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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カメラ等の画像データを扱いやすいユーザイン
ターフェースを有するデジタルプラットフォーム装置を
提供する。
【解決手段】テーブル型スクリーン装置１０は、表示装
置部１１と、マイクロコントローラから成る制御部２０
と、表示制御部２１と、位置検出部２３と、操作判定部
２４と、インターフェース手段である通信部２５と、記
録部２６と、プリンタ２７とを有して構成され、スクリ
ーン１５上に載置されたカメラ３１の位置を位置検出部
２３によって検出し、所定の命令操作に応じてカメラ３
１から通信部２５を介して画像データが転送され、さら
に制御部２０から表示制御部２１を介してプロジェクタ
にてスクリーン１５に表示され、カメラ３１に記録され
た全画像データはカメラ３１の近傍に縮小表示されると
共に、指定された画像データをスクリーン上の記録領域
に転送する際には、転送される画像データの縮小画像を
記録領域の近傍に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを記憶している情報機器を載置可能な平面部と、
　上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、
　上記情報機器から画像データを受信する受信手段と、
　上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部に、上記受信手段が受信
した画像データを表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とするデジタルプラットフォーム装置。
【請求項２】
　画像データを記憶している情報機器を載置可能な平面部と、
　上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、
　上記情報機器が記憶する画像データを受信する受信手段と、
　上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部に、上記受信手段が受信
した画像データを表示する表示手段と、
　上記受信手段が受信した画像データを記憶する記憶手段と、
　を具備することを特徴とするデジタルプラットフォーム装置。
【請求項３】
　画像データを選択する選択手段を更に具備し、
　上記選択手段が選択した画像データを上記記憶手段が記憶することを特徴とする請求項
２に記載のデジタルプラットフォーム装置。
【請求項４】
　上記表示手段は、上記受信手段が受信した画像データとは別の位置に、上記記憶手段が
記憶する画像データを表示することを特徴とする請求項２若しくは３に記載のデジタルプ
ラットフォーム装置。
【請求項５】
　画像データを記憶している複数の情報機器を載置可能な平面部と、
　上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、
　上記情報機器が記憶する画像データを受信する受信手段と、
　上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部に、上記受信手段が受信
した画像データを表示する表示手段と、
　上記受信手段が受信した画像データを他の上記情報機器へ送信する送信手段と、
　を具備することを特徴とするデジタルプラットフォーム装置。
【請求項６】
　画像データを選択する選択手段を更に具備し、
　上記選択手段が選択した画像データを上記送信手段が上記他の情報機器へ送信すること
を特徴とする請求項５に記載のデジタルプラットフォーム装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルプラットフォーム装置に関し、より詳細には、画像データをより扱い
やすくするためのユーザインターフェースの改良に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、すでにテーブル型ディスプレイとして、プロジェクタを利用したテーブル状のデ
ィスプレイに画像データを表示して、複数の人が楽しめる表示手段を提供するテーブル型
ディスプレイ装置が提案されている。
【０００３】
　そして、例えば、プロジェクタから投与された光束をミラーで反射して水平設置型のス
クリーンの所定領域に投与するテーブル型ディスプレイであって、上記スクリーンを、撓
みを少なくするための透明ベース部材と、像を結像する拡散スクリーンとで構成した装置
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が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－１２７１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、テーブル型ディスプレイでは、そのテーブル上に機器を載置することができ
るが、上記特許文献１に記載の装置では、その点までは言及されていないものであった。
したがって、テーブル上に載置された機器から、該機器に収納されている画像データを近
傍に表示して、データを簡単に確認できるといった工夫が必要となる。
【０００５】
　加えて、従来は、データを授受する場合、送信装置と受信装置との間には、単なる信号
線や電波や光通信を行うための空間があるだけで、その送受信の関係が不明瞭なため、ユ
ーザにわかりにくいものとなっていた。
【０００６】
　したがって本発明は、テーブル上に載置される機器やデータの存在する場所、送るべき
信号や受信すべき信号の送受信信過程を明確にして、ユーザにわかりやすく確実な信号の
送受信をすることができるデジタルプラットフォーム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】
【０００７】
　すなわち請求項１に記載の発明は、画像データを記憶している情報機器を載置可能な平
面部と、上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、上記情報機器から画像データを
受信する受信手段と、上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部に、
上記受信手段が受信した画像データを表示する表示手段と、を具備することを特徴とする
。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、画像データを記憶している情報機器を載置可能な平面部と、
上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、上記情報機器が記憶する画像データを受
信する受信手段と、上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部に、上
記受信手段が受信した画像データを表示する表示手段と、上記受信手段が受信した画像デ
ータを記憶する記憶手段と、を具備することを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明に於いて、画像データを選択する選択
手段を更に具備し、上記選択手段が選択した画像データを上記記憶手段が記憶することを
特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項２若しくは３に記載の発明に於いて、上記表示手段は
、上記受信手段が受信した画像データとは別の位置に、上記記憶手段が記憶する画像デー
タを表示することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、画像データを記憶している複数の情報機器を載置可能な平面
部と、上記情報機器の載置位置を検出する検出手段と、上記情報機器が記憶する画像デー
タを受信する受信手段と、上記検出手段が検出した上記情報機器位置の周辺の上記平面部
に、上記受信手段が受信した画像データを表示する表示手段と、上記受信手段が受信した
画像データを他の上記情報機器へ送信する送信手段と、を具備することを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の発明に於いて、画像データを選択する選択
手段を更に具備し、上記選択手段が選択した画像データを上記送信手段が上記他の情報機
器へ送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
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　本発明によれば、テーブル上に載置される機器やデータの存在する場所、送るべき信号
や受信すべき信号の送受信信過程を明確にして、ユーザにわかりやすく確実な信号の送受
信をすることができるデジタルプラットフォーム装置を提供することができる。
【００１４】
　また、面倒な設定を要せず、直感的にデータ操作を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明に係る撮影装置の実施形態を説明する。
【００１６】
　　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置の構成を示すブ
ロック図である。
【００１７】
　図１に於いて、テーブル型スクリーン装置１０は、表示装置部１１と、このテーブル型
スクリーン装置１０の全体の制御動作を司る制御手段として、マイクロコントローラから
成る制御部２０と、表示制御部２１と、位置検出手段である位置検出部２３と、操作判定
手段である操作判定部２４と、インターフェース手段である通信部２５と、記録部２６と
、プリンタ２７とを有して構成されている。上記表示装置部１２は、画像を投影するもの
で投影手段（受信装置、受信手段）としてのプロジェクタ１３と、投影像をスクリーン１
５５に導くためのミラー１４と、表示手段としてのスクリーン１５と、表面センサ部（平
面部）として構成されるタッチパネル１６と、から構成されている。
【００１８】
　上記スクリーン１５は、実際には、スクリーン上に力を加えた時にテーブルが撓まない
ようにするために、所定の厚さをもった透明ベース部と、拡散スクリーン部とから構成さ
れている。このように所定の強度を有するので、タッチパネル１６を押しても、また、後
述するようにカメラ３１等の機器を載置して押す力が加わっても、スクリーン１５が撓ん
だり、壊れたりしないようにしている。
【００１９】
　タッチパネル１６は、スクリーン１５上で機器やユーザの指の動きを検出するためのタ
ッチスイッチである。このタッチパネル１６は、パネル上を押す力によって電気特性が変
化するものが利用される。
【００２０】
　上記表示制御部２１は、プロジェクタ１３により投影される画像を制御する。位置検出
部２３は、後述するようにカメラ３１が載置されたスクリーン１５上の位置を検出し、操
作判定部２４はタッチパネル１６の押されている位置を検出して判定するためのものであ
る。また、通信部２５はスクリーン１５上に載置されたカメラ３１とデータ通信して、カ
メラ内の画像処理回路によって圧縮保存された画像データを受信するものである。
【００２１】
　上記記録部２６は、上記通信部２５を介してカメラ３１より取り込まれた画像を記録す
るためのものであり、例えばアルバム用の記録部を構成している。上記プリンタ２７は、
取得された画像を用紙等に出力するためのものである。
【００２２】
　このような構成に於いて、ユーザ３０が、送信装置として撮影済みで画像データを有す
るカメラ３１をテーブル状スクリーン１５の上に載置する。すると、タッチパネル１６が
反応してカメラ３１の位置を検出する。そして、テーブル状スクリーンの通信部２５がカ
メラ３１の通信部と通信を開始し、制御部２０により、その撮影データが表示装置部１１
に表示することができるようになっている。
【００２３】
　すなわち、表示装置部１１に於いて、画像は制御部２０によって表示制御部２１を介し
てプロジェクタ１３により投影され、ミラー１４で反射されたスクリーン１５に表示され
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る。ここで、プロジェクタ１３により投影される画像は、カメラ３１から取得された画像
そのものではなく、そのカメラ３１の画像を含んだ画像である。加えて、プロジェクタ１
３から投影された画像は、図２に示されるように、カメラ３１の近傍に見えるようにレイ
アウトされたものとなっている。
【００２４】
　上記スクリーン１５上のタッチパネル１６は、カメラ３１の位置も検出できるようにな
っていて、カメラ３１から取得された画像データに対応した画像は、カメラ３１の近くに
表示されるように制御される。また、この場合、図２に示されるように、所定の位置にア
ルバム保存用の記録領域２６ａが設けられている。ユーザ３０が、スクリーン１５上の任
意の画像３３を指でドラッグして、上記記録領域２６ａの位置に持ってくると、当該画像
がアルバム用の記録部２６に記録できるようにしている。この際、カメラ３１から記録領
域２６ａに、画像３３が流れるように移動される。例えば、複数の画像が移動される場合
は、スライド表示のように順次カメラ３３から記録領域２６ａに向かって移動される。こ
のような応用も可能である。
【００２５】
　このようなドラッグ機能を実現するため、スクリーン１５には、ユーザの指の位置を検
出するべく、タッチパネルの押されている位置を検出して判定する操作判定部２４を有し
ている。この操作判定部２４でタッチパネル１６が押されていると判定された場合は、制
御部２０は、その判定結果に基づいて、あたかも画像３３がスクリーン１５上で引き摺ら
れていくように、表示制御部２１を制御して表示を切り替える。
【００２６】
　また、画像３３をアルバムに保存する際には、記録部２６に、画像３３に対応した画像
データを記録できるように制御を行う。つまり、制御部２０は、カメラ３１の位置やユー
ザ３０による操作入力を、タッチパネル１６と位置検出部２３及び操作判定部２４によっ
て検出する。そして、通信部２５によって入力された画像データを、上述したカメラ３１
等の機器の位置や上述した操作に従って取り込み、表示制御部２１を制御することにより
、上述の操作に従った位置に対応する画像を表示する。
【００２７】
　図３は、こうした制御部２０がコントロールするプログラムに従った動作を説明するフ
ローチャートである。
【００２８】
　テーブル型スクリーン装置１０の図示されない電源スイッチがオンされると、ステップ
Ｓ１に於いて、スクリーン１５上にカメラ３０が載置されたか否かが判定される。ユーザ
３０がカメラ３１をテーブル状スクリーン１５の上に載置すると、その時の押圧力の変化
からカメラが載置されたことが検出される。すると、タッチパネル１６の押圧された位置
に応じて、ステップＳ２にてカメラ位置が位置検出部２３により検出される。
【００２９】
　次いで、ステップＳ３にて、通信部２５によってカメラ３１内のデータの読み出しが行
われる。そして、ステップＳ４にて、上記ステップＳ２で検出されたカメラ位置付近に、
その時読み出されたデータに対応した画像が再生されるべく投影されるように、表示制御
部２１が制御される。
【００３０】
　その後、ステップＳ５に於いて、ユーザ３０の操作の有無が判定される。ここで、特に
操作されなければ本ルーチンが終了する。一方、何らかの操作がなされたならば、ステッ
プＳ６へ移行して、それぞれの処理動作が行われる。
【００３１】
　つまり、タッチパネル１６の押された状態や、押された位置の変化が判定されるが、例
えばステップＳ６に於いては、所定画像のダブルクリック（ダブルタップ）が判定される
。ここで、ダブルクリックがなされない場合は、後述するステップＳ１０へ移行し、ダブ
ルクリックがなされた場合は、ステップＳ７へ移行して拡大前画像であるか否かが判定さ
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れる。
【００３２】
　ここで、拡大前画像である場合は、ステップＳ９へ移行して拡大表示が行われる。一方
、拡大前画像ではない、すなわち拡大後画像と判定された場合には、ステップＳ８へ移行
して、縮小表示が行われる。このように、ステップＳ８またはＳ９にて、ユーザ３０が画
像拡大によるチェックや鑑賞、画像縮小による整理等、好みの大きさでの扱いができるよ
うに工夫されている。これは、制御部２０が表示制御部２１を制御して行うが、全体画面
の中で、上述した所定画像が占める割合を大きくして表示すればよい。
【００３３】
　ステップＳ１０に於いては、指でテーブル状スクリーン１５上をなぞって、それが所定
の画像の位置から別位置にずれていく、すなわち操作位置が移動したか否かが判定される
。ここで、移動しなければ後述するステップＳ１２へ移行し、移動される場合は、ステッ
プＳ１１へ移行する。
【００３４】
　ステップＳ１１では、その画像を上記別位置に移動させるような表示位置切り替えが行
われる。そして、その移動先が、図２に記録領域２６ａとして示されるようなアルバム部
であれば、ステップＳ１２に於いて移動先が判定される。ここで、移動先が記録領域２６
ａであれば、ステップＳ１３へ移行して記録領域２６ａに画像データが記録される。
【００３５】
　図４は、このようにして作成されたアルバムの例を示したものである。ここでは、テー
ブル型のスクリーン装置の記録部２６に作られた、電子アルバムの表示形態の一例として
示している。
【００３６】
　このように、移動された画像がテーブル上に載置された簡易アルバム２６ｂのように表
示され、全く、紙のアルバムと違いのない表示とすることができる。この場合、ユーザ３
０が三角スイッチ部１６ａまたは１６ｂをタッチすると、ページの送り戻りができ、アル
バム２６ｂの鑑賞が可能となる。このアルバム２６ｂも、ドラッグ動作でテーブル上の任
意の位置に表示位置切り替えが可能である。
【００３７】
　また、プリント（ＰＲＩＮＴ）釦１６ｃが押されると、プリント出力吐出口２７ａ（図
２参照）から、用紙に記録された画像がプリントアウトされる。
【００３８】
　尚、上記ステップＳ１２に於いて記録先が記録領域２６ａでない場合、及びステップＳ
１３にて記録終了後は、上記ステップＳ５へ移行して、以降の処理動作が繰り返される。
【００３９】
　また、通信部２５の通信方法としては、光通信も考えられるが、指向性がない方が好ま
しいので、ブルートゥース等、微弱な電波を用いた通信を行う方が好ましい。
【００４０】
　更に、タッチパネル１６は、例えば、図５に示されるような構成としてもよい。
【００４１】
　すなわち、Ｐ1 ～Ｐ12のような透明電極で構成される複数のスイッチをスクリーン１５
上に設け、その何れのスイッチが押されてＯＮされているかを判定するようにしてもよい
。つまり、スイッチ制御部４１によって、時系列で順次スイッチ部４２ａ、４２ｂ内の各
スイッチをオン／オフしていき、この時通電するか否かを、電流計４３ａの出力結果等で
検出部４３ｂが判定検出すれば、何れのスイッチ（何れの場所）が押されているかを判定
することができる。
【００４２】
　例えば、スイッチＰ1 の位置に指や機器が置かれてスイッチがオンされている場合は、
スイッチ部４２ａのスイッチＳ１と、スイッチ部４２ｂのスイッチＳＡがオンした時に、
電流計４３ａにて電流が検出される。
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【００４３】
　ここでは、スイッチＰ1 ～Ｐ12の１２個のスイッチで簡単化したが、実際にはこのよう
なスイッチが無数に敷き詰められているものとする。
【００４４】
　また、上述した表示装置部１１を、図６に示されるような構成としてもよい。
【００４５】
　すなわち、表示装置部１１′に於いて、指によって押されると反射が変化するようなパ
ネル１６′をスクリーン１５の上に配置すると共に、プロジェクタ１３の光をスクリーン
１５に導くミラーをハーフミラー１４ａまたは波長伝導性のあるミラーで構成する。これ
により、上記反射の変化による陰影の変化が、受光レンズ４５を介した撮像素子４６で検
出されて、指の位置が検出されるようになっている。
【００４６】
　勿論、上述した第１の実施形態による表示装置部１１は、図５に示されるタッチパネル
と、図６に示される表示装置部１１′の両方を組み合わせたもので構成されるようにして
もよい。
【００４７】
　このようなタッチパネル式スクリーンを利用することによって、機器や指の位置を判定
することができる。機器であるか指であるかは、押されている部分の範囲の大きさや形状
、或いは上述した通信部２５の通信結果に従って判定される。
【００４８】
　つまり、図５に示されるタッチパネルの例では、指であれば押されているスイッチの数
が少なく、ドラッグ時等、時間による変化がある。一方、カメラ３１が載置されている場
合は、押されているスイッチの数が多く、時間による変化がない上に、通信部２５と所定
の通信が成立する。
【００４９】
　　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。
【００５０】
　上述した第１の実施形態では、スクリーン上には１つの機器（カメラ）が載置された場
合の例について説明したが、この第２の実施形態では、スクリーン上に複数の機器が載置
された場合の例について説明する。
【００５１】
　図７は、本発明の第２の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置の構成を示した
図である。
【００５２】
　尚、以下に述べる実施形態に於いては、デジタルプラットフォーム装置の構成及び基本
的な動作については、図１乃至図６に示される第１の実施形態と同じであるので、これら
の構成及び動作については、同一の部分には同一の参照番号を付して、その図示及び説明
は省略するものとし、異なる構成及び動作についてのみ説明する。
【００５３】
　例えば、スクリーン１５上に撮影画像データが記録されたカメラ３１と、プリンタ３５
が載置されている場合について考える。すると、プリンタ３５から正しい画像プリントを
得るためには、送信装置としてのカメラ３１内の画像が、図７に示されるようにスクリー
ン１５上に表示（画像３３）される。そのうち、選択された１枚（３３ａ）のみが、受信
装置としてのプリンタ３５の中に入っていく形式でデータの授受が表示されるので、誤っ
てユーザが考えていた写真と異なる画像をプリントしてしまうことを防止することができ
る。
【００５４】
　このような実施形態を実現するために、第２の実施形態では、カメラ３１やプリンタ３
５が、ワイヤレスでテーブル型スクリーン１５の通信部２５と通信するようにし、該通信
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部２５と制御部２０との間に機器の種別を判定する機器種別判定部２４ａを設けた構成と
している。
【００５５】
　これは、各機器が、その機能を示す信号を送信するようにし、位置検出部２３によって
、各々の機器の位置が検出できるようにすることによって、簡単に実現することができる
。
【００５６】
　例えば、図７に示されるような位置にカメラ３１が載置された場合は、その近傍に画像
３３が表示される。また、ユーザがその画像３３のうち１枚をドラッグすれば、指の移動
に従って画像３３ａのように、場所を移動させる形で表示する。そして、表示制御部２１
によるその移動場所が、プリンタ３５の近くまで来たことが判定されれば、ユーザはプリ
ンタ３５でその画像を印刷したいと考えていると判定される。制御部２０は表示制御部２
１を介して画像データをプリンタ３５に送信し、プリンタ３５はその送られたデータに対
応した画像をプリントアウトする。
【００５７】
　また、図７に於いては画像３３ａが示されているだけであるが、プリンタ３５の近傍に
もカメラ３１から得た画像を表示することも可能であることは勿論である。
【００５８】
　このように、ユーザが選択した写真画像を、間違いなくプリントアウトするには、どの
位置にどの画像データを表示したかを制御部２０が常に把握している必要がある。
【００５９】
　図８は、第２の実施形態のデジタルプラットフォーム装置による画像データ表示動作を
説明するフローチャートである。以下、このフローチャートを参照して、その画像表示位
置把握の方法について説明する。
【００６０】
　先ず、ステップＳ２１にて、サブルーチン“カメラ位置検出ＰC ”が実行され、続いて
ステップＳ２２にてサブルーチン“プリンタ位置検出ＰP ”が実行される。尚、これらの
ステップＳ２１及びＳ２２の各サブルーチンの詳細については後述する。
【００６１】
　次いで、ステップＳ２３にて、検出されたカメラ３１の位置ＰC の前方Ｌのスクリーン
位置Ｐ1 ～Ｐ3 に、図７に示されるように、カメラ３１から読み出された画像データが再
生されて、画像３３が３枚並べられる。更に、続くステップＳ２４にて、その前方の距離
Ｌの位置Ｐ4 ～Ｐ6 に、別の撮影画像が表示される。尚、この距離Ｌは、画像の縦サイズ
相当である。
【００６２】
　このように、制御部２０では、先ずカメラ位置が考慮されて、表示位置が決定されてい
る。
【００６３】
　次に、ステップＳ２５に於いて、この表示位置上に押圧があったか否かが判定される。
ここで、上記押圧がほぼ指の先端の大きさや形状に相当する場合、表示位置に指の押圧が
あったと判定されて、ステップＳ２６へ移行する。この押圧部分は逐次モニタされている
もので、ステップＳ２６に於いて、それが移動したか否かが判定される。
【００６４】
　上記ステップＳ２６で画像の移動が無い場合、または上記ステップＳ２５にて押圧が無
い場合は、上記ステップＳ２５へ移行する。これに対し、上記ステップＳ２５で押圧が有
り、ステップＳ２６で画像が移動したと判定された場合は、ステップＳ２７へ移行して、
上記移動に従って、その部分に表示されていた画像も移動される。そして、続くステップ
Ｓ２８にて、移動のたびに何れの画像が何れの位置Ｐ7 にずらされて表示されているかが
、対応付けられる。
【００６５】
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　この対応付けの結果、ステップＳ２９に於いて、その位置と上記ステップＳ２１で検出
されたプリンタ位置ＰP が所定の距離範囲内であるか否かが判定される。ここで、上記所
定の距離範囲内に無い場合は上記ステップＳ２５へ移行する。一方、上記所定距離内にプ
リンタ位置ＰP がある場合には、ステップＳ３０へ移行する。
【００６６】
　ステップＳ３０では、画像３３ａがプリンタ３５の中に吸い込まれて入っていくような
イメージを表現するために、表示位置シフトが行われる。次いで、ステップＳ３１にて、
その表示画像に対応するデジタル画像データがプリンタ３５に入力される。更に、ステッ
プＳ３２では、プリンタ３５に入力された画像をプリントアウトする命令が送信される。
これによって、プリンタ３５は、送信されてきた画像データを画像として印刷する。
【００６７】
　このように、ユーザは、カメラの中の撮影画像データのうち、気に入ったものを、あた
かもそこに写真があるような感覚で選択して、確実にプリンタから画像をプリントアウト
することができる。
【００６８】
　次に、図９を参照して、第２の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置に於ける
各機器の検出の方法について説明する。
【００６９】
　テーブル型スクリーン装置１０のタッチパネル式のスクリーン１５上に、底面が四角形
状でΔｘc ×Δｙc のカメラ３１が載置されると、その範囲（Δｘc ×Δｙc）でタッチ
パネルが押される。例えば、図５に示される構成のスイッチで説明すると、その底面に基
づいてスイッチがオンされるので、このオンされたスイッチの範囲から、図１０のフロー
チャートに従ってカメラの位置を検出することができる。
【００７０】
　図１０は、図８のフローチャートのステップＳ２１に於けるサブルーチン“カメラ位置
検出ＰC ”の動作を説明するフローチャートである。
【００７１】
　本サブルーチンに入ると、先ず、ステップＳ４１にて、オンされたスイッチＰ1 ～Ｐ12

のうち、上記Δｘc ×Δｙcの範囲でオンされている部分が検出される。そして、ステッ
プＳ４２に於いて、上記範囲内でオンされている部分の有無が判定される。ここで、オン
されている部分が無ければ上記ステップＳ４１へ移行する。一方、オンされている部分が
あったならば、ステップＳ４３へ移行する。
【００７２】
　このステップＳ４３では、そのオンされたスイッチ範囲のうち、重心位置座標ｘc ，ｙ

c が、カメラ位置ＰC とされる。但し、このスイッチ範囲に載置されたものがカメラ以外
の箱である可能性もあるので、続くステップＳ４４に於いて、通信部２５がカメラ３１と
適切なハンドシェイクとされたか否かが確認される。
【００７３】
　ここで、カメラでないと判定された場合は、上記ステップＳ４１へ移行する。一方、カ
メラであると判定された場合は、ステップＳ４５へ移行してカメラ位置ＰC が決定される
。その後、本サブルーチンを抜ける。
【００７４】
　また、プリンタ３５は、例えば図９に示されるように、その底面に４箇所、脚部３５ａ
が設けられており、その幅と奥行きがΔｘp 、Δｙp ならば、その各件を満たすパネル上
押圧部があるか否かで、プリンタ位置が判定される。
【００７５】
　図１１は、図８のフローチャートのステップＳ２２に於けるサブルーチン“プリンタ位
置検出ＰP ”の動作を説明するフローチャートである。
【００７６】
　本サブルーチンに入ると、先ず、ステップＳ５１に於いて、４つの脚部３５ａの押圧条
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件の有無が判定される。ここで、４箇所の押圧部がある場合は、続くステップＳ５２に於
いて、脚部３５ａの距離が所定条件を満たしているか否かが判定される。ここで、上記ス
テップＳ５１で４箇所の押圧部が無い場合、または上記ステップＳ５２にて脚部３５ａの
距離が所定条件を満たしていない場合は、上記ステップＳ５１へ移行する。
【００７７】
　一方、上記ステップＳ５１及びＳ５２にて、４箇所の押圧部が有り、且つ、脚部３５ａ
の距離が所定条件を満たして入る場合は、ステップＳ５３へ移行する。このステップＳ５
３では、上記４箇所の脚部３５ａを四つの角とする四角形の重心位置の座標ｘp 、ｙp が
検出され、その位置がプリンタの位置とされる。
【００７８】
　但し、図１０のフローチャートのステップＳ４４と同様に、上記重心位置に載置された
ものがプリンタでない場合もあるので、ステップＳ５４に於いて、プリンタと通信可能で
あるか否かが判定される。その結果、通信可能であれば、プリンタに間違いないとして、
ステップＳ５５に移行し、プリンタ位置ＰP が確定される。一方、上記ステップＳ５４に
てプリンタでないと判定された場合は、上記ステップＳ５１へ移行する。
【００７９】
　尚、ここでは、カメラとプリンタを例として説明したが、カメラから大容量記録手段で
あるストレージに画像入力する場合や、カメラのデータをプロジェクタ等で投影表示する
ような場合も、同様の方法で、位置検出と通信を駆使してデータの授受を確実に行うこと
ができる。
【００８０】
　例えば、図１２に示されるように、送信装置であるストレージ５０に蓄積されている画
像を、受信装置であるプロジェクタ５１によってスクリーン上に表示し、適宜、プロジェ
クタ５１で画像５２を拡大撮影することもできる。この場合、例えばスクリーン上に表示
される画像３３は、ストレージ５０の近傍であって、プロジェクト５１の近傍であっても
よい。或いは、ストレージ５０及びプロジェクト５１の両者の近傍に表示されるようにし
てもよい。
【００８１】
　また、図９乃至図１１に示されるカメラ位置検出及びプリンタ位置検出では、タッチパ
ネル機能を利用したが、スクリーン上の個々の機器を区別するには、次のような例も考え
られる。
【００８２】
　すなわち、図１３（ａ）に示されるように、カメラ３１等の下面部に、２次元バーコー
ド３１ａを設けてもよい。また、図１３（ｂ）に示されるように、カメラ３１の下面部に
、ＩＣタグ３１ｂを設けてもよい。更には、図１３（ｃ）に示されるように、カメラ３１
の下面部に、赤外線通信器３１ｃを設けるようにしてもよい。
【００８３】
　このように、種々の応用変形例が考えられる。
【００８４】
　図１４は、例えば、図１３（ａ）に示されるような、バーコード３１ａを読み取るタイ
プのデジタルプラットフォーム装置に於けるカメラの位置検出システムの構成例を示した
図である。
【００８５】
　ここでは、スクリーン１５ａをＬＣＤで構成し、ＬＣＤ制御回路１５ｂによって、この
ＬＣＤを透過または光拡散式のスクリーン１５ａを電気的に切り替え可能なようにしてい
る。つまり、カメラ３１の下面部のバーコードの読み取り時には、ＬＣＤ１５ａを透過に
し、プロジェクタ１３の光をハーフミラー１４でバーコード３１ａに照射する。そして、
その反射光を受光レンズ４５とモニタ用撮像素子（センサ）４６で検出するようにしてい
る。
【００８６】
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　図１５は、こうした構成のカメラの位置検出システムによるバーコード検出の動作を説
明するフローチャートである。
【００８７】
　本ルーチンに入ると、先ず、ステップＳ６１にてＬＣＤ１５ａが透過にされる。次いで
、ステップＳ６２にて、プロジェクタ１３から均一な光が投射されると、ハーフミラー１
４ａで反射されてカメラ３１の下面部に配置されたバーコード３１ａに導かれる。
【００８８】
　そして、ステップＳ６３にて、バーコード３１ａで反射された光がハーフミラー１４ａ
を透過し、受光レンズ４５を介して撮像素子４６によって読み取られる。これにより、カ
メラ３１の位置が検出される。ここで、ステップＳ６４にて、通信部（図１参照）によっ
てカメラ３１と通信が行われる。
【００８９】
　次いで、ステップＳ６５では、プロジェクタ１３の出力画像が表示可能なように、ＬＣ
Ｄ制御回路１５ｂによって、ＬＣＤ１５ａが光拡散モードに切り替えられる。その後、ス
テップＳ６６にて、カメラ３１の近傍にカメラ３１内の画像を再生表示するべくプロジェ
クタ１３から投影される。
【００９０】
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、画像データ用の電波による通信手段以
外に機器を検出するコード検出によって、より正確に機器情報とその位置を判定すること
ができる。
【００９１】
　また、上述した第１及び第２の実施形態では、表示機能付きのテーブルの上に機器を載
置した例で説明したが、これに限られるものではない。
【００９２】
　例えば、図１６に示されるように、フラットパネルディスプレイ１０ａを一般的なテー
ブル１０ｂ上に立てる。この状態で、テーブル１０ｂ上にカメラ３１やプリンタ３５が載
置されると、通信部２５ａ及び２５ｂによって各々の機器が判定される。すると、カメラ
３１の内部メモリに記録されている画像データは、フラットパネルディスプレイ１０ａ上
の仮想テーブル１０ｃ上に、画像３３として図示の如く表示される。
【００９３】
　このように構成しても、上述した第１及び第２の実施形態と同様の効果を得ることも可
能である。この例では、特別なテーブル構成のディスプレイを用いなくとも、本発明の目
的を達成することができる。
【００９４】
　上述した実施形態によれば、機器に入っている画像を直接的に表示することができ、画
像データ転送時には、その転送経過に、当該画像をユーザに明示することができるので、
画像信号の取り扱いを失敗することなく、確実な送信、受信が可能となる。
【００９５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施が可能であるのは勿論で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の第１の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図２】ユーザが図１のデジタルプラットフォーム装置を操作する際の例を示した図であ
る。
【図３】第１の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置のメインの動作を説明する
フローチャートである。
【図４】図２の記録領域に作成されるアルバムの例を示した図である。
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【図５】第１の実施形態に於けるタッチパネルの構成例を示した図である。
【図６】第１の実施形態に於ける表示装置部の他の構成例を示した図である。
【図７】本発明の第２の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置の構成を示した図
である。
【図８】第２の実施形態のデジタルプラットフォーム装置による画像データ表示動作を説
明するフローチャートである。
【図９】第２の実施形態によるデジタルプラットフォーム装置に於ける各機器の検出の方
法について説明する図である。
【図１０】図８のフローチャートのステップＳ２１に於けるサブルーチン“カメラ位置検
出ＰC ”の動作を説明するフローチャートである。
【図１１】図８のフローチャートのステップＳ２２に於けるサブルーチン“プリンタ位置
検出ＰP ”の動作を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施形態の変形例で、ストレージ５０に蓄積されている画像を
、プロジェクタ５１によってスクリーン上に表示する例を示した図である。
【図１３】スクリーン上に載置される機器の位置検出の他の例を示したもので、（ａ）は
機器としてのカメラの下面部に２次元バーコードを設けた例を示した図、（ｂ）はカメラ
の下面部にＩＣタグを設けた例を示した図、（ｃ）はカメラの下面部に赤外線通信器を設
けた例を示した図である。
【図１４】図１３（ａ）に示されるようなバーコードを読み取るタイプのデジタルプラッ
トフォーム装置に於けるカメラの位置検出システムの構成例を示した図である。
【図１５】図１４に示される構成のカメラの位置検出システムによるバーコード検出の動
作を説明するフローチャートである。
【図１６】本発明の第１及び第２の実施形態の更なる変形例を示すもので、フラットパネ
ルディスプレイを使用して仮想テーブルとして用いた例を示した図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１０…テーブル型スクリーン装置、１１…表示装置部、１３…プロジェクタ、１４…ミ
ラー、１４ａ…ハーフミラー、１５…スクリーン、１６…タッチパネル、１６ａ、１６ｂ
…三角スイッチ部、２０…制御部、２１…表示制御部、２３…位置検出部、２４…操作判
定部、２５…通信部、２６…記録部、２６ａ…記録領域、２６ｂ…アルバム、２７…プリ
ンタ、２７ａ…プリント出力吐出口、３０…ユーザ、３１…カメラ、ユーザ３０が、３３
…画像、３５…プリンタ、４１…スイッチ制御部、４２ａ、４２ｂ…スイッチ部、４３ａ
…電流計、４３ｂ…検出部、４５…受光レンズ、４６…撮像素子。
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