、復号化した画像をキャッシュメモリ部２３へ格納し、その画像を
格納したキャッシュメモリ部２３上のアドレスと、受信したサムネイル画像ファイルのフ
ァイル名とを対応づけて記憶部２２に記憶しておく。そして、受信したサムネイル画像フ
ァイルをＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する。
【００４８】
　また、情報処理部２１は、携帯端末１０から、画像選択の指示を受信した場合、その画
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像選択の指示とともに受信したサムネイル画像ファイルのファイル名を記憶部２２から検
索し、そのファイル名に対応するキャッシュメモリ部２３のアドレスを取得する。そして
、キャッシュメモリ部２３の、該取得したアドレスに格納されている画像を取得し、投射
部２４へ送信する。
【００４９】
　また、携帯端末１０から、画像回転の指示を受信した場合、その画像回転の指示ととも
に受信したサムネイル画像ファイルのファイル名により記憶部２２を検索し、そのファイ
ル名に対応するキャッシュメモリ部２３のアドレスを取得する。
【００５０】
　次に、キャッシュメモリ部２３の、該取得したアドレスに格納されている画像を取得し
、画像回転の指示に含まれている指示に従って、画像を回転させる。そして、回転させた
画像をキャッシュメモリ部２３に再格納するとともに、回転させた画像からサムネイル画
像ファイルを生成し、ＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する。
【００５１】
　記憶部２２は、携帯端末１０から受信した画像を格納したキャッシュメモリ部２３のア
ドレスと、その画像から生成したサムネイル画像ファイルのファイル名とを対応づけて記
憶する。
【００５２】
　キャッシュメモリ部２３は、情報処理部２１から受信した復号化された画像を記憶する
。
【００５３】
　投射部２４は、情報処理部２１から送信される画像を投射する。
【００５４】
　ＩＦ部２５は、携帯端末１０との間の画像等の送受信を仲介する。
【００５５】
　外部記憶媒体３０は、プレゼンテーションで使用する画像が符号化された画像ファイル
を記憶している。
【００５６】
　以下に、上記のように構成されたプレゼンテーションシステムにおいて、まず、プレゼ
ンテーションで使用する携帯端末１０に格納されている画像がサムネイル画像として、携
帯端末１０の表示部１４に表示されるまでの動作について説明する。
【００５７】
　図５は、第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示し
た画像選択システムにおいて、プレゼンテーションで使用する画像のサムネイル画像が、
携帯端末１０の表示部１４に表示されるまでの携帯端末１０及びプロジェクタ２０の動作
が示されている。
【００５８】
　まず、プレゼンテーションの実施者等は、入力部１２を介して携帯端末１０をプレゼン
テーションモードに移行する（ステップ１）。
【００５９】
　図６は、携帯端末１０の表示部１４を示す図であり、プレゼンテーションモードに移行
した状態が示されている。
【００６０】
　図６に示すようにプレゼンテーションモードに移行すると、携帯端末１０の記憶部１１
または外部記憶媒体３０に格納されている画像ファイルをプロジェクタ２０へ送信するの
か、プロジェクタ２０からサムネイル画像ファイルを受信するのかの選択を促す画面が表
示される。ここでは、プレゼンテーションの実施者等は、「画像送信」を選択する（ステ
ップ２）。なお、「画像受信」を選択する場合については、後述する第２の実施の形態で
説明する。
【００６１】
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　携帯端末１０の情報処理部１３は、入力部１２を介して「画像送信」を受け付けると、
記憶部１１から記憶部１１に記憶されている画像ファイルのファイル名を取得し、表示部
１４に表示させる。また、メモリＩＦ部１６に外部記憶媒体３０が装着されている場合に
は、外部記憶媒体３０に記憶されている画像ファイルのファイル名も取得し、表示部１４
に表示させる（ステップ３）。
【００６２】
　ここで、表示部１４に表示されている画面は、例えば、図１に示したようなファイル名
だけが一覧表示されているものであり、画像は表示されていない。
【００６３】
　次に、プレゼンテーションの実施者等は、入力部１２を介してプレゼンテーションで使
用するすべての画像ファイルを選択し（ステップ４）、携帯端末１０のＩＦ部１５とプロ
ジェクタ２０のＩＦ部２５とを接続する（ステップ５）。
【００６４】
　携帯端末１０とプロジェクタ２０との接続が確立すると、携帯端末１０の情報処理部１
３は、復号化が可能な画像ファイル形式を記憶部１１から取得する（ステップ６）。
【００６５】
　また、ステップ２にてファイル名を一覧された画像ファイルの中から、１番目に表示さ
れているファイル名を持つ画像ファイルを記憶部１１から取得する（ステップ７）。
【００６６】
　そして、取得した画像ファイルを復号化が可能であるかを確認する（ステップ８）。
【００６７】
　ステップ８において、記憶部１１から取得した画像ファイルの画像ファイル形式が、復
号化が可能でないことが確認された場合、情報処理部１３は、記憶部１１から取得した画
像ファイルと、サムネイル生成要求と、復号化が可能な画像ファイル形式を示す情報とを
ＩＦ部１５を介してプロジェクタ２０へ送信する（ステップ９）。
【００６８】
　ここで、本形態では、一例として、携帯端末１０で復号化が可能な画像ファイル形式は
、ＪＰＥＧのみとする。
【００６９】
　ステップ８において、記憶部１１から取得した画像ファイルの画像ファイル形式が、復
号化が可能であることが確認された場合、情報処理部１３は、その画像ファイルを復号化
してサムネイル画像ファイルを生成し（ステップ１０）、その画像ファイルと生成したサ
ムネイル画像ファイルとをＩＦ部１５を介してプロジェクタ２０へ送信する（ステップ１
１）
　プロジェクタ２０の情報処理部２１は、ＩＦ部２５を介して携帯端末１０から画像ファ
イル等を受信し（ステップ１２）、受信した画像ファイルを復号化する（ステップ１３）
。次に、受信したものにサムネイル生成要求が含まれているか否かを確認する（ステップ
１４）。
【００７０】
　携帯端末１０から受信したものにサムネイル生成要求が含まれている場合、情報処理部
２１は、まず、受信した復号化が可能な画像ファイル形式で、受信した画像ファイルから
サムネイル画像ファイルを生成する（ステップ１５）。
【００７１】
　次に、復号化した画像をキャッシュメモリ部２３へ格納し（ステップ１６）、その復号
化した画像を格納したキャッシュメモリ部２３上のアドレスと、生成したサムネイル画像
ファイルのファイル名とを対応づけて記憶部２２に記憶しておく。そして、生成したサム
ネイル画像ファイルをＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する（ステップ１７）。
【００７２】
　一方、携帯端末１０から受信したものにサムネイル生成要求が含まれていない場合、情
報処理部２１は、ステップ１６の処理に移行し、復号化した画像をキャッシュメモリ部２
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３へ格納し、その復号化した画像を格納したキャッシュメモリ部２３上のアドレスと、受
信したサムネイル画像ファイルのファイル名とを対応づけて記憶部２２に記憶しておく。
そして、受信したサムネイル画像ファイルをＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する
。
【００７３】
　携帯端末１０の情報処理部１３は、プロジェクタ２０からＩＦ部１５を介してサムネイ
ル画像ファイルを受信し（ステップ１８）、受信したサムネイル画像ファイルを復号化し
て表示部１４に表示させる（ステップ１９）。
【００７４】
　このあと、情報処理部１３は、ステップ４にてプレゼンテーションの実施者等によって
選択されたすべての画像ファイルをプロジェクタ２０へ送信したか確認し（ステップ２０
）、選択されたすべての画像ファイルがプロジェクタ２０に送信されるまでステップ７～
１９の処理が繰り返される。これにより、プレゼンテーションの実施者等によって選択さ
れたすべての画像がプロジェクタ２０キャッシュメモリ部２３に格納されるとともに、そ
の画像に対応するサムネイル画像が携帯端末１０の表示部１４に表示される。この繰り返
し処理は、１番目の画像を使用してプレゼンテーションをしているバックグラウンドで、
２番目以降の画像についても自動的に行われる。
【００７５】
　図７は、携帯端末１０の表示部１４を示す図であり、プレゼンテーションで使用する全
画像のサムネイル画像が表示された状態が示されている。
【００７６】
　図７に示すように携帯端末１０の表示部１４には、画像ファイル名だけでなく、サムネ
イル画像も表示された状態になっている。また、携帯端末１０で復号化可能な画像ファイ
ル形式はＪＰＥＧのみなので、拡張子部分からわかるように、サムネイル画像ファイルは
すべて、ＪＰＥＧ形式となっている。
【００７７】
　なお、携帯端末１０の表示部１４にサムネイル画像が表示された以降は、画像はプロジ
ェクタ２０のキャッシュメモリ部２３に格納されているので、携帯端末１０から画像を選
択の指示をするだけで、画像を迅速にプロジェクタ２０に投射させることができる。
【００７８】
　次に、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末１０に表示されたサムネイル画像を選
択し、選択したサムネイル画像に対応する画像をプロジェクタ２０に投射させる場合につ
いて説明する。ここでは、一例として、図７に示した２番目のサムネイル画像である、ｓ
００２．ｊｐｇを選択することとする。
【００７９】
　図８は、第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示し
た画像選択システムにおいて、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末１０に表示され
たサムネイル画像を選択し、プロジェクタ２０に画像選択の指示を行う場合の携帯端末１
０及びプロジェクタ２０の動作が示されている。
【００８０】
　まず、プレゼンテーションの実施者等は、携帯端末１０の表示部１４に表示されたサム
ネイル画像からプロジェクタ２０に表示させたい画像のサムネイル画像を入力部１２を介
して選択する（ステップ３１）。
【００８１】
　入力部１２は、選択されたサムネイル画像のファイル名を認識し、そのファイル名を情
報処理部１３へ送信する。
【００８２】
　入力部１２からサムネイル画像のファイル名を受信した情報処理部１３は、画像選択の
指示とファイル名“ｓ００２．ｊｐｇ”とをＩＦ部１５を介してプロジェクタ２０へ送信
する（ステップ３２）。
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【００８３】
　プロジェクタ２０の情報処理部２１は、携帯端末１０からＩＦ部２５を介して画像選択
の指示及びファイル名“ｓ００２．ｊｐｇ”を受信する（ステップ３３）。そして、受信
したファイル名“ｓ００２．ｊｐｇ”を記憶部２２から検索し、対応するキャッシュメモ
リ部２３のアドレスを取得する。そして、キャッシュメモリ部２３の、該取得したアドレ
スに格納されている画像を取得し（ステップ３４）、投射部２４へ送信する。
【００８４】
　情報処理部２３から画像を受信した投射部２４は、画像を投射する（ステップ３５）。
【００８５】
　次に、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末１０に表示されたサムネイル画像を選
択し、選択したサムネイル画像に対応する画像を回転させる場合について説明する。
【００８６】
　図９は、携帯端末１０の表示部１４に表示されているサムネイル画像の一例を示す図で
ある。
【００８７】
　図９に示すように、サムネイル画像ファイル名がｓ００８．ｊｐｇの画像は、本来縦長
の表示が適しているが、横長で表示されている。この場合、プロジェクタ２０のキャッシ
ュメモリ部２３に格納されているこのサムネイル画像の元となった画像も横長で格納され
ており、そのまま携帯端末１０から、この画像の画像選択の指示を行うと、プロジェクタ
２０は、横長のまま表示してしまう。
【００８８】
　また、図９に示すように、表示部１４には、サムネイル画像とともに、縦横変換を指示
できる回転方向選択バーが表示されている。
【００８９】
　図１０は、第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図４に示
した画像選択システムにおいて、プレゼンテーションの実施者等が携帯端末１０からプロ
ジェクタ２０に画像回転の指示を行う場合の携帯端末１０及びプロジェクタ２０の動作が
示されている。
【００９０】
　まず、プレゼンテーションの実施者等は、携帯端末１０の表示部１４に表示された回転
させたい横長のサムネイル画像を入力部１２を介して選択する（ステップ５１）。ここで
は、上述したようにサムネイル画像ファイル名が“ｓ００８．ｊｐｇ”のファイルとする
。
【００９１】
　次に、プレゼンテーションの実施者等は、回転方向選択バーから右９０度回転か左９０
度回転のどちらかを入力部１２を介して選択する（ステップ５２）。
【００９２】
　入力部１２は、選択されたサムネイル画像のファイル名“ｓ００８．ｊｐｇ”と回転方
向とを認識し、そのサムネイル画像ファイル名及び回転方向を情報処理部１３へ送信する
。
【００９３】
　入力部１２からサムネイル画像ファイル名及び回転方向を受信した情報処理部１３は、
画像回転の指示とファイル名“ｓ００８．ｊｐｇ”とをＩＦ部１５を介してプロジェクタ
２０へ送信する（ステップ５３）。
【００９４】
　プロジェクタ２０の情報処理部２１は、携帯端末１０からＩＦ部２５を介して画像回転
の指示及びファイル名“ｓ００８．ｊｐｇ”を受信する（ステップ５４）。
【００９５】
　そして、受信したファイル名“ｓ００８．ｊｐｇ”を記憶部２２から検索し、対応する
キャッシュメモリ部２３のアドレスを取得する。
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【００９６】
　そして、キャッシュメモリ部２３の、該取得したアドレスに格納されている画像を取得
し（ステップ５５）、画像回転の指示に含まれている指示に従って、取得した画像を右９
０度または左９０度回転させ（ステップ５６）、回転済の画像をキャッシュメモリ部２３
に再格納する。
【００９７】
　また、情報処理部２１は、回転済の画像からサムネイル画像ファイルを生成し（ステッ
プ５７）、ＩＦ部２５を介して携帯端末１０へ送信する（ステップ５８）。
【００９８】
　携帯端末１０の情報処理部１３は、プロジェクタ２０からＩＦ部１５を介し、回転済の
画像から生成されたサムネイル画像ファイルを受信し（ステップ５９）、そのサムネイル
画像ファイルを復号化して表示部１４に表示させる（ステップ６０）。
【００９９】
　図１１は、画像回転の指示を行った後の、携帯端末１０の表示部１４に表示されている
サムネイル画像の一例を示す図である。
【０１００】
　図１１に示すように、横長で表示されていたファイル名“ｓ００８．ｊｐｇ”のサムネ
イル画像が縦長で表示されている。
【０１０１】
　このように本形態においては、プレゼンテーションで使用する画像ファイルが携帯端末
１０で復号化することができない画像ファイル形式の画像ファイルであっても、携帯端末
１０にその画像のサムネイル画像を表示することができる。
【０１０２】
　また、プレゼンテーションを行っているバックグラウンドで、プレゼンテーションで使
用する全ての画像を携帯端末１０からプロジェクタ２０へ送信し、格納することにより、
その後は、携帯端末１０から画像選択の指示をするたけで、画像を迅速にプロジェクタ２
０に投射させることができる。
【０１０３】
　さらに、携帯端末１０に表示されたサムネイル画像を確認することによって、プロジェ
クタ２０に対して、画像の回転を指示することができる。
【０１０４】
　なお、上述した第１の実施の形態では、携帯端末１０で復号化できる画像ファイル形式
のサムネイル画像もプロジェクタ２０へ送信した。他の例として、画像が携帯端末１０で
復号化できる画像ファイル形式の画像であった場合、サムネイル画像をプロジェクタ２０
へ送信せず、当該サムネイル画像のファイル名のみをプロジェクタ２０へ送信することも
可能である。この場合、携帯端末１０とプロジェクタ２０との間のトラフィックを低減す
ることができる。
【０１０５】
　また、上述した第１の実施の形態では、１番目の画像を使用してプレゼンテーションを
しているバックグラウンドで、携帯端末１０からプロジェクタ２０へ２番目以降の画像を
送信する例を示した。他の例として、最初に、携帯端末１０からプロジェクタ２０へすべ
ての画像を一括で送信することも可能である。
（第２の実施の形態）
　図１２は、本発明の画像選択システムの第２の実施の形態を示すブロック図である。
【０１０６】
　本形態のプレゼンテーションシステムは図１２に示すように、第１の実施の形態に示し
たものに対して、携帯端末４０が追加されている点が異なるものである。携帯端末１０と
携帯端末４０とは同等の機能を有している。
【０１０７】
　本形態では、プロジェクタ２０へ画像を送信した携帯端末１０とは異なる携帯端末４０
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がプロジェクタ２０からプレゼンテーションで使用する画像のサムネイル画像を受信し、
携帯端末４０からプロジェクタ２０へ画像選択の指示等を行うことを想定している。
【０１０８】
　本形態では、プレゼンテーションで使用する画像は、プロジェクタ２０のキャッシュメ
モリ部２３に既に格納されている。
【０１０９】
　図１３は、第２の実施の形態の動作を説明するためのフローチャートであり、図１２に
示した画像選択システムにおいて、プロジェクタ２０に格納されている画像のサムネイル
画像が、携帯端末４０の表示部４４に表示されるまでの携帯端末４０及びプロジェクタ２
０の動作が示されている。
【０１１０】
　まず、プレゼンテーションの実施者等は、入力部４２を介して携帯端末１０をプレゼン
テーションモードに移行する（ステップ１０１）。
【０１１１】
　プレゼンテーションモードに移行すると、表示部４４には図６で示したような選択画面
が表示されるが、ここでは、「画像受信」を選択する（ステップ１０２）。
【０１１２】
　次に、プレゼンテーションの実施者等は、携帯端末４０をプロジェクタ２０に接続する
（ステップ１０３）。
【０１１３】
　携帯端末４０とプロジェクタ２０との接続が確立すると、携帯端末４０の情報処理部４
４は、記憶部４１から携帯端末４０で復号化が可能な画像ファイル形式を示す情報を取得
し（ステップ１０４）、その情報をＩＦ部４５を介してプロジェクタ２０へ送信する（ス
テップ１０５）。
【０１１４】
　ここで、本形態では、一例として、携帯端末４０で復号化可能な画像ファイル形式はＧ
ＩＦのみとする。
【０１１５】
　プロジェクタ２０の情報処理部２１は、ＩＦ部２５を介して携帯端末４０から復号化が
可能な画像ファイル形式を示す情報を受信する（ステップ１０６）。
【０１１６】
　次に、情報処理部２１は、キャッシュメモリ部２３からキャッシュメモリ部２３に格納
されているすべての画像を取得し（ステップ１０７）、受信した復号化が可能な画像ファ
イル形式で、それぞれの画像からサムネイル画像ファイルを生成する（ステップ１０８）
。この場合、サムネイル画像ファイルはＧＩＦ形式で生成される。
【０１１７】
　そして、情報処理部２１は、生成したサムネイル画像ファイルのファイル名と、そのサ
ムネイル画像ファイルに対応する画像が格納されているキャッシュメモリ部２３上のアド
レスとを対応づけて記憶部２２に記憶しておく。そして、生成したサムネイル画像ファイ
ルをＩＦ部２５を介して携帯端末４０へ送信する（ステップ１０９）。
【０１１８】
　携帯端末４０の情報処理部４３は、プロジェクタ２０からＩＦ部４５を介してサムネイ
ル画像ファイルを受信し（ステップ１１０）、受信したサムネイル画像ファイルを復号化
して表示部４４に表示させる（ステップ１１１）。
【０１１９】
　図１４は、プレゼンテーションで使用する全画像のサムネイル画像が表示された携帯端
末４０の表示部４４を示す図である。
【０１２０】
　図１４に示すように携帯端末４０の表示部４４には、プロジェクタ２０から受信したサ
ムネイル画像が表示されている。また、携帯端末４０で復号化が可能な画像ファイル形式
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はＧＩＦのみなので、拡張子部分からわかるように、サムネイル画像ファイルはすべて、
ＧＩＦ形式となっている。
【０１２１】
　このあと、第１の実施の形態と同様に、携帯端末４０に表示されたサムネイル画像を選
択し、プロジェクタ２０へ画像選択の指示や画像回転の指示を行うことができる。
【０１２２】
　このように本形態においては、プロジェクタ２０に格納されている、携帯端末（携帯端
末１０）から送信された画像のサムネイル画像を、別の携帯端末（携帯端末４０）で表示
させることができる。
【０１２３】
　なお、上述した２つの形態では、プロジェクタが携帯端末で復号化できない画像ファイ
ル形式を携帯端末で復号化できる画像ファイル形式に変換しているが、画像ファイル形式
を変換するのはプロジェクタに限定されるものではない。例えば、プリンタで画像ファイ
ル形式の変換を行うことも可能である。この場合、携帯端末においてプリンタで印刷され
る画像を確認し、携帯端末からプリンタの印刷部に画像出力や画像回転の指示を行う。
【０１２４】
　また、上述した２つの形態では、プロジェクタからサムネイル画像ファイルのみを携帯
端末へ送信したが、プロジェクタが、画像ファイルを携帯端末が復号化できる画像ファイ
ル形式で生成し、その画像ファイルを送信することにより、携帯端末の表示部でより高解
像度の画像を見ることができる。
【０１２５】
　また、上述した２つの形態では、携帯端末から行う画像処理として画像の回転を一例と
して説明したが、携帯端末から行う画像処理としては他に、画像の拡大、画像の縮小、画
像の部分拡大等も可能である。
【０１２６】
　また、本発明における携帯端末とプロジェクタの接続方法としては、有線または無線の
どちらでもよい。具体的には、有線では、有線LAN，USB（Universal　Serial　Bus）及び
RS-232C等、無線では、無線LAN，Bluetooth及び赤外線通信（IrDA）等が考えられる。
【０１２７】
　また、本発明を適用できる携帯端末としては、携帯電話、PHS（Personal　Handyphone
　　system）、社内用内線電話子機、PDA（Personal　Data　Assistants）等がある。
【０１２８】
　以上、実施例を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施例に限定されるも
のではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様
々な変更をすることができる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月29日(2010.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像出力装置と、該画像出力装置に出力させる画像を示す画像ファイルを供給する携帯
端末とからなり、出力画像の選択を容易とする画像選択システムであって、
　前記携帯端末は、
　表示部と、
　画像ファイルを復号化するデコーダを少なくとも１つ備える携帯側情報処理部と、を具
備し、
　前記画像出力装置は、様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダ
を備える画像出力装置側情報処理部を具備し、
　前記携帯側情報処理部は、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信し、その後、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファ
イルを受信して復号化し、前記表示部に表示させ、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する画像
選択システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯端末は、画像ファイルを記憶する携帯側記憶部を有し、
　前記携帯側情報処理部は、前記携帯側記憶部に記憶されている画像ファイルとともに自
身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像出力装置側情報処理部へ送信し
、その後、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファイルを受信して復号化し、前記
表示部に表示させ、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部からの前記画像ファイルおよ
び画像ファイル形式を示す情報を受信すると、受信した画像ファイルを復号化して画像を
生成し、該生成画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画像ファイル
を生成して前記携帯側情報処理部へ送信する画像選択システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の画像選択システムにおいて、
　前記画像出力装置は、画像出力部と画像出力装置側記憶部とを有し、
　前記画像出力装置側情報処理部は、復号化した画像を前記画像出力装置側記憶部に記憶
させるとともに、前記画像と前記画像から生成した変換画像ファイル名とを対応づけて記
憶し、その後、前記携帯側情報処理部から送信された画像ファイル名を受信すると、該画
像ファイル名に基づいて該画像ファイル名に対応づけて記憶されている画像を前記画像出
力装置側記憶部から取得し、該取得した画像を前記画像出力部に出力させ、
　前記携帯端末は、入力部を有し、
　前記入力部は、前記表示部に表示されている前記画像出力装置から受信した画像の中か
ら出力画像の選択を受け付け、選択された画像の画像ファイル名を前記携帯側情報処理部
へ送信し、
　前記携帯側情報処理部は、前記入力部から送信された画像ファイル名を受信すると、受
信した画像ファイル名と、画像出力の指示とを前記画像出力装置側情報処理部へ送信する
画像選択システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯側情報処理部は、選択された画像に対する画像処理の種類を前記表示部に表示
させ、その後、前記入力部から送信された画像ファイル名と、画像処理の種類とを受信す
ると、受信した画像ファイル名と、前記画像処理の種類に応じた画像処理の指示とを前記
画像出力装置側情報処理部へ送信し、
　前記入力部は、前記表示部に表示されている前記画像出力装置から受信した画像の中か
ら画像処理を行う画像と、画像処理の種類とを選択する入力を受け付け、選択された画像
の画像ファイル名と、前記画像処理の種類とを前記携帯側情報処理部へ送信し、
　前記画像出力装置側情報処理部は、前記携帯側情報処理部から送信された画像ファイル
名と、画像処理の指示とを受信すると、前記画像ファイル名に基づいて該画像ファイル名
に対応づけて記憶されている画像を前記画像出力装置側記憶部から取得し、該取得した画
像に対して受信した画像処理の指示に応じた処理を行い、前記画像処理が完了した画像を
前記画像出力装置側記憶部に記憶するとともに、前記取得した画像から画像ファイルを生
成し、前記携帯側情報処理部へ送信する画像選択システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像選択システムにおいて、
　前記携帯側情報処理部が行う画像処理の指示は、画像回転の指示である画像選択システ
ム。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
　前記画像出力装置側情報処理部が生成する変換画像ファイルは、サムネイル画像ファイ
ルである画像選択システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
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　画像出力装置がプロジェクタであり、画像出力部が投射部である画像選択システム。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の画像選択システムにおいて、
　画像出力装置がプリンタであり、画像出力部が印刷部である画像選択システム。
【請求項９】
　様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出力装置
側情報処理部を有する画像出力装置において、
　前記画像出力装置側情報処理部は、画像ファイル形式を示す情報を受信すると、前記画
像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像ファイル形式に変換した変換画
像ファイルを生成して前記画像ファイル形式を示す情報の送信元へ送信する画像出力装置
。
【請求項１０】
　様々な種類の画像ファイルをそれぞれ復号化する複数のデコーダを備える画像出力装置
側情報処理部を具備する画像出力装置と、表示部と、画像ファイルを復号化するデコーダ
を少なくとも１つ備える携帯側情報処理部とを具備し、前記画像出力装置に出力させる画
像を示す画像ファイルを供給する携帯端末とからなり、出力画像の選択を容易とする画像
選択方法であって、
　前記携帯側情報処理部が、自身が復号化可能な画像ファイル形式を示す情報を前記画像
出力装置側情報処理部へ送信する処理と、
　前記画像出力装置側情報処理部が、前記携帯側情報処理部からの画像ファイル形式を示
す情報を受信すると、前記画像出力装置が保持している画像を受信した情報が示す画像フ
ァイル形式に変換した変換画像ファイルを生成して前記携帯側情報処理部へ送信する処理
と、
　前記携帯側情報処理部が、前記画像出力装置側情報処理部からの画像ファイルを受信し
て復号化し、前記表示部に表示させる処理とを有する画像選択方法。
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