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(57)【要約】
【課題】　ハーフミラーを用いずに、透過立体映像に反
射映像を重ねて、３Ｄホログラム等のような映像を比較
的安価に表示できる映像表示装置及びプログラムを提供
すること。
【解決手段】　映像表示装置は、立体オブジェクト２０
と、立体オブジェクトの両側方にて立体オブジェクト側
から前方に延びる両側壁１３，１３と、両側壁の間にて
、かつ、立体オブジェクトよりも前方にて、上端部３１
よりも下端部３２が前方に位置するように傾斜して配置
される透明板３０と、を有する。両側壁は、表示部１１
０を備えた携帯端末１００を、表示部１１０を下向きに
して支持する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体オブジェクトと、
　前記立体オブジェクトの両側方にて、前記立体オブジェクト側から前方に延びる両側壁
と、
　前記両側壁の間にて、かつ、前記立体オブジェクトよりも前方にて、上端部よりも下端
部が前方に位置するように傾斜して配置される透明板と、
を有し、
　前記両側壁は、表示部を備えた携帯端末を、前記表示部を下向きにして支持可能とする
映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記透明板は、複数の透明薄板を積層して構成される映像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記透明板は着色されている映像表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記立体オブジェクトの上面に、前記携帯端末を位置決めするためのマーカーが配置さ
れている映像表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項において、
　前記立体オブジェクトが載置される底壁と、
　前記立体オブジェクトの裏側に配置される背面壁と、
　前記と、
を含む箱体をさらに有し、
　前記箱体には、前記底壁と対向する上部開口と、前記背面壁と対向する正面開口とが設
けられる映像表示装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記箱体は、前記背面壁と対向する正面壁をさらに有し、
　前記正面壁は、前記正面開口の両側に配置されて前記正面開口の開口幅を規定する２つ
の側縁壁を有する映像表示装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記正面壁は、前記底壁から起立して前記正面開口の下端を規定する下縁壁をさらに有
する映像表示装置。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７において、
　前記両側壁、前記背面壁、前記正面壁のうち少なくとも２つの壁面を利用して前記携帯
端末を支持可能である映像表示装置。
【請求項９】
　請求項５乃至８のいずれか一項において、
　前記箱体及び立体オブジェクトの一方は、前記透明板の角度の位置決めをする設置部を
有する映像表示装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記立体オブジェクトは、
　前記設置部と、
　前記設置部の幅方向の両端にて上方に突出して前記透明板を前記幅方向にて位置決めす
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る２つのサイドストッパーと、
を含む映像表示装置。
【請求項１１】
　請求項５乃至１０のいずれか１項に記載の前記箱体を有する映像表示装置と、
　前記箱体の前記上部開口及び前記正面開口を塞ぐ蓋体と、
を有し、
　前記箱体と前記蓋体とに囲まれた空間に物品を収容する包装容器。
【請求項１２】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の映像表示装置の前記両側壁に架設可能な携帯
端末とネットワークを介して接続されるサーバーにより実行されるプログラムであって、
　前記サーバーに、
　前記映像表示装置の前記両側壁に架設される前記携帯端末を位置決めするためのマーカ
ー画像のデータを、前記携帯端末に送信する手順と、
　前記携帯端末の前記表示部に表示されて前記立体オブジェクトに重畳される映像のデー
タを、前記携帯端末に送信する手順と、
を実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハーフミラーを用いて２種の映像を重畳させる映像表示装置が知られている（例えば、
特許文献１）。特許文献１の図４には、ハーフミラーを透過するハーフミラー後方の背景
映像と、ハーフミラーで反射された映像とが重畳された合成画像を観察者が視認できる映
像装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－１２２６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の映像装置に用いられるハーフミラーは、ガラスの少なくとも片面に、クロ
ム、ＳＵＳ等の金属反射層を半透明になるくらい薄く成膜して作製される。従って、ハー
フミラーは比較的高価である。
【０００５】
　特許文献１には、反射率５０％及び透過率５０％のハーフミラーが例示されている。こ
の数値は一例であるとしても、一般にハーフミラーは金属反射層を有するため背景映像の
透過率は低くなる。
【０００６】
　本発明は、ハーフミラーを用いずに、比較的高い透過率の透過立体映像に反射映像を重
ねて、３Ｄホログラム等のような映像を比較的安価に表示することができる映像表示装置
及びプログラム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】
　本発明の映像表示装置は、立体オブジェクトと、前記立体オブジェクトの両側方にて、
前記立体オブジェクト側から前方に延びる両側壁と、前記両側壁の間にて、かつ、前記立
体オブジェクトよりも前方にて、上端部よりも下端部が前方に位置するように傾斜して配
置される透明板と、を有し、前記両側壁は、表示部を備えた携帯端末を、前記表示部を下
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向きにして支持可能とする。
【０００８】
　また、本発明の映像表示装置において、前記透明板が複数の透明薄板を積層して構成さ
れることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明の映像表示装置において、前記透明板は着色されていることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明の映像表示装置において、前記立体オブジェクトの上面に、前記携帯端末
を位置決めするためのマーカーが配置されていることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の映像表示装置において、前記立体オブジェクトが載置される底壁と、前
記立体オブジェクトの裏側に配置される背面壁と、前記両側壁と、を含む箱体をさらに有
し、前記箱体には、前記底壁と対向する上部開口と、前記背面壁と対向する正面開口とが
設けられることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の映像表示装置において、前記箱体は、前記背面壁と対向する正面壁をさ
らに有し、前記正面壁は、前記正面開口の両側に配置されて前記正面開口の開口幅を規定
する２つの側縁壁を有することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の映像表示装置において、前記正面壁は、前記底壁から起立して前記正面
開口の下端を規定する下縁壁をさらに有することが好ましい。また、本発明の映像表示装
置において、前記両側壁、前記背面壁、前記正面壁のうち少なくとも２つの壁面を利用し
て前記携帯端末を支持可能であることが好ましい。
【００１４】
　また、本発明の映像表示装置において、前記箱体及び立体オブジェクトの一方は、前記
透明板の角度の位置決めをする設置部を有することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の映像表示装置において、前記立体オブジェクトは、前記設置部と、前記
設置部の幅方向の両端にて上方に突出して前記透明板を前記幅方向にて位置決めする２つ
のサイドストッパーと、を含むことが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の包装容器は、前記箱体を有する映像表示装置と、前記箱体の前記上部開
口及び前記正面開口を塞ぐ蓋体とを有し、前記箱体と前記蓋体とに囲まれた空間に物品を
収容する包装容器である。
【００１７】
　また、本発明のプログラムは、前記映像表示装置の前記両側壁に架設可能な携帯端末と
ネットワークを介して接続されるサーバーにより実行されるプログラムであって、前記サ
ーバーに、前記映像表示装置の前記両側壁に架設される前記携帯端末を位置決めするため
のマーカー画像のデータを、前記携帯端末に送信する手順と、前記携帯端末の前記表示部
に表示されて前記立体オブジェクトに重畳される映像のデータを、前記携帯端末に送信す
る手順と、を実行させるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る包装容器（映像表示装置及び蓋体）の概略斜視図であ
る。
【図２】立体オブジェクトの斜視図である。
【図３】映像表示装置に携帯端末を架設した使用状態を示す断面図である。
【図４】図３のＡ部拡大図である。
【図５】映像表示装置の使用状態を示す斜視図である。
【図６】携帯端末の表示部での映像を示す図である。
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【図７】映像表示装置にて表示される映像を示す図である。
【図８】図８（Ａ）は一枚の透明薄板を用いた時の反射像を示し、図８（Ｂ）は複数舞の
透明薄板を用いた時の反射像を示す図である。
【図９】携帯端末の表示部に表示されるマーカーを示す図である。
【図１０】携帯端末と通信される基地局及びサーバーが接続されるネットワークを示す図
である。
【図１１】携帯端末の機能ブロック図である。
【図１２】サーバーの機能ブロック図である。
【図１３】箱体と蓋体とを切断可能に一体化した包装容器の変形例を示す斜視図である。
【図１４】図１３に示す箱体を用いた映像表示装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る包装容器の概略斜視図である。図１において、包装
容器１は、箱体１０と、立体オブジェクト２０と、透明板（クリアカード）３０と、蓋体
４０とを有する。箱体１０内に、立体オブジェクト２０及び透明板３０と共に、菓子や玩
具など商品または物品（図示せず）を収容し、箱体１０をその上方から蓋体４０で覆うこ
とで、各種商品等の包装容器１とすることができる。
【００２０】
　箱体１０は、立体オブジェクト２０が載置される底壁１１と、立体オブジェクトの裏側
に配置される背面壁１２と、立体オブジェクト２０の両側方にて背面壁１２から前方に延
びる両側壁１３，１３と、を有する。箱体１０には、底壁１１と対向する上部開口１５と
、背面壁１２と対向する正面開口１６とが形成される。なお、包装容器１を構成しない場
合には、底壁１１と背面壁１２は不要となる。本実施形態ではさらに、箱体１０は、背面
壁１２と対向する正面壁１４をさらに有している。正面壁１４は、正面開口１６の両側に
配置されて正面開口１６の開口幅を規定する２つの側縁壁１４Ａ，１４Ｂを有する。正面
壁１４はさらに、底壁１１から起立して正面開口１６の下端を規定する下縁壁１４Ｃを有
することができる。
【００２１】
　箱体１０の高さＬ１は、透明板３０の長さＬ２よりも低い（Ｌ１＜Ｌ２）。蓋体４０の
高さＬ３は、透明板３０の長さＬ２より高い（Ｌ１＜Ｌ２＜Ｌ３）。こうして、透明板３
０を箱体１０内にて立て掛け、箱体１０をその上方から蓋体４０にて覆うことができる。
蓋体４０は例えば下端が開口した蓋箱体の形状とし、折り曲げ片４１，４１を折り曲げて
箱体１０の底壁１１に接着テープ等で張り合わせることで、蓋体４０を箱体１０に装着固
定することができる。
【００２２】
　立体オブジェクト２０は、図２に示すように正面に凹凸を有する立体物であり、図２に
示す例は建物の立体オブジェクトである。立体オブジェクト２０は、建物に限らず、各種
キャラクター、フィギュアであっても良い。立体オブジェクト２０は、樹脂や金属製の他
、ペーパークラフトなどであっても良い。立体オブジェクト２０は、箱体１０の背面壁１
２に固定されていても良いし、包装容器１から取り出された立体オブジェクト２０を背面
壁１２と背中合わせで配置しても良い。
【００２３】
　透明板３０は、可視光の波長帯域に対して透明な素材であるガラス、樹脂等にて薄板状
に形成される。破損し難さや軽量化の観点からは、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、またはアクリル等の樹脂の
成形体にて透明板３０を形成することが好ましい。透明板３０は、図３に示すように、箱
体１０の両側壁１３，１３の間にて、かつ、立体オブジェクト２０よりも前方にて、上端
部３１よりも下端部３２が前方に位置するように傾斜（例えば傾斜角＝４５°）して配置
される。
【００２４】
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　立体オブジェクト２０の上面には、透明板３０の上端部３１を載置可能な設置部２１が
形成されている。設置部２１は、例えば前方に向かうに従い下降傾斜した傾斜面として形
成される。このような設置部２１を設けることにより、透明板３０を介して透視される立
体オブジェクト２０の表面位置において、表示部１１０の映像を重畳させるように、透明
板３０の角度の位置決めがなされ、使用者に、よりきれいな映像を提供することができる
。なお、本実施の形態では、前方に向かうに従い下降傾斜した傾斜面を設置部としたが、
透明板３０を介して透視される立体オブジェクト２０の表面位置において、表示部１１０
の映像を重畳させる位置決めが可能であれば、設置部の位置・形状はこれに限定されるこ
とはない。例えば、立体オブジェクト２０の前面に透明板３０の上端部３１を固定可能な
設置部を設けたり、箱体に設置部を設けてもよい。また、図２及び図３に示すように、立
体オブジェクト２０の上面には、設置部２１の幅方向の両端にて上方に突出する２つのサ
イドストッパー２２，２２をさらに設けることができる。この２つのサイドストッパー２
２，２２は、透明板３０を幅方向にて位置決めすることができる。なお、サイドストッパ
ーは、箱体に設けてもよい。透明板３０の下端部３２は、図３に示すように、箱体１０の
底壁１１と正面壁１４（１４Ａ～１４Ｃ）との交差角部にて係止される。
【００２５】
　図３及び図５は、箱体１０の両側壁１３，１３に、図６に示す表示部１１０を備えた携
帯端末（例えばスマートフォン）１００を、表示部１１０を下向きにして架設した、映像
表示装置の使用状態を示している。映像表示装置は、図１に示す部材のうち蓋体４０を除
いた、箱体１０、立体オブジェクト２０及び透明板３０を、図３及び図５に示すように組
み立てることで構成される。図７は、図３及び図５に示す映像表示装置の使用状態にて、
正面開口１６から観察される映像表示例を示している。なお、携帯端末は、箱体によって
支持可能であればよく、両側壁１３，１３、背面壁１２、正面壁１４のうちの少なくとも
２つの壁面部によって支持可能とすることができる。
【００２６】
　本実施形態に係る映像表示装置は、図３に示すように、透明板３０の後方から入射して
透視される立体オブジェクト２０の透視立体体映像Ｉｍ１に、透明板３０にて反射された
携帯端末１００の表示部１１０の映像Ｉｍ２を重畳させる。この際、透明板３０がハーフ
ミラーとして機能する理由は次の通りと考えられる。立体オブジェクト２０が配置される
透明板３０の後方は、立体オブジェクト２０、両側壁１３，１３及び携帯端末１００に囲
まれているので、透明板３０の前方の正面開口１６側と比較して暗くなる。透明板３０の
前方の正面開口１６側から（明るい側から）立体オブジェクト２０を（暗い側を）直視す
る観察者には、透明板３０がハーフミラーとして機能する。この透明板３０によるハーフ
ミラー効果は、夜間の車窓を透視した景色に車窓にて反射された自分の顔が重畳される現
象と同様である。透明板３０は傾斜して配置されるので、表示部１１０の映像を反射させ
て観察者に表示することができる。このように本実施形態の映像表示装置によれば、ハー
フミラーを用いなくても、比較的高い透過率にて透明板３０を介して透視される立体オブ
ジェクト２０に、透明板３０にて反射される表示部１１０の映像を重畳させることができ
る。
【００２７】
　ここで透明板３０は、図３のＡ部拡大図である図４に示すように、複数の透明薄板３０
Ａ～３０Ｃを積層して構成することができる。こうすると、複数の透明薄板３０Ａ，３０
Ｂ，３０Ｃ間の各界面が反射層となって、反射率を高めることができる。また、こうして
反射率が高まる結果として透過率が下がるため、透明板３０の後方空間はより暗くなり、
透明板３０のハーフミラー効果が高まる。図８（Ａ）に示すように１枚の透明薄板３０Ａ
にて表示部１１０の映像１２０を反射させた反射像１２１よりも、図８（Ｂ）に示すよう
に２枚の透明薄板３０Ａ，３０Ｂにて表示部１１０の映像１２０を反射させた反射像１２
２の方が、鮮明になる。
【００２８】
　ここで、複数の透明薄板３０Ａ～３０Ｃの各々の厚さは０．４５ｍｍ以下とすることが
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できる。それより厚いと、図４に示すように異なる界面で間の反射像間に位置ずれが生じ
、合成反射像のぼけが目立ってくる。透明板３０が樹脂で成形される場合、成形性を考慮
すると、透明薄板３０Ａ～３０Ｃの各々の厚さは０．１５～０．４５ｍｍとすることがで
きる。
【００２９】
　また、透明薄板の積層枚数は、上述した厚さも考慮して２～４枚が好ましく、上限より
も積層枚数が増える場合でも異なる界面で間の反射像間に位置ずれが生じ、合成反射像の
ぼけが目立ってくる。
【００３０】
　透明板３０または複数の透明薄板３０Ａ～３０Ｃは例えばグレー等に着色されていても
よい。透明板３０または複数の透明薄板３０Ａ～３０Ｃが着色されることで、透明板３０
または複数の透明薄板３０Ａ～３０Ｃの透過率を下げ、透明板３０または複数の透明薄板
３０Ａ～３０Ｃの後方の空間を暗くすることで、透明板３０での反射率を上げることがで
きる。
【００３１】
　複数の透明薄板３０Ａ～３０Ｃは、積層状態で固定すると取り扱い性が向上する。複数
の透明薄板３０Ａ～３０Ｃは、例えば溶着（超音波溶着を含む）、接着、圧着するか、ま
たは枠により固定することができる。
【００３２】
　図６に示す携帯端末１００の表示部１１０に表示される映像は、静止画でも良いが、動
画とすることもできる。例えば表示部１１０上には、立体オブジェクト２０の正面像と同
じ輪郭で着色した静止画の映像１２０Ａと共に、時間的に表示位置、形状、色などが変化
する動画の映像１２０Ｂを、背景である立体オブジェクト２０にプロジェクションマッピ
ングされて表示される。こうすると、透明板３０を透視される静止した立体オブジェクト
像に動画を含む表示部１１０の映像を重ねることで、図７に示す映像表示装置の正面開口
１６にはあたかも３Ｄホログラムのように多彩に演出された映像（例えば立体オブジェク
トが動いているような映像）を擬似的に再現することができる。
【００３３】
　なお、図７に示すように、映像表示装置の正面開口１６は、両側の側縁壁１４Ａ，１Ｂ
により視野角が制限される。よって、携帯端末１００の表示部１１０が例えば液晶表示部
などであっても、その液晶表示部の視野角に適合させることができる。また、映像表示装
置の正面開口１６は、側縁壁１４Ａ，１Ｂ及び下縁壁１４Ｃにより視野を制限しているの
で、箱体１０の底壁１１や両側壁１３，１３等の不要な背景を目隠しすることができる。
【００３４】
　立体オブジェクト２０に携帯端末１００の表示部１１０の映像を重ね合わせるため、携
帯端末１００を箱体１０に対して位置合わせするために、箱体１０や立体オブジェクト２
０、または表示部１１０にマーカーを設けることができる。図１～図３には、立体オブジ
ェクト２０の上面に、例えば幅方向の中心にマーカー２３を設けている。このマーカー２
３に、携帯端末１００の表示部１１０の中心線を一致させるように位置合わせすることが
できる。
【００３５】
　図９には、携帯端末１００の表示部１１０に表示されるマーカー１３０～１３３を示し
ている。マーカー１３０は、立体オブジェクト２０に設けられるマーカー２３と対応する
位置に表示することができる。マーカー１３１は、箱体１０の両側壁１３，１３に位置合
わせされる。マーカー１３２は、箱体１０の背面壁１２に位置合わせされる。マーカー１
３３は、箱体１０の側縁壁１４Ａ，１４Ｂに位置合わせされる。表示部１１０は、マーカ
ー１３０～１３３のいずれか一つまたは複数を表示することができる。
【００３６】
　図１０に示すように、携帯端末１００通信される基地局２１０が、ネットワーク２００
を介してサーバー２２０と接続されている。携帯端末１００は、図１１に示すように、表
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帯端末１００のカメラ１４０は、図１に示す箱体１０に設けられた二次元コードであるＱ
Ｒコード（登録商標）１７を撮像し、そのコード情報が取得部１５０にて取得される。携
帯端末１００は、さらに表示部１１０に表示されるアイコンなどの入力部１６０と、通信
部１７０とを備える。通信部１７０は、ＱＲコード（登録商標）１７に含まれるサーバー
２２０のアクセス情報であるＵＲＬに基づいてサーバー２２０と通信する。
【００３７】
　サーバー２２０は、図１２に示すように、通信部２２１と記憶部２２２とを含む。ＱＲ
コード（登録商標）１７に基づいてアクセスされた携帯端末１００に対して、サーバー２
２０は記憶部２２２内のプログラムに基づいて、次の手順１，２を実行する。手順１とし
て、図９に示すマーカー１３０～１３３の少なくとも一つのマーカー画像のデータを記憶
部２２２から読み出し、通信部２２１、ネットワーク２００及び基地局２１０を介して、
携帯端末１００に送信する。手順２として、図６に示す映像１２０Ａ，１２０Ｂのデータ
を記憶部２２２から読み出し、通信部２２１、ネットワーク２００及び基地局２１０を介
して、携帯端末１００に送信する。
【００３８】
　サーバー２２０は、手順１のマーカー画像を初期の所定時間に亘って携帯端末１００の
表示部１１０に表示させ、その後手順２に移行することができる。つまり、手順１によっ
て表示されたマーカー１３０～１３３に基づいて携帯端末１００が位置合わせされた後に
は、マーカー１３０～１３３は表示されない。それに代えて、サーバー２２０は、手順１
のマーカー画像を初期の所定時間に亘って携帯端末１００の表示部１１０に表示させ、そ
の後手順１，２を並行して実施することができる。つまり、マーカー画像は初期画像とし
て表示されるほか、図６に示す映像１２０Ａ，１２０Ｂと共に表示し続けても良い。
【００３９】
　なお、本発明の形態は、上記実施形態に限られるものではなく、適宜構成要素の追加・
省略・変更を施すことができる。
【００４０】
　例えば、図１に示すように蓋体４０は箱体１０と別体で設けるものに限らない。図１３
に示す箱体１０Ａは、上部開口１５を覆う第１蓋体４２と、正面開口１６を覆う第２蓋体
４３とを、箱体１０Ａと一体に有することもできる。第１，第２蓋体４２，４３は、箱体
１０Ａに対して切断可能な例えばミシン線等で接続され、使用時には箱体１０Ａから分離
される。
【００４１】
　図１４に示すように、箱体１０Ａは図１に示す蓋体４０と同じ高さＬ３を有するので、
長さＬ２（図１参照）の透明板３０を箱体１０Ａ内に垂直状態で収容できる。また、図１
４に示すように、透明板３０の上端部３１を設置するための設置部は、立体オブジェクト
２０ではなく箱体１０Ａの背面壁１２Ａとすることもできる。
【符号の説明】
【００４２】
　１…包装容器、１０，１０Ａ…箱体、１１…底壁、１２，１２Ａ…背面壁、１３…両側
壁、１４…正面壁、１４Ａ，１４Ｂ…側縁壁、１４Ｃ…下縁壁、１５…上部開口、１６…
正面開口、１７　…二次元コード、２０…立体オブジェクト、２１…設置部、２２…サイ
ドストッパー、２３…マーカー、３０…透明板（クリアカード）、３０Ａ～３０Ｃ…複数
の透明薄板、３１…上端部、３２…下端部、４０…蓋体、１００…携帯端末、１１０…表
示部、１２０，１２０Ａ，１２０Ｂ…映像、１３０～１３３…マーカー、Ｉｍ１…透過像
、Ｉｍ２…反射像
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【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月4日(2014.8.4)
【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】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　立体オブジェクトと、
　前記立体オブジェクトの両側方にて、前記立体オブジェクト側から前方に延びる両側壁
と、
　前記両側壁の間にて、かつ、前記立体オブジェクトよりも前方にて、上端部よりも下端
部が前方に位置するように傾斜して配置される透明板と、
を有し、
　前記両側壁は、表示部を備えた携帯端末を、前記表示部を下向きにして支持可能であっ
て、
　前記立体オブジェクトの正面像は、前記表示部に表示される映像と同じ輪郭を有し、
　前記透明板は、前記映像を反射して、前記透明板を介して透視される前記立体オブジェ
クトに前記映像を重畳して表示する映像表示装置。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項において、
　前記立体オブジェクトの上面に、前記携帯端末を位置決めするためのマーカーが配置さ
れ、
　前記マーカーは、前記携帯端末の前記表示部に表示されるマーカー画像を前記マーカー
と対応する位置に表示させることにより、前記立体オブジェクトに前記携帯端末の前記表
示部の前記映像を重ね合せるように前記携帯端末を位置合わせ可能にする映像表示装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１２】
　請求項４に記載の映像表示装置の前記両側壁に架設可能な携帯端末とネットワークを介
して接続されるサーバーにより実行されるプログラムであって、
　前記サーバーに、
　前記映像表示装置の前記両側壁に架設される前記携帯端末を位置決めするための前記マ
ーカー画像のデータを、前記携帯端末に送信する手順と、
　前記携帯端末の前記表示部に表示されて前記立体オブジェクトに重畳される映像のデー
タを、前記携帯端末に送信する手順と、
を実行させるプログラム。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の映像表示装置は、立体オブジェクトと、前記立体オブジェクトの両側方にて、
前記立体オブジェクト側から前方に延びる両側壁と、前記両側壁の間にて、かつ、前記立
体オブジェクトよりも前方にて、上端部よりも下端部が前方に位置するように傾斜して配
置される透明板と、を有し、前記両側壁は、表示部を備えた携帯端末を、前記表示部を下
向きにして支持可能とする。また、本発明の映像表示装置は、立体オブジェクトと、前記
立体オブジェクトの両側方にて、前記立体オブジェクト側から前方に延びる両側壁と、前
記両側壁の間にて、かつ、前記立体オブジェクトよりも前方にて、上端部よりも下端部が
前方に位置するように傾斜して配置される透明板と、を有し、前記両側壁は、表示部を備
えた携帯端末を、前記表示部を下向きにして支持可能であって、前記立体オブジェクトの
正面像は、前記表示部に表示される映像と同じ輪郭を有し、前記透明板は、前記映像を反
射して、前記透明板を介して透視される前記立体オブジェクトに前記映像を重畳して表示
する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明の映像表示装置において、前記立体オブジェクトの上面に、前記携帯端末
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を位置決めするためのマーカーが配置されていることが好ましい。また、本発明の映像表
示装置において、前記立体オブジェクトの上面に、前記携帯端末を位置決めするためのマ
ーカーが配置され、前記マーカーは、前記携帯端末の前記表示部に表示されるマーカー画
像を前記マーカーと対応する位置に表示させることにより、前記立体オブジェクトに前記
携帯端末の前記表示部の前記映像を重ね合せるように前記携帯端末を位置合わせ可能にす
ることが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明のプログラムは、前記映像表示装置の前記両側壁に架設可能な携帯端末と
ネットワークを介して接続されるサーバーにより実行されるプログラムであって、前記サ
ーバーに、前記映像表示装置の前記両側壁に架設される前記携帯端末を位置決めするため
のマーカー画像のデータを、前記携帯端末に送信する手順と、前記携帯端末の前記表示部
に表示されて前記立体オブジェクトに重畳される映像のデータを、前記携帯端末に送信す
る手順と、を実行させるものである。また、本発明のプログラムは、前記映像表示装置の
前記両側壁に架設可能な携帯端末とネットワークを介して接続されるサーバーにより実行
されるプログラムであって、前記サーバーに、前記映像表示装置の前記両側壁に架設され
る前記携帯端末を位置決めするための前記マーカー画像のデータを、前記携帯端末に送信
する手順と、前記携帯端末の前記表示部に表示されて前記立体オブジェクトに重畳される
映像のデータを、前記携帯端末に送信する手順と、を実行させるものである。
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