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(57)【要約】
【課題】携帯端末等の端末装置からの指示に基づき、電
子情報と、これに関連する関連電子情報とを生成し、出
力するための情報処理装置、情報処理システムおよび情
報処理プログラムを提供する。
【解決手段】携帯端末の画面に表示された地図等の電子
情報に付加されたアクセス情報をクリックして電子情報
の処理を指示する指示情報を情報処理装置１４に送信す
ると、情報処理装置１４側で指示情報受取部２８が上記
指示情報を受け取り、関連電子情報抽出部３０が、電子
情報に関連する関連電子情報を抽出する。電子情報格納
処理部３２は、上記電子情報に関連電子情報を付加し、
所定の格納場所に格納する。また、場所情報返信部３４
が、上記所定の格納場所を示す場所情報を携帯端末に返
信する。携帯端末では、上記場所情報を受信し、出力装
置に当該場所情報を渡して電子情報と関連電子情報とを
取得させ、印刷等の出力処理を行わせる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通信機能を有する端末装置から、電子情報の処理を指示する指示情報を受け取る指
示情報受取手段と、
　前記指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報を抽出する関連電子情
報抽出手段と、
　前記指示情報により指示された電子情報に前記関連電子情報を付加して所定の格納場所
に格納する電子情報格納処理手段と、
　前記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格納場所の場所情報を前記端末装置に
返信する場所情報返信手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の情報処理装置において、前記関連電子情報抽出手段は、前記指示情報に
ユーザ情報が含まれている場合に、前記ユーザ情報に基づいて関連電子情報を抽出するこ
とを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　情報通信機能を有する端末装置と、
　情報処理装置と、
を含み、前記情報処理装置は、
　前記端末装置から、電子情報の処理を指示する指示情報を受け取る指示情報受取手段と
、
　前記指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報を抽出する関連電子情
報抽出手段と、
　前記指示情報により指示された電子情報に前記関連電子情報を付加して所定の格納場所
に格納する電子情報格納処理手段と、
　前記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格納場所の場所情報を前記端末装置に
返信する場所情報返信手段と、
を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項４】
　請求項３記載の情報処理システムにおいて、前記端末装置は画像処理装置を介して前記
指示情報を送信することを特徴とする情報処理システム。
【請求項５】
　請求項４記載の情報処理システムにおいて、前記画像処理装置は、前記場所情報に基づ
き前記情報処理装置から前記電子情報と前記関連電子情報とを取得し、出力することを特
徴とする情報処理システム。
【請求項６】
　コンピュータを、
　情報通信機能を有する端末装置から、電子情報の処理を指示する指示情報を受け取る指
示情報受取手段、
　前記指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報を抽出する関連電子情
報抽出手段、
　前記指示情報により指示された電子情報に前記関連電子情報を付加して所定の格納場所
に格納する電子情報格納処理手段、
　前記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格納場所の場所情報を前記端末装置に
返信する場所情報返信手段、
として機能させることを特徴とする情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システムおよび情報処理プログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯端末等の情報処理能力が低い端末装置の処理能力を補い、端末装置から
情報の印刷を行わせる技術が提案されている。例えば、下記特許文献１には、印刷装置が
赤外線通信により携帯端末から印刷データを取得し、この印刷データを他のデータ処理装
置に転送して携帯端末の処理能力を超える高度な印刷データを生成し、印刷装置に送信し
て印刷するデータ処理方法が開示されている。また、下記特許文献２には、携帯端末に表
示された画像情報と送信先ファクシミリ番号とをファックスサーバに送信し、ファックス
サーバが、指定されたファクシミリで印刷可能なフォーマットに画像情報を変換し、ファ
クシミリに送信して印刷を行わせる方法が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２５４６５４号
【特許文献２】特開２００２－１３５５０３号広報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、携帯端末等の端末装置からの指示に基づき、電子情報と、これに関連
する関連電子情報とを生成し、出力するための情報処理装置、情報処理システムおよび情
報処理プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の情報処理装置の発明は、情報通信機能を有
する端末装置から、電子情報の処理を指示する指示情報を受け取る指示情報受取手段と、
前記指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報を抽出する関連電子情報
抽出手段と、前記指示情報により指示された電子情報に前記関連電子情報を付加して所定
の格納場所に格納する電子情報格納処理手段と、前記電子情報及び関連電子情報を格納し
た所定の格納場所の場所情報を前記端末装置に返信する場所情報返信手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記関連電子情報抽出手段が、
前記指示情報にユーザ情報が含まれている場合に、前記ユーザ情報に基づいて関連電子情
報を抽出することを特徴とする。
【０００７】
　請求項３記載の情報処理システムの発明は、情報通信機能を有する端末装置と、情報処
理装置と、を含み、前記情報処理装置は、前記端末装置から、電子情報の処理を指示する
指示情報を受け取る指示情報受取手段と、前記指示情報により指示された電子情報に関連
する関連電子情報を抽出する関連電子情報抽出手段と、前記指示情報により指示された電
子情報に前記関連電子情報を付加して所定の格納場所に格納する電子情報格納処理手段と
、前記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格納場所の場所情報を前記端末装置に
返信する場所情報返信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の発明において、前記端末装置が画像処理装置を
介して前記指示情報を送信することを特徴とする。
【０００９】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の発明において、前記画像処理装置が、前記場所
情報に基づき前記情報処理装置から前記電子情報と前記関連電子情報とを取得し、出力す
ることを特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の情報処理プログラムの発明は、コンピュータを、情報通信機能を有する
端末装置から、電子情報の処理を指示する指示情報を受け取る指示情報受取手段、前記指
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示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報を抽出する関連電子情報抽出手
段、前記指示情報により指示された電子情報に前記関連電子情報を付加して所定の格納場
所に格納する電子情報格納処理手段、前記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格
納場所の場所情報を前記端末装置に返信する場所情報返信手段、として機能させることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、携帯端末に表示した電子情
報に関連電子情報を付加して出力することができる。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、ユーザに応じた関連電子情
報を抽出することができる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、携帯端末に表示した電子情
報に関連電子情報を付加して出力することができる情報処理システムを提供できる。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、画像処理装置により情報処
理装置に指示情報を送信できる。
【００１５】
　請求項５の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、画像処理装置により電子情
報と前記関連電子情報とを出力することができる。
【００１６】
　請求項６の発明によれば、本構成を有しない場合に較べて、携帯端末に表示した電子情
報に関連電子情報を付加して出力することができる情報処理プログラムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という）を、図面に従って
説明する。
【００１８】
実施形態１．
　図１には、本発明にかかる情報処理システムの実施形態１の構成例が示される。図１に
おいて、情報通信機能を有する端末装置として携帯電話等の携帯端末１０が使用され、ネ
ットワーク等の通信手段１２を介して情報処理装置１４と通信可能に構成されている。
【００１９】
　本実施形態では、例えば携帯端末１０の表示画面に表示した地図等の電子情報に、これ
と関連する関連電子情報を付加して他の装置の表示画面に表示、あるいは印刷する等の動
作を行う。関連電子情報については後述する。また、携帯端末１０の表示画面には、上記
地図等の電子情報に関連電子情報を付加するプログラムにアクセスするためのアクセス情
報も表示される。ここで、アクセスとは、上記プログラムに所定の動作を行わせるために
リクエストメッセージを送信することをいう。このアクセス情報は、例えば上記プログラ
ムの位置を表すＵＲＬ（Uniform Resource Locator）等またはそれを符号化した１次元バ
ーコード、２次元バーコード、ゼロックス社のグリフ等により表示される。
【００２０】
　ユーザが上記アクセス情報をクリックする等の動作を行うと、通信手段１２を介して情
報処理装置１４に上記電子情報の処理を指示する指示情報が送信され、情報処理装置１４
が上記電子情報に関連電子情報を付加、すなわち関連付けて所定の格納場所に格納する。
また、情報処理装置１４は、この格納場所を示す場所情報を通信手段１２を介して携帯端
末１０に送信する。その後、携帯端末１０から上記場所情報をパーソナルコンピュータ、
印刷装置等の出力装置に与え、画面表示、印刷等を行う。
【００２１】



(5) JP 2010-9085 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

　図２には、本発明にかかる情報処理装置１４を構成するコンピュータのハードウェア構
成の例が示される。図２において、情報処理装置１４は、中央処理装置（例えばＣＰＵを
用いることができる）１６、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１８、読み出し専用メモ
リ（ＲＯＭ）２０、通信インターフェース２２及びハードディスク装置（ＨＤＤ）２４を
含んで構成されている。また、これらの構成要素は、バス２６により互いに接続されてい
る。
【００２２】
　ＣＰＵ１６は、ＲＡＭ１８またはＲＯＭ２０に格納されている制御プログラムに基づい
て、後述する各部の動作を制御する。ＲＡＭ１８は主としてＣＰＵ１６の作業領域として
機能し、ＲＯＭ２０にはＢＩＯＳ等の制御プログラムその他のＣＰＵ１６が使用するデー
タが格納されている。
【００２３】
　また、通信インターフェース２２は、ネットワークポートその他の適宜なインターフェ
ースにより構成され、ＣＰＵ１６がネットワーク等の通信手段１２を介して外部の装置と
データをやり取りするために使用される。
【００２４】
　また、ハードディスク装置２４は、大容量の記憶装置であり、後述する処理に必要とな
る種々のデータを記憶することができる。
【００２５】
　図３には、本発明にかかる情報処理装置１４の実施形態１の機能ブロック図が示される
。図３において、情報処理装置１４は、指示情報受取部２８、関連電子情報抽出部３０、
電子情報格納処理部３２及び場所情報返信部３４を含んで構成されており、これらの機能
はＣＰＵ１６とＣＰＵ１６の処理動作を制御するプログラムとにより実現される。
【００２６】
　指示情報受取部２８は、電子情報の処理を指示する指示情報を、端末装置としての携帯
端末１０から通信手段１２及び通信インターフェース２２を介して受け取る。この指示情
報は、情報処理装置１４に対して上記電子情報に、これに関連する関連電子情報を付加す
る処理を指示するための情報である。また、指示情報には、電子情報の格納場所を含める
のが好適である。なお、この指示情報は、上述したアクセス情報をクリックする等の動作
を行ったときに発生するリクエストメッセージの内容として記述することができる。また
、指示情報には、ユーザの性別、年齢、嗜好等を示すユーザ情報を付加してもよい。この
ユーザ情報は、ユーザの性別、年齢、嗜好等を直接記述した情報でもよいが、ユーザを識
別する識別情報のみ含む構成としてもよい。識別情報のみ含む場合には、情報処理装置１
４のハードディスク装置２４に、識別情報とユーザの性別、年齢、嗜好等とを関連づける
テーブル等を形成しておく。さらに、ユーザ情報には、ユーザがその嗜好等に応じて指定
したユーザ指定情報を含めてもよい。
【００２７】
　関連電子情報抽出部３０は、指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情
報を抽出する。ここで、関連電子情報としては、例えば携帯端末１０の小さな画面に地図
等の画像情報を表示する場合に、表示できない、あるいは表示を省略された画像情報等が
ある。例えば、当該地図に含まれる店舗等の情報であってもよい、さらに、指示情報に上
記ユーザ情報が付加されている場合には、ユーザ情報に基づいて、ユーザの性別、年齢、
嗜好等から関連電子情報を決定してもよい。また、ユーザ情報に上記ユーザ指定情報が含
まれている場合には、例えばユーザが指定した店舗等に関連する情報を関連電子情報とし
てもよい。なお、電子情報は地図に限られず、関連電子情報は店舗に限られない。例えば
、上記電子情報が百科事典である場合、関連電子情報は、携帯端末１０の画面での表示を
省略された図表等とすることができる。また、電子情報が飲食店に関する情報である場合
、関連電子情報は、当該飲食店で使用できるクーポン券の画像情報等とすることができる
。さらに、関連電子情報は、その格納場所を表すＵＲＬ等の場所情報であってもよい。
【００２８】
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　電子情報格納処理部３２は、上記指示情報により指示された電子情報に関連電子情報を
付加して所定の格納場所に格納する。ここで、付加するとは、電子情報と関連電子情報と
を関連づけることをいう。また、所定の格納場所は、ハードディスク装置２４に設けられ
る。
【００２９】
　場所情報返信部３４は、上記電子情報及び関連電子情報を格納した所定の格納場所を示
す場所情報を、通信手段１２及び通信インターフェース２２を介して携帯端末１０に返信
する。
【００３０】
　図４には、電子情報及び関連電子情報の出力例の説明図が示される。図４では、○○駅
周辺の地図（道路、鉄道及び建物を示す画像情報）が電子情報の例としてあげられている
。また、携帯端末１０の表示画面には、破線Ａで囲まれた領域の地図が表示されている。
【００３１】
　図４において、携帯端末１０の表示画面に表示される破線Ａにより囲まれた領域中には
、アクセス情報を表す符号Ｂを併せて表示する。この符号Ｂは、携帯端末１０の画面に表
示させる電子情報に予め付与しておく。図４の例では、符号Ｂとして２次元バーコードが
表示されている。
【００３２】
　ユーザが上記符号Ｂをクリックした場合、上述した関連電子情報抽出部３０が電子情報
に関連する関連電子情報を抽出し、電子情報格納処理部３２が電子情報に付加する。本例
の場合、関連電子情報としては、例えば破線Ａで囲まれた領域の地図及びその周囲の地図
に含まれる店舗等の情報とすることができる。また、指示情報にユーザ情報が付加されて
いる場合には、当該ユーザ情報に基づいて、地図に含まれる店舗からユーザの嗜好に合う
店舗を抽出して関連電子情報としてもよい。このような関連電子情報としての店舗の例が
図中の●（黒丸）印α，β，γとして示されている。関連電子情報が付加された電子情報
は、上述した適宜な出力装置により出力される。図４の例では、電子情報として図に示さ
れた全範囲の地図（破線Ａの範囲の地図とこれを囲む地図）が、関連電子情報としての店
舗の表示とともに印刷等される。
【００３３】
　図５には、本発明にかかる情報処理システムの実施形態１の動作例がフロー図として示
される。図５において、携帯端末１０の画面に表示された地図等の電子情報に付加された
アクセス情報（図４の符号Ｂ等）をクリックし、電子情報の処理を指示する指示情報を情
報処理装置１４に送信する（Ｓ１０１）。
【００３４】
　情報処理装置１４では、指示情報受取部２８が上記指示情報を受け取り（Ｓ１０２）、
関連電子情報抽出部３０が、指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報
を抽出する（Ｓ１０３）。図４に示された例では、破線Ａで囲まれた領域の地図及びその
周囲の地図に含まれる店舗等の情報が関連電子情報である。また、指示情報にユーザ情報
が含まれている場合には、ユーザ情報に基づいて関連電子情報を抽出する。なお、関連電
子情報は、各電子情報毎に予め決定しておくのが好適である。また、ユーザ情報に基づい
て関連電子情報を抽出する方法についてもあらかじめ決定しておく。例えば、ユーザの性
別、年齢、嗜好がユーザ情報に含まれている場合には、あらかじめ性別、年齢、嗜好のパ
ターン毎に種々の情報を分類しておき、その分類された情報の中から抽出処理を行う。ユ
ーザが指定するユーザ指定情報が付加されている場合にも、同様に予め分類した情報の中
から抽出処理を行うのが好適である。
【００３５】
　次に、情報処理装置１４では、電子情報格納処理部３２が、上記電子情報に関連電子情
報を付加し、ハードディスク装置２４に設けられた所定の格納場所に格納する処理を行う
（Ｓ１０４）。この処理により、電子情報及び関連電子情報は、互いに関連づけられて所
定の格納場所に格納される。
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【００３６】
　次に、情報処理装置１４では、場所情報返信部３４が、上記電子情報及び関連電子情報
を格納した所定の格納場所を示す場所情報を携帯端末１０に返信する（Ｓ１０５）。
【００３７】
　携帯端末１０では、上記場所情報を受信し（Ｓ１０６）、出力処理を行う（Ｓ１０７）
。ここで、出力処理とは、携帯端末１０からパーソナルコンピュータ、印刷装置等の携帯
端末１０よりも画像出力の能力が高い出力装置に上記場所情報を渡し、当該装置に電子情
報及び関連電子情報を取得させて画面表示、印刷等を行うことをいう。この場合、携帯端
末１０で表示されていた電子情報に関連電子情報が付加されて出力される。図４に示され
た例では、破線Ａで囲まれた領域の地図及びその周囲の地図が関連電子情報とともに出力
される。なお、出力処理は、電子情報と関連電子情報とを一つのファイルとして格納する
処理でもよい。
【００３８】
　また、アクセス情報（図４の符号Ｂ等）をクリックして得られる電子情報と関連電子情
報とは、１個の符号Ｂに対して必ずしも１ページの情報として出力する必要はない。複数
ページにまたがる、あるいは複数の符号Ｂをクリックして得られる情報を１ページに収め
る等、柔軟にレイアウトを設定できるように構成する。さらに、出力する際の文字の大き
さ（文字の最小の大きさ）等についても、見やすさ等を勘案して柔軟に設定できるように
構成する。このようなページのレイアウト、文字の大きさ等を調整する処理は、情報処理
装置１４側で行ってもよいし、携帯端末１０から出力処理を指示された出力装置側で行っ
てもよい。
【００３９】
実施形態２．
　図６には、本発明にかかる情報処理システムの実施形態２の構成例が示される。なお、
図１と同一要素には同一符号が付されている。図６の例でも、情報通信機能を有する端末
装置として携帯電話等の携帯端末１０が使用されている。また、携帯端末１０は、画像処
理装置１１を介して電子情報の処理を指示する指示情報を情報処理装置１４に送信する構
成となっている。
【００４０】
　上記画像処理装置１１は、例えばスキャナ等の画像読取装置あるいは画像読取装置と印
刷装置とが含まれる複合装置等であってよい。このような画像処理装置１１は、通信手段
１２を介して情報処理装置１４と通信可能に構成されている。
【００４１】
　図６においても、携帯端末１０の画面には地図等の電子情報及びその格納場所を表すア
クセス情報が表示されている。画像処理装置１１は、スキャナ等の画像読取装置により携
帯端末１０の画面に表示されたアクセス情報を読み取り、このアクセス情報に基づいて指
示情報を発生させて情報処理装置１４に送信する。情報処理装置１４では、上記指示情報
に基づいて電子情報に関連電子情報を付加し、これを格納した所定の格納場所を示す場所
情報を画像処理装置１１に送信する。その後、画像処理装置１１は、電子情報と関連電子
情報とを出力する処理を行う。
【００４２】
　なお、本実施形態においても、情報処理装置１４を構成するコンピュータのハードウェ
ア構成は図２と同様であり、機能ブロックは図３と同様である。
【００４３】
　図７には、本発明にかかる情報処理システムの実施形態２の動作例がフロー図として示
される。図７において、携帯端末１０の画面に地図等の電子情報とアクセス情報とを表示
する（Ｓ２０１）。
【００４４】
　画像処理装置１１は、スキャナ等により携帯端末１０の画面に表示されたアクセス情報
を読み取り（Ｓ２０２）、指示情報を生成して情報処理装置１４に送信する（Ｓ２０３）
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。
【００４５】
　情報処理装置１４では、指示情報受取部２８が上記指示情報を受け取り（Ｓ２０４）、
関連電子情報抽出部３０が、指示情報により指示された電子情報に関連する関連電子情報
を抽出する（Ｓ２０５）。ここで、図５の場合と同様に、関連電子情報を抽出する方法に
ついては予め決定しておく。
【００４６】
　次に、情報処理装置１４では、電子情報格納処理部３２が、上記電子情報に関連電子情
報を付加し、ハードディスク装置２４に設けられた所定の格納場所に格納する処理を行う
（Ｓ２０６）。この処理により、電子情報及び関連電子情報は、互いに関連づけられて所
定の格納場所に格納される。
【００４７】
　次に、情報処理装置１４では、場所情報返信部３４が、上記電子情報及び関連電子情報
を格納した所定の格納場所を示す場所情報を画像処理装置１１に返信する（Ｓ２０７）。
【００４８】
　画像処理装置１１では、上記場所情報を受信し（Ｓ２０８）、出力処理を行う（Ｓ２０
９）。ここで、出力処理とは、画像処理装置１１が画像読み取り機能のみを有する場合に
は、パーソナルコンピュータ、印刷装置等の出力装置に上記場所情報を渡し、当該装置に
電子情報及び関連電子情報を取得させて画面表示、印刷等を行うことをいう。この場合、
携帯端末１０で表示されていた電子情報に関連電子情報が付加されて出力される。図４に
示された例では、破線Ａで囲まれた領域の地図及びその周囲の地図が関連電子情報ととも
に出力される。なお、出力処理は、電子情報と関連電子情報とを一つのファイルとして格
納する処理でもよい。
【００４９】
　また、画像処理装置１１が画像印刷機能も有する複合装置である場合には、上記場所情
報に基づいて電子情報及び関連電子情報を取得し、出力処理として印刷等を行う。なお、
画像処理装置１１が表示画面を備えている場合には、電子情報及び関連電子情報を表示し
てもよい。また、電子情報と関連電子情報とを一つのファイルとして格納する処理でもよ
い。
【００５０】
　なお、実施形態１及び実施形態２で説明した図５及び図７の各ステップを実行するため
のプログラムは、記録媒体に格納することも可能であり、また、そのプログラムを通信手
段によって提供することもできる。その場合、例えば、上記説明したプログラムについて
、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明として捉えるこ
ともできる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明にかかる情報処理システムの実施形態１の構成例を示す図である。
【図２】本発明にかかる情報処理装置を構成するコンピュータのハードウェア構成の例を
示す図である。
【図３】本発明にかかる情報処理装置の機能ブロック図である。
【図４】電子情報及び関連電子情報の出力例の説明図である。
【図５】本発明にかかる情報処理システムの実施形態１の動作例を示す図である。
【図６】本発明にかかる情報処理システムの実施形態２の構成例を示す図である。
【図７】本発明にかかる情報処理システムの実施形態２の動作例を示す図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　携帯端末、１１　画像処理装置、１２　通信手段、１４　情報処理装置、１６　
ＣＰＵ、１８　ＲＡＭ、２０　ＲＯＭ、２２　通信インターフェース、２４　ハードディ
スク装置、２６　バス、２８　指示情報受取部、３０　関連電子情報抽出部、３２　電子
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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