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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有す
る情報リンクシステムであって、
　前記情報リンク装置は情報提供者からの要求に応じて所定の固定フォーマットに構成さ
れたリンクコードを発行し、前記情報提供端末より送信されるＵＲＬまたはデータファイ
ルを含むリンク情報に基づき前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連
付けして管理するリンクコード管理部と、
　前記データファイル及び前記リンクコード管理部が管理する管理情報を保存する記憶部
と、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードから該リンクコードに関連付けられた
前記ＵＲＬ又は前記データファイルを抽出し、前記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データ
ファイルを前記ユーザ端末に表示させるリンク情報抽出部と、
を備え、
　前記リンクコードに関連付けられた前記ＵＲＬ又はデータファイルは、前記情報提供者
からの要求に応じて変更され、
　前記情報提供者に発行されるリンクコードは、複数であり、該複数のリンクコードは、
前記情報提供者の要求に応じて階層構造となるよう構成され、
　前記階層構造に構成されたリンクコードは上位階層のリンクコードと枝番により前記Ｕ
ＲＬ又は前記データファイルと対応付けられ、
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　前記情報リンク装置は前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードが前記上位階層
のリンクコードの場合、前記ユーザ端末に前記枝番の入力欄を表示させることを特徴とす
る情報リンクシステム。
【請求項２】
　前記ユーザ端末は、
　前記リンクコードを含むリアルオブジェクトの画像を取得する画像取得部と、
　前記リアルオブジェクトの画像から、前記リンクコードを認識して抽出する抽出部と、
を含み、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記リアルオブジェクトに表示
された前記リンクコードであることを特徴とする請求項１に記載の情報リンクシステム。
【請求項３】
　前記ユーザ端末は、画像を取得する画像取得部と、特定の画像を任意の数字と関連付け
して保存する登録部と、前記取得された画像を前記登録部に保存された特定の画像と比較
し、前記取得された画像が前記特定の画像と同等であると判別した場合、前記特定の画像
に関連付けられた任意の数字を抽出する判別部とを含み、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記判別部により抽出された前
記数字を含めて構成されることを特徴とする請求項１に記載の情報リンクシステム。
【請求項４】
　前記ユーザ端末は、音声を認識する音声認識部を含み、
　前記音声認識部は、ユーザが読み上げる前記リンクコードに従い、前記ユーザ端末が前
記情報リンク装置に送信する前記リンクコードを構成する数字のデータに変換し、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記数字のデータを含めて構成
されることを特徴とする請求項１に記載の情報リンクシステム。
【請求項５】
　前記ユーザ端末は、音を認識する音認識部を含み、
　前記音認識部は、前記音を認識する認識部と、特定の音を任意の数字と関連付けして保
存する登録部と、前記認識された音を前記登録部に保存された前記特定の音と比較し、前
記認識された音が前記特定の音と同等であると判別した場合、前記特定の音に関連付けら
れた任意の数字を抽出する判別部とを含み、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記判別部により抽出された前
記数字を含めて構成されることを特徴とする請求項１に記載の情報リンクシステム。
【請求項６】
　前記ユーザ端末は、アクションを認識するアクション認識部を含み、
　前記アクション認識部はユーザの前記アクションを認識する認識部と、特定のアクショ
ンを任意の数字と関連付けして保存する登録部と、前記認識されたアクションを前記登録
部に保存された特定のアクションと比較し、前記認識されたアクションが前記特定のアク
ションと同等であると判別した場合、前記特定のアクションと関連付けられた前記数字を
抽出する判別部とを含み、
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記判別部により抽出された前
記数字を含めて構成されることを特徴とする請求項１に記載の情報リンクシステム。
【請求項７】
　ネットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有す
る情報リンクシステムの前記情報リンク装置に使用するプログラムであって、
　情報提供者からの要求に応じて所定の固定フォーマットに構成されたリンクコードを発
行し、前記情報提供端末より送信されるＵＲＬまたはデータファイルを含むリンク情報に
基づき前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連付けして管理するよう
リンクコード管理部を制御し、
　前記データファイル及び前記リンクコード管理部が管理する管理情報を記憶部に保存し
、
　前記ユーザ端末から送信された前記リンクコードから該リンクコードに関連付けられた
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前記ＵＲＬ又は前記データファイルを抽出し、前記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データ
ファイルを前記ユーザ端末に表示させるようリンク情報抽出部を制御し、
　前記リンクコードは予め階層構造となるよう構成され、前記階層構造に構成されたリン
クコードは上位階層のリンクコードと枝番により前記ＵＲＬ又は前記データファイルと対
応付けられ、
　前記ユーザ端末から送信された前記リンクコードが上位階層のリンクコードの場合、前
記ユーザ端末に前記枝番の入力欄を表示させるよう前記情報リンク装置を制御することを
特徴とするプログラム。
【請求項８】
　ネットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有す
る情報リンクシステムの前記ユーザ端末に使用するプログラムであって、画像取得部がリ
アルオブジェクトの画像を画像データとして取得するように制御し、
　抽出部が前記取得された画像データから、該画像データに含まれる文字を認識し、所定
の固定フォーマットに構成された文字列が含まれる場合、前記文字列をリンクコードとし
て抽出し、前記情報リンク装置に送信するよう制御し、
　前記リンクコードは予め階層構造となるよう構成され、前記階層構造に構成されたリン
クコードは上位階層のリンクコードと枝番によりＵＲＬ又はデータファイルと対応付けら
れ、
　前記リンクコードが上位階層のリンクコードの場合、前記情報リンク装置の指示を受信
して前記ユーザ端末の表示部に前記枝番の入力欄を表示させるよう制御することを特徴と
するプログラム。
【請求項９】
　ネットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有す
る情報リンクシステムの運用方法であって、
　前記情報リンク装置が所定の固定フォーマットに構成されたリンクコードを発行するス
テップと、
　前記情報リンク装置が前記情報提供端末より前記リンクコードに対応したＵＲＬまたは
データファイルを含むリンク情報を受信して前記情報リンク装置に登録するステップと、
　前記情報リンク装置が前記登録されたリンク情報に基づき、前記情報リンク装置が前記
リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連付けして保存するステップと、
　前記情報リンク装置が前記ユーザ端末から前記リンクコードを受信し、前記情報リンク
装置が該リンクコードに関連付けられた前記ＵＲＬ又は前記データファイルを抽出し、前
記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データファイルを前記ユーザ端末に表示させるステップ
と、を有し、
　前記情報リンク装置が発行する前記リンクコードは複数が同時に発行され、
　前記リンク情報を登録するステップは前記複数のリンクコードの内の前記受信したリン
ク情報に対応したリンクコードに対して行い、
　前記情報リンク装置が前記情報提供端末から前記リンクコードと該リンクコードの上位
階層のリンクコード及び枝番を受信し、前記複数のリンクコードを階層構造に構成するス
テップをさらに有し、
　前記階層構造に構成されたリンクコードは前記上位階層のリンクコードと枝番により前
記ＵＲＬ又は前記データファイルと対応付けられ、
　前記情報リンク装置は前記ユーザ端末から受信する前記リンクコードが前記上位階層の
リンクコードの場合、前記ユーザ端末に前記枝番の入力欄を表示させることを特徴とする
情報リンクシステムの運用方法。
【請求項１０】
　前記情報リンク装置が前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連付けして保存された前記
リンクコードに対し、前記情報提供端末より新たなＵＲＬまたはデータファイルを含むリ
ンク情報を受信すると、前記情報リンク装置に該リンク情報を更新されたリンク情報とし
て登録するステップと、
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　前記更新されたリンク情報に基づき、前記情報リンク装置が前記リンクコードと前記Ｕ
ＲＬまたはデータファイルを関連付けして保存するステップと、をさらに有することを特
徴とする請求項９に記載の情報リンクシステムの運用方法。
【請求項１１】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって取得され
たリアルオブジェクトの画像データの中から前記ユーザ端末によって認識して抽出される
ことを特徴とする請求項９または１０に記載の情報リンクシステムの運用方法。
【請求項１２】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって取得され
た画像が、予め登録部に保存された特定の画像と同等であると判別部が判別した場合、前
記特定の画像に関連付けられた任意の数字を含めて構成されることを特徴とする請求項９
または１０に記載の情報リンクシステムの運用方法。
【請求項１３】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、ユーザが読み上げた前記リンクコ
ードに従い、前記ユーザ端末によって認識された音声から変換された数字のデータにより
構成されることを特徴とする請求項９または１０に記載の情報リンクシステムの運用方法
。
【請求項１４】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって認識され
た音が、予め登録部に保存された特定の音と同等であると判別部が判別した場合、前記特
定の音に関連付けられた任意の数字を含めて構成されることを特徴とする請求項９または
１０に記載の情報リンクシステムの運用方法。
【請求項１５】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって認識され
たユーザのアクションが、予め登録部に保存された特定のアクションと同等であると判別
部が判別した場合、前記特定のアクションに関連付けられた任意の数字を含めて構成され
ることを特徴とする請求項９または１０に記載の情報リンクシステムの運用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報リンクシステム、情報リンクプログラム、及び情報リンクシステムの運
用方法に関し、特に簡便に情報リンクが図れ、直接に情報アクセスが可能な情報リンクシ
ステム、情報リンクプログラム、及び情報リンクシステムの運用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高度情報化社会において、膨大な量の様々な情報がインターネットなどを使用して提供
されており、情報を入手しようとするユーザはパーソナルコンピュータやスマートフォン
などの電子機器を通じて手軽に情報を入手できるようになっている。
　一方でＷｅｂサイトなどにより提供されるデータ量も増えた結果、情報提供画面も多岐
にわたる選択肢や深い階層構造を有するものが多く、必要な情報にたどり着くまでに工数
が掛かるケースも増えてきている。また住所を入力して地図情報を表示する場合のように
、階層構造でなくても県や市などが結合された住所の情報をすべて入力しないと目的の地
図を表示できない。
【０００３】
　インターネットで提供される情報画面はＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｌｏｃａｔｏｒｓ）が割り当てられ、情報を入手しようとするユーザは、パーソナルコン
ピュータなどにＵＲＬを入力することで目的とする情報画面を表示することができるが、
階層構造のＷｅｂサイトの場合、階層の深い情報画面ほどＵＲＬは長くなり、入力作業は
容易ではない。
【０００４】
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　そこで、ＵＲＬに代わり、入手しようとする情報に関するキーワードを入力すると、関
連する画像情報にアクセスできる検索システムも多数開発され、広く利用されている。と
ころが、キーワードに対する候補が複数提示され、目的のＷＥＢサイトになかなかたどり
着けない場合もあり、又目的のＷＥＢページにアクセスできたとしても、目的の情報が下
層のＷＥＢサイトに含まれているために何回か途中のＷＥＢサイトを経由することもあり
、この方法でも必ずしも目的の情報に直接にアクセスできるとは限らない。
【０００５】
　ＵＲＬはアルファベットや数字が入り混じり、長いＵＲＬを入力するのは手間がかかる
上に入力ミスも起こしやすい。そこで、本来のＵＲＬにかわり、簡易化したネットワーク
アドレスを対応付け、簡易化ネットワークアドレスを入力すると本来のＵＲＬが出力され
、それにより目的のＷｅｂサイトにアクセスする方法も開示されている（特許文献１）。
しかし、簡易化ネットワークアドレスは特定のフォーマットに固定されてはおらず、簡易
化ネットワークアドレスの入力をミスしても、容易に発見しにくい。また文書中に簡易化
ネットワークアドレスが表示されていても、それが簡易化ネットワークアドレスであるこ
とが簡単に見分けにくい。
【０００６】
　目的の情報に確実にたどり着く方法として、特許文献２には所定の数字データを入力す
ることで指定されたＵＲＬを返信するインターネットのアクセス支援方法が開示されてい
る。所定の数字とＵＲＬを対応する対応表を用いて、所定の数字入力により目的の情報の
ＵＲＬを入手できるということで利便性が高まるものの、所定の数字とＵＲＬの関係はあ
らかじめ定められたものとなっており、所定の数字の発行方法や情報提供者が情報を関連
付けしたり更新したりする方法に関しては開示されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２００１－５２２０７３号公報
【特許文献２】特開２００２－３２４０２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記従来の情報リンクシステムにおける問題点に鑑みてなされたものであっ
て、本発明の目的は、情報提供者が所定のリンクコードに提供情報を簡便に関連付けある
いはその更新ができ、情報を入手するユーザが簡便且つ直接にその情報にアクセスするこ
とができる情報リンクシステム、情報リンクプログラム、及び情報リンクシステムの運用
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明による情報リンクシステムは、ネットワーク
によって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有する情報リンクシ
ステムであって、前記情報リンク装置は情報提供者からの要求に応じて所定の固定フォー
マットに構成されたリンクコードを発行し、前記情報提供端末より送信されるＵＲＬまた
はデータファイルを含むリンク情報に基づき前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータ
ファイルを関連付けして管理するリンクコード管理部と、前記データファイル及び前記リ
ンクコード管理部が管理する管理情報を保存する記憶部と、前記ユーザ端末から送信され
る前記リンクコードから該リンクコードに関連付けられた前記ＵＲＬ又は前記データファ
イルを抽出し、前記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データファイルを前記ユーザ端末に表
示させるリンク情報抽出部と、を備え、前記リンクコードに関連付けられた前記ＵＲＬ又
はデータファイルは、前記情報提供者からの要求に応じて変更され、前記情報提供者に発
行されるリンクコードは、複数であり、該複数のリンクコードは、前記情報提供者の要求
に応じて階層構造となるよう構成され、前記階層構造に構成されたリンクコードは上位階
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層のリンクコードと枝番により前記ＵＲＬ又は前記データファイルと対応付けられ、前記
情報リンク装置は前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードが前記上位階層のリン
クコードの場合、前記ユーザ端末に前記枝番の入力欄を表示させることを特徴とする。
【００１０】
　前記ユーザ端末は、前記リンクコードを含むリアルオブジェクトの画像を取得する画像
取得部と、前記リアルオブジェクトの画像から、前記リンクコードを認識して抽出する抽
出部と、を含み、前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記リアルオブ
ジェクトに表示された前記リンクコードであることが好ましい。
【００１１】
　前記ユーザ端末は、画像を取得する画像取得部と、特定の画像を任意の数字と関連付け
して保存する登録部と、前記取得された画像を前記登録部に保存された特定の画像と比較
し、前記取得された画像が前記特定の画像と同等であると判別した場合、前記特定の画像
に関連付けられた任意の数字を抽出する判別部とを含み、前記ユーザ端末から送信される
前記リンクコードは予め前記判別部により抽出された前記数字を含めて構成されることが
好ましい。
　前記ユーザ端末は、音声を認識する音声認識部を含み、前記音声認識部は、ユーザが読
み上げる前記リンクコードに従い、前記ユーザ端末が前記情報リンク装置に送信する前記
リンクコードを構成する数字のデータに変換し、前記ユーザ端末から送信される前記リン
クコードは予め前記数字のデータを含めて構成されることが好ましい。
【００１２】
　前記ユーザ端末は、音を認識する音認識部を含み、前記音認識部は、前記音を認識する
認識部と、特定の音を任意の数字と関連付けして保存する登録部と、前記認識された音を
前記登録部に保存された前記特定の音と比較し、前記認識された音が前記特定の音と同等
であると判別した場合、前記特定の音に関連付けられた任意の数字を抽出する判別部とを
含み、前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記判別部により抽出され
た前記数字を含めて構成されることが好ましい。
【００１３】
　前記ユーザ端末は、アクションを認識するアクション認識部を含み、前記アクション認
識部はユーザの前記アクションを認識する認識部と、特定のアクションを任意の数字と関
連付けして保存する登録部と、前記認識されたアクションを前記登録部に保存された特定
のアクションと比較し、前記認識されたアクションが前記特定のアクションと同等である
と判別した場合、前記特定のアクションと関連付けられた前記数字を抽出する判別部とを
含み、前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは予め前記判別部により抽出され
た前記数字を含めて構成されることが好ましい。
【００１４】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるプログラムは、ネットワークによって
接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有する情報リンクシステムの
前記情報リンク装置に使用するプログラムであって、情報提供者からの要求に応じて所定
の固定フォーマットに構成されたリンクコードを発行し、前記情報提供端末より送信され
るＵＲＬまたはデータファイルを含むリンク情報に基づき前記リンクコードと前記ＵＲＬ
またはデータファイルを関連付けして管理するようリンクコード管理部を制御し、前記デ
ータファイル及び前記リンクコード管理部が管理する管理情報を記憶部に保存し、前記ユ
ーザ端末から送信された前記リンクコードから該リンクコードに関連付けられた前記ＵＲ
Ｌ又は前記データファイルを抽出し、前記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データファイル
を前記ユーザ端末に表示させるようリンク情報抽出部を制御し、前記リンクコードは予め
階層構造となるよう構成され、前記階層構造に構成されたリンクコードは上位階層のリン
クコードと枝番により前記ＵＲＬ又は前記データファイルと対応付けられ、前記ユーザ端
末から送信された前記リンクコードが上位階層のリンクコードの場合、前記ユーザ端末に
前記枝番の入力欄を表示させるよう前記情報リンク装置を制御することを特徴とする。
【００１５】
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　上記目的を達成するためになされた本発明によるプログラムは、ネットワークによって
接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有する情報リンクシステムの
前記ユーザ端末に使用するプログラムであって、画像取得部がリアルオブジェクトの画像
を画像データとして取得するように制御し、抽出部が前記取得された画像データから、該
画像データに含まれる文字を認識し、所定の固定フォーマットに構成された文字列が含ま
れる場合、前記文字列をリンクコードとして抽出し、前記情報リンク装置に送信するよう
制御し、前記リンクコードは予め階層構造となるよう構成され、前記階層構造に構成され
たリンクコードは上位階層のリンクコードと枝番によりＵＲＬ又はデータファイルと対応
付けられ、前記リンクコードが上位階層のリンクコードの場合、前記情報リンク装置の指
示を受信して前記ユーザ端末の表示部に前記枝番の入力欄を表示させるよう制御すること
を特徴とする。
【００１６】
　上記目的を達成するためになされた本発明による情報リンクシステムの運用方法は、ネ
ットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端末とを有する情
報リンクシステムの運用方法であって、前記情報リンク装置が所定の固定フォーマットに
構成されたリンクコードを発行するステップと、前記情報リンク装置が前記情報提供端末
より前記リンクコードに対応したＵＲＬまたはデータファイルを含むリンク情報を受信し
て前記情報リンク装置に登録するステップと、前記情報リンク装置が前記登録されたリン
ク情報に基づき、前記情報リンク装置が前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファ
イルを関連付けして保存するステップと、前記情報リンク装置が前記ユーザ端末から前記
リンクコードを受信し、前記情報リンク装置が該リンクコードに関連付けられた前記ＵＲ
Ｌ又は前記データファイルを抽出し、前記ＵＲＬのＷｅｂページ又は前記データファイル
を前記ユーザ端末に表示させるステップと、を有し、前記情報リンク装置が発行する前記
リンクコードは複数が同時に発行され、前記リンク情報を登録するステップは前記複数の
リンクコードの内の前記受信したリンク情報に対応したリンクコードに対して行い、前記
情報リンク装置が前記情報提供端末から前記リンクコードと該リンクコードの上位階層の
リンクコード及び枝番を受信し、前記複数のリンクコードを階層構造に構成するステップ
をさらに有し、前記階層構造に構成されたリンクコードは前記上位階層のリンクコードと
枝番により前記ＵＲＬ又は前記データファイルと対応付けられ、前記情報リンク装置は前
記ユーザ端末から受信する前記リンクコードが前記上位階層のリンクコードの場合、前記
ユーザ端末に前記枝番の入力欄を表示させることを特徴とする。
【００１７】
　前記情報リンク装置が前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連付けして保存された前記
リンクコードに対し、前記情報提供端末より新たなＵＲＬまたはデータファイルを含むリ
ンク情報を受信すると、前記情報リンク装置に該リンク情報を更新されたリンク情報とし
て登録するステップと、前記更新されたリンク情報に基づき前記情報リンク装置が関連付
けされた前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファイルを更新して保存するステッ
プと、をさらに有することが好ましい。
【００１８】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって取得され
たリアルオブジェクトの画像データの中から前記ユーザ端末によって認識して抽出される
ことが好ましい。
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって取得され
た画像が、予め登録部に保存された特定の画像と同等であると判別部が判別した場合、前
記特定の画像に関連付けられた任意の数字を含めて構成されることが好ましい。
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、ユーザが読み上げた前記リンクコ
ードに従い、前記ユーザ端末によって認識された音声から変換された数字のデータにより
構成されることが好ましい。
【００１９】
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって認識され
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た音が、予め登録部に保存された特定の音と同等であると判別部が判別した場合、前記特
定の音に関連付けられた任意の数字を含めて構成されることが好ましい。
　前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードは、前記ユーザ端末によって認識され
たユーザのアクションが、予め登録部に保存された特定のアクションと同等であると判別
部が判別した場合、前記特定のアクションに関連付けられた任意の数字を含めて構成され
ることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る情報リンクシステムによれば、情報提供者は所定のリンクコードに提供し
ようとする情報のＵＲＬや画像、ドキュメントファイルなどを簡単に関連付けしたり、そ
の情報を更新したりすることができ、情報を入手しようとするユーザは所定のリンクコー
ド入力により直接に目的情報にアクセスできるため、効率的な情報授受が行えるという効
果が得られる。
　また本発明に係る情報リンクシステムによれば、情報提供者は所定のリンクコードを書
類や物品等のリアルオブジェクトに表示することでアクセス情報を提供できることから、
通信手段を有する特別な情報発信機器などを用意しなくても、広くユーザに情報を提供す
ることができる。
【００２１】
　また本発明に係る情報リンクシステムによれば、所定のリンクコードは特定のフォーマ
ット形式に統一されるため、所定のリンクコードを含む書類や物品等のリアルオブジェク
トの画像から所定のリンクコードを容易に認識して抽出し、抽出したリンクコードにより
リンク情報が入手できるので、ユーザは簡単に工数をかけずに目的の情報を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図である。
【図２】本発明の第２の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。
【図３】本発明の第３の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。
【図４】本発明の第４の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。
【図５】本発明の第５の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。
【図６】本発明の第６の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。
【図７】本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンク情報の入力画面を例示的に
示す図である。
【図８】本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコード管理表の一部を例示
的に示す図である。
【図９】本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコードの入力画面を例示的
に示す図である。
【図１０】本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコードの入力画面を例示
的に示す図である。
【図１１】本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法における新規登録の処
理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法におけるリンク情報登
録及び保存の処理を説明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法におけるリンク情報抽
出及び表示の処理を説明するためのフローチャートである。
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【図１４】本発明の実施形態による情報リンクシステムのプログラムの構成を概略的に示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、本発明に係る情報リンクシステムを実施するための形態の具体例を図面を参照し
ながら詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図である。
　図１を参照すると、情報リンクシステム１はネットワーク５０で接続された情報リンク
装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３００を含む。
【００２４】
　情報リンク装置１００は、情報提供端末２００から送信された情報提供者からの要求に
応じて所定の固定フォーマットに構成されたリンクコードを発行し、情報提供者がそのリ
ンクコードに関連付けする文書や画像などのリンク情報を受信して保存し、ユーザ端末か
ら送信されるリンクコードから、そのリンクコードに関連付けされたリンク情報を抽出し
、そのリンク情報に対応する文書や画像などの情報を提示する。即ち情報提供者が提供す
る情報を、固定フォーマットに構成されたリンクコードを介してユーザに提供する装置で
ある。
【００２５】
　ネットワーク５０はインターネットのような広域なネットワークでもよいし、ローカル
のネットワークでもよい。
　図１を参照すると、情報リンク装置１００は、制御部１１０、入出力部１２０、記憶部
１３０、リンクコード管理部１４０、リンク情報抽出部１５０、及びＩＤ管理部１６０を
含む。
　入出力部１２０は、ネットワーク５０を通じて情報提供端末２００やユーザ端末３００
との間でデータの授受を行う。
【００２６】
　リンクコード管理部１４０は、情報提供端末２００から送信された情報提供者からのリ
ンクコード発行の要求がある場合、その情報提供者に固有のリンクコードを発行する。リ
ンクコードは例えば“Ｐ：”で始まり３桁の数字３つを“－”でつないで“Ｐ：１２３－
４００－０００”のように固定したフォーマットで表現する情報伝達を仲介するコードで
あり、この場合は３つの３桁の数字部分を可変とすることで固有のリンクコードを定義付
ける。即ち実質９個の数字により１個のリンクコードが決定される。
　一実施形態では、情報提供者からのリンクコード発行の要求に対してリンクコード管理
部１４０は１０個の連続したリンクコードを発行する。ここでは一度に発行するリンクコ
ードの数は１０個としたがこれに限定されるものではなく実施形態により１個でも１００
個でも任意の数でよい。
【００２７】
　リンクコード管理部１４０は、情報提供端末２００から送信された情報提供者からのリ
ンク情報登録の要求がある場合、その情報提供者にすでに発行されたリンクコードを抽出
して情報提供端末２００に送信する。このように情報提供者に送るための発行済みのリン
クコードを抽出できるように、リンクコード管理部１４０は、情報提供者と発行済みのリ
ンクコードの対応を関連付けて管理する。情報提供者の情報は、情報提供者が情報リンク
システムを使用するために新規登録する際、情報提供端末２００から情報リンク装置１０
０に送信され保存された情報提供者の氏名、メールアドレスなどの基本情報を利用する。
【００２８】
　またリンクコード管理部１４０は、情報提供端末２００から送信されたＵＲＬまたはデ
ータファイルを含むリンク情報に基づきリンクコードとＵＲＬまたはデータファイルを関
連付けして管理する。リンクコードとＵＲＬまたはデータファイルとの関連付けは、図８
を使って後述するようにリンクコード管理表を作成して管理する。リンク情報がＵＲＬの
場合は、情報提供者により選定されたリンクコードに関連付けられたＵＲＬを、そのまま
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リンクコード管理表の該当するリンクコードのＵＲＬ欄に書き込む。リンク情報がデータ
ファイルの場合は、データファイルをアップロードし、情報リンク装置１００の記憶部に
保管してから、データファイルの保管場所をリンクコード管理表の該当するリンクコード
のファイル収納場所の欄に書き込む。
【００２９】
　リンクコードとＵＲＬまたはデータファイルとの関連付けは、情報提供者の要求により
随時書き換えが可能である。そこで、リンクコード管理部１４０は、情報提供端末２００
から送信されたリンク情報が、発行済みのリンクコードの内、既にリンク情報が関連付け
られたリンクコードに関連付けられており、かつ記憶部に保管されたリンクコード管理表
の該当するリンクコードに関連付けられたリンク情報と相違する場合、記憶部に保管され
たリンクコード管理表の該当欄に記載されたリンク情報を、情報提供端末２００から送信
されたリンク情報で置換して保存する。
　記憶部１３０は情報提供者の基本情報や、リンクコード管理部１４０が管理するリンク
コード管理表などの管理情報を保存する。
【００３０】
　リンク情報抽出部１５０は、ユーザ端末３００から送信されるリンクコードから、その
リンクコードに関連付けられたＵＲＬ又はデータファイルを抽出し、ＵＲＬのＷｅｂペー
ジ又はデータファイルをユーザ端末３００に表示させる。リンクコードから、そのリンク
コードに関連付けられたＵＲＬ又はデータファイルを抽出するのに、リンクコード管理部
１４０が管理して記憶部１３０に保存しているリンクコード管理表を利用してもよい。
　ＩＤ管理部１６０は、情報提供者が情報リンクシステムを使用するために新規登録する
際、情報提供端末２００から情報提供者の氏名、メールアドレスなどの基本情報を受信す
ると情報提供者固有の会員ＩＤを発行する。ＩＤ管理部１６０は、情報提供者の基本情報
及び情報提供者固有の会員ＩＤを関連付けして管理し、この関連付けした情報をＩＤ管理
情報として記憶部１３０に保存する。
【００３１】
　また新規登録済みの情報提供者がリンク情報登録などのために情報リンクシステムにロ
グインする際、情報提供端末２００から送信される会員ＩＤにより、ＩＤ管理部１６０は
、記憶部１３０に保存したＩＤ管理情報を参照して情報提供者を特定する。このように情
報提供者を特定することにより、前述のようにリンクコード管理部１４０が情報提供者に
既に発行されたリンクコードを抽出することができる。
【００３２】
　情報提供者が新規登録する際、パスワードを設定してもよい。パスワードは情報提供者
により設定され、情報提供者の基本情報とともに情報提供端末２００から情報リンク装置
１００に送信される。ＩＤ管理部１６０は、情報提供者の基本情報、情報提供者固有の会
員ＩＤ及びパスワードを関連付けして管理し、この関連付けした情報をＩＤ管理情報とし
て記憶部１３０に保存する。新規登録済みの情報提供者がリンク情報登録などのために情
報リンクシステムにログインする際、ＩＤ管理部１６０は情報提供端末２００から送信さ
れる会員ＩＤ及びパスワードを、記憶部１３０に保存したＩＤ管理情報と対比して、会員
ＩＤ及びパスワードの組み合わせが保存したＩＤ管理情報と合致する場合、情報提供者の
ログインを認証する構成としてもよい。
【００３３】
　制御部１１０は、情報リンク装置１００の各構成要素がそれぞれ上記の機能をなすよう
に制御するプログラムを実行し、情報リンク装置１００の制御を行う。
　図１を参照すると情報提供端末２００は、制御部２１０、入出力部２２０、及び表示部
２３０を含む。情報提供端末２００は図示しないがさらにＵＲＬまたはデータファイルを
保存する記憶部を含んでもよく、これらはパーソナルコンピュータとして具現化してもよ
い。
【００３４】
　ユーザ端末３００は、制御部３１０、入出力部３２０、及び表示部３３０を含む。入出
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力部３２０はキーボードやタッチパネルなどの入力部と、ネットワークを通じて情報リン
ク装置１００とデータの送受信を行う送受信部とを含み、ユーザがリンクコードに関連付
けられた情報を入手しようとする場合、入力部からリンクコードを入力し情報リンク装置
１００に送信すると、上述のようにリンク情報抽出部１５０によって、送信したリンクコ
ードに関連付けられたＷｅｂページのＵＲＬまたはデータファイルが抽出され、ユーザ端
末３００の表示部３３０に表示されるようにユーザ端末３００に送付される。
【００３５】
　リンクコードは、情報提供者がリンク情報を登録したリンクコードを書類、商品、展示
物などの様々なリアルオブジェクトに表示することにより広く世の中に普及することがで
き、ユーザはリアルオブジェクトの表示からリンクコードを入手することができる。そこ
でユーザは興味を持ったリンクコードに含まれる９個の数字を入力して送信すれば必要な
情報を直接に入手することができる。
　ユーザ端末３００はパーソナルコンピュータ、タブレットパソコン、スマートフォンな
どにより具現される。
【００３６】
　図２は本発明の第２の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。図２を参照すると情報リンクシステム２はネットワーク５０で接続された情報リンク
装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３０１を含む。情報リンク装置１００
、情報提供端末２００は図１に示す情報リンクシステム１と同じ構成である。
　ユーザ端末３０１は、画像取得部３４０と抽出部３５０とをさらに含む点でユーザ端末
３００と相違している。以下では情報リンクシステム１と共通の部分の説明は省略し、相
違点を中心に説明する。
【００３７】
　画像取得部３４０はリンクコードを含むリアルオブジェクトの画像を画像データとして
取得する。また抽出部３５０は画像取得部３４０が取得した画像データからリンクコード
を文字として認識して抽出する。リンクコードは例えば“Ｐ：１２３－４００－０００”
のようにフォーマットを固定しているため、文章の中に埋め込まれていてもリンクコード
であることが容易に判断され、文字情報として抽出しやすい。
　認識して抽出されたリンクコードはユーザが確認できるようにユーザ端末３０１の表示
部３３０に表示される。リンクコードが正しく認識されていれば、ユーザは送信ボタンを
選択または押下することにより情報リンク装置１００から必要な情報を入手することがで
きる。
【００３８】
　このようにユーザ端末３０１は、画像取得部３４０と抽出部３５０とを含むことで、ユ
ーザはリンクコードをキーボードから入力する必要がなく、送信ボタンの操作のみで素早
く且つ直接に必要な情報が得られる。
　ユーザ端末３０１は、カメラを搭載するタブレットパソコン、スマートフォンなどによ
り具現される。
【００３９】
　上記の実施形態では認識して抽出されたリンクコードは表示部３３０に表示され、ユー
ザが送信ボタンの選択または押下を行うとしたが、他の実施形態ではユーザ端末３０１は
、リンクコードを認識すると、認識したコードを情報リンク装置１００に送付し、必要な
情報を入手するようにしてもよい。このような構成にすることによって、ユーザはユーザ
端末３０１をリアルオブジェクトにかざすだけで、そのリアルオブジェクトに関連付けら
れた情報を直接に入手することができる。
【００４０】
　リアルオブジェクトに関連付けられる情報が多数あり、ユーザ端末３０１が取得した画
像の中にリンクコードが複数認識され抽出された場合、ユーザ端末３０１は抽出されたリ
ンクコードをすべて表示部３３０に表示させ、ユーザがそのうちの１つを選択して送信ボ
タンを選択または押下することにより情報リンク装置１００から必要な情報を入手するこ
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とができるようにしてもよい。
【００４１】
　図３は本発明の第３の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図であ
る。図３を参照すると情報リンクシステム３はネットワーク５０で接続された情報リンク
装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３０２を含む。情報リンク装置１００
、情報提供端末２００は情報リンクシステム１、２と同じ構成である。
　ユーザ端末３０２は、抽出部３５０の代わりに登録部３４２と判別部３４３とを含む点
でユーザ端末３０１と相違している。
【００４２】
　登録部３４２は特定の画像を任意の数字と関連付けして保存する。ここで特定の画像と
は、ユーザ端末３０２の画像取得部３４０で取得した結果、認識できる特徴を有する画像
であり、認識できる特徴は形状でも色調でもよい。例えば“○”、“×”、“△”といっ
た記号でもよいし、同じ“○”でも赤い“○”や青い“○”など色調に特徴があってもよ
い。さらにはこのようなシンボル的なものに限らず、写真や絵画でもよい。
　登録部３４２はこれらの特定の画像を任意の数字と関連付けして保存する。例えば登録
部３４２は“○”が“１”、“×”が“２”、“△”が“３”のように関連付けして保存
する。
【００４３】
　判別部３４３は、画像取得部３４０で取得した画像を登録部３４２に保存された特定の
画像と比較し、取得した画像が登録部３４２に保存された特定の画像と同等であるかどう
かを判別し、同等と判別した場合はその特定の画像に対応付けられた数字を抽出する。上
記の例のように“○”が“１”、“×”が“２”、“△”が“３”のように関連付けして
保存されていて、画像取得部３４０で取得した画像が“△”の場合は“３”を抽出する。
【００４４】
　登録部３４２には特徴の異なる１０個の特定の画像を０から９までの数字に関連付けし
て保存しておくことができる。ユーザは画像取得部３４０からこれらの保存された特定の
画像に相当する画像を順に取り込むことにより９個の数字を対応付けることができ、これ
により１個のリンクコードを定義付けることができる。即ち、９個の数字を直接入力しな
くても、画像を取り込むことでリンクコードを対応付けることができる。そこで図３に示
すようにリアルオブジェクトに表示された記号列を順にユーザ端末３０２に画像として取
り込むことにより、各記号に関連付けられた数字が抽出され、これによってリンクコード
が構成される。このリンクコードを情報リンク装置１００に送信することで、情報リンク
装置１００から必要な情報を入手することができる。
【００４５】
　図４は、本発明の第４の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図で
ある。図４を参照すると情報リンクシステム４はネットワーク５０で接続された情報リン
ク装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３０３を含む。情報リンク装置１０
０、情報提供端末２００は情報リンクシステム１～３と同じ構成である。
　ユーザ端末３０３は音声認識部３６０をさらに含む点でユーザ端末３００と相違してい
る。
【００４６】
　音声認識部３６０は音声を認識し、ユーザが読み上げるリンクコードに従い、ユーザ端
末３０３が情報リンク装置１００に送信するリンクコードを構成する数字のデータに変換
する。すなわち図４に示すようにリアルオブジェクトに表示されたリンクコードをユーザ
が“いち、に、さん・・・”と読み上げると、音声認識部がこの音声を数字として認識し
“１”、“２”、“３”という数字のデータに変換する。これによりユーザが読み上げた
リンクコードはリンクコードを表す数字のデータに変換され、これを含めて構成されたリ
ンクコードを情報リンク装置１００に送信することで、情報リンク装置１００から必要な
情報を入手することができる。このように情報リンクシステム４によれば、キーボードな
どの文字入力を行うことなく必要な情報を入手することができる。
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【００４７】
　リアルオブジェクトに表示されるリンクコードは点字での表示を併記してもよい。これ
により目に障害のあるユーザでもリンクコードを読み取ることができ、リンクコードを読
み上げることでリンクコードに関連付けられた音声ガイドなどの必要な情報を情報リンク
装置１００から入手することができる。
【００４８】
　図５は、本発明の第５の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図で
ある。図５を参照すると情報リンクシステム５はネットワーク５０で接続された情報リン
ク装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３０４を含む。情報リンク装置１０
０、情報提供端末２００は情報リンクシステム１～４と同じ構成である。
　ユーザ端末３０４は音認識部３６５をさらに含む点でユーザ端末３００と相違している
。
【００４９】
　音認識部３６５は、音を認識する認識部３６６と、特定の音を任意の数字と関連付けし
て保存する登録部３６７と、認識された音を登録部３６７に保存された特定の音と比較し
、認識された音が特定の音と同等であると判別した場合、特定の音に関連付けられた任意
の数字を抽出する判別部３６８とを含む。ここで特定の音とは、ユーザ端末３０４の認識
部３６６で認識できる特徴を有する音であり、認識できる特徴は音の高さでも長さでも音
色でもよい。また音は楽器やその他物体から発せられるものでも音声でもよい。
【００５０】
　登録部３６７はこれらの特定の音を任意の数字と関連付けして保存する。例えば登録部
３６７は音階の“ド”が“１”、“レ”が“２”、“ミ”が“３”のように関連付けして
保存する。
　判別部３６８は、認識部３６６で認識した音を登録部３６７に保存された特定の音と比
較し、認識した音が登録部３６７に保存された特定の音と同等であるかどうかを判別し、
同等と判別した場合はその特定の音に対応付けられた数字を抽出する。上記の例のように
“ド”が“１”、“レ”が“２”、“ミ”が“３”のように関連付けして保存されていて
、認識部３６６で認識した音が“レ”の場合は“２”を抽出する。
【００５１】
　登録部３６７には特徴の異なる１０個の特定の音を０から９までの数字に関連付けして
保存しておくことができる。ユーザは認識部３６６からこれらの保存された特定の音に相
当する音を順に入力して認識させることにより９個の数字を対応付けることができ、これ
により１個のリンクコードを定義付けることができる。即ち、９個の数字を直接入力しな
くても、音を認識させることでリンクコードを対応付けることができる。そこで図５に示
すようにリアルオブジェクトに表示された音の列を順にユーザ端末３０４に音として認識
させることにより、各記号に関連付けられた数字が抽出され、これによりリンクコードが
構成される。このリンクコードを情報リンク装置１００に送信することで、情報リンク装
置１００から必要な情報を入手することができる。
【００５２】
　図６は、本発明の第６の実施形態による情報リンクシステムの構成を概略的に示す図で
ある。図６を参照すると情報リンクシステム６はネットワーク５０で接続された情報リン
ク装置１００、情報提供端末２００、及びユーザ端末３０５を含む。情報リンク装置１０
０、情報提供端末２００は情報リンクシステム１～５と同じ構成である。
　ユーザ端末３０５はアクション認識部３７０をさらに含む点でユーザ端末３００と相違
している。
【００５３】
　アクション認識部３７０はユーザのアクションを認識する認識部３７１と、特定のアク
ションを任意の数字と関連付けして保存する登録部３７２と、認識されたアクションを登
録部に保存された特定のアクションと比較し、認識されたアクションが特定のアクション
と同等であると判別した場合、特定のアクションと関連付けられた数字を抽出する判別部
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３７３とを含む。
　ここで特定のアクションとは、ユーザ端末３０５の認識部３７１で認識できる特徴を有
するアクションであり、認識できる特徴は固定した姿勢や形態でも動きのある動作でもよ
い。例えば任意の指を立てた手の形態でもよいし、特定の方向へ指を動かす動作でもよい
。
【００５４】
　登録部３７２はこれらの特定のアクションを任意の数字と関連付けして保存する。例え
ば登録部３７２は目の動きとして“中央から左下への動作”が“１”、“中央から下への
動作”が“２”、“中央から右下への動作”が“３”のように関連付けして保存する。
　判別部３７３は、認識部３７１で認識したアクションを登録部３７２に保存された特定
のアクションと比較し、認識したアクションが登録部３７２に保存された特定のアクショ
ンと同等であるかどうかを判別し、同等と判別した場合はその特定のアクションに対応付
けられた数字を抽出する。上記の例のように目の動きとして“中央から左下への動作”が
“１”、“中央から下への動作”が“２”、“中央から右下への動作”が“３”のように
関連付けして保存されていて、認識部３７１で認識したアクションが“中央から左下への
動作”の場合は“１”を抽出する。
【００５５】
　登録部３７２には特徴の異なる１０個の特定のアクションを０から９までの数字に関連
付けして保存しておくことができる。ユーザは認識部３７１からこれらの保存された特定
のアクションに相当するアクションを順に入力して認識させることにより９個の数字を対
応付けることができ、これにより１個のリンクコードを定義付けることができる。即ち、
９個の数字を直接入力しなくても、アクションを認識させることでリンクコードを対応付
けることができる。そこで図６に示すようにリアルオブジェクトに表示されたリンクコー
ドを順にユーザ端末３０５にアクションとして認識させることにより、各記号に関連付け
られた数字が抽出され、これによりリンクコードが構成される。このリンクコードを情報
リンク装置１００に送信することで、情報リンク装置１００から必要な情報を入手するこ
とができる。
【００５６】
　以上ユーザ端末に様々な入力手段を有する情報リンクシステムを示したが、これらは入
力を簡略化したり、また病気やけがで手による入力作業に支障があるユーザでもリンクコ
ードを介して容易に目的の情報を入手することができるように工夫されたものである。
　また様々な入力手段はそれぞれのユーザ端末に個別に有するような実施形態を示したが
、ユーザ端末はこれら複数の入力手段を有することもできその組み合わせは任意でよい。
【００５７】
　図７は本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンク情報の入力画面を例示的に
示す図であり、情報提供端末の入力画面の１例を示す。図７を参照すると、リンク情報の
入力画面には情報提供者からのリンク情報登録の要求に対し、情報リンク装置１００から
送信された発行済みリンクコード７０１とそれぞれのリンクコードに関連付ける情報の入
力欄（７０２、７０３）を含む。リンクコードは情報提供者からのリンクコード発行の要
求がある場合、複数が発行される。図７は複数発行されたうちの３つのリンクコードを表
示する例を示している。
　リンク情報がＵＲＬである場合は、ＵＲＬリンク欄７０２にＵＲＬを入力し決定ボタン
７０４を選択すると入力したＵＲＬが情報リンク装置１００に送信される。
【００５８】
　リンク情報がファイルリンクである場合は、データファイルの保存先をファイルリンク
欄７０３に入力する。データファイルの保存先は情報提供端末の記憶部でもよいし情報提
供端末に接続された外部メモリの中の保存先でもよい。またデータファイルの保存先の指
定は、登録ボタン７０５を使用して選定してもよい。登録ボタン７０５を選定すると別の
画面に情報提供端末又は情報提供端末に接続された外部メモリのファイルの階層構造が表
示され、その階層構造の中からファイルリンクするデータファイルを選定するとその保存
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先がファイルリンク欄７０３に表示される。ファイルリンク欄７０３にデータファイルの
保存先を指定したら決定ボタン７０４を選択することでファイルリンクされるデータファ
イルが情報リンク装置１００にアップロードされ、情報リンク装置１００の記憶部に保存
される。アップロードには通常ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）などのファイル転送プログラムが必要であるが、情報提供者が新規登録する際会員ＩＤ
の発行に伴い情報リンク装置１００から情報提供端末に送信するようにしてもよい。
【００５９】
　リンクコードに関連付けられるリンク情報は初めの登録の情報に固定されることはなく
、情報提供者の要求に応じていつでも書き換えが可能である。即ち発行済みリンクコード
のＵＲＬリンク欄７０２又はファイルリンク欄７０３に新たに対応付けるリンク情報を入
力後決定ボタンを選択すればこのリンク情報が情報リンク装置１００に送られ、情報リン
ク装置１００に保存された情報が新たなリンク情報に書きかえられる。
　またリンクコードに関連付けられるリンク情報は、情報提供者が作成したＷｅｂページ
のＵＲＬ又はデータファイルに限らず、他の情報提供者が作成したＷｅｂページのＵＲＬ
又はデータファイルであってもよい。
【００６０】
　複数発行されたリンクコードは情報提供者の選択により、そのうちの任意のリンクコー
ドにＵＲＬやファイルを関連付けすることができる。また複数のリンクコードは情報提供
者の要求により階層構造化することができる。例えばリアルオブジェクトに解説と制作風
景の画像の２つの情報を関連付ける場合、２つのリンクコードに独立して関連付けしても
よいが、これらの情報を入手するには、それぞれにリンクコードの９個の数字を入力する
必要がある。階層構造化は関連する情報を枝番によって指定するための手法である。図７
でＵＲＬ又はファイルリンクの欄に入力後階層作成ボタン７０６を選択すると別画面が開
き、階層構造の上位階層のリンクコードと枝番を入力することで階層構造化を行うことが
できる。
【００６１】
　図８は本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコード管理表の一部を例示
的に示す図である。情報リンク装置のリンクコード管理部は、情報提供端末から送信され
たＵＲＬまたはデータファイルを含むリンク情報に基づきリンクコードとＵＲＬまたはデ
ータファイルを関連付けして管理しリンクコード管理表として記憶部に保存する。図８を
参照すると、リンクコード管理表は、リンクコードを書き込むリンクコード１欄、このリ
ンクコードに関連付けられるＵＲＬを書き込むＵＲＬ欄、ファイルリンクの場合データフ
ァイルを収納するファイル収納場所欄の他に階層構造を示すリンクコード２欄を含む。リ
ンクコード管理表には情報提供者の基本情報などをさらに含めてもよい。
【００６２】
　図７で説明した階層構造化を行うと、リンクコード２欄に上位階層のリンクコードと枝
番が書き込まれる。図８を参照するとリンクコードＰ：１２３－４００－１０３はＰ：１
２３－４００－１０２の下層にあり枝番１であることを示している。同様にリンクコード
Ｐ：１２３－４００－１０４はＰ：１２３－４００－１０２の下層にあり枝番２であるこ
とを示している。これは例えばリンクコードＰ：１２３－４００－１０３のリンク情報を
入力した後、図７に示す階層作成ボタン７０６を選択して上位階層のリンクコードＰ：１
２３－４００－１０２と枝番１を入力することで階層構造化が行われる。この時上位階層
のリンクコードＰ：１２３－４００－１０２には枝番０が割り振られリンクコード２欄に
書き込まれる。
【００６３】
　図９は本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコードの入力画面を例示的
に示す図であり、ユーザ端末の入力画面の１例を示す。図９を参照するとリンクコードは
“Ｐ：”で始まり３桁の数字３つを“－”でつないだ固定フォーマットになっており、入
力画面の上部にはリンクコードの可変部である３桁の数字３つを表示する数字欄９０１が
設けられている。リンクコードの下には数字を入力するためのテンキー９０２が表示され
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、テンキーを使って９個の数字を順に選択して入力するとリンクコードの欄に入力した数
字が順に表示される。入力が終わりリンクコード右側の“ＧＯ“ボタン９０３を選択する
と入力したリンクコードが情報リンク装置に送信される。
【００６４】
　図１０は本発明の実施形態による情報リンクシステムのリンクコードの入力画面を例示
的に示す図であり、ユーザ端末に階層構造化したリンクコードを入力する画面を示す。
　図１０を参照すると、図９のリンクコードの入力画面に加え、枝番入力欄９０４をさら
に含む。図８を再び参照するとリンクコードＰ：１２３－４００－１０２は階層構造の上
位階層のリンクコードであり、図１０の数字欄９０１に“１２３”、“４００”、“１０
２”を入力して“ＧＯ“ボタン９０３を選択すると、リンクコードＰ：１２３－４００－
１０２は情報リンク装置に送信され、情報リンク装置は図８に示すリンクコード管理表か
らリンクコードＰ：１２３－４００－１０２は階層構造の上位階層のリンクコードである
ことを識別できるため、情報リンク装置はユーザ端末の入力画面に枝番入力欄９０４を表
示するよう指示を送信する。
【００６５】
　これによりユーザは枝番１または２を入力することでリンクコードを特定でき、“ＧＯ
“ボタン９０３を選択することにより枝番１で特定されるリンクコードＰ：１２３－４０
０－１０３または枝番２で特定されるリンクコードＰ：１２３－４００－１０４に関連付
けられた情報を入手することができる。入手した情報はリンクコード入力画面とは別画面
で開くように設定され、ユーザは枝番だけの入力で続けて関連付けられた情報を入手する
ことができる。
【００６６】
　図１１は本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法における新規登録の処
理を説明するためのフローチャートである。図１１を参照すると情報リンクシステムの新
規登録の処理は、情報提供端末がユーザの登録情報を送付するステップ（ステップＳ１０
０）、情報リンク装置が会員ＩＤを発行するステップ（ステップＳ１１０）、情報リンク
装置がリンクコードを発行するステップ（ステップＳ１２０）、及び情報リンク装置がリ
ンクコード管理情報を更新して保存するステップ（ステップＳ１３０）を含む。
【００６７】
　ユーザの登録情報を送付するステップ（ステップＳ１００）では登録のために、情報提
供者を特定する情報提供者の氏名、メールアドレスなどの基本情報を情報提供端末から情
報リンク装置に送信する。登録情報には情報提供者の基本情報の他に情報提供者が設定す
るパスワードを含めてもよい。登録情報の送付は情報リンク装置に対する会員ＩＤ発行要
求及び新規登録に伴うリンクコード発行の要求の役割を含む。会員ＩＤ発行要求及びリン
クコード発行の要求は別に専用のボタンを情報提供端末の表示し、ユーザの選択により、
会員ＩＤ発行要求またはリンクコード発行の要求の信号を情報リンク装置に送信する構成
としてもよい。
【００６８】
　情報リンク装置のＩＤ管理部は登録情報が受信されるとステップＳ１１０で情報提供者
に会員ＩＤを発行する。会員ＩＤは情報提供者を特定するためのコードであり、他の情報
提供者と重複しないよう情報提供者固有のコードとして発行する。このときＩＤ管理部は
、発行した会員ＩＤと情報提供者の登録情報に含まれる基本情報とを関連付けして、ＩＤ
管理情報として記憶部に保存する。
　尚、後述するファイルリンクのためにデータファイルをアップロードする場合に対応し
て、会員ＩＤの発行の際、ＦＴＰなどのファイル転送プログラムを合わせて送付するよう
にしてもよい。
【００６９】
　次いでステップＳ１２０にて、情報リンク装置のリンクコード管理部により情報提供者
に新規登録に伴うリンクコードが発行される。リンクコードはフォーマットが固定された
コードであり、実施形態ではリンクコードは“Ｐ：”で始まり３桁の数字３つを“－”で
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つないで“Ｐ：１２３－４００－０００”のように固定したフォーマットであり、一度に
連続する１０個がまとめて発行される。
　リンクコード管理部は、ステップＳ１３０にて情報提供者の基本情報、会員ＩＤ、及び
発行したリンクコードを関連付けて管理するリンクコード管理情報を更新して保存する。
登録情報としてパスワードが含まれる場合は、リンクコード管理情報にパスワードも含め
て保存する。
【００７０】
　図１２は本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法におけるリンク情報登
録及び保存の処理を説明するためのフローチャートである。図１２を参照すると、ステッ
プＳ２００にて情報提供端末からユーザの会員ＩＤが送付される。図１１の新規登録の際
パスワードを設定している場合は会員ＩＤとともにパスワードも送付される。情報リンク
装置は会員ＩＤを受信するとステップＳ２１０にて、受信した会員ＩＤに基づき情報提供
者を特定し、特定された情報提供者にすでに発行済みのリンクコードを抽出して情報提供
端末に送付する。パスワードを設定している場合は情報提供者を特定する際、情報リンク
装置は送付されたユーザの会員ＩＤとパスワードの組み合わせが、新規登録の際保存した
ユーザの会員ＩＤとパスワードの組み合わせと合致しているかどうか判別し、合致してい
る場合に情報提供者を特定する。
【００７１】
　ステップＳ２２０にて、ユーザは発行済みの複数のリンクコードの中から、リンク情報
を関連付けるリンクコードを選定し、選定したリンクコードに関連付けを行いたいＵＲＬ
又はデータファイルを関連付けして情報リンク装置に送付する。
　情報リンク装置はステップＳ２３０にて送付されたリンク情報がＵＲＬかファイルリン
クかを判断し、ファイルリンクの場合はステップＳ２４０にてアップロードされたデータ
ファイルを記憶部に保存する。その後ステップＳ２５０にてリンクコードと、リンク情報
に基づき関連付けをしたＵＲＬやファイル保存場所の情報をリンクコード管理表に書き込
んで登録を行い、情報更新したリンクコード管理表を記憶部に保存する（ステップＳ２６
０）。
【００７２】
　尚、ステップ２２０にてリンク情報を送付するステップに先立ち、図７に関連して説明
したように、ユーザの指定によりリンクコードを階層化するステップを含めてもよい。
　図１２に示すリンク情報登録及び保存の処理は、新規にリンク情報登録を行う場合のフ
ローチャートであるが、既にリンク情報が登録されたリンクコードのリンク情報を新たな
リンク情報で書き換える場合も、このフローチャートに準ずることができる。この場合新
たなリンク情報は、既に保存されたリンク情報を新たに送付されたリンク情報で書きかえ
、更新されたリンク情報として登録するところが新規登録の場合と相違する。
【００７３】
　リンクコードは図１１で説明したように新規登録の際に発行されるが、リンク情報登録
に先立ちユーザの要求により追加のリンクコードを発行するようにしてもよい。
　図１３は本発明の実施形態による情報リンクシステムの運用方法におけるリンク情報抽
出及び表示の処理を説明するためのフローチャートであり、図１３は図２の情報リンクシ
ステム２に対応したユーザ端末３０１の処理を示す。
【００７４】
　ユーザ端末はステップＳ３００で、リアルオブジェクトに表示されたリンクコードを、
画像取得部により画像データとして取得する。取得したリアルプロジェクトの画像は、ス
テップＳ３１０にて抽出部の文字認識手段により、画像の中からリンクコードを認識して
抽出する。抽出したリンクコードはステップＳ３２０にて情報リンク装置に送信される。
　情報リンク装置は、Ｓ３３０にて送信されたリンクコードに基づきリンクコードに関連
付けられたＵＲＬ又はデータファイルを抽出してユーザ端末に送信し、ステップＳ３４０
にてＵＲＬのＷｅｂページ又はデータファイルをユーザ端末に表示させる。
【００７５】
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　図１３は図２の情報リンクシステム２に対応したユーザ端末３０１の処理であるが、図
３の情報リンクシステム３に対応したユーザ端末３０２の処理の場合は、図１３のステッ
プＳ３１０のリンクコードを認識して抽出する代わりに、判別部が予め登録部に保存され
た特定の画像と同等であるかどうかを判別し、同等である場合に、特定の画像に関連付け
られた任意の数字をリンクコードに構成するように抽出するステップを含む。
　また図４の情報リンクシステム４に対応したユーザ端末３０３の処理の場合は、図１３
のステップ３００の画像情報取得、及びステップＳ３１０のリンクコードを認識して抽出
するステップの代わりに、ユーザが読み上げたリンクコードに従い、音声認識部が認識し
た音声から数字のデータに変換するステップを含む。
【００７６】
　ユーザ端末が図５の情報リンクシステム５に対応したユーザ端末３０４の処理の場合は
、図１３のステップ３００の画像情報取得、及びステップＳ３１０のリンクコードを認識
して抽出するステップの代わりに、判別部が予め登録部に保存された特定の音と同等であ
るかどうかを判別し、同等である場合に、特定の音に関連付けられた任意の数字をリンク
コードに構成するように抽出するステップを含む。
　ユーザ端末が図６の情報リンクシステム６に対応したユーザ端末３０５の処理の場合は
、図１３のステップ３００の画像情報取得、及びステップＳ３１０のリンクコードを認識
して抽出するステップの代わりに、判別部が予め登録部に保存された特定のアクションと
同等であるかどうかを判別し、同等である場合に、特定のアクションに関連付けられた任
意の数字をリンクコードに構成するように抽出するステップを含む。
【００７７】
　図１４は本発明の実施形態による情報リンクシステムのプログラムの構成を概略的に示
す図である。図１４は情報リンク装置で使用するプログラムとユーザ端末で使用するプロ
グラムの主要な構成を示す。
　情報リンク装置で使用するプログラムは、リンクコード発行１００１、リンク情報管理
１００２、リンク情報保存１００３、リンク情報抽出１００４の構成要素を含む。
【００７８】
　リンクコード発行１００１は情報提供者からの要求に応じて所定の固定フォーマットに
構成されたリンクコードを発行し、リンク情報管理１００２は情報提供端末より送信され
るＵＲＬまたはデータファイルを含むリンク情報に基づきリンクコードとＵＲＬまたはデ
ータファイルを関連付けして管理するようリンクコード管理部を制御する。リンク情報保
存１００３はデータファイル及びリンクコード管理部が管理する管理情報を記憶部に保存
し、リンク情報抽出１００４はユーザ端末から送信されたリンクコードからリンクコード
に関連付けられたＵＲＬ又はデータファイルを抽出し、ＵＲＬのＷｅｂページ又はデータ
ファイルをユーザ端末に表示させるようリンク情報抽出部を制御する。
【００７９】
　ユーザ端末で使用するプログラムは、画像取得１１０１、文字認識１１０２、リンクコ
ード抽出１１０３、リンクコード送信１１０４の構成要素を含む。
　画像取得１１０１は、リアルオブジェクトの画像を画像データとして取得するように制
御し、文字認識１１０２は抽出部が取得された画像データから、画像データに含まれる文
字を認識し、リンクコード抽出１１０３は、認識した文字の中に所定の固定フォーマット
に構成された文字列が含まれる場合、文字列をリンクコードとして抽出し、リンクコード
送信１１０４は抽出したリンクコードを情報リンク装置に送信するよう制御する。
【００８０】
　以下に本発明による情報リンクシステムを適用する場合の効果について説明する。
　リンクコードはフォーマットが固定されていて、９個の数字だけで定義されるため、印
刷物などに表示されたリンクコードの９個の数字を入力するだけで関連付けられている情
報に直接にかつ的確にアクセスできる。そこで張り紙やアナウンスなどから避難経路や状
況、安否などの情報にアクセスしてもらう緊急時の情報伝達の媒体にも適している。この
ようにメモや電話でアクセス先を正確に伝えることができる。
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【００８１】
　また店頭や車内、公共施設内などの撮影禁止の場所や、路上などのその場でアクセスが
困難な場所でもリンクコードの９個の数字をメモしておけば、それを基にいつでも必要な
情報にアクセスできる。
　リンクコードは店頭での商品販売、現地での物件案内、展覧会場などで物品、ラベル、
看板などに表示することにより、来場者や顧客に物品や場所に関して、任意のＷｅｂ情報
にホームページを介すことなく直接アクセスさせることができる。
　このほか、営業活動、普及活動、教育、セミナー、接客、案内などの場面で、資料やテ
キストなどを簡単にダウンロードさせたり、これらから任意のＷｅｂ情報に直接アクセス
させたりすることができる。
【００８２】
　リンクコードはＵＲＬのように長い表現になることがないので、紙面広告、フリーペー
パーなどでは限られたスペースから、多量の情報や動的なコンテンツを提供することがで
きる。媒体は名刺やラベルなどの小さなものでも同様の効果が得られる。即ち、リンクコ
ードはＵＲＬの代用として使用できることから長いＵＲＬの記載は不要となる。そこでこ
の特性を生かして出版物やリーフレットの任意の部分と、任意のＷｅｂ情報とを密接に関
連付けることで、新たな複合出版物や複合リーフレットを作ることができる。例えば、紙
ベースのインデックスやカテゴリ項目にリンクコードを併記し、これによってネットワー
ク内に散在する関連情報を集約、編纂して複合データブックを作ることができる。このよ
うに電子情報と紙の出版物を融合することで、紙の使用量を削減し、環境負荷を抑制する
ことができる。
【００８３】
　リンクコードは動画を関連付け、その動画もタイムリーに入れ替えができるため、地域
放送局の開設や、番組の配信を行うこともできる。
　また、リンクコードは外国語にも対応しやすく、案内板、ガイドブック、リーフレット
、書類などに記載したリンクコードから国ごとの言語で書かれた翻訳版にアクセスしても
らうことができる。
　一般にＷｅｂ情報の検索システムはキーワードで行われるため、候補のＷｅｂページが
多数抽出され、一度に目的の情報を表示できないことが多いが、リンクコードを介すると
目的の情報にアクセスできるため、検索時間を削減し、電力を削減することができるので
環境負荷を抑制することができる。
【００８４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明したが、本発明は、上述の実
施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変
更することが可能である。
【符号の説明】
【００８５】
　１、２、３、４、５、６　　情報リンクシステム
　５０　　ネットワーク
　１００　　情報リンク装置
　１１０、２１０、３１０　　制御部
　１２０、２２０、３２０　　入出力部
　１３０　　記憶部
　１４０　　リンクコード管理部
　１５０　　リンク情報抽出部
　１６０　　ＩＤ管理部
　２００　　情報提供端末
　２２０、３２０　　入出力部
　２３０、３３０　　表示部
　３００、３０１、３０２、３０３、３０４、３０５　　ユーザ端末
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　３４０　　画像取得部
　３４２、３６７、３７２　　登録部
　３４３、３６８、３７３　　判別部
　３５０　　抽出部
　３６０　　音声認識部
　３６５　　音認識部
　３６６、３７１　　認識部
　３７０　　アクション認識部
【要約】
【課題】情報提供者が所定のリンクコードに提供情報を簡便に関連付けができ、情報を入
手するユーザが簡便且つ直接にその情報にアクセスすることができる情報リンクシステム
を提供する。
【解決手段】ネットワークによって接続された情報リンク装置と情報提供端末とユーザ端
末とを有し、前記情報リンク装置は情報提供者に所定の固定フォーマットに構成されたリ
ンクコードを発行し、前記情報提供端末より送信されるＵＲＬまたはデータファイルを含
むリンク情報に基づき前記リンクコードと前記ＵＲＬまたはデータファイルを関連付けし
て管理するリンクコード管理部と、前記ユーザ端末から送信される前記リンクコードから
該リンクコードに関連付けられた前記ＵＲＬ又は前記データファイルを抽出し、前記ＵＲ
ＬのＷｅｂページ又は前記データファイルを前記ユーザ端末に表示させるリンク情報抽出
部と、を備える。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１２】

【図１３】
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