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(57)【要約】
【課題】　印刷物などの原稿を提供するユーザーが、そ
の原稿を見た者に、その原稿についての付加情報を簡単
に提供できるようにする。
【解決手段】　ホスト装置３は、（ａ）基本原稿とその
基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡
張現実用付加情報を特定し、（ｂ）その拡張現実用付加
情報に対応するＡＲタグを生成し、（ｃ）そのＡＲタグ
に関連付けてその拡張現実用付加情報をサーバー装置４
に登録し、（ｄ）ＡＲタグを付加した基本原稿を画像形
成装置１に印刷させる。そして、携帯端末装置５は、（
ｅ）そのＡＲタグ付きの基本原稿の画像を撮像し、（ｆ
）撮像した画像からＡＲタグを抽出し、（ｇ）そのＡＲ
タグに関連付けられている拡張現実用付加情報をサーバ
ー装置４から取得し、（ｈ）その拡張現実用付加情報を
、撮像した画像に重畳させて表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置と、
　前記画像形成装置へ画像出力要求を送信する情報処理装置と、
　サーバーと、
　携帯端末装置とを備え、
　前記情報処理装置は、
　基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから前記拡張現実用付
加情報を特定し、
　前記拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、
　前記タグに関連付けて前記拡張現実用付加情報を前記サーバーに登録し、
　前記タグを付加した前記基本原稿の画像出力要求を前記画像形成装置へ送信し、
　前記画像形成装置は、前記画像出力要求に従って、前記タグを付加した前記基本原稿の
画像を出力し、
　前記携帯端末装置は、前記画像形成装置により出力された、前記タグを付加した基本原
稿の画像を撮像し、撮像した前記画像から前記タグを抽出し、前記タグに関連付けられて
いる前記拡張現実用付加情報を前記サーバーから取得し、前記拡張現実用付加情報を、撮
像した前記画像に重畳させて表示すること、
　を特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　画像形成装置と、
　サーバーと、
　携帯端末装置とを備え、
　前記画像形成装置は、
　基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから前記拡張現実用付
加情報を特定し、
　前記拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、
　前記タグに関連付けて前記拡張現実用付加情報を前記サーバーに登録し、
　前記タグを付加した前記基本原稿の画像を出力し、
　前記携帯端末装置は、前記画像形成装置により出力された、前記タグを付加した基本原
稿の画像を撮像し、撮像した前記画像から前記タグを抽出し、前記タグを関連付けられて
いる前記拡張現実用付加情報を前記サーバーから取得し、前記拡張現実用付加情報を、撮
像した前記画像に重畳させて表示すること、
　を特徴とする画像形成システム。
【請求項３】
　画像形成装置へ画像出力要求を送信する情報処理装置において、
　前記画像形成装置およびサーバーと通信可能な通信装置と、
　基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから前記拡張現実用付
加情報を特定し、前記拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、前記タグに関連付け
て前記拡張現実用付加情報を、前記通信装置を使用して前記サーバーに登録し、前記タグ
を付加した前記基本原稿の画像出力要求を、前記通信装置を使用して前記画像形成装置へ
送信する付加情報処理部と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記付加情報処理部は、前記基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した
原稿とから、前記基本原稿内での前記拡張現実用付加情報の位置を特定し、前記タグに関
連付けて前記拡張現実用付加情報および前記拡張現実用付加情報の位置情報を前記サーバ
ーに登録することを特徴とする請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　画像出力部と、
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　基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから前記拡張現実用付
加情報を特定し、前記拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、前記タグに関連付け
て前記拡張現実用付加情報をサーバーに登録し、前記タグを付加した前記基本原稿の画像
を前記画像出力部に出力させる付加情報処理部と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　前記付加情報処理部は、前記基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した
原稿とから、前記基本原稿内での前記拡張現実用付加情報の位置を特定し、前記タグに関
連付けて前記拡張現実用付加情報および前記拡張現実用付加情報の位置情報を前記サーバ
ーに登録することを特徴とする請求項４記載の画像形成装置。
【請求項７】
　コンピューターに、
　基本原稿と前記基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから前記拡張現実用付
加情報を特定するステップと、
　前記拡張現実用付加情報に対応するタグを生成するステップと、
　前記タグに関連付けて前記拡張現実用付加情報をサーバーに登録するステップと、
　前記タグを付加した前記基本原稿の画像を出力させるステップと、
　を実行させるコンピュータープログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成システム、情報処理装置、画像形成装置、およびコンピュータープ
ログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル複合機にマーカーを設置しておき、携帯電話機で、そのマーカーを撮像すると
、携帯電話機が、サーバーから、そのデジタル複合機のヘルプ情報を取得して表示するシ
ステムが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２１９８７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の技術では、予め、上述のデジタル複合機のような機器にマーカー
を設置しておくことで、その機器の付加情報を得ることができるものの、印刷物などの原
稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿についての付加情報を簡単に提
供することは困難である。
【０００５】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、印刷物などの原稿を提供するユー
ザーが、その原稿を見た者に、その原稿についての付加情報を簡単に提供することができ
る画像形成システム、並びに、そのシステムで使用可能な情報処理装置、画像形成装置、
およびコンピュータープログラムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明では以下のようにした。
【０００７】
　本発明に係る画像形成システムは、画像形成装置と、画像形成装置へ画像出力要求を送
信する情報処理装置と、サーバーと、携帯端末装置とを備える。情報処理装置は、（ａ）
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基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡張現実用付加情報
を特定し、（ｂ）その拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、（ｃ）そのタグに関
連付けて拡張現実用付加情報をサーバーに登録し、（ｄ）そのタグを付加した基本原稿の
画像出力要求を画像形成装置へ送信する。画像形成装置は、その画像出力要求に従って、
タグを付加した基本原稿の画像を出力する。そして、携帯端末装置は、（ｅ）画像形成装
置により出力された、タグを付加した基本原稿の画像を撮像し、（ｆ）撮像した画像から
タグを抽出し、（ｇ）そのタグに関連付けられている拡張現実用付加情報をサーバーから
取得し、（ｈ）その拡張現実用付加情報を、撮像した画像に重畳させて表示する。
【０００８】
　これにより、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿
についての任意の付加情報を簡単に提供することができる。
【０００９】
　本発明に係る画像形成システムは、画像形成装置と、サーバーと、携帯端末装置とを備
える。画像形成装置は、（ａ）基本原稿と基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿
とから拡張現実用付加情報を特定し、（ｂ）その拡張現実用付加情報に対応するタグを生
成し、（ｃ）そのタグに関連付けて拡張現実用付加情報をサーバーに登録し、（ｄ）タグ
を付加した基本原稿の画像を出力する。そして、携帯端末装置は、（ｅ）画像形成装置に
より出力された、タグを付加した基本原稿の画像を撮像し、（ｆ）撮像した画像からタグ
を抽出し、（ｇ）そのタグを関連付けられている拡張現実用付加情報をサーバーから取得
し、（ｈ）その拡張現実用付加情報を、撮像した画像に重畳させて表示する。
【００１０】
　これにより、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿
についての任意の付加情報を簡単に提供することができる。
【００１１】
　本発明に係る情報処理装置は、画像形成装置およびサーバーと通信可能な通信装置と、
基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡張現実用付加情報
を特定し、その拡張現実用付加情報に対応するタグを生成し、そのタグに関連付けて拡張
現実用付加情報を、通信装置を使用してサーバーに登録し、そのタグを付加した基本原稿
の画像出力要求を、通信装置を使用して画像形成装置へ送信する付加情報処理部とを備え
る。
【００１２】
　これにより、携帯端末装置などを使用して、画像形成装置により出力された原稿画像を
撮像し、原稿画像内のタグに関連付けられている拡張現実用付加情報をサーバーから取得
し、その拡張現実用付加情報の画像を撮像画像に重畳させることができる。したがって、
印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿についての任意
の付加情報を簡単に提供することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置に加え、次のようにしてもよ
い。この場合、付加情報処理部は、基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加
した原稿とから、基本原稿内での拡張現実用付加情報の位置を特定し、タグに関連付けて
拡張現実用付加情報および拡張現実用付加情報の位置情報をサーバーに登録する。
【００１４】
　これにより、拡張現実用付加情報の画像を撮像画像に重畳させる位置を、印刷物などの
原稿を提供するユーザーが指定することができる。
【００１５】
　本発明に係る画像形成装置は、画像出力部と、基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付
加情報を付加した原稿とから拡張現実用付加情報を生成し、その拡張現実用付加情報に対
応するタグを生成し、そのタグに関連付けて拡張現実用付加情報をサーバーに登録し、そ
のタグを付加した基本原稿の画像を画像出力部に出力させる付加情報処理部とを備える。
【００１６】
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　これにより、携帯端末装置などを使用して、画像出力部により出力された原稿画像を撮
像し、原稿画像内のタグに関連付けられている拡張現実用付加情報をサーバーから取得し
、その拡張現実用付加情報の画像を撮像画像に重畳させることができる。したがって、印
刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿についての任意の
付加情報を簡単に提供することができる。
【００１７】
　また、本発明に係る画像形成装置は、上記の画像形成装置に加え、次のようにしてもよ
い。この場合、付加情報処理部は、基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加
した原稿とから、基本原稿内での拡張現実用付加情報の位置を特定し、タグに関連付けて
拡張現実用付加情報および拡張現実用付加情報の位置情報をサーバーに登録する。
【００１８】
　これにより、拡張現実用付加情報の画像を撮像画像に重畳させる位置を、印刷物などの
原稿を提供するユーザーが指定することができる。
【００１９】
　本発明に係るコンピュータープログラムは、コンピューターに、基本原稿とその基本原
稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡張現実用付加情報を特定するステップと
、その拡張現実用付加情報に対応するタグを生成するステップと、そのタグに関連付けて
拡張現実用付加情報をサーバーに登録するステップと、そのタグを付加した基本原稿の画
像を出力させるステップとを実行させる。
【００２０】
　これにより、携帯端末装置などを使用して、このコンピュータープログラムに従って出
力された原稿画像を撮像し、原稿画像内のタグに関連付けられている拡張現実用付加情報
をサーバーから取得し、その拡張現実用付加情報の画像を撮像画像に重畳させることがで
きる。したがって、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その
原稿についての任意の付加情報を簡単に提供することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その
原稿についての付加情報を簡単に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る画像形成システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】図２は、図１におけるホスト装置のドライバーの動作を説明するフローチャート
である。
【図３】図３は、基本原稿、およびその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿の
一例を示す図である。
【図４】図４は、タグを付加された基本原稿の印刷物の一例を示す図である。
【図５】図５は、図１における携帯端末装置の動作を説明するフローチャートである。
【図６】図６は、図４に示す基本原稿を撮像した場合に表示される、基本原稿の画像と拡
張現実用付加情報の画像の一例を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２に係る画像形成システムの構成を示すブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００２４】
実施の形態１．
【００２５】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る画像形成システムの構成を示すブロック図である
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。図１に示すシステムでは、画像形成装置１がネットワーク２に接続されており、そのネ
ットワーク２に、ホスト装置３およびサーバー装置４が接続されており、さらに、携帯端
末装置５が、そのネットワーク２に接続可能となっている。
【００２６】
　画像形成装置１は、プリンター、複合機などといった、印刷などの画像出力機能を有す
る装置である。画像形成装置１は、通信装置１１、画像出力部１２、および制御部１３を
有する。通信装置１１は、ネットワーク２を介して、ネットワーク２に接続されている他
の装置とのデータ通信を行うネットワークインターフェイスである。通信装置１１は、例
えば、ホスト装置３からの画像出力要求を受信する。画像出力部１２は、画像出力要求に
従って原稿画像を出力する。この実施の形態１では、画像出力要求は、例えばページ記述
言語で記述された印刷データであり、画像出力部１２は、画像出力要求に従って原稿画像
を印刷する。制御部１３は、通信装置１１により受信された画像出力要求に対して画像処
理などを行い、画像処理により得られる画像データを画像出力部１２に供給して、原稿画
像の印刷を実行させる。なお、制御部１３は、コンピューターやＡＳＩＣ（Application 
Specific Integrated Circuit）で実現される。
【００２７】
　ネットワーク２は、ＬＡＮ（Local Area Network）および／またはＷＡＮ（Wide Area 
Network）を含む。
【００２８】
　また、ホスト装置３は、ユーザーが操作するパーソナルコンピューターなどの端末装置
であって、画像形成装置１へ原稿の画像出力要求を送信するとともに、その原稿に拡張現
実（ＡＲ：Augmented Reality）用付加情報を付加する。ホスト装置３は、通信装置２１
、記憶装置２２、および演算処理装置２３を有する。通信装置２１は、ネットワーク２を
介して、ネットワーク２に接続されている他の装置（画像形成装置１、サーバー装置４な
ど）とのデータ通信を行うネットワークインターフェイスである。通信装置２１は、例え
ば、画像形成装置１へ画像出力要求を送信する。記憶装置２２は、ハードディスクドライ
ブ、フラッシュメモリーなどの不揮発性の記憶装置であって、演算処理装置２３により実
行されるプログラムやデータなどを記憶している。例えば、記憶装置２２は、ドライバー
プログラム３１を記憶している。演算処理装置２３は、ＣＰＵ（Central Processing Uni
t）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）などを有するコン
ピューターであって、ＲＯＭや記憶装置２２からプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵ
で実行することで、各種処理部を実現する。ドライバープログラム３１が実行されること
で、ドライバー３２が実現され、図示せぬアプリケーションプログラムが実行されること
で、アプリケーション３３が実現される。
【００２９】
　ドライバー３２は、基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とか
ら拡張現実用付加情報の画像データを生成し、拡張現実用付加情報の画像データに対応す
るＡＲ（Augmented Reality）タグを生成する。また、ドライバー３２は、通信装置２１
を使用して、そのＡＲタグに関連付けて拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装置
４に登録するとともに、ＡＲタグを付加した基本原稿の画像出力要求を画像形成装置１へ
送信する。
【００３０】
　なお、拡張現実用付加情報の画像データを登録するために、ドライバー３２は、登録要
求とともに、ＡＲタグ（タグ画像）から得られるそのＡＲタグ固有の識別子（以下、タグ
識別子という）とその画像データとをサーバー装置４に送信する。なお、タグ識別子は、
タグ画像の特徴量、タグ画像を所定の方式でデコードして得られる値などである。
【００３１】
　アプリケーション３３は、オフィスアプリケーションなどといったソフトウェアであっ
て、各種原稿を作成する。アプリケーション３３は、基本原稿の原稿データ、および拡張
現実用付加情報を付加した原稿の原稿データを生成する。この実施の形態では、アプリケ
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ーション３３は通常のアプリケーションであるので、ユーザーは、アプリケーション３３
で、まず、基本原稿を作成し、その基本原稿の原稿データファイルを記憶装置２２に保存
し、その後、その基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿を作成し、その原稿の原
稿データファイルを記憶装置２２に保存する。ドライバー３２は、基本原稿の原稿データ
と拡張現実用付加情報を付加した原稿の原稿データとの差分から、拡張現実用付加情報の
画像データを生成する。
【００３２】
　また、サーバー装置４は、ホスト装置３で生成された拡張現実用付加情報の画像データ
を管理する。サーバー装置４は、通信装置４１、記憶装置４２、および制御部４３を有す
る。通信装置４１は、ネットワーク２を介して、ネットワーク２に接続されている他の装
置（ホスト装置３、携帯端末装置５など）とのデータ通信を行うネットワークインターフ
ェイスである。記憶装置４２は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリーなどの不
揮発性の記憶装置であって、拡張現実用付加情報の画像データの保存に使用される。制御
部４３は、通信装置４１を使用して、タグ識別子と、そのＡＲタグに対応する拡張現実用
付加情報の画像データとを受信し、そのタグ識別子とその画像データとを関連付けて記憶
装置４２に記憶する。また、制御部４３は、通信装置４１を使用して、拡張現実用付加情
報の画像データの送信要求を携帯端末装置５から受け付けると、その送信要求で指定され
たタグ識別子に関連付けられている画像データを記憶装置４２から読み出して、応答とし
て送信する。
【００３３】
　携帯端末装置５は、撮像機能および画像表示機能を有する携帯可能な装置である。携帯
端末装置５は、例えば所定のソフトウェアがインストールされたスマートフォンである。
携帯端末装置５は、通信装置５１、撮像装置５２、表示装置５３、および制御部５４を有
する。通信装置５１は、ネットワーク２を介して、ネットワーク２に接続されている他の
装置（サーバー装置４など）との無線データ通信を行う。通信装置５１は、例えば、無線
ＬＡＮインターフェイスや、データ通信可能な携帯電話機のベースバンド部分である。撮
像装置５２は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮像素子を有し、撮像した動画
像の画像データをリアルタイムで出力する。表示装置５３は、液晶ディスプレイなどであ
って、各種画像を表示する。制御部５４は、図示せぬ操作部に対するユーザー操作に従っ
て、（ａ）画像形成装置１により出力された、ＡＲタグを付加した基本原稿の画像を撮像
装置５２に撮像させ、（ｂ）撮像装置５２により撮像された画像からＡＲタグを抽出し、
（ｃ）そのＡＲタグに関連付けられている拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装
置４から取得し、（ｄ）その画像データによる拡張現実用付加情報の画像を、撮像された
画像に重畳させて表示装置５３に表示させる。
【００３４】
　次に、上記システムにおける各装置の動作について説明する。
【００３５】
　実施の形態１における、拡張現実用付加情報の登録処理と、拡張現実用付加情報の反映
処理について説明する。
【００３６】
（１）拡張現実用付加情報の登録処理
【００３７】
　図２は、図１におけるホスト装置３のドライバー３２の動作を説明するフローチャート
である。
【００３８】
　ユーザーは、アプリケーション３３で、基本原稿の原稿データファイル、およびその基
本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿の原稿データファイルを作成する。
【００３９】
　また、ホスト装置３において、図示せぬ操作部に対するユーザー操作があるとドライバ
ー３２が起動する。
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【００４０】
　ドライバー３２は、図示せぬ操作部に対するユーザー操作に従って、基本原稿の原稿デ
ータファイル、およびその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿の原稿データフ
ァイルを特定する（ステップＳ１，Ｓ２）。
【００４１】
　図３は、基本原稿、およびその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿の一例を
示す図である。図３（Ａ）は、基本原稿の一例を示す図である。図３（Ｂ）は、図３（Ａ
）に示す基本原稿に拡張現実用付加情報１０１，１０２を付加した原稿の一例を示す図で
ある。拡張現実用付加情報１０１は、原稿内の語句「過去機種」に対応する付加情報であ
って、「過去機種」の機種リストであり、拡張現実用付加情報１０２は、原稿内の語句「
本社」に対応する付加情報であって、本社周辺の地図である。
【００４２】
　次に、ドライバー３２は、それらの原稿データファイルから、基本原稿の画像、および
その基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿の画像を生成し、それらの画像の差分
から、拡張現実用付加情報の画像データを生成する（ステップＳ３）。例えば、図３（Ｂ
）における拡張現実用付加情報１０１，１０２の画像データ（ＪＰＥＧ（Joint Photogra
phic Experts Group）データなど）が生成される。このとき、ドライバー３２は、さらに
、原稿画像内での各拡張現実用付加情報の位置を特定する。
【００４３】
　また、ドライバー３２は、その拡張現実用付加情報の画像データに対応するＡＲタグ（
タグ画像）を生成し（ステップＳ４）、通信装置２１を使用して、そのＡＲタグのタグ識
別子と拡張現実用付加情報の画像データおよびその位置情報とを登録要求とともに、ネッ
トワーク２を介してサーバー装置４へ送信する（ステップＳ５）。サーバー装置４では、
通信装置４１によりその登録要求などが受信されると、制御部４３は、そのタグ識別子に
関連付けて拡張現実用付加情報の画像データおよびその位置情報を記憶装置４２に記憶す
る。
【００４４】
　また、ドライバー３２は、基本原稿にＡＲタグ（タグ画像）を付加し、ＡＲタグ（タグ
画像）を付加した基本原稿の印刷データを生成し、画像出力要求として、通信装置２１を
使用して、ネットワーク２を介して画像形成装置１に送信する（ステップＳ６）。画像形
成装置１では、通信装置１１によりその画像出力要求が受信されると、制御部１３は、そ
の画像出力要求から印刷用の画像データを生成し、画像出力部１２に供給し、その原稿の
画像を印刷させる。図４は、ＡＲタグを付加された基本原稿の印刷物の一例を示す図であ
る。図４に示す印刷物では、図３（Ａ）に示す基本原稿にＡＲタグ１２１が付加されてい
る。
【００４５】
　このようにして、拡張現実用付加情報の画像データがサーバー装置４に登録されるとと
もに、拡張現実用付加情報が存在することを示すＡＲタグが原稿に付加されて印刷される
。
【００４６】
（２）拡張現実用付加情報の反映処理
【００４７】
　図５は、図１における携帯端末装置５の動作を説明するフローチャートである。
【００４８】
　そして、あるユーザーが携帯端末装置５を使用して上述のＡＲタグ付きの印刷物を撮像
する。携帯端末装置５では、制御部５４は、撮像装置５２から出力される印刷物の画像デ
ータを取得し（ステップＳ１１）、その画像に基づき、撮像した動画像をリアルタイムで
表示装置５３に表示させる。また、制御部５４は、その撮像した画像内でＡＲタグの画像
を検索する。
【００４９】
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　制御部５４は、ＡＲタグの画像を検出すると（ステップＳ１２）、通信装置５１を使用
して、そのＡＲタグに対応する拡張現実用付加情報の画像データの送信要求を、そのＡＲ
タグのタグ識別子とともに、サーバー装置４へ送信する（ステップＳ１３）。サーバー装
置４では、通信装置４１によりその送信要求などが受信されると、制御部４３は、そのタ
グ識別子に関連付けられている画像データおよび位置情報を記憶装置４２から読み出し、
通信装置４１を使用して、その送信要求の応答として送信する。携帯端末装置５の制御部
５４は、通信装置５１を使用して、その画像データおよび位置情報を受信する。そして、
制御部５４は、撮像画像内で原稿画像を特定し、その位置情報により指定された原稿画像
内での位置に、その画像データによる画像を重畳させて表示装置５３に表示させる（ステ
ップＳ１４）。
【００５０】
　図６は、図４に示す基本原稿を撮像した場合に表示される、基本原稿の画像と拡張現実
用付加情報の画像の一例を示す図である。図６に示すように、付加情報の画像１３１，１
３２が、撮像画像上に表示される。
【００５１】
　以上のように、上記実施の形態１によれば、ホスト装置３は、（ａ）基本原稿とその基
本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡張現実用付加情報の画像データを生
成し、（ｂ）拡張現実用付加情報の画像データに対応するＡＲタグを生成し、（ｃ）ＡＲ
タグに関連付けて拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装置４に登録し、（ｄ）Ａ
Ｒタグを付加した基本原稿の画像出力要求を画像形成装置１へ送信する。画像形成装置１
は、その画像出力要求に従って、ＡＲタグを付加した基本原稿を印刷する。そして、携帯
端末装置５は、（ｅ）画像形成装置１により出力された、ＡＲタグを付加した基本原稿の
画像を撮像し、（ｆ）撮像した画像からＡＲタグを抽出し、（ｇ）そのＡＲタグに関連付
けられている拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装置４から取得し、（ｈ）ＡＲ
技術で、拡張現実用付加情報の画像データによる拡張現実用付加情報を、撮像した画像に
重畳させて表示する。
【００５２】
　これにより、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿
についての任意の付加情報を簡単に提供することができる。
【００５３】
実施の形態２．
【００５４】
　本発明の実施の形態２に係る画像形成システムでは、画像形成装置が、拡張現実用付加
情報の画像データの登録要求をサーバーへ送信する。
【００５５】
　図７は、本発明の実施の形態２に係る画像形成システムの構成を示すブロック図である
。図７に示すシステムにおいて、画像形成装置２０１は、コピー機、複合機などといった
装置であって、通信装置２１１、画像出力部２１２、画像読取部２１３、記憶装置２１４
、および制御部２１５を有する。
【００５６】
　通信装置２１１および画像出力部２１２は、図１における通信装置１１および画像出力
部１２と同様のものである。
【００５７】
　画像読取部２１３は、原稿の画像を光学的に読み取り画像データとして出力する。
【００５８】
　記憶装置２１４は、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリーなどの不揮発性の記
憶装置であって、プログラムやデータなどを記憶している。
【００５９】
　制御部２１５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを有するコンピューターであって、ＲＯ
Ｍや記憶装置２１４からプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵで実行することで、各種
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処理を行う。例えば、制御部２１５は、画像読取部２１３を制御して、原稿画像の読取を
実行させたり、画像データに対して画像処理などを行い、画像処理により得られる画像デ
ータを画像出力部２１２に供給して、原稿画像の印刷を実行させたりする。
【００６０】
　また、制御部２１５は、プログラム２２１を実行することで、ＡＲ処理部２２２を実現
する。ＡＲ処理部２２２は、実施の形態１のドライバー３２と同様の機能を有する。つま
り、ＡＲ処理部２２２は、（ａ）基本原稿とその基本原稿に拡張現実用付加情報を付加し
た原稿とから拡張現実用付加情報の画像データを生成し、（ｂ）拡張現実用付加情報の画
像データに対応するＡＲタグを生成し、（ｃ）ＡＲタグに関連付けて拡張現実用付加情報
の画像データをサーバーに登録し、（ｄ）ＡＲタグを付加した基本原稿の画像を画像出力
部２１２に印刷させる。
【００６１】
　なお、図７において、ネットワーク２、サーバー装置４および携帯端末装置５は、実施
の形態１（図１）のものと同様であるので、その説明を省略する。
【００６２】
　次に、上記システムにおける各装置の動作について説明する。
【００６３】
　実施の形態２における、拡張現実用付加情報の登録処理について説明する。なお、実施
の形態２における、拡張現実用付加情報の反映処理は、実施の形態１の場合と同様である
ので、その説明を省略する。
【００６４】
（１）拡張現実用付加情報の登録処理
【００６５】
　実施の形態２では、基本原稿と、基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とが予
め印刷物として作成されており、画像読取部２１３により、それらの原稿の画像が読み取
られて、それらの原稿の画像データが記憶装置２１４に保存される。
【００６６】
　そして、ＡＲ処理部２２２は、それらの原稿の画像データに基づいて、それらの原稿画
像の差分から、拡張現実用付加情報の画像データを生成する。このとき、ＡＲ処理部２２
２は、さらに、原稿画像内での各拡張現実用付加情報の位置を特定する。
【００６７】
　また、ＡＲ処理部２２２は、その拡張現実用付加情報の画像データに対応するＡＲタグ
（タグ画像）を生成し、通信装置２１１を使用して、そのＡＲタグのタグ識別子と拡張現
実用付加情報の画像データおよびその位置情報とを登録要求とともに、ネットワーク２を
介してサーバー装置４へ送信する。
【００６８】
　また、ＡＲ処理部２２２は、基本原稿にＡＲタグ（タグ画像）を付加し、ＡＲタグ（タ
グ画像）を付加した基本原稿の画像データを生成する。そして、制御部２１５は、その画
像データに基づき、画像出力部２１２に、その原稿の画像を印刷させる。
【００６９】
　このようにして、拡張現実用付加情報の画像データがサーバー装置４に登録されるとと
もに、拡張現実用付加情報が存在することを示すＡＲタグが原稿に付加されて印刷される
。
【００７０】
　以上のように、上記実施の形態２によれば、実施の形態１と同様に、画像形成装置２０
１は、（ａ）基本原稿と基本原稿に拡張現実用付加情報を付加した原稿とから拡張現実用
付加情報の画像データを生成し、（ｂ）拡張現実用付加情報の画像データに対応するＡＲ
タグを生成し、（ｃ）ＡＲタグに関連付けて拡張現実用付加情報の画像データをサーバー
装置４に登録し、（ｄ）ＡＲタグを付加した基本原稿の画像を出力する。そして、携帯端
末装置５は、実施の形態１の場合と同様に、（ｅ）画像形成装置により出力された、ＡＲ
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タグを付加した基本原稿の画像を撮像し、（ｆ）撮像した画像からＡＲタグを抽出し、（
ｇ）そのＡＲタグを関連付けられている拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装置
４から取得し、（ｈ）ＡＲ技術で、拡張現実用付加情報の画像データによる拡張現実用付
加情報を、撮像した画像に重畳させて表示する。
【００７１】
　これにより、印刷物などの原稿を提供するユーザーが、その原稿を見た者に、その原稿
についての任意の付加情報を簡単に提供することができる。
【００７２】
　なお、上述の各実施の形態は、本発明の好適な例であるが、本発明は、これらに限定さ
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々の変形、変更が可能で
ある。
【００７３】
　例えば、上記の各実施の形態では、拡張現実用付加情報の画像データをサーバー装置４
に登録しているが、画像形成装置１，２０１内に同様のサーバーを設け、画像形成装置１
，２０１内に登録するようにしてもよい。
【００７４】
　また、上記の各実施の形態において、ドライバー３２またはＡＲ処理部２２２は、拡張
現実用付加情報の画像データの保管期間または保管期限の設定値を、登録要求とともに送
信し、サーバー装置４の制御部４３は、その設定値を画像データとともに記憶装置４２に
記憶し、その設定値による期限となったら、その画像データおよびその画像データに関連
付けられている情報を削除するようにしてもよい。なお、記憶装置４２に存在しない画像
データについての送信要求が受信された場合、制御部４３は、その送信要求を拒否する。
【００７５】
　また、上記の各実施の形態において、サーバー装置４の制御部４３は、１つの拡張現実
用付加情報の画像データのダウンロード回数がダウンロード回数の上限値に到達すると、
その画像データについての送信要求を拒否するようにしてもよい。その場合、その画像デ
ータは削除されるようにしてもよい。また、その場合、ドライバー３２またはＡＲ処理部
２２２は、拡張現実用付加情報の画像データのダウンロード回数の上限値を登録要求とと
もに送信して、指定するようにしてもよい。
【００７６】
　また、上記の各実施の形態において、アプリケーション３３は、基本原稿の原稿データ
を１つのレイヤーとし、および拡張現実用付加情報を付加した原稿の原稿データを別のレ
イヤーとして、それらのデータを１つのデータファイルとして生成するようにしてもよい
。その場合、ドライバー３２は、基本原稿の原稿データと拡張現実用付加情報を付加した
原稿の原稿データとを、その１つのデータファイルから得る。
【００７７】
　また、上記の実施の形態１，２におけるプログラム３１，２２１は、ＣＤ－ＲＯＭなど
の可搬性のある記録媒体に記録して配布することも可能性である。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、例えば、印刷システムに適用可能である。
【符号の説明】
【００７９】
　１，２０１　画像形成装置
　３　ホスト装置（情報処理装置の一例）
　４　サーバー装置（サーバーの一例）
　５　携帯端末装置
　２１　通信装置
　２３　演算処理装置（コンピューターの一例）
　３１　ドライバープログラム（コンピュータープログラムの一例）
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　３２　ドライバー（付加情報処理部の一例）
　１０１，１０２　拡張現実用付加情報
　１２１　ＡＲタグ（タグの一例）
　２１２　画像出力部
　２１５　制御部（コンピューターの一例）
　２２１　プログラム（コンピュータープログラムの一例）
　２２２　ＡＲ処理部（付加情報処理部の一例）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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