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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツおよび付加情報を表示可能な表示手段を有した携帯端末と、
　前記携帯端末でのコンテンツ表示を支援するためのコンテンツ表示支援装置と、
　撮影装置とを備え、
　前記撮影装置は、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、前記
撮影装置の位置および向きを特定する位置情報とを前記コンテンツ表示支援装置へ送信す
るための送信手段を含み、
　前記コンテンツ表示支援装置は、
　　前記撮影装置から、前記撮影画像と前記位置情報とを取得するための取得手段と、
　　前記撮影画像に前記位置情報を可視化して前記コンテンツに埋め込むことで合成コン
テンツを生成するための生成手段と、
　　第２の再生装置に前記合成コンテンツを送信して再生させるための制御手段と、
　　前記携帯端末からの要求に応じて、前記位置情報に関連する前記付加情報を当該携帯
端末へ送信するための送信手段とを含み、
　前記携帯端末は、
　　前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテンツを撮影した画像から、前記位置
情報を取得するための処理手段と、
　　前記処理手段で取得した前記位置情報を前記コンテンツ表示支援装置に送信すること
で、前記表示手段で表示する前記付加情報を前記コンテンツ表示支援装置に要求するため
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の要求手段と、
　　前記コンテンツ表示支援装置から受け取った前記付加情報を表示するための表示処理
手段とを含む、コンテンツ表示支援システム。
【請求項２】
　前記コンテンツ表示支援装置の前記生成手段は、前記位置情報をコード情報に変換して
前記撮影画像に埋め込む、請求項１に記載のコンテンツ表示支援システム。
【請求項３】
　前記コンテンツ表示支援装置の前記送信手段は、前記携帯端末から送信された前記位置
情報が、予め規定されている前記付加情報の送信対象とする範囲内である場合に前記付加
情報を前記携帯端末へ送信する、請求項１または２に記載のコンテンツ表示支援システム
。
【請求項４】
　前記携帯端末は、前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテンツを撮影した画像
中の、前記可視化された前記位置情報を表わした画像のサイズに応じて、前記付加情報の
表示サイズを変換する、請求項１～３のいずれかに記載のコンテンツ表示支援システム。
【請求項５】
　前記携帯端末の前記表示処理手段は、前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテ
ンツを撮影した画像に、前記付加情報に基づく画像を合成して前記表示手段に表示する、
請求項１～４のいずれかに記載のコンテンツ表示支援システム。
【請求項６】
　コンテンツおよび付加情報を表示可能な表示手段を有した携帯端末と、
　前記コンテンツを表示するための第１の再生装置および第２の再生装置と、
　前記携帯端末でのコンテンツ表示を支援するためのコンテンツ表示支援装置と、
　撮影装置とを備え、
　前記撮影装置は、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、前記
撮影装置の位置および向きを特定する位置情報とを前記コンテンツ表示支援装置へ送信す
るための送信手段を含み、
　前記コンテンツ表示支援装置は、
　　前記撮影装置から、前記撮影画像と前記位置情報とを取得するための取得手段と、
　　前記第２の再生装置に、前記位置情報を送信すると共に、前記第１の再生装置で再生
されたコンテンツを送信して再生させるための制御手段と、
　　前記携帯端末からの要求に応じて、前記位置情報に関連する前記付加情報を当該携帯
端末へ送信するための送信手段とを含み、
　前記第２の再生装置は、
　　前記コンテンツ表示支援装置から、前記位置情報を受信するための受信手段と、
　　前記受信手段により受信した前記位置情報を、前記携帯端末へ送信するための送信手
段とを含み、
　前記携帯端末は、
　　前記第２の再生装置から送信された前記位置情報を取得するための取得手段と、
　　前記取得手段で取得した前記位置情報を前記コンテンツ表示支援装置に送信すること
で、前記表示手段で表示する前記付加情報を前記コンテンツ表示支援装置に要求するため
の要求手段と、
　　前記コンテンツ表示支援装置から受け取った前記付加情報を表示するための表示処理
手段とを含む、コンテンツ表示支援システム。
【請求項７】
　携帯端末でのコンテンツ表示を支援するためのコンテンツ表示支援装置であって、
　撮影装置から、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、前記撮
影装置の位置および向きを特定する位置情報とを取得するための取得手段と、
　前記撮影画像に前記位置情報を可視化して前記コンテンツに埋め込むことで合成コンテ
ンツを生成するための生成手段と、



(3) JP 5582114 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

　第２の再生装置に前記合成コンテンツを送信して再生させるための制御手段と、
　前記携帯端末から、前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテンツを撮影した画
像より取得された前記位置情報と共に付加情報の要求を受け付けることで、前記位置情報
に関連する前記付加情報を当該携帯端末へ送信するための送信手段とを備える、コンテン
ツ表示支援装置。
【請求項８】
　携帯端末でのコンテンツの表示を支援する方法であって、
　撮影装置から、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、前記撮
影装置の位置および向きを特定する位置情報とを、コンテンツ表示支援装置が取得するス
テップと、
　前記コンテンツ表示支援装置が前記撮影画像に前記位置情報を可視化して前記コンテン
ツに埋め込むことで合成コンテンツを生成し、第２の再生装置に送信するステップと、
　前記第２の再生装置において前記合成コンテンツを再生するステップと、
　前記携帯端末において、前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテンツを撮影し
た画像から、前記位置情報を取得するステップと、
　前記携帯端末において、前記位置情報を前記コンテンツ表示支援装置に送信することで
、表示する付加情報を前記コンテンツ表示支援装置に要求するステップと、
　前記携帯端末からの要求に応じて、前記位置情報に関連する前記付加情報を前記コンテ
ンツ表示支援装置から当該携帯端末へ送信するステップと、
　前記携帯端末において前記コンテンツ表示支援装置から受け取った前記付加情報を表示
するステップとを備える、コンテンツ表示支援方法。
【請求項９】
　コンテンツ表示支援装置に、携帯端末でのコンテンツの表示を支援する処理を実行させ
るためのプログラムであって、
　撮影装置から、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、前記撮
影装置の位置および向きを特定する位置情報とを取得するステップと、
　前記撮影画像に前記位置情報を可視化して前記コンテンツに埋め込むことで合成コンテ
ンツを生成するステップと、
　第２の再生装置に前記合成コンテンツを送信して再生させるステップと、
　前記携帯端末から、前記第２の再生装置で再生された前記合成コンテンツを撮影した画
像より取得された前記位置情報と共に付加情報の要求を受け付けることで、前記位置情報
に関連する前記付加情報を当該携帯端末へ送信するステップとを前記コンテンツ表示支援
装置に実行させる、表示プログラム。
【請求項１０】
　携帯端末にコンテンツ表示処理を実行させるためのプログラムであって、
　第１の再生装置により再生されたコンテンツを撮影した撮影装置の位置および向きを特
定する位置情報が埋め込まれた合成コンテンツであって、第２の再生装置により再生され
た合成コンテンツを撮影した画像から、前記撮影装置の位置および向きを特定する位置情
報を取得するステップと、
　前記位置情報をコンテンツ表示支援装置に送信することで、付加情報を前記コンテンツ
表示支援装置に要求するステップと、
　前記要求に応じて前記コンテンツ表示支援装置から送信された前記付加情報を表示する
ステップとを前記携帯端末に実行させる、表示プログラム。
【請求項１１】
　表示手段を有する携帯端末であって、
　第１の再生装置により再生されたコンテンツを撮影した撮影装置の位置および向きを特
定する位置情報が埋め込まれた合成コンテンツであって、第２の再生装置により再生され
た合成コンテンツを撮影した画像から、前記撮影装置の位置および向きを特定する位置情
報を取得するための取得手段と、
　前記位置情報をコンテンツ表示支援装置に送信することで、付加情報を前記コンテンツ
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表示支援装置に要求するための要求手段と、
　前記要求に応じて前記コンテンツ表示支援装置から送信された前記付加情報を前記表示
手段に表示するための表示処理手段とを備える、携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はコンテンツ表示支援システム、コンテンツ表示支援装置、コンテンツ表示支
援方法、表示プログラム、および携帯端末に関し、特に、遠隔でのコンテンツ表示を支援
するコンテンツ表示支援システム、コンテンツ表示支援装置、コンテンツ表示支援方法、
表示プログラム、および携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、会議支援システムとして、複数の会議参加者で資料を共有するためのシステムが
提案されている。
【０００３】
　たとえば、特開２００８－１５８９９２号公報（以下、特許文献１）は、会議等のイベ
ントで用いる資料としての文書データーを共有サーバーに記憶させることでネットワーク
上で公開し、所定の認証処理に応じて該文書データーを情報端末に提供するシステムを開
示している。
【０００４】
　また、特開２０１０－２７３２５６号公報（以下、特許文献２）は、遠隔会議を支援す
る画像形成装置として、遠隔で行なわれているテレビ会議画像を解析して予め規定した絞
込み条件を用いて登録されている特徴を有する人物像を当該画像中から抽出し、当該人物
像に対応する送信先を特定して原稿を送信する画像形成装置を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１５８９９２号公報
【特許文献２】特開２０１０－２７３２５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、いずれのシステムであっても、たとえばセミナーのような、予め登録さ
れた参加者ではない一般の参加者が参加可能な形式の会議である場合、当該参加者が共有
される資料を得ることが難しい、という問題があった。
【０００７】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、遠隔でのコンテンツ表示にお
いて、容易な操作で当該コンテンツの表示を支援することができるコンテンツ表示支援シ
ステム、コンテンツ表示支援装置、コンテンツ表示支援方法、表示プログラム、および携
帯端末を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、コンテンツ表示支援システム
は、コンテンツおよび付加情報を表示可能な表示手段を有した携帯端末と、携帯端末での
コンテンツ表示を支援するためのコンテンツ表示支援装置と、撮影装置とを備える。撮影
装置は、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、撮影装置の位置
および向きを特定する位置情報とをコンテンツ表示支援装置へ送信するための送信手段を
含む。コンテンツ表示支援装置は、撮影装置から、撮影画像と位置情報とを取得するため
の取得手段と、撮影画像に位置情報を可視化してコンテンツに埋め込むことで合成コンテ
ンツを生成するための生成手段と、第２の再生装置に合成コンテンツを送信して再生させ
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るための制御手段と、携帯端末からの要求に応じて、位置情報に関連する付加情報を当該
携帯端末へ送信するための送信手段とを含む。携帯端末は、第２の再生装置で再生された
合成コンテンツを撮影した画像から、位置情報を取得するための処理手段と、処理手段で
取得した位置情報をコンテンツ表示支援装置に送信することで、表示手段で表示する付加
情報をコンテンツ表示支援装置に要求するための要求手段と、コンテンツ表示支援装置か
ら受け取った付加情報を表示するための表示処理手段とを含む。
【０００９】
　好ましくは、コンテンツ表示支援装置の生成手段は、位置情報をコード情報に変換して
撮影画像に埋め込む。
【００１０】
　好ましくは、コンテンツ表示支援装置の送信手段は、携帯端末から送信された位置情報
が、予め規定されている付加情報の送信対象とする範囲内である場合に付加情報を携帯端
末へ送信する。
【００１１】
　好ましくは、携帯端末は、第２の再生装置で再生された合成コンテンツを撮影した画像
中の、可視化された位置情報を表わした画像のサイズに応じて、付加情報の表示サイズを
変換する。
【００１２】
　好ましくは、携帯端末の表示処理手段は、第２の再生装置で再生された合成コンテンツ
を撮影した画像に、付加情報に基づく画像を合成して表示手段に表示する。
【００１３】
　本発明の他の局面に従うと、コンテンツ表示支援システムは、コンテンツおよび付加情
報を表示可能な表示手段を有した携帯端末と、コンテンツを表示するための第１の再生装
置および第２の再生装置と、携帯端末でのコンテンツ表示を支援するためのコンテンツ表
示支援装置と、撮影装置とを備える。撮影装置は、第１の再生装置で再生されたコンテン
ツを撮影した撮影画像と、撮影装置の位置および向きを特定する位置情報とをコンテンツ
表示支援装置へ送信するための送信手段を含む。コンテンツ表示支援装置は、撮影装置か
ら、撮影画像と位置情報とを取得するための取得手段と、第２の再生装置に、位置情報を
送信すると共に、第１の再生装置で再生されたコンテンツを送信して再生させるための制
御手段と、携帯端末からの要求に応じて、位置情報に関連する付加情報を当該携帯端末へ
送信するための送信手段とを含む。第２の再生装置は、コンテンツ表示支援装置から、位
置情報を受信するための受信手段と、受信手段により受信した位置情報を、携帯端末へ送
信するための送信手段とを含む。携帯端末は、第２の再生装置から送信された位置情報を
取得するための取得手段と、取得手段で取得した位置情報をコンテンツ表示支援装置に送
信することで、表示手段で表示する付加情報をコンテンツ表示支援装置に要求するための
要求手段と、コンテンツ表示支援装置から受け取った付加情報を表示するための表示処理
手段とを含む。
【００１４】
　本発明のさらに他の局面に従うと、コンテンツ表示支援装置は、携帯端末でのコンテン
ツ表示を支援するための装置であって、撮影装置から、第１の再生装置で再生されたコン
テンツを撮影した撮影画像と、撮影装置の位置および向きを特定する位置情報とを取得す
るための取得手段と、撮影画像に位置情報を可視化してコンテンツに埋め込むことで合成
コンテンツを生成するための生成手段と、第２の再生装置に合成コンテンツを送信して再
生させるための制御手段と、携帯端末から、第２の再生装置で再生された合成コンテンツ
を撮影した画像より取得された位置情報と共に付加情報の要求を受け付けることで、位置
情報に関連する付加情報を当該携帯端末へ送信するための送信手段とを備える。
【００１５】
　本発明のさらに他の局面に従うと、コンテンツ表示支援方法は携帯端末でのコンテンツ
の表示を支援する方法であって、撮影装置から、第１の再生装置で再生されたコンテンツ
を撮影した撮影画像と、撮影装置の位置および向きを特定する位置情報とを、コンテンツ
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表示支援装置が取得するステップと、コンテンツ表示支援装置が撮影画像に位置情
報を可視化してコンテンツに埋め込むことで合成コンテンツを生成し、第２の再生装置に
送信するステップと、第２の再生装置において合成コンテンツを再生するステップと、携
帯端末において、第２の再生装置で再生された合成コンテンツを撮影した画像から、位置
情報を取得するステップと、携帯端末において、位置情報をコンテンツ表示支援装置に送
信することで、表示する付加情報をコンテンツ表示支援装置に要求するステップと、携帯
端末からの要求に応じて、位置情報に関連する付加情報をコンテンツ表示支援装置から当
該携帯端末へ送信するステップと、携帯端末においてコンテンツ表示支援装置から受け取
った付加情報を表示するステップとを備える。
【００１６】
　本発明のさらに他の局面に従うと、表示プログラムは、コンテンツ表示支援装置に、携
帯端末でのコンテンツの表示を支援する処理を実行させるためのプログラムであって、撮
影装置から、第１の再生装置で再生されたコンテンツを撮影した撮影画像と、撮影装置の
位置および向きを特定する位置情報とを取得するステップと、撮影画像に位置情報を可視
化してコンテンツに埋め込むことで合成コンテンツを生成するステップと、第２の再生装
置に合成コンテンツを送信して再生させるステップと、携帯端末から、第２の再生装置で
再生された合成コンテンツを撮影した画像より取得された位置情報と共に付加情報の要求
を受け付けることで、位置情報に関連する付加情報を当該携帯端末へ送信するステップと
をコンテンツ表示支援装置に実行させる。
【００１７】
　本発明のさらに他の局面に従うと、表示プログラムは携帯端末にコンテンツ表示処理を
実行させるためのプログラムであって、第１の再生装置により再生されたコンテンツを撮
影した撮影装置の位置および向きを特定する位置情報が埋め込まれた合成コンテンツであ
って、第２の再生装置により再生された合成コンテンツを撮影した画像から、撮影装置の
位置および向きを特定する位置情報を取得するステップと、位置情報をコンテンツ表示支
援装置に送信することで、付加情報をコンテンツ表示支援装置に要求するステップと、要
求に応じてコンテンツ表示支援装置から送信された付加情報を表示するステップとを携帯
端末に実行させる。
　本発明のさらに他の局面に従うと、携帯端末は表示手段を有し、第１の再生装置により
再生されたコンテンツを撮影した撮影装置の位置および向きを特定する位置情報が埋め込
まれた合成コンテンツであって、第２の再生装置により再生された合成コンテンツを撮影
した画像から、撮影装置の位置および向きを特定する位置情報を取得するための取得手段
と、位置情報をコンテンツ表示支援装置に送信することで、付加情報をコンテンツ表示支
援装置に要求するための要求手段と、要求に応じてコンテンツ表示支援装置から送信され
た付加情報を前記表示手段に表示するための表示処理手段とを備える。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によると、遠隔会議などの遠隔でのコンテンツ表示において、容易な操作で当
該コンテンツの表示を支援することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】コンテンツ表示支援システムの一実施の形態である会議支援システム（以下、シ
ステムと略する）の構成の具体例を示す図である。
【図２】システムに含まれるＭＦＰのハードウェア構成の具体例を示す図である。
【図３】システムに含まれる携帯端末のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【図４】システムに含まれるサーバーのハードウェア構成の具体例を示す図である。
【図５】システムに含まれるカメラのハードウェア構成の具体例を示す図である。
【図６】システムにおける動作概要を表わした図である。
【図７】携帯端末に表示される画面の具体例を示す図である。
【図８】携帯端末の機能構成の具体例を示すブロック図である。
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【図９】サーバーの機能構成の具体例を示すブロック図である。
【図１０】ＭＦＰの機能構成の具体例を示すブロック図である。
【図１１】携帯端末での、タグ付き画面を表示するための動作の流れを表わしたフローチ
ャートである。
【図１２】サーバーでの、タグ付き画面を携帯端末に表示させるための動作の流れを示す
フローチャートである。
【図１３】ＭＦＰでの、第１の拠点から第２の拠点へプレゼン資料を転送するための動作
の流れを示すフローチャートである。
【図１４】第１の変形例での処理を説明するための図である。
【図１５】第１の変形例での処理を説明するための図である。
【図１６】第１の変形例での携帯端末での動作の具体例を示すフローチャートである。
【図１７】第２の変形例にかかるシステムでの動作概要を表わした図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、
同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じ
である。
【００２１】
　＜システム構成＞
　図１は、コンテンツ表示支援システムの一実施の形態である会議支援システム（以下、
システムと略する）１の構成の具体例を示す図である。
【００２２】
　図１を参照して、システム１は、テレビ会議システムサーバーとして機能する画像形成
装置としてのＭＦＰ（Multi-Functional Peripheral）１００と、複数の携帯端末２００
Ａ，２００Ｂと、コンテンツ再生装置として機能する複数のプロジェクター３００Ａ，３
００Ｂと、カメラ４００と、テレビ会議システムサーバーとして機能するサーバー６００
と、後述するタグ付き画面を表示するためのサーバーとして機能するサーバー８００とを
含む。なお、携帯端末２００Ａ，２００Ｂを代表させて、携帯端末２００と称する。
【００２３】
　なお、この例では、テレビ会議システムサーバーとして機能する装置の一例としてＭＦ
Ｐを挙げているが、通信機能を有する、ＭＦＰ以外の他の画像形成装置であってもよいし
、サーバー６００と同様の、サーバーであってもよい。
【００２４】
　また、この例では、ＭＦＰ１００およびサーバー６００がコンテンツ再生装置であるプ
ロジェクター３００でのコンテンツの再生を支援するための装置として機能するものとし
て、それぞれ別体で構成されるものとしているが、これらは１つの装置で構成されてもよ
い。
【００２５】
　さらに、ＭＦＰ１００およびサーバー８００が携帯端末２００でタグ付きのコンテンツ
を表示するための装置である携帯端末２００での当該タグ付きのコンテンツの表示を支援
するための装置として機能するものとして、それぞれ別体で構成されるものとしているが
、これらは１つの装置で構成されてもよい。
【００２６】
　さらに、ＭＦＰ１００、サーバー６００およびサーバー８００が、コンテンツ再生装置
でのコンテンツの再生および携帯端末での付加情報付きのコンテンツの表示を支援するた
めのコンテンツ表示支援装置として、１つの装置で構成されてもよい。
【００２７】
　当該システムにおいて、ＭＦＰ１００とプロジェクター３００Ａとカメラ４００とはネ
ットワーク５００Ａを介して通信可能に構成され、プロジェクター３００Ｂとサーバー６
００とはネットワーク５００Ｂを介して通信可能に構成されている。さらに、ＭＦＰ１０
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０とプロジェクター３００Ａ，３００Ｂとサーバー６００，８００とはインターネット７
００を介して通信可能に構成されている。
【００２８】
　システム１は、プロジェクター３００Ａによって資料が投影されながら行なわれるプレ
ゼンテーションを支援し、さらに、遠隔において、プロジェクター３００Ａを用いたプレ
ゼンテーションをプロジェクター３００Ｂを用いて再現し、かつ、そのプレゼンテーショ
ンを支援するためのシステムである。本実施の形態では、ＭＦＰ１００がテレビ会議シス
テムサーバーとして機能することにより、ＭＦＰ１００によってコンテンツ表示支援装置
が構成される。
【００２９】
　すなわち、システム１は、ネットワーク５００Ａの設置された第１の拠点に設けられる
システム１Ａと、ネットワーク５００Ｂの設置された第２の拠点に設けられるシステム１
Ｂとに分けて用いることが想定されており、図に示されたように、システム１Ａとしてネ
ットワーク５００Ａに接続されたＭＦＰ１００とプロジェクター３００Ａとカメラ４００
とが第１の拠点に設けられ、さらに第１の拠点では携帯端末２００Ａが設けられている。
第１の拠点は、プロジェクター３００Ａによって資料が投影されながら行なわれるプレゼ
ンテーションの実施拠点と言える。
【００３０】
　また、システム１Ｂとしてネットワーク５００Ｂに接続されたプロジェクター３００Ｂ
とサーバー６００とが第２の拠点に設けられ、さらに第２の拠点では携帯端末２００Ｂが
設けられている。第２の拠点は、プロジェクター３００Ａを用いたプレゼンテーションの
、プロジェクター３００Ｂを用いた再現拠点と言える。
【００３１】
　インターネット７００およびサーバー８００は、システム１Ａとシステム１Ｂとをつな
ぐ機能を有し、第１の拠点でのプレゼンテーションに関する情報と第２の拠点での該プレ
ゼンテーションの再現とを支援する。
【００３２】
　＜装置構成＞
　　＜ＭＦＰの装置構成＞
　図２は、ＭＦＰ１００のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【００３３】
　図２を参照して、ＭＦＰ１００は、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）１０と、ＣＰＵ１０で実行されるプログラムなどを記憶するため
のＲＯＭ（Read Only Memory）１１と、ＣＰＵ１０でプログラムを実行する際の作業領域
として機能するためのＲＡＭ（Random Access Memory）１２と、図示しない原稿台に載置
された原稿を光学的に読み取って画像データーを得るためのスキャナー１３と、画像デー
ターを印刷用紙上に固定するためのプリンター１４と、情報を表示したり当該ＭＦＰ１０
０に対する操作入力を受け付けたりするための操作パネル１５と、画像データーなどを保
存するためのメモリー１６と、ネットワーク５００Ａを介した通信の制御するためのネッ
トワークコントローラー１７と、インターネット７００を介した通信の制御するための通
信コントローラー１８とを含む。
【００３４】
　　＜携帯端末の装置構成＞
　図３は、携帯端末２００のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【００３５】
　図３を参照して、携帯端末２００は、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ２０
と、ＣＰＵ２０で実行されるプログラムなどを記憶するためのＲＯＭ２１と、ＣＰＵ２０
でプログラムを実行する際の作業領域として機能するためのＲＡＭ２２と、磁気センサー
を含んで当該携帯端末２００の向きを検出するための電子コンパス２３と、ＧＰＳ（Glob
al Positioning System）信号または基地局からの位置信号を受信して当該携帯端末の位
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置情報を取得するためのＧＰＳコントローラー２４と、情報を表示したり当該携帯端末２
００に対する操作入力を受け付けたりするためのタッチパネルを含んだ操作パネル２５と
、カメラ２６と、インターネット７００を介した通信を制御するための通信コントローラ
ー２７と、画像データーなどを記憶するためメモリー２８とを含む。
【００３６】
　操作パネル２５は、一例として、液晶表示装置などの表示装置と光学式タッチパネルや
静電容量タッチパネルなどの位置指示装置とが重なって構成されたタッチパネルと、操作
キーとを含む。
【００３７】
　ＣＰＵ２０は予め記憶されている画面表示をさせるためのデーターに基づいてタッチパ
ネルに操作画面を表示させる。タッチパネルでは操作画面上の指示位置が特定され、その
位置を示す操作信号がＣＰＵ２０に入力される。また、押下されたキーを示す操作信号が
ＣＰＵ２０に入力される。ＣＰＵ２０は押下されたキー、または表示している操作画面と
指示位置とから操作内容を特定し、それに基づいて処理を実行する。
【００３８】
　また、電子コンパス２３およびＧＰＳコントローラー２４は、取得した当該携帯端末２
００の向きや位置情報を示す信号をＣＰＵ２０に入力する。
【００３９】
　　＜サーバーの装置構成＞
　図４は、サーバー８００のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【００４０】
　図４を参照して、サーバー８００は一般的なコンピュータ等によって構成されるもので
あり、一例として、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ８０と、ＣＰＵ８０で実
行されるプログラムなどを記憶するためのＲＯＭ８１と、ＣＰＵ８０でプログラムを実行
する際の作業領域として機能するためのＲＡＭ８２と、後述するＭＦＰ情報などを記憶す
るためのＨＤ（Hard Disk）８３と、インターネット７００を介した通信の制御するため
の通信コントローラー８４と、ネットワーク５００Ｂを介した通信の制御するためのネッ
トワークコントローラー８５とを含む。
【００４１】
　なお、サーバー６００も一般的なコンピュータ等によって構成されるものであり、図４
に示されたサーバー８００のハードウェア構成と同じ構成とする。
【００４２】
　　＜カメラの装置構成＞
　図５は、カメラ４００のハードウェア構成の具体例を示す図である。
【００４３】
　図５を参照して、カメラ４００は、全体を制御するための演算装置であるＣＰＵ４０と
、ＣＰＵ４０で実行されるプログラムなどを記憶するためのＲＯＭ４１と、ＣＰＵ４０で
プログラムを実行する際の作業領域として機能するためのＲＡＭ４２と、磁気センサーを
含んで当該カメラ４００の向きを検出するための電子コンパス４３と、ＧＰＳ信号または
基地局からの位置信号を受信して当該カメラ４００の位置情報を取得するためのＧＰＳコ
ントローラー４４と、当該カメラ４００に対する操作入力を受け付けるための操作部４５
と、撮影部４６と、ネットワーク５００Ａを介した通信の制御するためのネットワークコ
ントローラー４７と、画像データーなどを記憶するためメモリー４８とを含む。
【００４４】
　＜動作概要＞
　図６は、システム１における動作概要を表わした図である。
【００４５】
　図６を参照して、ＭＦＰ１００にはプレゼンテーションに必要な資料のデーター（プレ
ゼン資料データー）が記憶されており、該データがＭＦＰ１００からプロジェクター３０
０Ａに渡される（Ｓ１）。そして、プロジェクター３００Ａによって投影される（Ｓ２）
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。プレゼンターは、投影されたプレゼン資料を用いてプレゼンテーションを行なうことが
できる。
【００４６】
　ＭＦＰ１００は、プロジェクター３００Ａに渡したプレゼン資料と、当該プレゼン資料
に合成するための情報であるタグデーターとを、サーバー８００に送信する（Ｓ３）。タ
グデーターとは、予めプレゼン資料と関連付けられたデーターであって、当該プレゼン資
料に対して「タグ」と言われる補足的な情報を表わした画像を合成するためのデーターで
ある。具体的には、プレゼン資料に合成する画像データーと、当該画像を合成するプレゼ
ン資料中の位置を特定する情報とが含まれる。また、プレゼン資料が複数ページの画像か
らなる情報であったり、動画であったりする場合には、当該プレゼン資料中のタグを合成
する画像を特定する情報（たとえばページ数や再生開始からの経過時間等）も含まれる。
【００４７】
　携帯端末２００Ａは当該プレゼンテーションの聴衆に携帯されるものである。携帯端末
２００Ａにおいてタグ付き画面を表示するためのアプリケーションが起動されると、当該
携帯端末２００Ａはサーバー８００に当該携帯端末２００Ａの位置および向きを特定する
位置情報を送信することで、表示データーの配信を要求する（Ｓ４）。
【００４８】
　サーバー８００には、タグを配信するのに適した位置の範囲が記憶されている。この位
置の範囲には、携帯端末の存在する位置と共に当該携帯端末の向く方向も含まれる。この
例において適した位置の範囲としては、たとえば、上記第１の拠点に存在し、プロジェク
ター３００Ａでの投影位置に向く方向、などが該当する。
【００４９】
　サーバー８００は、携帯端末２００Ａからの上記要求を受け取ると、受信した位置情報
が当該範囲内にある場合に当該携帯端末２００Ａをタグの送信対象と決定する。
【００５０】
　サーバー８００は、ＭＦＰ１００から受信したプレゼン資料とタグデーターとを合成し
たタグ付き画面を生成し、上記コンテンツの送信対象とされた携帯端末２００Ａに、当該
画面を表示するためのデーターを送信する（Ｓ５）。なお、この合成はＭＦＰ１００で行
なわれ、当該画面を表示するためのデーターがサーバー８００に送信されてもよい。
【００５１】
　これにより、システム１のうちの上記第１の拠点にあるシステム１Ａでは、プロジェク
ター３００Ａでプレゼン資料が投影されると共に、当該拠点にある携帯端末２００Ａにお
いて、当該プレゼン資料にタグが合成されたタグ付き画面が表示される。
【００５２】
　次に、第１の拠点で行なわれている上記プレゼンテーションを上記第２の拠点において
再現するための動作として、第１の拠点においてカメラ４００でプロジェクター３００Ａ
から投影される資料が撮影される（Ｓ６）。カメラ４００は、撮影時の位置および方向を
位置情報として、撮影によって得られた撮影画像と共にＭＦＰ１００に対して送信する（
Ｓ７）。
【００５３】
　なお、本例では、カメラ４００に後述するように位置および方向を特定するための機能
が備えられ、撮影画像と共に位置および方向を特定する情報をＭＦＰ１００に送信するよ
うにしている。しかしながら、ＭＦＰ１００でのカメラ４００の情報の取得はカメラ４０
０からの取得に限定されない。たとえば、予めカメラ４００の設置位置を操作パネル１５
等を用いて入力するようにしてもよいし、携帯端末２００Ａなどの他の装置から入力を受
け付けるようにしてもよい。また、カメラ４００がＭＦＰ１００に含まれていてもよいし
、カメラ４００の位置を検知するための図示しないセンサーがＭＦＰ１００に備えられて
いてもよい。
【００５４】
　ＭＦＰ１００は、位置情報を画像に変換し、当該画像を撮影画像に合成して（Ｓ８）、
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合成データーをサーバー６００に渡す（Ｓ９）。上記画像は、たとえばＱＲコード（登録
商標）などが該当する。以降の例では、この画像をＱＲコードとして説明する。
【００５５】
　サーバー６００は、受信した合成データーをプロジェクター３００Ｂに渡す（Ｓ１０）
。合成データーはプロジェクター３００Ｂによって投影される（Ｓ１１）。これによって
、第１の拠点でプロジェクター３００Ａによって投影されたプレゼン資料がカメラ４００
によって撮影された画像と、カメラ４００の位置情報を表現した画像とが合成された画面
が、上記第２の拠点において、プロジェクター３００Ｂによって投影されることになる。
【００５６】
　携帯端末２００Ｂは第２の拠点での当該プレゼンテーションの聴衆に携帯されるもので
ある。携帯端末２００Ｂにおいてタグ付き画面を表示するためのアプリケーションが起動
され、さらに、プロジェクター３００Ｂによって投影された画面が撮影されると（Ｓ１２
）、携帯端末２００Ｂにおいて撮影画像中のＱＲコードが解析されて、カメラ４００の位
置情報が取得される（Ｓ１３）。携帯端末２００Ｂは取得した位置情報をサーバー８００
に送信することで、表示データーの配信を要求する（Ｓ１４）。
【００５７】
　サーバー８００は、携帯端末２００Ｂからの上記要求を受け取ると、上記ステップＳ５
での動作と同じ動作を行なう。すなわち、サーバー８００は、受信した位置情報に基づい
て携帯端末２００Ｂをタグの送信対象と決定して、ＭＦＰ１００から受信したプレゼン資
料とタグデーターとを合成したタグ付き画面を生成し、当該画面を表示するためのデータ
ーを送信する（Ｓ１５）。
【００５８】
　図７は、上記動作によって携帯端末２００Ｂに表示される画面の具体例を示す図である
。すなわち、図７に表わされたように、上記動作によって第１の拠点とは異なる場所にあ
る第２の拠点で用いられる携帯端末２００Ｂにおいて、図６に表わされた、第１の拠点で
用いられる携帯端末２００Ａで表示されるタグ付き画面と同様の画面が表示されることに
なる。そのため、第１の拠点から遠隔にある第２の拠点の聴衆も、第１の拠点の聴衆と同
様にタグ付きでプレゼン資料を参照することができる。
【００５９】
　＜機能構成＞
　　＜携帯端末の機能構成＞
　図８は、携帯端末２００の機能構成の具体例を示すブロック図である。図８に示される
各機能は、ＣＰＵ２０がＲＯＭ２１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ２２上で
実行することで、主にＣＰＵ２０に形成される機能である。しかしながら、少なくとも一
部の機能が図３に示されたハードウェア構成によって形成されてもよい。
【００６０】
　図８を参照して、上記動作を実現するための機能として携帯端末２００は、操作パネル
２５からの指示入力を受け付けるための指示入力部２０１と、指示に従ってアプリケーシ
ョンを実行するための実行部２０２と、実行部２０２でのタグ付き画面を表示するための
アプリケーションの実行に従って当該携帯端末２００の位置を取得するための位置取得部
２０３と、実行部２０２でのタグ付き画面を表示するためのアプリケーションの実行に従
って当該携帯端末２００の向きを取得するための向き取得部２０４と、操作パネル２５か
らの撮影指示に応じてカメラ２６による撮影を実行して撮影画像を取得するための画像取
得部２０５と、実行部２０２でのタグ付き画面を表示するためのアプリケーションの実行
に従って取得された位置と向きとを位置情報としてサーバー８００に対して送信すること
で、タグ付き画面を表示するためのデーターを要求するための第１要求部２０６と、カメ
ラ２６による撮影画像を解析することで当該撮影画像に含まれるＱＲコードから位置情報
を取得するための解析部２０７と、当該位置情報をサーバー８００に対して送信すること
で、タグ付き画面を表示するためのデーターを要求するための第２要求部２０８と、サー
バー８００からデーターの入力を受け付けるためのデーター入力部２０９と、サーバー８
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００からの画面データーに基づいてタグ付き画面を操作パネル２５に表示する処理を実行
するための表示処理部２１１とを含む。
【００６１】
　　＜サーバーの機能構成＞
　図９は、サーバー８００の機能構成の具体例を示すブロック図である。図９に示される
各機能は、ＣＰＵ８０がＲＯＭ８１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ８２上で
実行することで、主にＣＰＵ８０に形成される機能である。しかしながら、少なくとも一
部の機能が図４に示されたハードウェア構成によって形成されてもよい。
【００６２】
　図９を参照して、上記動作を実現するための機能としてサーバー８００は、ＭＦＰ１０
０からプレゼン資料データーと当該プレゼン資料データーに関連付けられたタグデーター
との入力を受け付けるためのデーター入力部８０１と、携帯端末２００から位置情報と共
に画面を表示するためのデーターの要求を受け付けるための要求入力部８０２と、予めプ
レゼン資料に関連付けられた、タグを配信するのに適した位置の範囲を記憶しておき、携
帯端末２００からの位置情報で特定される位置および向きが当該範囲内であるか否かを判
断することで、タグを配信するか否かを判断するための判断部８０３と、タグを配信する
場合、プレゼン資料データーと当該プレゼン資料データーに関連付けられたタグデーター
とを合成してタグ付き画面を表示するためのデーターを生成するための合成部８０４と、
当該データーを要求した携帯端末２００に対して送信するための送信部８０５とを含む。
【００６３】
　　＜ＭＦＰの機能構成＞
　図１０は、ＭＦＰ１００の機能構成の具体例を示すブロック図である。図１０に示され
る各機能は、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ１２上
で実行することで、主にＣＰＵ１０に形成される機能である。しかしながら、少なくとも
一部の機能が図２に示されたハードウェア構成によって形成されてもよい。
【００６４】
　なお、図１０に示されるように、ＭＦＰ１００のメモリー１６には、プレゼン資料デー
ターを記憶するための資料データー記憶部１６１と、プレゼン資料に関連付けてタグデー
ターを記憶するためのタグデーター記憶部１６２とが含まれる。
【００６５】
　さらに図１０を参照して、上記動作を実現するための機能としてＭＦＰ１００は、操作
パネル１５からの指示入力を受け付けるための指示入力部１０１と、操作パネル１５から
のプレゼン資料の投影開始の指示に従って、プレゼン資料データーおよび当該プレゼン資
料データーに関連付けられているタグデーターをメモリー１６から読み出すための読出部
１０２と、プレゼン資料データーをプロジェクター３００Ａに対して送信するための第１
送信部１０３と、プレゼン資料データーおよびタグデーターをサーバー８００に対して送
信するための第２送信部１０４と、カメラ４００から当該カメラ４００の位置および方向
を特定する位置情報と撮影画像との入力を受け付けるための情報入力部１０５と、カメラ
４００の位置情報を表わす画像としてＱＲコードを生成するための生成部１０６と、生成
されたＱＲコードを撮影画像に合成するための合成部１０７と、作成された合成データー
をサーバー６００に対して送信するための第３送信部１０８とを含む。生成部１０６でカ
メラ４００の位置情報をＱＲコードに変換する方法は、ここでは特定の方法に限定されな
い。
【００６６】
　なお、上の例では、プロジェクター３００Ａでプレゼン資料の投影を開始する際に、Ｍ
ＦＰ１００の操作パネル１５から開始の指示入力を行なうものとしている。しかしながら
、他の例として、プロジェクター３００Ａを操作することで、当該プロジェクター３００
Ａから開始を指示する信号がＭＦＰ１００に対して送信されてもよい。
【００６７】
　＜動作フロー＞



(13) JP 5582114 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

　図１１は、携帯端末２００での、タグ付き画面を表示するための動作の流れを表わした
フローチャートである。図１１のフローチャートに示される動作は、ＣＰＵ２０がＲＯＭ
２１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ２２上で実行し、図８に示される各機能
を発揮させることによって実現される。
【００６８】
　図１１を参照して、ステップＳ１０１でＣＰＵ２０は、操作パネル２５からの指示入力
に従ってタグ付き画面を表示させるためのアプリケーションを起動する。そして、ステッ
プＳ１０３においてＣＰＵ２０は、カメラ２６で撮影されたことによって撮影画像が取得
されているか否かを判断する。
【００６９】
　カメラ２６での撮影が行なわれていない場合（ステップＳ１０３でＮＯ）、ステップＳ
１０５でＣＰＵ２０は、当該携帯端末２００の位置および向きを取得し、ステップＳ１０
９でこれらを位置情報としてサーバー８００に送信して、タグ付き画面を表示するための
データーをサーバー８００に対して要求する。
【００７０】
　これは、上述の説明では第１の拠点において、プロジェクター３００Ａで投影されてい
るプレゼン資料と共にタグを表示させるために携帯端末２００Ａにおいて上記アプリケー
ションを起動させた場合の動作に相当する。
【００７１】
　一方、カメラ２６での撮影が行なわれて撮影画像が取得されている場合（ステップＳ１
０３でＹＥＳ）、ステップＳ１０７でＣＰＵ２０は、当該撮影画像を解析し、当該撮影画
像に含まれるＱＲコードから当該ＱＲコードで特定される位置情報を取得する。そして、
ステップＳ１０９で取得された位置情報をサーバー８００に送信して、タグ付き画面を表
示するためのデーターをサーバー８００に対して要求する。
【００７２】
　これは、上述の説明では第２の拠点において、プロジェクター３００Ｂで投影された、
第１の拠点でのカメラ４００による撮影画像を、携帯端末２００Ｂにおいて撮影して、当
該プレゼン資料についてのタグ付きが画面を要求した場合の動作に相当する。この場合、
後述するＭＦＰ１００での動作によってプロジェクター３００Ｂで投影された撮影画像に
は、第１の拠点でプロジェクター３００Ａによって投影されたプレゼン資料と共にカメラ
４００の位置情報を表わしたＱＲコードが含まれている。そのため、携帯端末２００Ｂで
の撮影画像にもＱＲコードが含まれている。
【００７３】
　上記ステップＳ１０９での要求に応じてサーバー８００からのデーターを受信すると（
ステップＳ１１１でＹＥＳ）、ステップＳ１１３でＣＰＵ２０は、当該データーを用いて
タグ付き画面を操作パネル２５に表示する。
【００７４】
　図１２は、サーバー８００での、タグ付き画面を携帯端末２００に表示させるための動
作の流れを示すフローチャートである。図１２のフローチャートに示される動作は、ＣＰ
Ｕ８０がＲＯＭ８１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ８２上で実行し、図９に
示される各機能を発揮させることによって実現される。
【００７５】
　図１２を参照して、ＣＰＵ８０は、ステップＳ２０１において、携帯端末２００からタ
グ付き画面を表示するためのデーターの要求を受け付けたか否かを判断する。当該要求に
は当該携帯端末２００の位置および向きが位置情報として含まれている。
【００７６】
　携帯端末２００から上記要求を受け付けたと判断すると（ステップＳ２０１でＹＥＳ）
、ステップＳ２０３でＣＰＵ８０は、上記要求に含まれる位置情報で特定される当該携帯
端末２００の位置および向きが、予め記憶している、コンテンツの配信の対象となる範囲
に含まれるか否かを判断する。
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【００７７】
　携帯端末２００から取得した位置情報によって特定される位置および向きが上記範囲内
である場合（ステップＳ２０３でＹＥＳ）、ステップＳ２０５でＣＰＵ８０は、合成用デ
ーターを取得する。合成用データーとは、携帯端末２００において表示させるプレゼン資
料データーと当該プレゼン資料に関連付けられたタグデーターとを含む。
【００７８】
　上記ステップＳ１０３で携帯端末２００の位置および向きが上記範囲に含まれない場合
には、ＣＰＵ８０は、携帯端末２００がコンテンツの配信の対象ではないと判断して、ス
テップＳ２０１へ処理を戻す。
【００７９】
　なお、この例では、上記要求があり、かつ、当該要求された携帯端末２００が配信の対
象となる携帯端末２００と判断された場合に合成用データーをＭＦＰ１００から取得する
ものとしている。これは、この判断がなされた時点でＭＦＰ１００に対して合成用データ
ーを要求するようにしてよい。
【００８０】
　しかしながら、合成用データーを取得するタイミングはこのタイミングに限定されない
。他の例として、ＭＦＰ１００から、プレゼン資料データーをプロジェクター３００Ａに
渡すタイミングで当該プレゼン資料データーおよび関連するタグデーターを受信し、これ
ら合成用データーを記憶しておいてもよい。このようにすることで、上記要求がなされて
からより早いタイミングで以降の動作を行なうことができる。
【００８１】
　ステップＳ２０７でＣＰＵ８０は、プレゼン資料データーとタグデーターとの合成画像
を生成して、ステップＳ２０９で、生成した合成画像を要求された携帯端末２００へ送信
して、タグ付き画面を表示させるための一連の処理を終了する。
【００８２】
　上記要求を携帯端末２００Ａが行なった場合、この動作によって、図６に示されたよう
なプレゼン資料にタグが合成された画面が携帯端末２００Ａに表示される。
【００８３】
　図１３は、ＭＦＰ１００での、第１の拠点から第２の拠点へプレゼン資料を転送するた
めの動作の流れを示すフローチャートである。図１３のフローチャートに示される動作は
、ＣＰＵ１０がＲＯＭ１１に記憶されるプログラムを読み出してＲＡＭ１２上で実行し、
図１０に示される各機能を発揮させることによって実現される。
【００８４】
　図１３を参照して、ステップＳ３０１でカメラ４００から撮影画像の入力を受け付けた
と判断すると（ステップＳ３０１でＹＥＳ）、ステップＳ３０３でＣＰＵ１０は、撮影画
像と共に入力された当該カメラ４００の位置および向きを特定する位置情報からこの位置
および向きを表わす画像としてＱＲコードを生成する。そして、ステップＳ３０５でＣＰ
Ｕ１０は、入力された撮影画像に生成したＱＲコードを合成し、ステップＳ３０７で合成
データーをサーバー６００に対して送信する。
【００８５】
　これによって、サーバー６００から合成データーがプロジェクター３００Ｂに送信され
（上記ステップＳ１０）、ＱＲコードが合成された撮影画像において撮影された上記第１
の拠点で投影されたプレゼン資料が、プロジェクター３００Ｂによって第２の拠点におい
て投影されることになる。
【００８６】
　＜実施の形態の効果＞
　システム１において以上の動作が行なわれることによって、第１の拠点においては、聴
衆の携帯する携帯端末２００Ａにおいて容易な操作で、プレゼンテーションに用いられた
プレゼン資料と共に当該プレゼン資料に関連付けられたタグが合成して表示されることに
なる。
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【００８７】
　さらに、第１の拠点で行なわれたプレゼンテーションで用いられたプレゼン資料が、上
記第１の拠点とは遠隔の第２の拠点で投影されると共に、第１の拠点の聴衆の携帯端末２
００Ａで表示されたタグ付き画面と同じタグ付き画面が、容易な操作で、第２の拠点の聴
衆の携帯する携帯端末２００Ｂでも表示される。
【００８８】
　これにより、たとえばセミナー形式のテレビ会議を行なうような場合に、接続先にいる
一般の聴衆者がアクセスアカウントを発行するなどの煩雑な手続きを要せずに容易な操作
で、投影された資料に関連するタグデーターを取得することができ、補足情報を得ること
ができる。
【００８９】
　＜変形例１＞
　図１４および図１５は、第１の変形例での処理を説明するための図である。第１の変形
例では、携帯端末２００Ｂでの撮影画像のサイズに応じてタグ付き画面のサイズを異なら
せる。すなわち、図１４に示されるように撮影画像が大きい場合には、タグ付き画面のサ
イズを大きくし、図１５に示されるように撮影画像が小さい場合には、タグ付き画面のサ
イズを小さくする。撮影画像のサイズは、たとえば、予め携帯端末２００においてＱＲコ
ードの基準サイズを記憶しておき、当該基準サイズと撮影画像中のＱＲコードのサイズと
を比較することで、携帯端末２００のＣＰＵ２０が検出することができる。
【００９０】
　図１６は、第１の変形例での携帯端末２００での動作の具体例を示すフローチャートで
ある。図１６のフローチャートは、図１１に表わされた携帯端末２００での動作のうちの
、撮影画像がある場合（ステップＳ１０３でＹＥＳ）の動作を表わしており、図１１の動
作にステップＳ１０８およびステップＳ１１２が加えられている。すなわち、図１６を参
照して、第１の返礼例で携帯端末２００は、撮影画像を解析してＱＲコードを抽出すると
、予め記憶している基準サイズと当該ＱＲコードとを比較し、抽出されたＱＲコードのサ
イズを判定する。または、画面サイズに対するＱＲコードの比率からＱＲコードのサイズ
を判定してもよい。
【００９１】
　そして、ステップＳ１１１で画面のデーターをサーバー８００から受信すると、当該画
面を判定されたＱＲコードのサイズに応じて変換する。
【００９２】
　すなわち、図１４に示されるように、撮影画像が大きい場合にはＱＲコードの比率も大
きくなるため、当該比率を受信し画面のデーターに適用することで表示するタグ付き画面
のサイズを大きくする。逆に、図１５に示されるように、撮影画像が小さい場合にはＱＲ
コードの比率も小さくなるため、当該比率を受信し画面のデーターに適用することで表示
するタグ付き画面のサイズを小さくする。
【００９３】
　なお、同じようにして、携帯端末２００Ｂの操作パネル２５での表示位置を特定するよ
うにしてもよい。すなわち、予めＱＲコードをカメラ４００での撮影画像に合成する位置
が規定されている場合、携帯端末２００Ｂでの撮影画像を操作パネル２５に表示した際の
当該表示上でのＱＲコードの位置を特定し、それに応じて、タグ付き画面の表示位置を決
定するようにしてもよい。たとえば、図１５の例では、携帯端末２００Ｂでの撮影画像に
おいてＱＲコードが画面の右下寄りに位置しているため、タグ付き画面の表示位置も、同
じように右下寄りと決定することができる。
【００９４】
　このようにすることで、携帯端末２００Ｂを携帯した聴衆が、プロジェクター３００Ｂ
によって投影されたプレゼン資料を携帯端末２００Ｂで撮影した場合と同等のサイズでタ
グ付き画面が表示されることになるので、当該携帯端末２００Ｂを携帯した聴衆によって
見やすい画面を提供することができる。
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【００９５】
　＜変形例２＞
　上の例では、携帯端末２００Ｂがプロジェクター３００Ｂによって投影された画像から
カメラ４００の位置情報を得る方法として、カメラ４００の撮影画像に当該位置情報を表
わした画像（ＱＲコード）を合成して、この合成画像を携帯端末２００Ｂで撮影した上で
当該撮影画像を解析し、ＱＲコードから位置情報を取得するものとしている。
【００９６】
　しかしながら、カメラ４００の位置情報を得る方法はこの方法のみに限定されるもので
はない。
【００９７】
　図１７は、第２の変形例にかかるシステム１での動作概要を表わした図である。図１７
を参照して、第２の変形例では、一例として、上の例ではプロジェクター３００Ｂとして
表わされた第２の拠点のコンテンツ再生装置において、携帯端末２００Ｂに対して無線通
信でカメラ４００の位置情報を送信する。この無線通信としては、たとえば赤外線を用い
る通信であってもよいし、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉｆｉ（登録商標）など
の電波を利用したものであってもよいし、可視光通信などの電磁波を利用したものであっ
てもよい。
【００９８】
　プロジェクター３００Ｂがこのような通信機能を有する場合はプロジェクター３００Ｂ
から携帯端末２００Ｂに対してカメラ４００の位置情報が送信されてもよいし、プロジェ
クター３００Ｂに替えてＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の無線通信機能を備えたコン
テンツ再生装置が用いられてもよい。
【００９９】
　この場合、ＭＦＰ１００はカメラ４００の位置情報を画像に変換する処理に替えて、位
置情報を無線通信用の情報（たとえば可視光通信変調情報等）に変換する。ここでの変換
の方法については特定の方法に限定されない。そして、撮影画像と共に位置情報をサーバ
ー６００に送信する。
【０１００】
　ＭＦＰ１００は、予めカメラ４００の位置情報を画像に変換するのか無線通信用の情報
に変換するのかが規定されている場合には、当該規定に従って変換してもよいし、コンテ
ンツ再生装置と通信可能となったサーバー６００から当該コンテンツ再生装置の無線通信
機能の有無の通知を受けて、当該通知に従って変換してもよい。
【０１０１】
　このようにすることで、特別な認証や手続きを行なうことなく携帯端末２００Ｂでカメ
ラ４００での位置情報を得ることができ、携帯端末２００Ｂで容易にタグ付き画面を表示
させることができるようになる。
【０１０２】
　＜変形例３＞
　なお、以上の例では、サーバー８００がＭＦＰ１００からプレゼン資料とタグデーター
とを受け取ってこれらを合成した上で携帯端末２００に送信するものとしている。
【０１０３】
　しかしながら、ＭＦＰ１００からサーバー８００に対してタグデーターと、当該タグデ
ーターを表示するべき位置を特定する情報とを送信するようにしてもよい。この場合、携
帯端末２００Ａは、タグ付き画面を表示するためのアプリケーションを起動して撮影を行
なうことで、当該撮影時の位置および向きを特定する位置情報をサーバー８００に対して
送信して、タグデーターを要求する。また、携帯端末２００Ｂは、タグ付き画面を表示す
るためのアプリケーションを起動して撮影を行ない、その撮影画像からＱＲコードが抽出
されることで当該ＱＲコードから特定される位置情報をサーバー８００に対して送信して
、タグデーターを要求する。
【０１０４】
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　サーバー８００は携帯端末２００から位置情報を取得すると、当該位置情報で特定され
るその位置および向きで撮影された画像に含まれるコンテンツ（プレゼン資料）に対して
表示するべきタグを特定し、当該タグデーターを携帯端末２００に対して送信する。そし
て、携帯端末２００は、受信したタグデーターを撮影画像に合成することで撮影画像にタ
グが重ねて表示されたタグ付き画面を表示する。
【０１０５】
　なお、この場合でも、携帯端末２００は、上記第１の変形例で説明されたように、撮影
画像中のＱＲコードのサイズに応じてタグのサイズを変換するようにしてよい。
【０１０６】
　このようにすることでも、同様にして、容易な操作によって携帯端末２００Ａでタグ付
き画面を表示させることができる。また、遠隔にある携帯端末２００Ｂでも、カメラ４０
０の位置からの携帯端末２００Ａに対する操作と同様にして、容易な操作でタグ付き画面
を表示させることができる。つまり、あたかも第１の拠点にいるかのようにタグ付き画面
を表示させることができる。
【０１０７】
　さらに、システム１の各装置に上述の動作を行なわせるためのプログラムを提供するこ
ともできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disk-Read Only Memory）、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびメモリカード
などのコンピュータ読み取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供
することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体に
て記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウン
ロードによって、プログラムを提供することもできる。
【０１０８】
　なお、本発明にかかるプログラムは、コンピュータのオペレーティングシステム（ＯＳ
）の一部として提供されるプログラムモジュールのうち、必要なモジュールを所定の配列
で所定のタイミングで呼出して処理を実行させるものであってもよい。その場合、プログ
ラム自体には上記モジュールが含まれずＯＳと協働して処理が実行される。このようなモ
ジュールを含まないプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１０９】
　また、本発明にかかるプログラムは他のプログラムの一部に組込まれて提供されるもの
であってもよい。その場合にも、プログラム自体には上記他のプログラムに含まれるモジ
ュールが含まれず、他のプログラムと協働して処理が実行される。このような他のプログ
ラムに組込まれたプログラムも、本発明にかかるプログラムに含まれ得る。
【０１１０】
　提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストール
されて実行される。なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録され
た記録媒体とを含む。
【０１１１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　システム、１０，２０，４０，８０　ＣＰＵ、１１，２１，４１，８１　ＲＯＭ、
１２，２２，４２，８２　ＲＡＭ、１３　スキャナー、１４　プリンター、１５，２５　
操作パネル、１６，２８，４８　メモリー、１７，４７，８５　ネットワークコントロー
ラー、１８，２７，８４　通信コントローラー、２３，４３　電子コンパス、２４，４４
　ＧＰＳコントローラー、２６，４００　カメラ、４５　操作部、４６　撮影部、１００
　ＭＦＰ、１０１，２０１　指示入力部、１０２　読出部、１０３　第１送信部、１０４
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　第２送信部、１０５　情報入力部、１０６　生成部、１０７，８０４　合成部、１０８
　第３送信部、１６１　資料データー記憶部、１６２　タグデーター記憶部、２００，２
００Ａ，２００Ｂ　携帯端末、２０２　実行部、２０３　位置取得部、２０４　向き取得
部、２０５　画像取得部、２０６　第１要求部、２０７　解析部、２０８　第２要求部、
２０９，８０１　データー入力部、２１１　表示処理部、３００Ａ，３００Ｂ　プロジェ
クター、５００Ａ，５００Ｂ　ネットワーク、６００，８００　サーバー、７００　イン
ターネット、８０２　要求入力部、８０３　判断部、８０５　送信部。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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