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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体を使って該コードにより特定され該
画像に対応する第１の情報を取得する情報提供システムにおいて、
　前記被印刷媒体上に印刷された前記画像から抽出された前記コードを送信するコード送
信手段と、
　前記コード送信手段から送信された前記コードを受信し、受信された前記コードにより
特定され前記画像に対応する前記第１の情報を取得するための第２の情報を送信する情報
提供手段と、
　前記情報提供手段から送信された前記第２の情報を受信し、受信された前記第２の情報
に基づいて前記第１の情報を取得する情報受信・取得手段と、
　前記情報提供手段により提供される前記第１の情報を変更する情報変更手段と、を備え
、
　前記コード送信手段は、該コード送信手段を一意に特定できる識別情報を前記コードと
ともに送信し、
　前記情報提供手段は、前記コード送信手段から送信された前記コードと前記識別情報と
を受信し、受信された前記識別情報に応じて前記情報受信・取得手段が取得する前記第１
の情報を決定し、
　前記情報変更手段は、前記被印刷媒体上に印刷された前記画像を読み取り、読み取られ
た前記画像から前記コードを抽出し、抽出された前記コードを前記情報提供手段に送信し
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、前記コードの送信に応じて前記情報提供手段から送信された前記第２の情報を取得し、
取得された前記第２の情報を抽出された前記コードにより特定され前記画像に対応する新
たな第１の情報とともに前記情報提供手段に送信し、
　前記情報提供手段は、前記情報変更手段から送信された前記第２の情報および前記新た
な第１の情報を受信し、受信された前記第２の情報により取得される前記第１の情報を受
信された前記新たな第１の情報へ変更することを特徴とする情報提供システム。
【請求項２】
　コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体を使って該コードにより特定され該
画像に対応する第１の情報を取得する情報提供システムにおいて、
　前記被印刷媒体上に印刷された前記画像から抽出された前記コードを送信するコード送
信手段と、
　前記コード送信手段から送信された前記コードを受信し、受信された前記コードにより
特定され前記画像に対応する前記第１の情報を取得するための第２の情報を送信する情報
提供手段と、
　前記情報提供手段から送信された前記第２の情報を受信し、受信された前記第２の情報
に基づいて前記第１の情報を取得する情報受信・取得手段と、
　前記情報提供手段により提供される前記第１の情報を変更する情報変更手段と、を備え
、
　前記情報変更手段は、前記被印刷媒体上に印刷された前記画像を読み取り、読み取られ
た前記画像から前記コードを抽出し、抽出された前記コードを前記情報提供手段へ送信し
、前記コードの送信に応じて前記情報提供手段から送信された前記第２の情報を取得し、
抽出された前記コードと、取得された前記第２の情報と、抽出された前記コードにより特
定され前記画像に対応する新たな第１の情報と、前記情報変更手段を一意に特定できる識
別情報とを前記情報提供手段に送信し、
　前記情報提供手段は、前記情報変更手段から送信された前記コードと、前記第２の情報
と、前記新たな第１の情報と、前記識別情報とを受信し、受信された前記コードと前記識
別情報とを用いて、受信された前記第２の情報により取得される前記第１の情報を受信さ
れた前記新たな第１の情報へ変更するか否かを決定することを特徴とする情報提供システ
ム。
【請求項３】
　コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体を使って該コードにより特定され該
画像に対応する第１の情報を受信する情報提供システムにおいて、
　前記被印刷媒体上の前記画像を読み取って得られた画像データを送信するコード送信手
段と、
　前記コード送信手段から送信された前記画像データを受信し、受信された前記画像デー
タに埋め込まれた前記コードを抽出し、抽出された前記コードにより特定され前記画像に
対応する第１の情報を送信する情報提供手段と、
　前記情報提供手段から送信された前記第１の情報を受信する情報受信・取得手段と、
　前記情報提供手段により提供される前記第１の情報を変更する情報変更手段と、を備え
、
　前記コード送信手段は、該コード送信手段を一意に特定できる識別情報を前記コードと
ともに送信し、
　前記情報提供手段は、前記コード送信手段から送信された前記コードと前記識別情報と
を受信し、受信された前記識別情報に応じて前記情報受信・取得手段が受信する前記第１
の情報を決定し、
　前記情報変更手段は、前記被印刷媒体上に印刷された前記画像を読み取り、読み取られ
た前記画像から前記コードを抽出し、抽出された前記コードを前記情報提供手段へ送信し
、前記コードの送信に応じて前記情報提供手段から送信された前記第１の情報を取得する
ための第２の情報を取得し、取得された前記第２の情報を取得された前記第２の情報によ
り特定され前記画像に対応する新たな第１の情報とともに前記情報提供手段に送信し、
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　前記情報提供手段は、前記情報変更手段から送信された前記第２の情報および前記新た
な第１の情報を受信し、受信された前記第２の情報により取得される前記第１の情報を受
信された前記新たな第１の情報へ変更することを特徴とする情報提供システム。
【請求項４】
　コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体を使って該コードにより特定され該
画像に対応する第１の情報を受信する情報提供システムにおいて、
　前記被印刷媒体上の前記画像を読み取って得られた画像データを送信するコード送信手
段と、
　前記コード送信手段から送信された前記画像データを受信し、受信された前記画像デー
タに埋め込まれた前記コードを抽出し、抽出された前記コードにより特定され前記画像に
対応する第１の情報を送信する情報提供手段と、
　前記情報提供手段から送信された前記第１の情報を受信する情報受信・取得手段と、
　前記情報提供手段により提供される前記第１の情報を変更する情報変更手段と、を備え
、
　前記情報変更手段は、前記被印刷媒体上に印刷された前記画像を読み取り、読み取られ
た前記画像から前記コードを抽出し、抽出された前記コードを前記情報提供手段へ送信し
、前記コードの送信に応じて前記情報提供手段から送信された前記第１の情報を取得する
ための第２の情報を取得し、抽出された前記コードと、取得された前記第２の情報と、抽
出された前記コードにより特定され前記画像に対応する新たな第１の情報と、前記情報変
更手段を一意に特定できる識別情報とを前記情報提供手段に送信し、
　前記情報提供手段は、前記情報変更手段から送信された前記コードと、前記第２の情報
と、前記新たな第１の情報と、前記識別情報とを受信し、受信された前記コードと前記識
別情報とを用いて、受信された前記第２の情報により取得される前記第１の情報を受信さ
れた前記新たな第１の情報へ変更するか否かを決定することを特徴とする情報提供システ
ム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被印刷媒体上に印刷されたコードが埋め込まれた画像をユーザインターフェ
イス（ＵＩ）として用い、該コードに対応する情報（コンテンツ）にアクセスする情報提
供システムに関し、特に、同一の印刷画像を使って、異なるコンテンツへのアクセスを可
能とした情報提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被印刷媒体上に印字されるコード、または、被印刷媒体上の画像に埋め込まれるコード
として、従来、以下のような各種コードが用いられている。
　まず、被印刷媒体上に印字されるコードとしての二次元コード（例えば、ＱＲコード）
は、格納できるデータ量が一次元コードや電子透かしに比べて格段に大きい（ＱＲコード
では約４３００文字の英数字が格納可能）ことから、ＩＤだけでなく、ＵＲＬなどのコン
テンツを取得するための情報も格納できる。このため、ＱＲコードを読み取ることで、Ｕ
ＲＬを取得し、そのＵＲＬを用いて直接コンテンツにアクセスすることができる。しかし
、人間には意味のないコード画像を紙面上に印刷することから、そのコード画像用のスペ
ースを紙面上に設けなければならない。
【０００３】
　また、電子透かしは、上述したＱＲコードなどの二次元コードのようにコード自体を印
刷するスペースを紙面上に必要としないが、被印刷媒体上の画像に埋め込む関係から、二
次元コードに比べて埋め込める情報量が少ない（数字十桁程度）。このため、電子透かし
には、通常、ＩＤのみを埋め込む。そして、その読み取った電子透かしからそのＩＤを抽
出し、変換サーバにそのＩＤを送信して、そのＩＤに対応するコンテンツを取得するため
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の情報、例えば、ＵＲＬを変換サーバから受信し、その受信したコンテンツを取得するた
めの情報を用いてそのコンテンツにアクセスする等の方法がとられる。
【０００４】
　下記特許文献１の二次元コードを用いた情報提供システムでは、ネットワーク環境を利
用して紙の名刺を交換する場合に、紙の名刺の交換相手の電子化された個人情報をその名
刺上に印字されたコードをコードリーダで読み取ることで入手することを可能とした技術
が開示されている。
【０００５】
　また、下記特許文献２の電子透かしを使用する情報提供システムでは、広告画像に電子
透かしを用いてＩＤを埋め込み、そのＩＤが埋め込まれた広告画像を端末から広告情報を
管理するサーバに送信し、サーバは、その広告画像を受信し、その広告画像に対応する広
告情報を端末側に送信する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３８４４２号公報
【特許文献２】特開２００３－１５０４３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献２のように、被印刷媒体上に印刷された画像にコードを埋め込む場合
には、その固定値としてのコードに対して、対応する情報を変更することができないとい
う問題がある。すなわち、印刷画像に対応する情報に対して、様々な理由に基づいて、変
更が行われるような場合に、その印刷画像を利用するユーザがその印刷画像を介して異な
る情報（コンテンツ）、例えば、変更後の情報にアクセスできないという問題がある。
【０００８】
　本発明の課題は、被印刷媒体上のコードが埋め込まれた印刷画像から異なるコンテンツ
にアクセスすることを可能とした情報提供システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の情報提供システムは、コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体を使
って該コードが埋め込まれた画像に対応する情報を受信または取得する情報提供システム
において、前記被印刷媒体上に印刷されたコードが埋め込まれた画像を読み取って得られ
る画像、または、該読み取って得られる画像から抽出されたコードを送信することが可能
なコード送信手段と、前記読み取って得られる画像、または、該読み取って得られる画像
から抽出されたコードを受信し、該画像に対応する情報、または、前記画像に対応する情
報を取得するための情報を送信する情報提供手段と、前記画像に対応する情報を受信する
、または、前記画像に対応する情報を取得するための情報を受信し、その取得するための
情報に基づいて、前記画像に対応する情報を取得できる情報受信・取得手段と、前記情報
提供手段における画像に対応する情報を変更することが可能な情報変更手段と、を有する
ことを特徴とする情報提供システムである。
【００１０】
　ここで、情報変更手段を用いることで、被印刷媒体上のコードが埋め込まれた印刷画像
に対応させる情報（コンテンツ）を変更することができ、異なるコンテンツ、例えば、そ
の印刷画像に対応する最新のコンテンツにアクセスできる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、被印刷媒体上のコードを埋め込んだ印刷画像を用いて取得するコンテ
ンツを、該被印刷媒体を配布した後であっても変更できる。名刺を例にとると、配布した
後で、その個人が属する会社名、部署、などの連絡先が変更になった場合でも、新しい連
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絡先をコンテンツとして提供することにより、名刺利用者は、常に最新の連絡先を知るこ
とができる。
【００１２】
　また、本発明によれば、登録端末において、提供するコンテンツの切り替えを配布され
た印刷物と同じ印刷物から画像を読み込むことで行っているので、埋め込まれたコードに
対応するコンテンツを容易に特定できる。例えば、登録端末側での登録作業にあたって、
その作業者は、コードやコンテンツを取得するためのＵＲＬを意識する必要がなく、これ
らの代わりに視覚的・直感的に分かりやすい画像をインターフェイスとしてコンテンツを
切り替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の情報提供システムの原理構成図である。
【図２Ａ】ＩＤを埋め込んだ画像を読み取ってからコンテンツを取得するまでの利用者の
端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図（その１）である。
【図２Ｂ】ＩＤを埋め込んだ画像を読み取ってからコンテンツを取得するまでの利用者の
端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図（その２）である。
【図２Ｃ】ＩＤを埋め込んだ画像を読み取ってからコンテンツを取得するまでの利用者の
端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図（その３）である。
【図２Ｄ】ＩＤを埋め込んだ画像を読み取ってからコンテンツを取得するまでの利用者の
端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図（その４）である。
【図３】ＩＤ－ＵＲＬ変換テーブルを示す図である。
【図４Ａ】ＩＤを埋め込んだ画像に対応するコンテンツを変更する場合の登録端末と情報
提供部との情報のやり取りを説明する図（その１）である。
【図４Ｂ】ＩＤを埋め込んだ画像に対応するコンテンツを変更する場合の登録端末と情報
提供部との情報のやり取りを説明する図（その２）である。
【図４Ｃ】ＩＤを埋め込んだ画像に対応するコンテンツを変更する場合の登録端末と情報
提供部との情報のやり取りを説明する図（その３）である。
【図５】配布される印刷物が名刺である場合における本発明の情報提供システムの適用例
を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本発明の情報提供システムの原理構成図である。
　図１の情報提供システムは、コードが埋め込まれた画像が印刷された被印刷媒体１１を
使って該コードが埋め込まれた印刷画像に対応する情報を受信または取得するシステムで
ある。
【００１５】
　図１において、情報提供システムは、被印刷媒体１１上に印刷されたコードが埋め込ま
れた画像を読み取って得られる画像、または、その読み取って得られる画像から抽出され
たコードを送信することが可能なコード送信部１２と、上記読み取って得られる画像、ま
たは、その読み取って得られる画像から抽出されたコードを受信し、その画像に対応する
情報、または、その画像に対応する情報を取得するための情報を送信する情報提供部１４
と、上記画像に対応する情報を受信する、または、上記画像に対応する情報を取得するた
めの情報を受信し、その取得するための情報に基づいて、上記画像に対応する情報を取得
できる情報受信・取得部１３と、上記情報提供部１４における画像に対応する情報を変更
することが可能な情報変更部１７と、を備える。
【００１６】
　情報提供部１４は、上記読み取って得られる画像、または、その読み取って得られる画
像から抽出されたコードを受信し、その画像に対応する情報を取得するための情報、例え
ば、ＵＲＬを送信先に送信する情報変換部１６と、該画像に対応する情報を取得するため
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の情報を情報変換部１６等から受信し、その画像に対応する情報を送信先に送信する情報
公開部１５とを備える。
【００１７】
　情報変更部１７は、コードを埋め込んだ画像が印刷された被印刷媒体１１からそのコー
ドを埋め込んだ画像を読み取り、その読み取った画像、または、その読み取った画像から
抽出したコードを情報変換部１６に送信して、その読み取った画像に対応する情報を取得
するための情報を取得し、その画像に対応する情報を取得するための情報を、それに対応
させる新たなコンテンツとともに、情報公開部１５に送信する第一の情報書き換え部１８
と、コードを埋め込んだ画像が印刷された被印刷媒体１１からそのコードを埋め込んだ画
像を読み取り、その読み取った画像、または、その読み取った画像から抽出したコードを
、新たに指定したその読み取った画像に対応する情報を取得するための情報とともに情報
変換部１６に送信する第二の情報書き換え部１９とを備える。第二の情報書き換え部１９
は、例えば図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブルにおけるＩＤに対応するＵＲＬの情報を指定
されたものに書き換えることを指示する情報を情報変換部１６に送信する。
【００１８】
　なお、情報変更部１７は、第一および第二の情報書き換え部１８および１９の双方の機
能を含んで構成されてもよいし、または、いずれか一方の機能のみによって構成されても
よい。
【００１９】
　図２Ａ～図２Ｄは、ＩＤを埋め込んだ画像を読み取ってからコンテンツを取得するまで
の利用者の端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図である。
　図２Ａ～図２Ｄにおいて、利用者の端末は、例えば、図１のコード送信部１２と情報受
信・取得部１３とに対応する。図２Ａ、図２Ｂは、ＩＤ（コード）を送信するのと同じ端
末でコンテンツ情報を受信する例であり、また、図２Ｃ、図２Ｄは、ＩＤ（コード）を送
信するのと異なる端末でコンテンツ情報を受信する例である。
【００２０】
　また、変換サーバは図１の情報変換部１６に対応し、コンテンツサーバは図１の情報公
開部１５に対応する。本実施形態においては、ＩＤ（コード）からコンテンツを取得する
ための情報としてＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を用いている。そして、変換サー
バは、図３に示すようなＩＤ－ＵＲＬ変換テーブルを用いてＩＤをＵＲＬに変換する。ま
た、コンテンツサーバは、ＵＲＬをコンテンツに変換する。
【００２１】
　なお、以下の図２Ａ～図２Ｄの説明では、コード送信部（端末）から被印刷媒体（印刷
物）上の印刷画像を読み取って得られる画像から抽出したコードを送信する場合を説明す
るが、端末からコードの替わりに、コードを埋め込んだ画像を読み取って得られる画像を
送信するようにしてもよい。この場合、その読み取って得られる画像からコードを抽出す
る処理は、受信側の変換サーバで行われる。
【００２２】
　まず、図２Ａでは、ユーザは端末を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読
み取る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤを送信先としての
その端末を識別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバは、受信した
情報のうちのＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検
索し、そのＩＤに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬをそのＩＤを送信した端末の識別情
報とともにコンテンツサーバに送信する。コンテンツサーバは、受信したＵＲＬに対応す
るコンテンツを端末に送信する。
【００２３】
　図２Ｂでは、ユーザは端末を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み取る
。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤを送信先としてのその端
末を識別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバは、受信した情報の
うちのＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検索し、
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そのＩＤに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬをＩＤの送信元の端末に返信する。端末は
受信したＵＲＬをコンテンツサーバに送信する。コンテンツサーバは、受信したＵＲＬに
対応するコンテンツを端末に送信する。
【００２４】
　図２Ｃでは、ユーザは端末１を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み取
る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤを送信先の端末２を識
別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバは、受信した情報のうちの
ＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検索し、そのＩ
Ｄに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬを送信先の端末２の識別情報とともにコンテンツ
サーバに送信する。コンテンツサーバは、受信したＵＲＬに対応するコンテンツを端末２
に送信する。
【００２５】
　図２Ｄでは、ユーザは端末１を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み取
る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤを送信先の端末２を識
別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバは、受信した情報のうちの
ＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検索し、そのＩ
Ｄに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬを端末２に送信する。端末２は受信したＵＲＬを
コンテンツサーバに送信する。コンテンツサーバは、受信したＵＲＬに対応するコンテン
ツを端末２に送信する。
【００２６】
　以上の動作により、被印刷媒体上のＩＤを埋め込んだ画像から該ＩＤに対応するコンテ
ンツを取得する。
　なお、図２Ａ～図２Ｄにおいて、各端末として、カメラを搭載した携帯電話を用いても
よい。この場合、被印刷媒体上のＩＤを埋め込んだ画像は、ユーザによって、携帯電話の
カメラを用いて撮影される。そして、その携帯電話の通信機能を用いることで、その撮影
された画像、または、該撮影された画像から抽出されたＩＤを、変換サーバに送信する。
また、コンテンツサーバから受信したコンテンツをその携帯電話の表示部（表示画面）に
表示させて閲覧できる。
【００２７】
　図４Ａ～図４Ｃは、ＩＤを埋め込んだ画像に対応するコンテンツを変更する場合の登録
端末と情報提供部との情報のやり取りを説明する図である。
　図４Ａ～図４Ｃにおいて、登録端末は、例えば、図１の情報変更部１７に対応する。図
４Ａでは、情報変更部１７内の第二の情報書き換え部１９が用いられ、コンテンツを取得
するための情報であるＵＲＬが書き換えられる。図４Ｂおよび図４Ｃでは、情報変更部１
７内の第一の情報書き換え部１８が用いられ、コンテンツ自体が書き換えられる。なお、
以下に図４Ａ～図４Ｃを参照して説明する、登録端末を用いた対応するコンテンツの変更
処理は、上述の利用者の端末からの情報提供部へのアクセスとは独立に行われる。
【００２８】
　図４Ａでは、ユーザは登録端末を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み
取る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤをその画像（ＩＤ）
に新たに対応させるコンテンツを取得するための情報（ＵＲＬ）とともに変換サーバに送
信する。変換サーバは、受信した情報のうちのＩＤを用いて、内部データベース（図３の
ＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検索し、そのＩＤに対応するＵＲＬをその新たなＵＲＬに
書き換える。
【００２９】
　なお、図４Ａにおいて、変換サーバ側で特定の登録端末からの書き換え要求のみを許可
するようにしてもよい。この場合、登録端末は、被印刷媒体上のコードが埋め込まれた画
像を読み取って得られる画像から抽出したＩＤ（コード）と、そのＩＤに対応させる新た
なＵＲＬと、該登録端末を一意に特定できる識別情報とを変換サーバに送信し、変換サー
バは、登録端末からＩＤとそのＩＤに対応させる新たなＵＲＬと識別情報とを受信し、該
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識別情報とを用いて、該変換サーバへの書き込み許可を与えた端末一覧（不図示）を検索
して、その識別情報がその一覧中にあるかどうかにより、内部データベース中のその受信
したＩＤに対応するＵＲＬをその新たなＵＲＬに書き換えるか否かを決定する。
【００３０】
　図４Ｂでは、ユーザは登録端末を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み
取る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤを送信先としてのそ
の登録端末（自端末）を識別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバ
は、受信した情報のうちのＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テ
ーブル）を検索し、そのＩＤに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬを登録端末に送信する
。登録端末は受信したＵＲＬを、該ＵＲＬに新たに対応させるコンテンツとともに、コン
テンツサーバに送信する。コンテンツサーバは、そのＵＲＬとそのＵＲＬに新たに対応さ
せるコンテンツとを受信し、該ＵＲＬに対応するコンテンツを該新たに対応させるコンテ
ンツで書き換える。
【００３１】
　なお、図４Ｂにおいて、コンテンツサーバ側で特定の登録端末からの書き換え要求のみ
を許可するようにしてもよい。この場合、登録端末は、ＵＲＬと、そのＵＲＬに新たに対
応させるコンテンツと、該登録端末を一意に特定できる識別情報とをコンテンツサーバに
送信し、コンテンツサーバは、登録端末からＵＲＬと、そのＵＲＬに新たに対応させるコ
ンテンツと、該登録端末を一意に特定できる識別情報とを受信し、該識別情報とを用いて
、該コンテンツサーバへの書き込み許可を与えた端末一覧（不図示）を検索して、その識
別情報がその一覧中にあるかどうかにより、その受信したＵＲＬに対応するコンテンツを
その新たに対応させるコンテンツに書き換えるか否かを決定する。
【００３２】
　図４Ｃでは、ユーザは登録端末を用いて印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像を読み
取る。そして、その読み取って得た画像からＩＤを抽出し、そのＩＤをその登録端末（自
端末）を識別する一意の情報とともに変換サーバに送信する。変換サーバは、受信した情
報のうちのＩＤを用いて、内部データベース（図３のＩＤ－ＵＲＬ変換テーブル）を検索
し、そのＩＤに対応するＵＲＬを取得し、該ＵＲＬをその登録端末の識別情報とともにコ
ンテンツサーバに送信する。また、登録端末は印刷物上のＩＤが埋め込まれた印刷画像に
新たに対応させるコンテンツをその登録端末の識別情報とともにコンテンツサーバに送信
する。コンテンツサーバは、受信したＵＲＬと、受信した新たなコンテンツのうちで、そ
れぞれに付随する登録端末の識別情報を用いて、同じ登録端末から送信されたＵＲＬと新
たなコンテンツとのペアーを特定し、該ペアーについて、該ＵＲＬに対応するコンテンツ
を該新たに対応させるコンテンツで書き換える。
【００３３】
　なお、図４Ｃにおいて、コンテンツサーバ側で特定の登録端末からの書き換え要求のみ
を許可するようにしてもよい。この場合、コンテンツサーバ側で上記ペアーが特定された
時点において、該登録端末の識別情報とを用いて、該コンテンツサーバへの書き込み許可
を与えた端末一覧（不図示）を検索して、その識別情報がその一覧中にあるかどうかによ
り、その受信したＵＲＬに対応するコンテンツをその新たに対応させるコンテンツに書き
換えるか否かを決定する。
【００３４】
　以上の動作により、配布済みのＩＤが埋め込まれた画像が印刷された印刷物に対しても
、新たなコンテンツを提供することが可能となる。
　なお、図４Ａ～図４Ｃにおいて、登録端末として、カメラを搭載した携帯電話、イメー
ジスキャナやカメラを接続したコンピュータを用いてもよい。この場合、被印刷媒体上の
ＩＤを埋め込んだ画像は、ユーザによって、携帯電話のカメラや、コンピュータに接続さ
れたイメージスキャナやカメラを用いて撮影される。そして、その携帯電話やコンピュー
タの通信機能を用いることで、その撮影された画像、または、該撮影された画像から抽出
されたＩＤを、変換サーバに送信する。
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【００３５】
　このように、本発明によれば、被印刷媒体上のコードを埋め込んだ印刷画像を用いて取
得するコンテンツを、該被印刷媒体を配布した後であっても変更できる。名刺を例にとる
と、配布した後で、その個人が属する会社名、部署、などの連絡先が変更になった場合で
も、新しい連絡先をコンテンツとして提供することにより、名刺利用者は、常に最新の連
絡先を知ることができる。
【００３６】
　また、本発明によれば、登録端末において、提供するコンテンツの切り替えを配布され
た印刷物と同じ印刷物から画像を読み込むことで行っているので、埋め込まれたコードに
対応するコンテンツを容易に特定できる。例えば、登録端末側での登録作業にあたって、
その作業者は、コードやコンテンツを取得するためのＵＲＬを意識する必要がなく、これ
らの代わりに視覚的・直感的に分かりやすい画像をインターフェイスとしてコンテンツを
切り替えることができる。
【００３７】
　図５は、配布される印刷物が名刺である場合における本発明の情報提供システムの適用
例を説明する図である。
　図５において、名刺には、本人の写真がコードを埋め込む画像として印刷されている。
例えば、写真（画像）に対応させるコンテンツを変更する際には、配布者、すなわち、名
刺の写真（画像）に対応する人物は、カメラ付き携帯電話を用いて、名刺上の写真を撮影
してコードを抽出する。そして、その携帯電話から、そのコードと、その携帯電話の識別
情報と、写真（画像）に新たに対応させるＵＲＬとが変換サーバに送信される。変換サー
バでは、受信した識別情報に基づいて書き換えを行うべきか判断し、例えば、書き換えが
許可された場合は、そのコードに対応するＵＲＬをその新たなＵＲＬに書き換える。
【００３８】
　また、例えば、利用者（名刺を配布された人）がコンテンツを閲覧する場合には、利用
者は、カメラ付き携帯電話を用いて、名刺上の写真を撮影してコードを抽出する。そして
、その携帯電話から、そのコードが変換サーバに送信され、変換サーバからそのコードに
対応するＵＲＬが返信される。続いて、利用者は、カメラ付き携帯電話を用いて、そのＵ
ＲＬをコンテンツサーバに送信し、コンテンツサーバからそのＵＲＬに対応するコンテン
ツが返信される。利用者は例えば、携帯電話の画面にてそのコンテンツを閲覧できる。
【００３９】
　なお、以上の説明では、新たな登録処理を行わない限りは、固定値としてのコードに対
しては、同じコンテンツが利用者の端末側で取得されていたが、同一のコードを送信した
場合でも利用者によって提供するコンテンツも異ならせるようにしてもよい。この場合、
端末から該端末を一意に特定できる識別情報をコードとともに送信し、変換サーバは、そ
のコードと識別情報とを受信し、その識別情報に応じて、図２Ａの端末または図２Ｃの端
末２が受信する、または、図２Ｂの端末または図２Ｄの端末２が取得できる情報を決定す
るようにしてもよい。この場合例えば、図３に示されるテーブルの替わりに、コードと端
末の識別情報との組み合わせに対応してＵＲＬが格納されるテーブルが用いられる。
【００４０】
　なお、コンテンツ情報の種類によって出力形態が異なることは言うまでもない。画面に
表示させる場合、スピーカから音声出力する場合、等さまざまな出力形態が考えられる。



(10) JP 5299377 B2 2013.9.25

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図３】

【図４Ａ】



(11) JP 5299377 B2 2013.9.25

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５】



(12) JP 5299377 B2 2013.9.25

10

フロントページの続き

    審査官  小林　秀和

(56)参考文献  特開２００４－２２７４０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０４４６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１３３３２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９６９９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００６／０３０５２１（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

