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(57)【要約】
【解決手段】　空間位置情報サーバ４が前記携帯端末１
から受け取った空間位置特定情報に基づいて当該携帯端
末１の空間位置を特定する工程と、前記サーバ４がカー
ナビ装置３を上記携帯端末１の空間位置と前記カーナビ
装置３の空間位置の関係に基づいて特定し当該カーナビ
装置３のデジタル住所を特定する工程と、上記携帯端末
１上で上記カーナビ装置３に対するコンテンツ（地図情
報２）の転送の指示を入力した場合、前記携帯端末１が
当該コンテンツを上記カーナビ装置のデジタル住所５に
アップロードする工程と、上記カーナビ装置３が上記コ
ンテンツを上記カーナビ装置のデジタル住所５からダウ
ンロードして表示する工程と、を有するコンテンツ転送
方法が提供される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザが第１の装置上にある所定のコンテンツを第２の装置に転送する指示を入力した場
合、上記第２の装置のネットワーク上のデジタル住所を特定する工程と、上記コンテンツ
を上記デジタル住所に送信する工程と、上記デジタル住所に転送された上記コンテンツを
表示装置にダウンロードさせて表示する工程とを有することを特徴とするコンテンツ転送
方法。
【請求項２】
　携帯端末が接続するサーバが、前記携帯端末から受け取った空間位置特定情報に基づい
て当該携帯端末の空間位置を特定する工程と、
　前記サーバが、上記携帯端末との間でコンテンツを送信若しくは受信しようとしている
相手方の表示装置を、上記携帯端末の空間位置と前記表示装置の空間位置の関係に基づい
て特定し、当該表示装置のデジタル住所を特定する工程と、
　上記携帯端末上で上記表示装置に対するコンテンツの送信の指示を入力した場合、前記
携帯端末が、上記表示装置に送信したいコンテンツを上記他の表示装置のデジタル住所に
アップロードする工程と、
　上記携帯端末上で上記表示装置からコンテンツの受信の指示を入力した場合、前記携帯
端末が上記表示装置のデジタル住所にアップロードされているコンテンツをダウンロード
する工程と、
　を有するコンテンツ転送方法。
【請求項３】
請求項２記載の方法において、
　前記デジタル住所はＵＲＬである
ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項４】
請求項３記載の方法において、
　前記表示装置は、カーナビゲーション装置である
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項５】
請求項３記載の転送方法において、
　前記表示装置は、ネットワークに接続できない非コンピュータ装置である
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項６】
請求項２記載の方法において、
　上記携帯端末上で行う上記表示装置に対するコンテンツの送信の指示を入力は、上記携
帯端末上に表意されたコンテンツを上記表示装置に向けてフリックする動作により行うも
のである
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項７】
請求項２記載の方法において、
　上記携帯端末上で行う上記表示装置にからのコンテンツの油浸の指示を入力は、上記携
帯端末上で上記表示装置から手前にむけてフリックする動作により行うものである
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項８】
請求項２記載の方法において、
　上記表示装置から携帯端末にファイルを受信した場合、当該受信したコンテンツを上記
表示装置から消去する
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項９】
請求項８記載の方法において、
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　上記コンテンツは、上記表示装置に表示されているコンテンツの一部分であり、上記コ
ンテンツの一部分を受信した場合、当該一部分のみが破られたように消去される
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項１０】
請求項２記載の方法において、
　上記端末の空間位置の特定は、
　　　情報通信機器が、少なくとも、その空間位置で音、色、光、超音波のうち２以上の
組み合わせからなる空間媒介伝達情報を受信する工程と、
　　　情報通信機器が、少なくとも、上記空間媒介伝達情報を受信した時刻、傾き／方向
、加速度のうちの1つ若しくは２以上の組み合わせからなる端末属性情報を検出する工程
と、
　　　情報通信機器若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが、前記受信した空間
媒介伝達情報をデコードすることで、この携帯端末の空間位置を特定する工程と、
　　　携帯端末若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが、前記特定された携帯端
末の空間位置に上記端末の属性情報を関連付けて記憶する工程と、
　　　上記携帯端末が所定のタイミングで上記の全ての工程を繰り返すことで、断続的な
空間位置に上記端末の属性情報を関連付けて記憶する工程と、
　　　を有する工程を有するものである
　ことを特徴とするコンテンツ転送方法。
【請求項１１】
請求項１０記載の方法であって、
　前記空間媒介伝達情報としての超音波には、前記情報通信機器自身が発振した超音波の
反射波も含まれるものである
　ことを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求項１０記載の方法であって、
　前記サーバは、特定の空間位置に関連付けられた音、色、光、超音波の情報を格納した
参照用データベースを有し、
　上記空間位置を特定する工程は、上記サーバが、受信した空間媒介伝達情報を、上記参
照用データベースに問い合わせることで、空間位置を特定するものである
　ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、現実「モノ」にデジタルの住所を与え、この「モノ」に無形のコンテンツ
、例えば自分の記憶などの感覚を紐付け（転送する）ことができるコンテンツ転送方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＡＲ三兄弟のリーダー（長男役）、川田十夢の家には膨大な本がある。それをしまう本
棚ももちろんあるが、冊数があまりに膨大なため、欲しい本が見つけられないことも少な
くない。
【０００３】
　今のIT化された社会の中で「探す」といった時には、「検索」という手段がある。Goog
leなどがその代表だが、パソコンを使ってネットにアクセスし、ほしい情報の文字列や画
像データなどを、検索システムに受け渡すことによって情報を得る手段だ。ただ、これは
利用者個人にとっての現実……物理的な生活（質量）と紐付いていない。
【０００４】
　すなわち、デジタル上にあるものは、色あせたり、劣化したりすることがない。しかし
、我々が日常生活の中で使っている「もの」や「記憶」は、長く使い、それに生活の過程
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などが少しずつ刻み込まれていくことで、劣化したり、色褪せたり、また、一方で愛情が
増し、記憶をより強固にしていくということが起こる。
【０００５】
　このようなことは、現実の社会では特段説明せずとも我々は経験から共有できるが、デ
ジタルにはこの我々の記憶に刻み込まれるような、「劣化」が存在しない。
【０００６】
　このようなより現実の社会に即した探索、情報ではなく、唯一無二のものや記憶を特定
する方法が無いかと、川田は考えたのだった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　では、どうしたら良いか？
　川田は、自分の今の感じている感情や記憶は、生活の中にある現実と紐付いてくれてい
たほうがより強固になるのにと考えた。すなわち、デジタルという劣化しない情報だけで
はなく、それに加えて、現実の形や質量があるものを上手く結びつけることができないか
。それにより、デジタルが苦手…とする「劣化」という価値を付加できるのだと考えたの
だった。
【０００８】
　このような課題の下、川田は、1つの基本発明を完成させた。
【０００９】
　その発明は、ユーザが第１のモノ（装置）上にある所定のコンテンツを第２のモノ（装
置）に転送する指示を入力した場合、上記第１のモノと第２のモノの空間位置に基づいて
、第２のモノのネットワーク上のデジタル住所を特定する工程と、第１のモノと第２のモ
ノとの間でデジタル情報の交換を行う工程とを特徴とする情報交換方法というものである
。
【００１０】
　この発明によれば、「モノ」にデジタルの住所が与えられる。さらに、この現実のモノ
に、無形のコンテンツ、例えば自分の記憶などの感覚をその紐付け（転送する）ことがで
きる。このことで、モノとデジタル情報を関連付けることができるから、デジタル情報を
さらに多面的にすることができる。
【００１１】
　また、この発明の第２の主要な側面によれば、ユーザが第１のモノ（装置）上にある所
定のコンテンツを第２のモノ（装置）に転送する指示を入力した場合、上記第２のモノの
ネットワーク上のデジタル住所を特定する工程と、上記コンテンツを上記デジタル住所に
送信する工程と、上記デジタル住所に転送された上記コンテンツを前記第２のモノにダウ
ンロードさせて表示する工程とを有することを特徴とするコンテンツ転送方法が提供され
る。
【００１２】
　さらにこの発明の第３の主要な側面によれば、携帯端末が接続するサーバが、前記携帯
端末から受け取った空間位置特定情報に基づいて当該携帯端末の空間位置を特定する工程
と、前記サーバが、上記携帯端末との間でコンテンツを送信若しくは受信しようとしてい
る相手方の表示装置を、上記携帯端末の空間位置と前記表示装置の空間位置の関係に基づ
いて特定し、当該表示装置のデジタル住所を特定する工程と、上記携帯端末上で上記表示
装置に対するコンテンツの送信の指示を入力した場合、前記携帯端末が、上記表示装置に
送信したいコンテンツを上記他の表示装置のデジタル住所に上記ファイルをアップロード
する工程と、上記携帯端末上で上記表示装置からコンテンツの受信の指示を入力した場合
、前記携帯端末が上記表示装置のデジタル住所にアップロードされているコンテンツをダ
ウンロードする工程と、を有するコンテンツ転送方法が提供される。
【００１３】
　ここで、この発明の一実施例によれば、前記デジタル住所はＵＲＬである。
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【００１４】
　また、他の１の実施例によれば、前記表示装置は、カーナビゲーション装置である。
【００１５】
　また、他の１の実施例によれば、前記表示装置は、ネットワークに接続できない非コン
ピュータ装置である。
【００１６】
　また、他の１の実施例によれば、上記携帯端末上で行う上記表示装置に対するコンテン
ツの送信の指示を入力は、上記携帯端末上に表意されたコンテンツを上記表示装置に向け
てフリックする動作により行うものである。
【００１７】
　また、他の１の実施例によれば、上記携帯端末上で行う上記表示装置にからのコンテン
ツ受信の指示を入力は、上記携帯端末上で上記表示装置から手前にむけてフリックする動
作により行うものである。
【００１８】
　また、他の１の実施例によれば、上記表示装置から携帯端末にファイルを受信した場合
、当該受信したコンテンツを上記表示装置から消去する。
【００１９】
　また、他の１の実施例によれば、上記コンテンツは、上記表示装置に表示されているコ
ンテンツの一部分であり、上記コンテンツの一部分を受信した場合、当該一部分のみが破
られたように消去される。
【００２０】
　また、他の１の実施例によれば、上記端末の空間位置の特定は、情報通信機器が、少な
くとも、その空間位置で音、色、光、超音波のうち２以上の組み合わせからなる空間媒介
伝達情報を受信する工程と、情報通信機器が、少なくとも、上記空間媒介伝達情報を受信
した時刻、傾き／方向、加速度のうちの1つ若しくは２以上の組み合わせからなる端末属
性情報を検出する工程と、情報通信機器若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが
、前記受信した空間媒介伝達情報をデコードすることで、この携帯端末の空間位置を特定
する工程と、携帯端末若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが、前記特定された
携帯端末の空間位置に上記端末の属性情報を関連付けて記憶する工程と、上記携帯端末が
所定のタイミングで上記の全ての工程を繰り返すことで、断続的な空間位置に上記端末の
属性情報を関連付けて記憶する工程と、を有する工程を有するものである。
【００２１】
　他の１の実施形態によれば、前記空間媒介伝達情報としての超音波には、前記情報通信
機器自身が発振した超音波の反射波も含まれるものである。
【００２２】
　他の１の実施形態によれば、前記サーバは、特定の空間位置に関連付けられた音、色、
光、超音波の情報を格納した参照用データベースを有し、上記空間位置を特定する工程は
、上記サーバが、受信した空間媒介伝達情報を、上記参照用データベースに問い合わせる
ことで、空間位置を特定するものである。
【００２３】
　以下、この発明の詳細を図面を参照しながら詳細に説明することにする。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態を示す概略構成図である。
【図２】図２は、同じく、フローチャートである。
【図３】図３は、同じく、システム構成を示す図である。
【図４】図４は、同じく、空間位置情報の取得を示す概略図である。
【図５】図５は、同じく、空間位置情報の取得を示す概略図である。
【図６】図６は、同じく、処理工程を示すフローチャートである。
【図７】図７は、別の一実施形態を示す概略図である。
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【図８】図８は、同じく、コンテンツダウンロード後の表示更新を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　発明者・川田が完成した発明を、その一実施形態を例にとって説明する。
【００２６】
　図１は、タクシー内において、行く先を伝えたい乗客が、自分の携帯端末１上に表示し
た目的地周辺の地図情報２（この発明の「コンテンツ」）を、タクシー内に設置されたカ
ーナビ装置３（この発明の「表示装置」）のデジタル住所（一意のＵＲＬ）にビューンと
転送して、このカーナビ装置３上に表示する場合の例を示したものである。
【００２７】
　この場合の動作を請求項に記載された発明の記載に合わせて記載すると、図２のフロー
チャートに示すように以下のようになる。
（１）　携帯端末１をインターネット上の特定のデジタル住所（一意のＵＲＬを有する携
帯端末用Ｗｅｂサーバ６）に関連付ける工程（図２中のステップＳ１）、
（２）　空間位置情報処理サーバ４が、前記携帯端末１から受け取った空間位置特定情報
に基づいて当該携帯端末１の空間位置を特定すると共にこの空間位置に上記携帯端末１の
デジタル住所（ＵＲＬ）を関連付ける工程（図２中のステップＳ２）、
（３）　前記空間位置情報処理サーバ４が、受信側のカーナビ装置３を、上記携帯端末１
の空間位置と前記カーナビ装置３の空間位置の関係に基づいて特定し、当該カーナビ装置
３のデジタル住所（一意の用ＵＲＬを有するカーナビ用Ｗｅｂサーバ５）を特定する工程
（図２中のステップＳ３）、
（４）　乗客が上記携帯端末１上で上記カーナビ装置３に対する地図情報２の送信の指示
を入力した場合（例えばフリック動作Ａ）、前記携帯端末１若しくは前記サーバ４が、上
記カーナビ装置３に送信したい地図情報２を、上記携帯端末のデジタル住所（携帯端末用
Ｗｅｂサーバ５）を介して上記カーナビ装置３のデジタル住所（カーナビ用Ｗｅｂサーバ
５）にアップロードする工程（図２中のステップＳ４）、
（５）　上記カーナビ装置３のデジタル住所（カーナビ用Ｗｅｂサーバ５）にアップロー
ドされた地図情報２を上記カーナビ装置３にダウンロードしてそのディプレイ上に表示す
る工程（図２中のステップＳ５）。
【００２８】
　上記各工程によれば、図１でαで示すようにユーザがフリック動作を行うことによって
、βで示すように携帯端末１に表示された無形のデジタル情報である行き先地図情報２が
「モノ」であるカーナビ装置３にビューンと飛んでいって表示されるような動作を実現す
ることができる。
【００２９】
　図３は、上記各工程を実行するためのシステム構成を示す図である。上記各工程を実行
するために、上記空間位置情報処理サーバ４は、空間媒介伝達情報ＤＢ８と、空間位置タ
グＤＢ９と、デジタル住所ＤＢ１０と、デジタル住所マッチング部１１と、コンテンツ転
送部１２とを有する。以下、これら各構成と動作について、上記各工程と共に詳しく説明
する。
【００３０】
　（１）「携帯端末１をインターネット上の特定のデジタル住所（一意の携帯端末ＵＲＬ
）携帯端末用Ｗｅｂサーバ６に関連付ける工程（図２中のステップＳ１）」について
　上述したように、この発明の特徴は全て「モノ」に一意のデジタル住所を与えることで
ある。この実施形態では、その「モノ」は携帯端末１およびカーナビ装置３、デジタル住
所はＷｅｂサーバ５，６のＵＲＬ（Uniform Resource Locator：ユニフォームリソースロ
ケータ）である。
【００３１】
　この実施形態では携帯端末１及びカーナビ装置３に予め一意のＵＲＬが割り当てられて
いるが、次の空間位置を検出した際若しくはその後に割り当てるものであっても良い。
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【００３２】
　（２）「携帯端末１が接続する空間位置情報処理サーバ４が、前記携帯端末１から受け
取った空間位置特定情報に基づいて当該携帯端末の空間位置を特定すると共にこの空間位
置に上記携帯端末のデジタル住所に関連付ける工程（図２中のステップＳ２）」について
　この工程では、上記携帯端末１の「空間位置」が空間位置情報処理サーバ４によって検
出され、この携帯端末１の情報がその空間に記憶される。
【００３３】
　この「空間に情報を記憶する」とは、我々の実際の活動空間に、端末機器１の足跡（空
間位置タグ）を仮想的に残していくという意味である。例えば、図４のようにユーザが携
帯端末１を保持しある環境の空間に位置しているとした場合には、この携帯端末１が受信
したその空間特有の音、光、色、超音波の組み合わせからなる空間媒介伝達情報がデコー
ド（解析）されてそのときの携帯端末１の空間が何・何処であるかが特定される。そして
、この情報及びこの携帯端末１自身の属性情報が空間位置タグＰとしてその空間に仮想的
に残される。
【００３４】
　この実施形態では、上記デコードは、クラウド上にある上記空間位置情報処理サーバ４
が、上記携帯端末１から上記空間媒介伝達情報を受け取って、それを空間媒介伝達情報Ｄ
Ｂ８に問い合わせることで、実行される。例えば、上記空間位置における特有のバックグ
ラウンド音楽及び特有の照明の組み合わせに基づいて、その空間位置Ｐが「コンビニ店Ａ
内」等であるとデコードされる。
【００３５】
　また、この実施形態では、図４に示すように、この携帯端末１は自ら超音波Ｕ１，Ｕ２
を発振し、その反射超音波を検出することで、隣接する障害物までの水平距離及び垂直距
離を測定できるように構成されている。これにより、例えばコンビニ店Ａ内のどの位置に
上記携帯端末１が位置するかを知ることができる。この情報も空間媒介伝達情報として上
記空間位置Ｐを特定するのに利用される。これにより、図５に示すように、例えば、携帯
端末１が、領域Ａや領域Ｂ内の具体的にどの位置にいるかがデコード可能である。
【００３６】
　そして、図５のようにユーザが移動した場合には、この図に示すように断続的な空間位
置Ｐ１～Ｐ７として、携帯端末が受信した情報及びデコードした情報が空間にタグ付けさ
れていく。この例では、受信した空間媒介伝達情報から領域Ａから領域Ｂに移動したこと
が分かる例を示している。この領域Ｂとは、例えは前記タクシー内の空間である。
【００３７】
　これにより、端末１がある時点において空間のどの位置にいるかが、仮想的にその空間
に空間位置タグＰとして残されると共に、上記携帯端末１がどの空間に存在するか、その
空間内のどの位置、どの方向に向いているかが特定される。
【００３８】
　したがって、この空間位置の検出は、以下の（１－１）～（１－４）工程によって行わ
れる。
【００３９】
　（１－１）携帯端末１が、少なくとも、その空間位置で音、色、光、超音波のうち１つ
もしくは２以上の組み合わせからなる空間媒介伝達情報を受信する工程。
【００４０】
　（１－２）携帯端末１が、少なくとも、上記空間媒介伝達情報を受信した時刻、傾き／
方向、加速度のうちの1つ若しくは２以上の組み合わせからなる端末属性情報を検出する
工程。
【００４１】
　（１－３）携帯端末１若しくはこの携帯端末１が接続されたサーバ４が、前記受信した
空間媒介伝達情報をデコードすることで、この携帯端末１の空間位置を特定する工程、
　（１－４）携帯端末１若しくはこの携帯端末１が接続されたサーバ４が、前記特定され
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た携帯端末１の空間位置に上記端末機器１の属性情報を関連付けて記憶する工程。
【００４２】
　以下、上記（１－１）～（１－４）の各構成要件を順に説明する。
【００４３】
　（１－１）「情報通信機器が、少なくとも、その空間位置で音、色、光、超音波のうち
２以上の組み合わせからなる空間媒介伝達情報を受信する工程」について
　「空間媒介伝達情報」としては、上記で音、色、光、超音波（及びそれらの組み合わせ
）を挙げたが、これによりその情報通信機器が存在する空間を特定・規定することが可能
になるものである。例えば、駅であれば、周囲のバックグラウンド音や照明そのもの、そ
の色、また、可聴域を超える超音波の発信情報である。これらの個々の情報及びそれらの
組み合わせによりその空間を特定・規定することが可能になる。
【００４４】
　また、複数（２以上）の空間媒介伝達情報を組み合わせて多元化することにより、高速
で情報を受け取ることが可能になる。すなわち、上述したように、現在のインターネット
の「０１０１０１・・・」の２進数で表現される伝達手段では単位時間当たりの通信量（
通信速度）に限界があり、２０２０年には現在の１０００倍になると目算されている情報
量に対応するには、情報伝達手段を多元化する必要がある。
【００４５】
　また空間媒介伝達情報を利用することにより、インターネットなどのような物理的な線
が不要になるし、ＯＳや端末同士の規格を越えてやりとりができる。この方法によれば、
街中にあふれるサイネージなどの情報を、次々に受け取ることができる。
【００４６】
　また、空間媒介伝達情報の場合、生活環境における太陽の光や種々の雑音や雑音の干渉
を考慮する必要がある。この発明では、これの課題に対応するために、「音」「超音波」
「色」などの複数の通信手段が相補的に働くようにしたから、それらのノイズをフィルタ
リングアウトできる。
【００４７】
　また、この実施形態では、携帯端末１そのものが超音波発信器を備え、その端末の向き
に応じて水平方向及び高さ方向に反射してきた超音波を検出して、障害物までの距離を計
測することができるようになっている。この時受信する超音波も上記空間媒介伝達情報に
含まれるものである。このような機能を備えることにより、その空間における情報通信機
器の正確な位置を測定することができるし、場合によっては、その室内の寸法を測定する
ことも可能になる。
【００４８】
　（１－２）「情報通信機器が、少なくとも、上記空間媒介伝達情報を受信した時刻、傾
き／方向、加速度のうちの1つ若しくは２以上の組み合わせからなる端末属性情報を検出
する工程」について
　この工程は、携帯端末１が上記空間媒介伝達情報を受信した際の、その端末自体の属性
情報を記録する工程である。具体的には、上記空間媒介伝達情報を受信した際の、少なく
とも時刻、傾き／方向、加速度の少なくとも１つである。また、これに加えて、この携帯
端末で撮影した映像情報を記録しても良い。また、その端末そのものを第三者が特定する
ことができる情報、例えば電話番号や個人ＩＤを記録するようにしても良い。
【００４９】
　また、この発明では、上記携帯端末１が一意のデジタル住所（インターネット上にある
特定のＷｅｂサーバ６のＵＲＬ）に関連付けられており、このデジタル住所は、上記サー
バ４のデジタル住所データベース１０に格納される。なお、この携帯端末１がこの時点で
デジタル住所を有しない場合には、このサーバ４は、この携帯端末１のために一意のデジ
タル住所を決定する。なお、それぞれの空間位置に一意のデジタル住所を割り当てること
も可能である。
【００５０】
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　（１－３）「情報通信機器若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが、前記受信
した空間媒介伝達情報をデコードすることで、この携帯端末の空間位置を特定する工程」
について
　この工程では、上記（１）の工程で受信した空間媒介伝達情報をデコード（解読）して
、その携帯端末１の空間位置Ｐを特定する。
【００５１】
　例えば、その空間が特定のコンビニエンスストア（領域Ａ）だったとする。その場合、
当該コンビニエンスストア内に流れる音楽、床や天井陳列棚の色、照明、その他可聴域を
超える超音波等がこの通信機器により受信される。また、この携帯端末１から発信される
超音波の反射波を検出することにより、床や壁までの距離が測定される。
【００５２】
　この実施形態では、上記空間位置情報処理サーバ４に、それぞれの空間に特異的な空間
媒介伝達情報を識別するための音、光、色、超音波の識別情報を格納したデータベース８
（空間識別情報データベース）があらかじめ用意されていて、上記携帯端末１は、サーバ
４に上記空間媒介伝達情報を問い合わせてその空間を識別・特定する。また、このとき、
空間内の位置の特定に、上記超音波の反射を利用する。例えば、超音波により測定される
水比叡方向の障害物までの距離により、店舗内における位置が特定される。また、その端
末の高さも検出することができる。また、タクシー内の場合（領域Ｂ）の場合も同様に、
タクシー内の雰囲気情報に基づいてタクシー内に当該携帯端末１が存在することが特定さ
れる。
【００５３】
　上記空間媒介伝達情報のデコードは、この携帯端末１自体が行っても良いしサーバ４が
行っても良い。
【００５４】
　なお、この発明では、上述したように、複数（２以上）の空間媒介伝達情報を互いに組
み合わせることで、その空間に漂うノイズをフィルタリングアウトできるように通信プロ
トコルが定められており、上記デコードはそのプロトコルに従って実行されるものである
。
【００５５】
　（１－４）「携帯端末若しくはこの情報通信機器が接続されたサーバが、前記特定され
た携帯端末の空間位置に上記端末の属性情報を関連付けて記憶する工程」について
　この携帯端末１の属性情報とは、少なくとも、端末を特定する情報（電話番号、個人Ｉ
Ｄ等）、及びこの端末自身が検出できる位置情報、向き（傾き）の情報、加速度の情報の
1以上の組み合わせ、である。これを、上記空間位置Ｐに関連付けることで、空間上に仮
想的にその端末の情報を残すことが可能になる。この情報は、前記サーバ４の空間位置タ
グデータベース９に蓄積されていく。また、この実施形態では、この携帯端末１が関連付
けられたＷｅｂサーバのＵＲＬ（デジタル住所）もデジタル住所データベース１０として
上記サーバに格納される。
【００５６】
　（３）「前記空間位置情報処理サーバ４が、受信側のカーナビ装置３を、上記携帯端末
１の空間位置と前記カーナビ装置３の空間位置の関係に基づいて特定し、当該カーナビ装
置３のデジタル住所（一意の用ＵＲＬを有するカーナビ用Ｗｅｂサーバ５）を特定する工
程（図２中のステップＳ３）」について
　上記（１）では携帯端末１の空間位置情報すなわち空間位置タグが空間位置情報処理サ
ーバ４に格納されていることを説明したが、上記カーナビ装置３の空間位置情報すなわち
空間位置タグの同様に保存され、上記カーナビ装置３が上記タクシー内に設置されている
ことが上記サーバ４に登録されている。そして、上述したように、上記カーナビ装置３も
一意のデジタル住所（特定のＷｅｂサーバ５のＵＲＬ）が与えられ、これもサーバ４のデ
ジタル住所データベース１０に格納されている。
【００５７】
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　なお、このカーナビ装置３の空間位置情報及びデジタル住所は、例えばタクシー会社や
カーナビ製造会社によって手動若しくは自動で登録されているものであっても良い。
【００５８】
　上記（２）の工程で携帯端末１の空間位置が上記特定のタクシー内にあることが検出さ
れると、デジタル住所マッチング部１１が、最も近いところにある表示装置として、この
タクシー内に設置されたカーナビ装置３を特定し、その結果、上記携帯端末１のデジタル
住所とカーナビ装置のデジタル住所とが結びつける。
【００５９】
　上記携帯端末１とこの端末１からコンテンツを転送する先の他の表示装置（この例では
カーナビ装置３）とのマッチングは、所定のルール、例えば、周囲に複数の表示装置があ
る場合には最も近接する装置、近接する装置が無い場合等にはこの装置の高さや向いてい
る方向の延長線にある装置等のルールに基づいてなされるようになっている。
【００６０】
　例えば、２ｍ以内に複数の表示装置が存在する場合には、この携帯端末１の向いている
方向の延長線に存在する表示装置との結びつけがなされる。また、周囲に他の表示装置が
無い場合には、この携帯端末に最も近いところにある表示装置、若しくはこの携帯端末の
向いている方向の延長線に存在する表示装置との結びつけがなされる。
【００６１】
　なお、このマッチングの際、上記他の表示装置が特定の携帯端末とのマッチングを許可
しているかが判別される。例えば、デジタル住所を有する表示装置であっても、特定のメ
ーカや機種の携帯端末とのマッチングしか許可しないものであっても良い。
【００６２】
　（４）「　乗客が上記携帯端末１上で上記カーナビ装置３に対する地図情報２の送信の
指示を入力した場合（例えばフリック動作Ａ）、前記携帯端末１若しくは前記サーバ４が
、上記カーナビ装置３に送信したい地図情報２を、上記携帯端末のデジタル住所（携帯端
末用Ｗｅｂサーバ５）を介して上記カーナビ装置３のデジタル住所（カーナビ用Ｗｅｂサ
ーバ５）にアップロードする工程（図２中のステップＳ４）」について
　上記のようにして携帯端末１とカーナビ装置３とのマッチングがされた状態で、上記端
末１上で所定の動作、例えば、ユーザが画面上を指先でカーナビ側にフリックする操作（
図１にＡで示す動作）を行った場合、例えば携帯端末１にインストールされた専用アプリ
若しくはブラウザにインストールされたアドオン（携帯端末側転送部１３）が、まず、こ
の端末１のデジタル住所である携帯端末用Ｗｅｂサーバ６上に、上記地図情報２をアプロ
ードする。この際、地図情報としては、少なくとも行き先を示す地図データ（座標や住所
データ）を含むが、画像や動画を含むものであっても良い。現在携帯端末１で撮像してい
る雰囲気情報（画像や音声、表示画面）を含むものでも良い。
【００６３】
　（５）「上記カーナビ装置３のデジタル住所（カーナビＷｅｂサーバ）にアップロード
された地図情報２を上記カーナビ装置にダウンロードしてディプレイ上に表示する工程（
図２中のステップＳ５）」について
　ついで、上記サーバ４に設けられたコンテンツ転送部１２が、上記携帯端末のデジタル
住所（Ｗｅｂサーバ６）アップロードされた地図情報２を、上記カーナビ装置３のデジタ
ル住所（Ｗｅｂサーバ５）に転送・アップロードする。
【００６４】
　上記カーナビ装置３にインストールされたアプリ（カーナビ側転送部１４）が上記カー
ナビ用Ｗｅｂサーバ５の更新を監視しており、アップロードされた地図情報２をこのカー
ナビ装置３にダウンロードしてディスプレイ上に表示する。
【００６５】
　これにより上述したように、図１にαで示すようにユーザがフリック動作を行うことに
よって、βで示すように携帯端末１に表示された行き先地図情報２がカーナビ装置３にビ
ューンと飛んでいって表示されるような動作を実現することができる。
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【００６６】
　また、この発明は、上記の動作とは逆に、表示装置側から携帯端末側にコンテンツを受
け取る場合にも適用することが可能である。
【００６７】
　図６は、表示装置１９に表示されたチラシ２０の情報画像から、特定の部分２１を携帯
端末１上にダウンロードする場合の例を示す概念図である。この場合の処理の流れを示し
たのが図7のフローチャートである。
【００６８】
　この例でも、上記携帯端末１と表示装置１９とを空間位置に基づいてマッチングし、両
者のデジタル住所を関連付けるまでの工程（Ｓ１～Ｓ３）は上記の実施形態と同じである
。
【００６９】
　この例では、図６に示すように、ユーザが携帯端末１のカメラを使って表示装置１９上
のチラシ２０を撮像している状態で、チラシ２０の特定２１の部分（あらかじめクーポン
として区画された箇所等）が画像認識され、図に網掛け示すようにマスクされる等して「
ちぎる」ことができることが表示される。これに対してユーザが指で当該部分を手前に引
くような動作（γで示す）をすると、上記カーナビ側転送部１４が該当箇所の画像を上記
表示装置１９のデジタル住所（Ｗｅｂサーバ５）にアップロードする（ステップＳ４）。
ついで、上記空間位置情報処理サーバ４が上記画像を上記携帯端末１のデジタル住所（Ｗ
ｅｂサーバ６）に転送する。上記携帯端末の携帯側転送部１３は、上記画像をＷｅｂサー
バ６からダウンロードして携帯端末１上に表示する（ステップＳ５）。
【００７０】
　前記表示装置の表示装置側転送部１４は、上記表示から当該部分を削除して、図８に示
すように表示を更新する（ステップＳ６）。これにより、上記表示装置１９上に表示され
たチラシ２０から上記部分２１をちぎる効果を得ることができる。
【００７１】
　なお、この発明は上記一実施例に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範
囲で種々変形可能である。
【００７２】
　例えば、上記一実施例では、上記モノとして、表示装置と携帯装置をあげたが、これに
限定されるものではない。また、モノに結び付けられる情報も、上記の実施例では地図情
報であったが、これに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００７３】
　Ｐ…空間位置タグ
　１…携帯端末
　２…地図情報
　３…カーナビ装置
　４…空間位置情報処理サーバ
　５…カーナビ装置のデジタル住所（サーバ）
　６…携帯端末のデジタル住所（サーバ）
　８…空間媒介伝達情報ＤＢ
　９…空間位置タグＤＢ
　１０…デジタル住所ＤＢ
　１１…デジタル住所マッチング部
　１２…コンテンツ転送部
　１３…携帯側転送部
　１４…カーナビ側転送部
　１９…表示装置
　２０…チラシ
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