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(57)【要約】
　【課題】　ＡＲを利用した新しいサービスを提供する
ことのできる画像共有システムを提供する。
　【解決手段】　画像共有システムは、ＡＲアプリを携
帯端末に提供するプログラム提供サーバと、携帯端末で
ユーザとともに当該ユーザが身につけている装身具を撮
影した画像からＡＲアプリによって作成されるエフェク
ト合成画像を、携帯端末から受信するサービス提供サー
バと、サービス提供サーバで受信したエフェクト合成画
像を記憶する画像共有データベースを備える。エフェク
ト合成画像は、携帯端末のカメラ機能により得られるユ
ーザの画像に、当該ユーザの装身具に付されたＡＲトリ
ガーに基づいて得られるエフェクト画像が付加された画
像であり、他のユーザの端末装置からの要求に応じて配
信される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラ機能を備える携帯端末にＡＲアプリを提供するプログラム提供サーバと、
　前記携帯端末のカメラ機能と前記ＡＲアプリによって作成されるユーザのエフェクト合
成画像を、前記携帯端末から受信するサービス提供サーバと、
　前記サービス提供サーバで受信した前記エフェクト合成画像を記憶する画像共有データ
ベースと、
を備え、
　前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカメラ機能により得られる前記ユーザの画
像に、当該ユーザが身につけている装身具に付されたＡＲトリガーに基づいて得られるエ
フェクト画像が付加された画像であり、他のユーザの端末装置からの要求に応じて配信さ
れることを特徴とする画像共有システム。
【請求項２】
　前記装身具は衣服である、請求項１に記載の画像共有システム。
【請求項３】
　前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカメラ機能により得られる前記ユーザの画
像のうち、顔認識処理により抽出された前記ユーザの顔部分に、前記ＡＲトリガーに基づ
いて得られるエフェクト画像を付加した画像である、請求項１または２に記載の画像共有
システム。
【請求項４】
　前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカメラ機能により得られる前記ユーザの画
像のうち、腕認識処理により抽出された前記ユーザの腕部分に、前記ＡＲトリガーに基づ
いて得られるエフェクト画像を付加した画像である、請求項１または２に記載の画像共有
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末のカメラ機能とＡＲアプリをよって作成されたユーザのエフェクト
合成画像を他のユーザと共有する画像共有システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＡＲ（Augmented Reality：拡張現実）を利用した様々なサービスが提案されて
いる。例えば、画像認識ルーチンを使用して、予め登録された２次元画像（「ＡＲトリガ
ー」とも呼ばれる）をデジタルカメラで撮影すると、その画像と連動したコンテンツをカ
メラの映像とリアルタイムに合成表示するものが提供されている。従来、ＡＲトリガーは
、カードなどに付されている。（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０５８９６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＡＲを利用したサービスには更なる開発の余地があり、これまでにない
新しいサービスの提供が望まれていた。
【０００５】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、ＡＲを利用した新しいサービスを提供
することのできる画像共有システ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】
【０００６】
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　本発明の画像共有システムは、カメラ機能を備える携帯端末にＡＲアプリを提供するプ
ログラム提供サーバと、前記携帯端末のカメラ機能と前記ＡＲアプリによって作成される
ユーザのエフェクト合成画像を、前記携帯端末から受信するサービス提供サーバと、前記
サービス提供サーバで受信した前記エフェクト合成画像を記憶する画像共有データベース
と、を備え、前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカメラ機能により得られる前記
ユーザの画像に、当該ユーザが身につけている装身具に付されたＡＲトリガーに基づいて
得られるエフェクト画像が付加された画像であり、他のユーザの端末装置からの要求に応
じて配信される。
【０００７】
　これにより、プログラム提供サーバから携帯端末にＡＲアプリが提供され、ＡＲアプリ
を起動した状態で携帯端末をユーザ（と一緒にそのユーザの装身具）にかざすと、ＡＲア
プリによって、そのユーザの装身具に付されたＡＲトリガーが自動的に認識され、ユーザ
の画像（ユーザと装身具が一緒に写った画像）からエフェクト合成画像がリアルタイムに
作成表示され、端末操作によってそのエフェクト合成画像を撮影することができる。そし
て、エフェクト合成画像は、携帯端末からサービス提供サーバへ送信され、画像共有デー
タベースに記憶され、他のユーザの端末装置からの要求に応じて配信される。この場合、
エフェクト合成画像は、携帯端末のカメラ機能により得られるユーザの画像に、そのユー
ザが身につけている装身具に付されたＡＲトリガーに基づいて得られるエフェクト画像が
付加された画像である。本発明によれば、このようなエフェクト合成画像を、他のユーザ
と共有して楽しむことができる。
【０００８】
　また、本発明の画像共有システムでは、前記装身具は衣服であってもよい。
【０００９】
　この場合、エフェクト合成画像は、携帯端末のカメラ機能により得られるユーザの画像
に、そのユーザの衣服（Ｔシャツなど）に付されたＡＲトリガーに基づいて得られるエフ
ェクト画像が付加された画像である。このようなエフェクト合成画像を、他のユーザと共
有して楽しむことができる。
【００１０】
　また、本発明の画像共有システムでは、前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカ
メラ機能により得られる前記ユーザの画像のうち、顔認識処理により抽出された前記ユー
ザの顔部分に、前記ＡＲトリガーに基づいて得られるエフェクト画像を付加した画像であ
ってもよい。
【００１１】
　この場合、エフェクト合成画像は、携帯端末のカメラ機能により得られるユーザの画像
において、ユーザの顔部分にエフェクト画像を付加した画像である。このようなエフェク
ト合成画像を、他のユーザと共有して楽しむことができる。
【００１２】
　また、本発明の画像共有システムでは、前記エフェクト合成画像は、前記携帯端末のカ
メラ機能により得られる前記ユーザの画像のうち、腕認識処理により抽出された前記ユー
ザの腕部分に、前記ＡＲトリガーに基づいて得られるエフェクト画像を付加した画像であ
ってもよい。
【００１３】
　この場合、エフェクト合成画像は、携帯端末のカメラ機能により得られるユーザの画像
において、ユーザの腕部分にエフェクト画像を付加した画像である。このようなエフェク
ト合成画像を、他のユーザと共有して楽しむことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ＡＲを利用した新しいサービスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明の実施の形態における画像共有システムの説明図
【図２】本発明の実施の形態における画像共有システムの動作説明のためのシーケンス図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態の画像共有システムについて、図面を用いて説明する。本実
施の形態では、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）等に用いられる画像共有シス
テムの場合を例示する。
【００１７】
　本発明の実施の形態の画像共有システムの構成を、図面を参照して説明する。図１は、
本実施の形態の画像共有システム１の構成を示す説明図である。図１に示すように、画像
共有システム１は、ユーザが所持する携帯端末２（例えばスマートフォン）と、ユーザの
携帯端末２にＡＲアプリを提供するプログラム提供サーバ３と、ユーザからエフェクト合
成画像（後述する）の画像データを受信するサービス提供サーバ４と、サービス提供サー
バ４で受信したエフェクト合成画像を記憶する画像共有データベース５を備えている。
【００１８】
　携帯端末２は、カメラ機能を備えており、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ
機能により得られるユーザの画像からＡＲアプリによって作成される。この場合、携帯端
末２（ＡＲアプリを起動した携帯端末２）で、ユーザとともにユーザが身につけている装
身具６を撮影すると（撮影操作）、そのユーザの装身具６に付されるＡＲトリガーが自動
的に認識され、エフェクト合成画像が携帯端末２の画面に表示される。この携帯端末２（
ＡＲアプリを起動した携帯端末２）では、画面をタップしたり、携帯端末２をシェイクし
たり、回転させたりする等して（プレイ操作）、エフェクト合成画像を用いたゲームをプ
レイすることができる。
【００１９】
　エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得られるユーザの画像（ユーザ
と一緒にそのユーザの装身具６が写っている画像）に、そのユーザの装身具６に付された
ＡＲトリガー７に基づいて得られるエフェクト画像が付加された画像である。装身具６は
、例えばＴシャツなどの衣服であるが、ユーザが身につけるものであればよく、例えば帽
子やリストバンドなどであってもよい。
【００２０】
　また、エフェクト画像による演出は、携帯端末２の現在位置や天気や日時（日にち、時
間）に合わせた演出にすることができる。例えば、現在位置の情報は、携帯端末２の位置
情報ＡＰＩにより取得することができる。また、天気の情報は、外部の天気情報提供サー
バから取得することができる。また、日にちの情報は、携帯端末２のカレンダーＡＰＩに
より取得することができ、時間の情報は、携帯端末２の時間取得ＡＰＩにより取得するこ
とができる。
【００２１】
　さらに、エフェクト画像による演出は、外部ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス
）から取得したユーザデータ（友達リスト、誕生日、趣味、チェックイン履歴、イベント
参加など）に合わせた演出にすることができる。
【００２２】
　また、携帯端末２（あるいはＡＲアプリ）は、画像処理により顔を認識する機能を備え
てもよい。その場合、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得られるユ
ーザの画像のうち、顔認識処理により抽出されたユーザの顔部分に、ＡＲトリガー７に基
づいて得られるエフェクト画像を付加した画像でもよい。また、エフェクト画像による演
出は、顔認識処理により抽出されたユーザの顔部分の動きに合わせた演出にすることがで
きる。
【００２３】
　あるいは、携帯端末２（あるいはＡＲアプリ）は、画像処理により腕や足を認識する機
能を備えてもよい。その場合、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得
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られるユーザの画像のうち、腕認識処理により抽出されたユーザの腕部分や、足認識処理
により抽出されたユーザの足部分に、ＡＲトリガー７に基づいて得られるエフェクト画像
を付加した画像でもよい。また、エフェクト画像による演出は、腕認識処理により抽出さ
れたユーザの腕部分の動きや、足認識処理により抽出されたユーザの足部分の動きに合わ
せた演出にすることができる。
【００２４】
　携帯端末２（ＡＲアプリを起動した携帯端末２）は、画面をタップする等して（ショッ
ト操作）、画面に表示中のエフェクト合成画像を保存（一時保存）することができる。ま
た、携帯端末２（ＡＲアプリを起動した携帯端末２）は、保存（一時保存）したエフェク
ト合成画像をサービス提供サーバ４に送信（アップロード）する機能を備えている（シェ
ア操作）。サービス提供サーバ４に送信（アップロード）されたエフェクト合成画像は、
画像共有データベース５に記憶される。
【００２５】
　画像共有データベース５に記憶されたエフェクト合成画像は、他のユーザの端末装置８
（例えば、スマートフォンやパーソナルコンピュータなど）からのアクセス要求があると
、そのアクセス要求に応じて他のユーザの端末装置８に配信される。このように、エフェ
クト合成画像は、他のユーザの端末装置８でも閲覧することができる。
【００２６】
　以上のように構成された本実施の形態の画像共有システム１について、図２のシーケン
ス図を参照してその動作を説明する。
【００２７】
　本実施の形態の画像共有システム１を用いて画像共有をする場合には、まず、プログラ
ム提供サーバ３から携帯端末２にＡＲアプリをダウンロードし（Ｓ１）、ダウンロードし
たＡＲアプリを携帯端末２にインストールする（Ｓ２）。
【００２８】
　携帯端末２でＡＲアプリを起動して（Ｓ３）、ユーザとともにユーザが身につけている
装身具６を撮影すると（Ｓ４）、そのユーザの装身具６に付されるＡＲトリガーが自動的
に認識され（S５）、エフェクト合成画像が携帯端末２の画面に表示される。ユーザは、
プレイ操作（画面のタップや、携帯端末２のシェイク、回転など）をすることにより、エ
フェクト合成画像を用いたゲームをプレイする（Ｓ６）。さらに、ユーザは、ショット操
作（画面のタップなど）をすることにより、プレイ中（画面に表示中）のエフェクト合成
画像を保存（一時保存）する（Ｓ７）。
【００２９】
　その後、ユーザは、シェア操作（画面のタップなど）をすることにより（Ｓ８）、保存
（一時保存）したエフェクト合成画像をサービス提供サーバ４に送信（アップロード）す
る（Ｓ９）。サービス提供サーバ４は、携帯端末２からアップロードされたエフェクト合
成画像を、画像共有データベース５に登録（画像登録）する（Ｓ１０）。
【００３０】
　他のユーザが、端末装置８（スマートフォンやパーソナルコンピュータ）からサービス
提供サーバ４にアクセス要求を送ると（Ｓ１１）、サービス提供サーバ４は、画像共有デ
ータベース５からエフェクト合成画像を読み出して（Ｓ１２）、読み出したエフェクト合
成画像を他のユーザの端末装置８へ配信する（Ｓ１３）。他のユーザの端末装置８では、
サービス提供サーバ４から配信されたエフェクト合成画像が表示される（Ｓ１４）。
【００３１】
　このような本実施の形態の画像共有システム１によれば、ＡＲを利用した新しいサービ
スを提供することができる。
【００３２】
　すなわち、本実施の形態では、プログラム提供サーバ３から携帯端末２にＡＲアプリが
提供され、ＡＲアプリを起動した状態で携帯端末２をユーザ（と一緒にそのユーザの装身
具６）にかざすと、ＡＲアプリによって、そのユーザの装身具６に付されたＡＲトリガー
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が自動的に認識され、そのユーザの画像（ユーザと装身具６が一緒に写った画像）からエ
フェクト合成画像がリアルタイムに作成表示され、端末操作によってそのエフェクト合成
画像を撮影することができる。そして、エフェクト合成画像は、携帯端末２からサービス
提供サーバ４へ送信され、画像共有データベース５に記憶され、他のユーザの端末装置８
からの要求に応じて配信される。この場合、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ
機能により得られるユーザの画像に、そのユーザの装身具６に付されたＡＲトリガー７に
基づいて得られるエフェクト画像が付加された画像である。本発明によれば、このような
エフェクト合成画像を、他のユーザと共有して楽しむことができる。
【００３３】
　また、本実施の形態では、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得ら
れるユーザの画像に、そのユーザの衣服（Ｔシャツなど）に付されたＡＲトリガー７に基
づいて得られるエフェクト画像が付加された画像である。このようなエフェクト合成画像
を、他のユーザと共有して楽しむことができる。
【００３４】
　この場合、エフェクト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得られるユーザの画
像において、ユーザの顔部分にエフェクト画像を付加した画像である。あるいは、エフェ
クト合成画像は、携帯端末２のカメラ機能により得られるユーザの画像において、ユーザ
の腕部分にエフェクト画像を付加した画像である。このようなエフェクト合成画像を、他
のユーザと共有して楽しむことができる。
【００３５】
　以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上のように、本発明にかかる画像共有システムは、ＡＲを利用した新しいサービスを
提供することができるという効果を有し、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）等
に用いられ、有用である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　画像共有システム
　２　携帯端末
　３　プログラム提供サーバ
　４　サービス提供サーバ
　５　画像共有データベース
　６　装身具
　７　ＡＲトリガー
　８　端末装置
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