
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 撮像装
置が撮像した撮像データに、 情報を付加するための情報付加撮像方法で
あって、
　上記撮像装置の撮像部が動画像の撮像を行う撮像ステップと、
　上記撮像装置が、無線及び／又は有線の通信回線を介して

情報を受信する受信ステップと、
　上記受信ステップで受信した 情報 、上記撮像ステップで撮像した

付加ステップと、
　上記撮像ステップでの動画像の撮像中に、上記付加ステップで 情報を
付加した撮像データを上記撮像装置 において表示する表示ステップと、
　 を表示しながら上記付加ステップで

を付加した撮像データを記録する記録ステップとを含み、
　上記受信ステップは、

ことを特徴とする情報付加撮像方法。
【請求項２】
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画像の撮像を行う撮像部とその撮像した撮像データを表示する表示部とを備える
イベントに関する

、複数のイベント項目が時間
の経過に伴い順次行われるイベントに関する

イベントに関する を 撮
像データに付加する

イベントに関する
の表示部

上記表示ステップにてイベントに関する情報 イベン
トに関する情報

イベントの進行状況に応じて配信された、イベントに関する情報
を受信するステップであり、
　上記付加ステップは、上記受信ステップで情報を受信する度にイベントに関する情報を
更新すると共に、その更新したイベントに関する情報を撮像データに付加するステップで
ある



　請求項１記載の情報付加撮像方法において、
　受信ステップは、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントに関す
る情報を蓄積する付加情報蓄積部と、該付加情報蓄積部に蓄積された情報を担当者の操作
によって選択する付加情報選択部と、該付加情報選択部に選択された情報を撮像装置に配
信する通信部とを有する情報サーバから、イベントの進行状況に応じたイベント項目に関
する情報を受信するステップであることを特徴とする情報付加撮像方法。
【請求項３】
　請求項１記載の情報付加撮像方法において、
　所定のイベント項目が行われるタイミングでその旨の通知を要求する予約をしておき、
　受信ステップは、その予約内容に該当するイベント項目が行われるタイミングで配信さ
れた、そのイベント項目に関する情報を受信するステップであり、
　付加ステップは、上記受信ステップで情報を受信したときに、その情報に基づいて撮像
データに 情報を付加するステップであることを特徴とする情報付加撮像
方法。
【請求項４】
　請求項１記載の情報付加撮像方法において、
　表示ステップは、イベントの進行状況に応じて、現在行われているイベント項目を挟ん
だ前後のイベント項目を含むイベントの進行表を表示するステップであることを特徴とす
る情報付加撮像方法。
【請求項５】
　請求項１記載の情報付加撮像方法において、
　表示ステップは、イベントの進行状況に応じて、現在行われているイベント項目以降の
イベントの進行表を表示するステップであることを特徴とする情報付加撮像方法。
【請求項６】
　
　 階層構造に構成され ことを特徴とする情報
付加撮像方法。
【請求項７】
　撮像部が撮像した撮像データに、 情報を付加する撮像装置であって、
　上記撮像部は動画像を撮像するものであり、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを表示する表示部と、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを記録する記録部と、
　無線及び／又は有線の通信回線を介して情報の送受信を行う通信部と、
　上記撮像部、表示部、記録部及び通信部のそれぞれを制御する制御部とを備え、
　上記制御部は、上記通信部が受信した情報に基づいて、上記撮像部によって撮像された
撮像データに 情報を付加するものであって、上記表示部に上記

情報を付加した撮像データを上記撮像部による撮像中に表示 上記記録
部に上記 情報を付加した撮像データを記録させるものに構成され、
　上記通信部が受信する情報は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイ
ベントに関する情報であって、上記イベントの進行状況に応じて配信される情報であり、
　上記制御部は、上記通信部が情報を受信する度に 情報を更新すると共
に、その更新した 情報を撮像データに付加するものに構成されているこ
とを特徴とする撮像装置。
【請求項８】
　撮像部が撮像した撮像データに、 情報を付加する撮像装置であって、
　上記撮像部は動画像を撮像するものであり、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを表示する表示部と、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを記録する記録部と、
　無線及び／又は有線の通信回線を介して情報の送受信を行う通信部と、
　上記撮像部、表示部、記録部及び通信部のそれぞれを制御する制御部とを備え、
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イベントに関する

請求項１記載の情報付加撮像方法において、
付加されるイベントに関する情報は、 ている

イベントに関する

イベントに関する イベント
に関する させながら

イベントに関する

イベントに関する
イベントに関する

イベントに関する



　上記制御部は、上記通信部が受信した情報に基づいて、上記撮像部によって撮像された
撮像データに 情報を付加するものであって、上記表示部に上記

情報を付加した撮像データを上記撮像部による撮像中に表示させながら上記記録
部に上記 情報を付加した撮像データを記録させるものに構成され、
　上記通信部が受信する情報は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイ
ベントに関する情報であり、
　上記制御部は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントに関する
情報を蓄積する付加情報蓄積部と、該付加情報蓄積部に蓄積された情報を担当者の操作に
よって選択する付加情報選択部と、該付加情報選択部に選択された情報を撮像装置に配信
する通信部とを有する情報サーバから配信された情報を、上記通信部が受信する度に

情報を更新しかつ、その更新した 情報を撮像データに付加
するものに構成されていることを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　撮像部が撮像した撮像データに、 情報を付加する撮像装置であって、
　上記撮像部は動画像を撮像するものであり、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを表示する表示部と、
　上記撮像部によって撮像された撮像データを記録する記録部と、
　無線及び／又は有線の通信回線を介して情報の送受信を行う通信部と、
　上記撮像部、表示部、記録部及び通信部のそれぞれを制御する制御部とを備え、
　上記制御部は、上記通信部が受信した情報に基づいて、上記撮像部によって撮像された
撮像データに付加情報を付加するものであって、上記表示部に上記 情報
を付加した撮像データを上記撮像部による撮像中に表示 上記記録部に上記

情報を付加した撮像データを記録させるものに構成され、
　上記通信部が受信する情報は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイ
ベントに関する情報であって、所定のイベント項目が行われるタイミングでその旨の通知
を要求する予約に応じて配信される情報であり、
　上記制御部は、その予約内容に該当するイベント項目が行われるタイミングで配信され
た、そのイベント項目に関する情報を上記通信部が受信したときには、その情報に基づい
て、撮像データに 情報を付加するものに構成されていることを特徴とす
る撮像装置。
【請求項１０】
　 記載の撮像装置において、
　表示部に表示される 情報は、階層構造に構成されると共に、ユーザが
操作する選択ボタンを含み、
　上記表示部は、上記選択ボタンが操作されることによって選択された層の

情報を付加した撮像データを表示することを特徴とする撮像装置。
【請求項１１】
　 記載の撮像装置において、
　階層構造に構成された 情報は、イベントで行われる競技名を上位階層
とし、当該競技に出場する出場者をその下位階層とすることを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　

                                                                                
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハードディスクやＤＶＤ等のデジタル方式で撮像データを記録することのできる
デジタルスチルカメラやビデオムービーが普及してきており、ユーザはこれらの機器を用
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請求項７
イベントに関する

イベントに関
する

請求項１０
イベントに関する

本発明は、動画を撮像するビデオムービー等の撮像装置に通信機能が付加されたものに
関する。



いて手軽に被写体を撮像することができるようになっている。また、記録媒体の大容量化
と撮像データのデジタル化により、長時間の動画データの記録や大量の静止画データの記
録が可能となっている。
【０００３】
　しかしながら、手軽に大量の撮像データの記録が可能になってきたものの、従来の機器
では撮像データしか記録することができないため、ユーザが記録した撮像データを再生す
るときに、その撮像データがいつ、どこで撮像したものであるのかを判別することが困難
になる場合がある。
【０００４】
　そこで、撮像データの記録をした後に、例えばその撮像日時や撮像場所の情報を撮像デ
ータに付加する、という撮像データの編集作業がユーザによって行われている。
【０００５】
　こうした編集作業を容易にする観点から、撮像した日時や場所の情報を撮像データに付
加して記録するデジタルスチルカメラ及びビデオムービーが知られている（例えば特許文
献１～４参照）。
【特許文献１】特開平９－６５２６８号公報
【特許文献２】特開２００１－１５７１６３号公報
【特許文献３】特開２００１－２１１３６４号公報
【特許文献４】特開２００１－２９２４１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、撮像日時や撮像場所の情報は、撮像データを記録した後の編集作業には必要
となるものの、実際に撮像しているときには、撮像日時や撮像場所をユーザは認識してい
る。このため、実際に撮像しているときには、これらの情報はユーザにとって重要な情報
ではない。
【０００７】
　一方、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベント、例えば運動会を
撮像する場合には、ユーザ（撮像者）は、今現在、どの競技が行われているかということ
を、運動会の進行表と照らし合わせて確認することがある。つまり、運動会を撮像してい
る最中には、運動会が行われている日時や場所の情報ではなく、その運動会の進行状況の
情報がユーザにとって必要な情報である。
【０００８】
　また、例えば観光地において撮像する場合に、ユーザがその観光地に関する情報を知り
得たならば、その情報を基にして適当な構図で撮像したり、撮像すべき箇所（例えば名所
や旧跡）を逃さず撮像したりすることも可能になる。つまり、観光地で撮像している最中
には、その観光地に関する情報がユーザにとって必要な情報である。
【０００９】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ユー
ザが撮像しているときにユーザにとって必要な情報を提供することにより、ユーザの利便
性の向上を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ユー
ザが 提供することにより、ユ
ーザの利便性の向上を図ることにある。
                                                                                
【００１１】
　そして、上記情報付加撮像方法は、上記撮像装置が撮像を行う撮像ステップと、上記撮
像装置が、無線及び／又は有線の通信回線を介して情報を受信する受信ステップと、上記
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撮像しようとしているときに、その撮像対象に関する情報を



受信ステップで受信した情報に基づいて、上記撮像ステップで撮像した撮像データに付加
情報を付加する付加ステップと、上記撮像ステップでの撮像中に、上記付加ステップで付
加情報を付加した撮像データを上記撮像装置において表示する表示ステップと、上記付加
ステップで付加情報を付加した撮像データを記録する記録ステップとを含む。
【００１２】
　この構成によると、受信ステップで受信した情報に基づいて、撮像ステップで撮像した
撮像データに付加情報が付加される。この付加情報が付加された撮像データは、撮像ステ
ップでの撮像中に撮像装置において表示される。付加情報が付加された撮像データは、例
えば撮像装置に設けられたファインダーや液晶モニタに表示すればよい。
【００１３】
　こうすることで、ユーザは、撮像装置によって撮像をしているときに、付加情報を知る
ことができる。この付加情報を、撮像中のユーザにとって必要な情報とすることにより、
ユーザはその情報に基づいて撮像を行うことができる。その結果、ユーザの利便性が向上
する。
【００１４】
　また、記録ステップでは、付加情報が付加された撮像データが記録される。記録した撮
像データを再生する再生ステップでは、撮像データと共にこの撮像データに付加された付
加情報も再生するのが好ましい。
【００１５】
　上記受信ステップは、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントに
関する情報を受信するステップとしてもよい。
【００１６】
　この場合、受信ステップは、イベントの進行状況に応じて配信された、イベント項目に
関する情報を受信するステップとしてもよい。つまり、撮像装置に対しては、イベントの
進行状況に応じてプッシュ型の情報配信を行ってもよい。
【００１７】
　また、付加ステップは、上記受信ステップで情報を受信する度に付加情報を更新すると
共に、その更新した付加情報を撮像データに付加するステップとすればよい。
【００１８】
　こうすることで、イベントの進行状況に応じて受信した情報に基づいて付加情報が更新
される。そして、その更新された付加情報が付加された撮像データが表示される。これに
より、ユーザは、イベントを撮像しているときに、そのイベントの進行状況に対応した情
報が得られる。
【００１９】
　これとは異なり、上記情報付加撮像方法は、撮像装置から通信回線を介して、所定の時
間間隔で情報の配信を要求する要求ステップをさらに含むものとして、受信ステップは、
上記要求ステップでの要求に応じて配信された、その要求時の進行状況に応じたイベント
項目に関する情報を受信するステップとしてもよい。つまり、撮像装置に対しては、擬似
プッシュ型の情報配信を行ってもよい。
【００２０】
　また、付加ステップは、上記受信ステップで情報を受信する度に付加情報を更新すると
共に、その更新した付加情報を撮像データに付加するステップとしてもよい。
【００２１】
　こうすることで、要求ステップでの要求に応じて、所定の時間間隔で情報が配信される
ため、イベントの進行状況に略同期して情報が受信される。そして、情報を受信する毎に
、その情報に基づいて付加情報が更新され、その更新された付加情報が付加された撮像デ
ータが表示される。これにより、ユーザは、イベントを撮像しているときに、そのイベン
トの進行状況に対応した情報が得られる。
【００２２】
　所定のイベント項目が行われるタイミングでその旨の通知を要求する予約をしておく場
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合、受信ステップは、その予約内容に該当するイベント項目が行われるタイミングで配信
された、そのイベント項目に関する情報を受信するステップとしてもよい。また、付加ス
テップは、上記受信ステップで情報を受信したときに、その情報に基づいて撮像データに
付加情報を付加するステップとすればよい。
【００２３】
　こうすることで、所定のイベント項目が行われるタイミングで情報を受信したときには
、その受信した情報に基づいて撮像データに付加情報が付加される。そして、その付加情
報が付加された撮像データが、撮像装置において表示される。これにより、ユーザは、こ
れから所望のイベント項目が行われることを認識可能になる。その結果、ユーザは、所望
のイベント項目を確実に撮像してその撮像データを記録することが可能になる。言い換え
ると、所望のイベント項目の撮り逃しが防止される。
【００２４】
　上記表示ステップは、イベントの進行状況に応じて、現在行われているイベント項目を
挟んだ前後のイベント項目を含むイベントの進行表を表示するステップとしてもよい。
【００２５】
　これとは異なり、上記表示ステップは、イベントの進行状況に応じて、現在行われてい
るイベント項目以降のイベントの進行表を表示するステップとしてもよい。
【００２６】
　こうすることで、イベントの進行状況に応じた進行表が撮像装置において表示されるた
め、ユーザは、イベントの進行状況を的確に認識可能になる。
【００２７】
　上記付加ステップは、撮像データに、階層構造に構成された付加情報を付加するステッ
プとしてもよい。このとき、表示ステップは、ユーザによって指定された層の付加情報を
付加した撮像データを表示するステップとするのがよい。
【００２８】
　こうすることで、ユーザは、自らが必要とする付加情報を選択して、それを撮像装置に
おいて表示させることができる。
【００２９】
　上記受信ステップが受信する情報は、付加情報そのものとしてもよい。この場合、付加
ステップは、上記受信ステップで受信した付加情報をそのまま撮像データに付加するステ
ップとすればよい。
【００３０】
　また、上記受信ステップは、撮像装置が有する付加情報の選択情報を受信するステップ
としてもよい。この場合、上記情報付加撮像方法は、上記受信ステップで受信した選択情
報に基づいて付加情報を選択する選択ステップをさらに含むのがよい。また、付加ステッ
プは、上記選択ステップで選択した付加情報を撮像データに付加するステップとするのが
よい。
【００３１】
　これは、付加情報が、例えば音声データや画像データのように、そのサイズが大きく、
付加情報自体を受信することが困難な場合に有効である。つまり、サイズの大きい付加情
報は、撮像装置が予め有する。これにより、受信ステップでは、サイズの小さい選択情報
を受信するだけでよい。そして、選択ステップで選択情報に基づいて付加情報を選択し、
付加ステップでその選択した付加情報を撮像データに付加する。こうして、サイズの大き
い付加情報を撮像データに付加することが可能になる。
【００３２】
　上記記録ステップは、撮像データを撮像した地点の情報を、その撮像データにさらに付
加して記録するステップとしてもよい。このとき、上記情報付加撮像方法は、上記記録ス
テップで記録した地点の情報に基づいて、撮像データを撮像した地点を地図上に示した地
図データを作成する地図作成ステップをさらに含むのが好ましい。
【００３３】
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　こうすることで、ユーザは、作成された地図データを見ることにより、記録されている
撮像データが、どこで撮像されたものであるかを一目で確認可能になる。
【００３４】
　本発明による撮像装置は、撮像部が撮像した撮像データに、付加情報を付加する装置で
ある。
【００３５】
　そして、上記撮像装置は、上記撮像部によって撮像された撮像データを表示する表示部
と、上記撮像部によって撮像された撮像データを記録する記録部と、無線及び／又は有線
の通信回線を介して情報の送受信を行う通信部と、上記撮像部、表示部、記録部及び通信
部のそれぞれを制御する制御部とを備える。上記制御部は、上記通信部が受信した情報に
基づいて、上記撮像部によって撮像された撮像データに付加情報を付加するものに構成す
る。また、上記制御部は、上記表示部に上記付加情報を付加した撮像データを上記撮像部
による撮像中に表示させるものに構成する。さらに、上記制御部は、上記記録部に上記付
加情報を付加した撮像データを記録させるものに構成する。
【００３６】
　この構成によると、通信部が情報を受信したときには、その情報に基づいて、撮像デー
タに付加情報が付加される。そして、撮像部による撮像中には上記付加情報を付加した撮
像データが表示される。こうすることで、ユーザは、撮像装置によって撮像をしていると
きに付加情報を知ることができる。この付加情報を、撮像中のユーザにとって必要な情報
とすることにより、ユーザの利便性が向上する。
【００３７】
　上記通信部が受信する情報は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイ
ベントに関する情報としてもよい。
【００３８】
　この情報がイベントの進行状況に応じて配信される場合には、制御部は、上記通信部が
情報を受信する度に付加情報を更新すると共に、その更新した付加情報を撮像データに付
加するものに構成するのがよい。
【００３９】
　これとは異なり、上記通信部は、所定の時間間隔で情報の配信を要求するものに構成し
てもよい。この場合、つまり、上記情報が情報の配信要求に応じて配信される場合には、
上記制御部は、上記通信部による要求に応じて配信された情報を上記通信部が受信する度
に付加情報を更新しかつ、その更新した付加情報を撮像データに付加するものに構成すれ
ばよい。
【００４０】
　また、上記情報が所定のイベント項目が行われるタイミングでその旨の通知を要求する
予約に応じて配信される場合には、上記制御部は、その予約内容に該当するイベント項目
が行われるタイミングで配信された、そのイベント項目に関する情報を上記通信部が受信
したときには、その情報に基づいて、撮像データに付加情報を付加するものに構成するの
がよい。
【００４１】
　上記制御部は、通信部が受信した情報に基づいて、現在行われているイベント項目を挟
んだ前後のイベント項目を含むイベントの進行表を、撮像データに付加するものに構成し
てもよい。
【００４２】
　これとは異なり、上記制御部は、通信部が受信した情報に基づいて、現在行われている
イベント項目以降のイベントの進行表を、撮像データに付加するものに構成してもよい。
【００４３】
　通信部が受信する情報が付加情報そのものである場合、上記制御部は、その付加情報を
そのまま撮像データに付加するものに構成すればよい。
【００４４】
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　一方、上記撮像装置は、付加情報が蓄積された蓄積部をさらに備えてもよい。この場合
、制御部は、通信部が受信した情報に基づいて上記蓄積部に蓄積されている付加情報を選
択すると共に、その選択した付加情報を撮像データに付加するものに構成するのがよい。
【００４５】
　上記制御部は、記録部に対して、撮像データを撮像した地点の情報をその撮像データに
さらに付加して記録させるものに構成してもよい。
【００４６】
　こうすることで、上述したように、記録された地点の情報に基づいて、撮像データを撮
像した地点を地図上に示した地図データを作成することが可能になる。
【００４７】
　本発明による情報配信装置は、撮像装置が撮像した撮像データに付加情報を付加させる
ために、無線及び／又は有線の通信回線を介して上記撮像装置に情報を配信する装置であ
る。
【００４８】
　そして、上記情報配信装置は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイ
ベントに関する情報が蓄積された情報蓄積部と、上記情報蓄積部に蓄積されたイベントに
関する情報を、上記撮像装置に配信する配信部とを備える。
【００４９】
　上記情報配信装置は、イベントの進行状況に応じて情報蓄積部に蓄積された情報を選択
する情報選択部をさらに備えてもよい。
【００５０】
　この場合、配信部は、上記情報選択部によって選択された情報を配信するものに構成し
てもよい。つまり、上記情報配信装置は、イベントの進行状況に応じてプッシュ型の情報
配信を行うものに構成してもよい。
【００５１】
　また、上記配信部は、撮像装置から通信回線を介して情報の配信を要求されたときに、
情報選択部によって選択された情報を配信するものに構成してもよい。つまり、上記情報
配信装置は、プル型又は擬似プッシュ型の情報配信を行うものに構成してもよい。
【００５２】
　上記情報配信装置は、所定のイベント項目が行われるタイミングでその旨の通知を要求
する予約がされたときに、その予約内容に応じて情報蓄積部に蓄積された情報を選択する
情報選択部をさらに備えてもよい。この場合、配信部は、上記予約内容に該当するイベン
ト項目が行われるタイミングで上記情報選択部によって選択された情報を配信するものに
構成するのがよい。
【００５３】
　上記配信部は、イベントの進行状況に応じて、現在行われているイベント項目を挟んだ
前後のイベント項目を含むイベントの進行表を配信するものに構成してもよい。
【００５４】
　これとは異なり、上記配信部は、イベントの進行状況に応じて、現在行われているイベ
ント項目以降のイベントの進行表を配信するものに構成してもよい。
【００５５】
　上記情報蓄積部は、撮像装置に配信する情報を階層構造で蓄積するものに構成してもよ
い。
【００５６】
　この場合、配信部は、イベントの進行状況に応じて、各層の情報を全て一度に配信する
ものに構成してもよい。
【００５７】
　また、上記配信部は、撮像装置からの要求に応じて、その要求された層の情報を配信す
るものに構成してもよい。
【００５８】
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　本発明による情報付加撮像システムは、撮像部が撮像した撮像データに付加情報を付加
するシステムである。
【００５９】
　そして、上記情報付加撮像システムは、無線及び／又は有線の通信回線を介して情報を
配信する配信部と、上記配信部によって配信された情報を受信する受信部と、上記受信部
によって受信された情報に基づいて、上記撮像部によって撮像された撮像データに付加情
報を付加する付加部と、上記撮像部による撮像中に上記付加部によって付加情報が付加さ
れた撮像データを表示する表示部と、上記付加部によって付加情報が付加された撮像デー
タを記録する記録部とを備える。
【００６０】
　この構成によると、配信部によって配信された情報を受信部が受信したときには、付加
部によって、撮像データに付加情報が付加される。そして、撮像部による撮像中には上記
付加情報を付加した撮像データが、表示部に表示される。こうすることでユーザは、撮像
部によって撮像をしているときに付加情報を知ることができる。この付加情報を、撮像中
のユーザにとって必要な情報とすることにより、ユーザの利便性が向上する。
【００６１】
　上記情報付加撮像システムは、互いに離されて設置されかつ、その設置位置に応じた情
報を配信する２以上の配信部を備えてもよい。この場合、受信部は、いずれかの配信部の
近傍に位置したときに、その配信部によって配信された情報を受信するものに構成するの
がよい。
【００６２】
　このシステムは、例えば観光地や動物園に最適なシステムである。具体的に動物園を例
に説明すると、動物園内で、配信部を、各檻に対応させてその近傍に設置する。各配信部
は、それに対応する檻で飼育されている動物に関する情報を配信するものとする。受信部
を所持したユーザがいずれかの檻の近傍に到達したときには、受信部が、その檻に対応す
る配信部から配信された情報を受信する。受信した情報は、ユーザの近傍にある檻で飼育
されている動物に関する情報である。受信した情報に基づいて撮像データに付加情報が付
加されて、それが表示部に表示される。こうして、ユーザは、動物に関する情報を確認し
ながら檻で飼育されている動物の撮像を行い、その付加情報が付加された撮像データを記
録することが可能になる。
【００６３】
　上記記録部は、撮像データを撮像した地点の情報を、その撮像データにさらに付加して
記録するものに構成してもよい。この場合、上記情報付加撮像システムは、上記記録部に
よって記録された地点の情報に基づいて、撮像データを撮像した地点を地図上に示した地
図データを作成する地図作成部をさらに備えるのがよい。
【発明の効果】
【００６４】
　以上説明したように、本発明によると、付加情報が付加された撮像データが、その撮像
中に撮像装置において表示されるため、ユーザは、撮像装置によって撮像をしているとき
に、付加情報を知ることができ、その付加情報を、撮像中のユーザにとって必要な情報と
することにより、ユーザはその情報に基づいて撮像を行うことができる結果、ユーザの利
便性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　（実施形態１）
　図１は、第１の実施形態に係る情報付加撮像システムの構成図である。このシステムは
、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントに関する情報を、撮像装
置１０５で撮像をしているユーザに配信するシステムである。これにより、ユーザが撮像
装置１０５によって撮像をしているときに、そのユーザにとって必要な情報が提供される
ようになっている。

10

20

30

40

50

(9) JP 3824609 B2 2006.9.20



【００６６】
　このシステムは、情報配信装置（情報サーバ）１０１と、撮像装置１０５とが無線及び
／又は有線によるネットワーク回線１１２によって互いに接続されて構成されている。
【００６７】
　上記情報サーバ１０１は、付加情報蓄積部１０２と、付加情報選択部１０３と、通信部
１０４とを備えている。
【００６８】
　上記付加情報蓄積部１０２は、上記撮像装置１０５に配信する付加情報が蓄積されたも
のである。本実施形態では、上記付加情報蓄積部１０２には、イベントに関する情報が蓄
積されている。
【００６９】
　上記付加情報選択部１０３は、付加情報蓄積部１０２に蓄積されている情報を適宜選択
するものである。
【００７０】
　上記通信部１０４は、ネットワーク回線１１２を介して情報の送受信を行うものである
。上記通信部１０４は主に、上記付加情報選択部１０３で選択された付加情報を撮像装置
１０５に配信する配信部として機能する。この通信部１０４による通信は公衆ネットワー
クを利用するものとしてもよい。例えば携帯電話（携帯端末）とインターネットとを接続
するシステム（ＷＡＰ（ｅｚＷｅｂ：商標）や、ｉモード：商標）を利用してもよい。ま
た、ＰＨＳの無線方式を利用してもよい。また、この通信部１０４は、一定距離内に無線
子機が存在する場合に情報を送信する無線親機としてもよい。この無線通信は、例えばＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）を用いる局所無線方式としてもよい。また、無線通信としては
、赤外線通信で例示される指向性のある無線方式を用いてもよい。
【００７１】
　上記撮像装置１０５は、被写体Ｍの撮像を行う画像入力部１０６及び音声入力部１０７
（撮像部）と、通信部１０８と、記録部１０９と、表示部１１０と、これらの各部を制御
する制御部１１１とを備えている。この撮像装置１０５は一般のビデオムービーに、通信
機能が付加されたものと考えてもよい。
【００７２】
　上記通信部１０８は、ネットワーク回線１１２を介して情報の送受信を行うものである
。この通信部１０８は主に、上記情報サーバ１０１から配信された付加情報を受信するも
のとなっている。
【００７３】
　上記記録部１０９は、画像入力部１０６及び音声入力部１０７により撮像された撮像デ
ータを記録するものである。詳しくは、ＤＶＤやビデオテープで例示される記録媒体に撮
像データを記録するものである。
【００７４】
　上記表示部１１０は、画像入力部１０６及び音声入力部１０７により撮像された撮像デ
ータを表示するものである。この表示部１１０は、例えばファインダーや液晶モニタとす
ればよい。
【００７５】
　上記制御部１１１は、詳しくは後述するが、上記画像入力部１０６及び音声入力部１０
７から入力された被写体のマルチメディア情報（撮像データ）に、通信部１０８が受信し
た付加情報を付加するものである。また、上記制御部１１１は、被写体Ｍを撮像している
ときに、上記付加情報を付加した撮像データを表示部１１０に表示させるものである。さ
らに、上記制御部１１１は、付加情報を付加した撮像データを記録部１０９に記録させる
ものである。
【００７６】
　次に、上記情報付加撮像システムによる処理の流れについて説明する。ここでは、小学
校で行われる運動会を撮像装置１０５により撮像する場合を例に、上記情報付加撮像シス
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テムによる処理の流れを説明する。
【００７７】
　（運動会の開始前の準備）
　運動会の開始前には、情報サーバ１０１の付加情報蓄積部１０２に、その運動会の進行
予定の情報を蓄積しておく。進行予定の情報は、運動会で行われる各競技の名称（イベン
ト項目）と各競技の開始時刻の情報とすればよい。
【００７８】
　また、上記付加情報蓄積部１０２には、運動会の進行予定の情報だけでなく、各競技の
詳細情報を蓄積しておくことが好ましい。この詳細情報は、例えば８０ｍ走の競技であれ
ば、それに出場する予定の各選手の氏名及び所属するクラスの情報である。これらの情報
は、各競技名の情報を上位層とし、その各競技の詳細情報を下位層とした階層構造で、付
加情報蓄積部１０２に蓄積すればよい。
【００７９】
　上記付加情報蓄積部１０２にはさらに、運動会が行われる会場の地点情報を蓄積してお
いてもよい。
【００８０】
　（配信ステップ・受信ステップ）
　運動会が開始されると、情報サーバ１０１の付加情報選択部１０３は先ず、付加情報蓄
積部１０２に蓄積されている運動会の進行表を選択する。情報サーバ１０１の通信部１０
４は、上記付加情報選択部１０３によって選択された運動会の進行表を撮像装置１０５に
配信する。
【００８１】
　上記付加情報選択部１０３は、運動会の進行状況に応じて、付加情報蓄積部１０２に蓄
積されている上位層の情報の選択を行う。例えば、現在、８０ｍ走の競技が行われている
ときには、上記付加情報選択部１０３は「８０ｍ走」の情報を選択する。また、付加情報
選択部１０３は、その競技の進行状況に応じて、付加情報蓄積部１０２に蓄積されている
下位層の情報の選択を行う。つまり、例えば８０ｍ走に出場予定の各選手の氏名が下位層
の情報として付加情報蓄積部１０２に蓄積されているときに、その８０ｍ走の競技に現在
出場している（現在走っている）選手の情報を順次選択する。
【００８２】
　この付加情報選択部１０３は、情報の選択を現在時刻に基づいて行ってもよい。これは
運動会が時間通りに進行しているときに有効である。また、運動会の進行が時間通りでな
いときには、上記付加情報選択部１０３は、例えば担当者の操作に応じて情報の選択を行
ってもよい。つまり、担当者が運動会の進行状況に応じて選択すべき情報を指定するよう
にしてもよい。
【００８３】
　上記情報サーバ１０１の通信部１０４は、上記付加情報選択部１０３によって情報が選
択される度に、その選択された情報を撮像装置１０５に配信する。このように、情報サー
バ１０１は、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベント、ここでは運
動会、の進行状況に応じて情報を配信する、プッシュ型の情報配信を行うものに構成され
ている。
【００８４】
　こうして情報サーバ１０１から、運動会の進行状況に応じて配信された付加情報は、撮
像装置１０５の通信部１０８によって受信される。
【００８５】
　（撮像ステップ・表示ステップ）
　撮像装置１０５の制御部１１１は、通信部１０８が付加情報を受信したときには、画像
入力部１０６及び音声入力部１０７によって入力された撮像データに、その付加情報を付
加する。また、上記制御部１１１は、その撮像中に、付加情報を付加した撮像データを表
示部１１０に表示させる。
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【００８６】
　これにより、図２に例示するように、撮像装置１０５の表示部１１０には、画像入力部
１０６及び音声入力部１０７によって入力された撮像データＰに、情報サーバ１０１から
配信された運動会の進行表Ａが付加された画面が表示される。尚、この進行表Ａはテキス
トデータとすればよい。
【００８７】
　また、運動会の進行状況に応じて情報サーバ１０１から現在行われている競技の情報が
配信されたときには、上記制御部１１１は、撮像データに付加する付加情報を更新する。
これにより、例えば図３に示すように、表示部１１０に表示される画面では、進行表Ａに
含まれる競技名の内で、現在行われている競技名が反転表示される（図例では、「８０ｍ
走」）。こうして、撮像装置１０５によって撮像を行っているユーザは、現在撮像してい
る競技が、どの競技であるのかを知ることができる。
【００８８】
　また、上記制御部１１１は、情報サーバ１０１から付加情報が配信される度に撮像デー
タに付加する付加情報を更新する。このため、表示部１１０に表示される画面では、図４
に示すように、進行表Ａに含まれる競技名が順次、反転表示されることになる。
【００８９】
　上記表示部１１０に表示される画面において、進行表Ａに含まれる各競技名の部分は選
択ボタンに構成されている。ユーザが反転表示されている競技名の選択ボタンを選択操作
したときには、図５に示すように、その競技の詳細情報Ａ１が、表示部１１０に表示され
る。図例では、現在行われている「８０ｍ走」の競技で、現在出場している選手の氏名及
び所属するクラスの情報が表示されている。これにより、被写体が遠いために、現在走っ
ている選手の顔が確認できないときでも、ユーザは誰が走っているかを確認することがで
き、撮像チャンスを逃すことがなくなる。
【００９０】
　本システムでは、付加情報が階層構造に構成されており、ユーザの指定に応じて、指定
された層の付加情報を付加した撮像データが、表示部１１０に表示されるように構成され
ている。
【００９１】
　情報サーバ１０１は、こうした下位層の情報を、運動会の進行状況に応じてプッシュ型
で配信してもよい。つまり、情報サーバ１０１は、出場選手が変わる度にそれに応じて下
位層の情報を、撮像装置１０５に配信してもよい。この場合、撮像装置１０５は、配信さ
れた下位層の情報（選手の氏名の情報）を一時記憶しておき、ユーザが、表示部１１０に
表示された画面において選択ボタンの選択操作を行ったときに、その一時記憶している下
位層の情報を表示部１１０に表示するようにすればよい。
【００９２】
　また、これとは異なり、上記情報サーバ１０１は、プル型で下位層の情報を配信しても
よい。つまり、ユーザが、表示部１１０に表示された画面において選択ボタンの選択操作
を行ったときに、撮像装置１０５から情報サーバ１０１に下位層の情報の配信要求を行う
。情報サーバ１０１は、この配信要求に応じて下位層の情報（現在出場している選手の氏
名の情報）を配信するようにしてもよい。
【００９３】
　尚、情報サーバ１０１の付加情報蓄積部１０２に予め蓄積することのできない情報、例
えば競技の結果の情報を、撮像装置１０５に配信するようにようにしてもよい。具体的に
は、競技終了後に、担当者が手動でその競技結果を情報サーバ１０１に入力する。情報サ
ーバ１０１の通信部１０４は、その入力された情報を配信するようにすればよい。こうす
ることで、後の記録ステップにおいて競技結果を撮像データと共に記録させることができ
る。
【００９４】
　また、撮像をするのに適した位置の情報を、撮像装置１０５に配信するようにようにし
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てもよい。例えば運動会の進行状況に応じて情報サーバ１０１から現在行われている競技
の情報を配信するときに、その競技を撮像するのに適した位置の情報を併せて配信するよ
うにしてもよい。こうすることでユーザは、その情報に従って最適な位置で、競技を撮像
することが可能になる。
【００９５】
　（記録ステップ）
　ユーザが、撮像データの記録開始の操作を行ったときには、撮像装置１０５の制御部１
１１は、記録部１０９に、付加情報が付加された映像及び音声情報（撮像データ）を記録
させる。例えば、映像及び音声情報はＭＰＥＧ等のフォーマットで記録し、付加情報はタ
グ情報として記録すればよい。付加情報は、ＭＰＥＧデータのフレーム番号に対応させて
記録すればよい。こうすることで、フレーム○○からフレーム××までは「８０ｍ走」で
あるといった情報を記録することができる。尚、付加情報は、フレーム番号の代わりに時
刻情報に対応させて記録してもよい。
【００９６】
　また、記録部１０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した地点
の情報を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい。この地点の情報は、情報サ
ーバ１０１の付加情報蓄積部１０２に蓄積されたものを利用すればよい。また、撮像装置
１０５がＧＰＳを利用可能であれば、それによって地点の情報を取得してもよい。
【００９７】
　さらに、記録部１０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した時
刻情報を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい。
【００９８】
　（再生ステップ）
　上記の記録ステップにおいて記録部１０９に記録された撮像データの再生画面を図３に
示す。撮像データは、付加情報が付加された状態で記録されているため、再生画面には、
撮像データ（画像情報及び音声情報）と付加情報とが含まれる。つまり、記録された撮像
データの再生画面は、その撮像時に撮像装置１０５の表示部１１０に表示される画面と略
同じ構成である。このように、本システムでは、撮像しているときに、再生画面と同じ構
成の画面が撮像装置１０５の表示部１１０に表示されるため、ユーザは、画面上の付加情
報の配置を考慮して構図を決定し、被写体Ｍの撮像を行うことができる。
【００９９】
　上記再生画面では、進行表Ａに含まれる競技名の内で、現在再生されている撮像データ
に対応する競技名が反転表示される。図例では、現在再生されている撮像データが８０ｍ
走の競技を撮像したものであるため、進行表Ａの「８０ｍ走」が反転表示されている。こ
れにより、従来は、撮像データと撮像時刻とが対応付けられていたため、運動会の進行表
を参照して、現在再生されている撮像データに競技名を対応付けしていたところを、ここ
では、撮像データと競技名とが対応付けられているため、ユーザは、現在再生されている
撮像データがどの競技を撮像したデータであるかを容易に判断することができる。
【０１００】
　また、上記再生画面において、進行表Ａに含まれる各競技名の部分は選択ボタンに構成
されている。ユーザがいずれかの競技名の選択ボタンを選択操作したときには、その競技
を撮像した撮像データの再生が開始される。このように、撮像データの頭出しを行うイン
ターフェースを再生画面に設けることにより、ユーザは所望の競技の撮像データを即座に
見ることができる。
【０１０１】
　さらに、例えば上記再生画面の進行表Ａにおいて、記録部１０９に記録されている撮像
データに対応付けられた各競技名を、記録部１０９に記録されていない各競技名と識別可
能に表示するように構成してもよい。こうすることで、記録部１０９に運動会のどの競技
が記録しているかを、ユーザは一目で確認することができる。
【０１０２】
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　（予約ステップ）
　運動会のように、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントを撮像
する場合、そのイベントで行われる全てのイベント項目を記録するのではなく、特定のイ
ベント項目のみを記録したいという要求がユーザにはある。そこで、本システムでは、ユ
ーザが記録することを望むイベント項目が開始されることを、そのイベント項目が開始さ
れるタイミングでユーザに通知されるように構成されている。
【０１０３】
　具体的には、例えば運動会の開始前や運動会の進行中に、撮像装置１０５から情報サー
バ１０１に、ネットワーク回線１１２を介して予約を行う。つまり、所定のイベント項目
が行われるタイミングでその旨の通知を要求する。この予約は、例えば競技名を指定して
行ってもよいし、例えばキーワード（例えば選手の氏名）を指定して行ってもよい。
【０１０４】
　尚、この予約は、撮像装置１０５から行わなくても、撮像装置１０５とは異なる他の装
置から、ネットワーク回線１１２（又はその他の通信回線）を介して行うようにしてもよ
い。また、情報サーバ１０１を直接操作することによって予約を行ってもよい。
【０１０５】
　情報サーバ１０１の付加情報選択部１０３は、予約内容に応じて付加情報蓄積部１０２
から情報を選択する。具体的に付加情報選択部１０３は、競技名が指定されているときに
は、その競技の情報を選択する。また、キーワードが指定されているときには、上記付加
情報選択部１０３はそのキーワードに該当する情報（例えば指定された選手が出場する競
技）を選択する。
【０１０６】
　情報サーバ１０１の通信部１０４は、上記付加情報選択部１０３によって選択された競
技が行われるタイミングで、その旨を撮像装置１０５に通知する。さらに、予約の際に選
手が指定されているときには、その選手が出場するタイミングで、その旨を撮像装置１０
５に通知する。
【０１０７】
　撮像装置１０５の制御部１１１は、情報サーバ１０１からの情報の配信を受けたときに
は、その情報を撮像データに付加する。そして、上記制御部１１１は、その情報を付加し
た撮像データを表示部１１０に表示させる。例えば図６に示すように、表示部１１０に強
調表示すればよい。こうすることでユーザは、予約した競技が開始されることを認識する
ことができ、所望の競技を確実に記録することができるようになる。
【０１０８】
　（変形例１）
　上記の実施形態では、撮像装置１０５の表示部１１０に表示される画面には進行表Ａが
表示され、運動会の進行状況に応じて、その進行表Ａに含まれる競技名の内で現在行われ
ている競技名を順次反転表示させる画面に構成されている。
【０１０９】
　これに代えて、上記表示部１１０に表示される画面構成は、例えば図７に示すように、
運動会の進行状況に応じて、現在行われている競技を挟んだ前後の競技のみが含まれる進
行表Ｂを表示するものとしてもよい。
【０１１０】
　これは、例えば情報サーバ１０１が、配信する情報を適宜加工することにより実現して
もよい。つまり、情報サーバ１０１の付加情報選択部１０３が、現在行われている競技の
情報を選択したときに、通信部１０４が、その選択した競技の情報とその競技を挟んだ前
後の競技の情報とを、撮像装置１０５に配信するようにしてもよい。この場合、撮像装置
１０５の制御部１１１は、配信された付加情報をそのまま撮像データに付加すればよい。
【０１１１】
　これとは異なり、例えば撮像装置１０５が、配信された情報に基づいて、撮像データに
付加する付加情報を適宜加工することにより、上記の画面構成を実現してもよい。つまり
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、情報サーバ１０１から現在行われている競技の情報が配信されたときに、撮像装置１０
５の制御部１１１は、その配信された情報と運動会の進行表とに基づいて、現在行われて
いる競技とその競技を挟んだ前後の競技とを抜き出して付加情報を作成する。そして、そ
の作成した付加情報を、撮像データに付加するようにしてもよい。
【０１１２】
　また、上記表示部１１０に表示される画面は、例えば図８に示すように、運動会の進行
状況に応じて、現在行われている競技以降の競技のみが含まれる進行表Ｃを表示するもの
に構成してもよい。
【０１１３】
　尚、図３、図７及び図８に示す各画面構成を、ユーザが任意に選択可能に構成して、ユ
ーザの選択に応じて表示部１１０に表示する画面構成を切り替えてもよい。
【０１１４】
　（変形例２）
　上記の実施形態では、情報サーバ１０１は、プッシュ型の情報配信を行うように構成し
たが、情報サーバ１０１を例えばＷｅｂサーバとして、撮像装置１０５からの要求に応じ
て情報を配信するプル型の情報配信を行うようにしてもよい。
【０１１５】
　ただし、複数のイベント項目が時間の経過に伴い順次行われるイベントに関する情報を
配信するときには、そのイベントの進行状況に応じて情報が配信されることが好ましい。
そこで、撮像装置１０５が情報サーバ１０１をポーリングするようにして、擬似プッシュ
型の情報配信を行うシステムとしてもよい。例えば、撮像装置１０５の制御部１１１が通
信部１０８に、所定の時間間隔で情報の配信を要求させるようにしてもよい。また、上記
通信部１０８自体が、所定の時間間隔で情報の配信を要求するものとしてもよい。ポーリ
ングプログラムは、撮像装置１０５が予め有していてもよいし、情報サーバ１０１から適
宜ダウンロードしてもよい。
【０１１６】
　尚、撮像装置１０５とは異なる他の装置が、情報サーバ１０１に対して（例えば所定の
時間間隔で）情報の配信要求を行い、その要求に応じて上記情報サーバ１０１が上記撮像
装置１０５に情報を配信するシステムとしてもよい。
【０１１７】
　（変形例３）
　上記の実施形態では、情報サーバ１０１が配信する付加情報は、テキストデータ（例え
ば運動会の進行表）であったが、テキストデータに限らず、画像データ等を付加情報とし
て配信するようにしてもよい。ただし、画像データはサイズが比較的大きいため、情報配
信が困難になる可能性がある。そこで、画像データ自体を配信する代わりに、その画像デ
ータを指定するインターネット上のＵＲＬを配信してもよい。撮像装置１０５の制御部１
１１は、配信されたＵＲＬを付加情報として撮像データに付加する。そして、記録部１０
９は、このＵＲＬが付加された撮像データを記録する。
【０１１８】
　この場合、記録された撮像データの再生は、インターネットに接続可能な再生端末で行
うのがよい。上記再生端末は、撮像装置１０５であってもよい。こうすることで、撮像デ
ータの再生時には、その再生端末がインターネットを介してＵＲＬで指定された画像デー
タを取得することによって、その取得した画像データを撮像データに付加して再生するこ
とができる。
【０１１９】
　これは、例えば運動会で行われる競技の一つである、ダンスや組み立て体操の練習風景
をユーザにも楽しんでいただくために、その練習風景を撮像した画像データをユーザに提
供する場合に利用することができる。
【０１２０】
　また、撮像データに付加する付加情報が、日々更新される性質の情報であるときにも、
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情報サーバ１０１は、その情報を指定するＵＲＬを配信するようにすればよい。こうする
ことで、撮像データの再生時には、再生端末がインターネットを介してＵＲＬで指定され
た情報を取得することによって、その再生時における最新の情報を撮像データに付加して
再生することができる。
【０１２１】
　（実施形態２）
　図９は、第２の実施形態に係る情報付加撮像システムの構成図である。このシステムは
、例えば複数の観光スポットが含まれる観光地に設けられるシステムとして構成されるも
のである。
【０１２２】
　すなわち、観光地では、各観光スポットに、その観光スポットを説明する案内看板が設
置されていることが多い。その観光スポットをバックにして、撮像装置で撮像をして、そ
の撮像データを記録することがある。しかしながら従来は、観光スポットを撮像した撮像
データを記録したとしても、その観光スポットの説明内容は記録されない。このため、記
録した撮像データを後日再生するときに、その観光スポットの説明内容を確認することが
できなかった。
【０１２３】
　そこで、本システムは、撮像装置３０５で撮像しているときに、その撮像装置３０５に
各観光スポットに関する情報を配信すべく、観光スポット毎に局所情報サーバ３０１が設
置されたシステムに構成されている。これにより、ユーザが撮像装置３０５によって撮像
をしているときに、そのユーザにとって必要な情報が提供されるようになっている。
【０１２４】
　具体的にこのシステムは、互いに離されて設置された複数の情報配信装置（局所情報サ
ーバ）３０１と、撮像装置３０５とが無線及び／又は有線によるネットワーク回線３１２
によって互いに接続されて構成されている。
【０１２５】
　各局所情報サーバ３０１は、付加情報蓄積部３０２と、この付加情報蓄積部３０２に蓄
積されている情報を、ネットワーク回線３１２を介して配信する通信部３０３とを備えて
いる。
【０１２６】
　上記付加情報蓄積部３０２には、その局所情報サーバ３０１が設置されている場所に応
じた付加情報が蓄積されている。例えば観光地に設けられたシステムにおいては、各局所
情報サーバ３０１の付加情報蓄積部３０２には、その各局所情報サーバ３０１が設置され
ている観光スポットに関する情報が蓄積されている。
【０１２７】
　上記通信部３０３は、所定の範囲内に無線子機が存在する場合に情報を送信する無線親
機とするのがよい。この無線通信は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）を用いる局所無
線方式としてもよい。また、無線通信としては、赤外線通信で例示される指向性のある無
線方式を用いてもよい。
【０１２８】
　上記撮像装置３０５は、画像入力部３０６と音声入力部３０７と、通信部３０８と、記
録部３０９と、表示部３１０と、これらの各部を制御する制御部３１１とを備えている。
このものは、一般のビデオムービーに、通信機能が付加されたものと考えてもよい。
【０１２９】
　上記通信部３０８は、上記局所情報サーバ３０１から配信された付加情報を受信する無
線子機とされている。
【０１３０】
　上記記録部３０９は、画像入力部３０６及び音声入力部３０７によって入力された撮像
データを記録するものである。
【０１３１】
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　上記表示部３１０は、画像入力部３０６及び音声入力部３０７によって入力された撮像
データを表示するものである。
【０１３２】
　上記制御部３１１は、詳しくは後述するが、上記画像入力部３０６及び音声入力部３０
７から入力された被写体の撮像データに、通信部３０８が受信した付加情報を付加するも
のである。また、上記制御部３１１は、被写体を撮像しているときに、上記付加情報を付
加した撮像データを表示部３１０に表示させるものである。さらに、上記制御部３１１は
、付加情報を付加した撮像データを記録部３０９に記録させるものである。
【０１３３】
　次に、上記情報付加撮像システムによる処理の流れについて説明する。ここでは、観光
地に設けられたシステムを例に、上記情報付加撮像システムによる処理の流れを説明する
。
【０１３４】
　（配信ステップ・受信ステップ）
　撮像装置３０５を所持したユーザが観光スポットに到達すれば、その撮像装置３０５が
局所情報サーバ３０１の信号到達範囲内に進入することになる。そして、局所情報サーバ
３０１と撮像装置３０５との間の無線通信が確立したときには、この局所情報サーバ３０
１の通信部３０３は、付加情報蓄積部３０２に蓄積されている付加情報を、撮像装置３０
５に配信する。つまり、局所情報サーバ３０１から撮像装置３０５に、その局所情報サー
バ３０１の設置位置に対応する観光スポットについての情報が配信される。
【０１３５】
　こうして局所情報サーバ３０１から配信された付加情報は、撮像装置３０５の通信部３
０８によって受信される。
【０１３６】
　（撮像ステップ・表示ステップ）
　撮像装置３０５の制御部３１１は、この通信部３０８が付加情報を受信したときには、
画像入力部３０６及び音声入力部３０７によって入力された撮像データに、その付加情報
を付加する。また、上記制御部３１１は、画像入力部３０６及び音声入力部３０７による
撮像中に、付加情報を付加した撮像データを表示部３１０に表示させる。
【０１３７】
　これにより、図１０に例示するように、撮像装置３０５の表示部３１０には、撮像デー
タＰに、局所情報サーバ３０１から配信された付加情報Ｄが付加された画面が表示される
。図例では、五重塔を撮像した撮像データＰに、その五重塔の説明Ｄ（テキストデータ）
を重ね合わせた画面構成となっている。
【０１３８】
　このように、撮像装置３０５の表示部３１０に説明Ｄが表示されることで、ユーザは、
その説明Ｄの部分と被写体とが重ならないように、構図を決定することが可能になる。
【０１３９】
　また、被写体を撮像するのに適した位置の情報を観光スポットの説明と併せて、撮像装
置３０５に配信するようにようにしてもよい。こうすることでユーザは、その情報に従っ
て最適な位置で、被写体を撮像することが可能になる。
【０１４０】
　尚、画面における説明Ｄの配置は、ユーザが指定可能とするのがよい。
【０１４１】
　また、図例では、撮像データＰに説明Ｄを重ねた画面構成としているが、例えば画面を
上下又は左右に分割し、その一方に撮像データＰを表示し、他方に説明Ｄを表示する画面
構成としてもよい。
【０１４２】
　（記録ステップ）
　ユーザが、撮像データの記録開始の操作を行ったときには、撮像装置３０５の制御部３
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１１は、記録部３０９に、付加情報が付加された映像及び音声情報（撮像データ）を記録
させる。
【０１４３】
　また、記録部３０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した地点
の情報を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい。この地点の情報は、局所情
報サーバ３０１から提供を受けてもよい。また、撮像装置３０５がＧＰＳを利用可能であ
れば、それによって地点の情報を取得してもよい。
【０１４４】
　さらに、記録部３０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した時
刻情報を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい。
【０１４５】
　こうして、本システムでは、撮像装置３０５によって観光スポットを撮像しているとき
に、その観光スポットに関する情報がユーザに提供されるため、ユーザはその情報を基に
して、例えば名所や旧跡といった記録しておきたい箇所を逃さず記録することが可能にな
る。
【０１４６】
　（再生ステップ）
　上記の記録ステップにおいて記録部３０９に記録された撮像データの再生画面を図１０
に示す。この再生画面は、その撮像時に撮像装置３０５の表示部３１０に表示される画面
と略同じ構成である。この再生画面には、撮像データＰ（画像情報及び音声情報）と説明
Ｄとが含まれている。こうして、撮像データの再生時にも、ユーザは、その観光スポット
の案内を確認することができる。
【０１４７】
　尚、本システムが構築された観光地では、上記の撮像装置３０５を有料でレンタルする
サービスを行うようにしてもよい。こうすることでユーザは、レンタルした撮像装置３０
５を用いて、各観光スポットの説明が含まれる撮像データを簡単に記録することができる
。
【０１４８】
　また、本システムは、撮像装置３０５の代わりに、通信部と表示部と制御部とからなる
携帯端末に対しても適用可能なシステムである。つまり、局所情報サーバ３０１の信号到
達範囲内に上記携帯端末が進入したときには、上述したように、局所情報サーバ３０１か
ら携帯端末に観光スポットの説明情報を配信する。配信された情報を携帯端末の通信部が
受信したときには、その制御部は、その情報を表示部に表示させる。こうして、携帯端末
を所持したユーザが各観光スポットに近づくと、その観光スポットに関する情報が、自動
的に携帯端末において表示されるようになる。
【０１４９】
　（実施形態３）
　図１１は、本発明の第３の実施形態に係るシステムの構成図である。このシステムは、
例えば動物園や水族館内に設けられるシステムとして構成されるものである。
【０１５０】
　例えば、動物園では、動物が飼育されている檻の前には、その動物の説明が書かれた看
板が設置されていることがある。また、その看板には、ボタンが設けられていて、そのボ
タンを押し操作することによって動物の鳴き声が再生されるような仕組みになっている場
合もある。しかしながら従来は、動物を撮像した撮像データを記録したとしても、動物の
説明内容やその鳴き声は記録されないため、記録した撮像データを後日再生するときに、
その動物の説明内容を確認することができなかった。
【０１５１】
　そこで、本システムは、撮像装置６０５で撮像しているときに、その撮像装置６０５に
各動物に関する情報が表示されるべく、各動物の檻に対応して局所情報サーバ６０１が設
置されたシステムに構成されている。これにより、ユーザが撮像装置６０５によって撮像
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をしているときに、そのユーザにとって必要な情報が提供されるようになっている。
【０１５２】
　具体的にこのシステムは、互いに離されて設置された複数の情報配信装置（局所情報サ
ーバ）６０１と、撮像装置６０５とが無線及び／又は有線によるネットワーク回線６１３
によって互いに接続されて構成されている。
【０１５３】
　各局所情報サーバ６０１は、ＩＤ情報蓄積部６０２と、このＩＤ情報蓄積部６０２に蓄
積されている情報を、ネットワーク回線６１３を介して配信する通信部６０３とを備えて
いる。
【０１５４】
　上記ＩＤ情報蓄積部６０２には、その局所情報サーバ６０１が設置されている場所に応
じて設定されたＩＤ情報（ＩＤ番号）が蓄積されている。例えば動物園に設けられたシス
テムにおいては、各局所情報サーバ６０１のＩＤ情報蓄積部６０２には、その各局所情報
サーバ６０１が設置されている檻の動物に付与されたＩＤ情報が蓄積されている。
【０１５５】
　上記通信部６０３は、赤外線通信で例示される指向性のある無線方式を用いて、所定の
範囲内に無線子機が存在する場合に、情報を送信する無線親機とするのがよい。この無線
通信は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）を用いた局所無線方式としてもよい。
【０１５６】
　撮像装置６０５は、画像入力部６０６と音声入力部６０７と、通信部６０８と、記録部
６０９と、付加情報が蓄積されている付加情報蓄積部６１０と、表示部６１１と、制御部
６１２とを備えている。
【０１５７】
　上記通信部６０８は、上記局所情報サーバ６０１から配信された付加情報を受信する無
線子機とされている。
【０１５８】
　上記記録部６０９は、画像入力部６０６及び音声入力部６０７によって入力された撮像
データを、記録するものである。
【０１５９】
　上記付加情報蓄積部６１０は、撮像装置６０５に対して着脱可能に取り付けられるもの
である。具体的にはメモリカードとすればよい。この付加情報蓄積部６１０には、各種の
付加情報がＩＤ番号に対応付けられた状態で蓄積されている。
【０１６０】
　上記表示部６１１は、画像入力部６０６及び音声入力部６０７によって入力された撮像
データを表示するものである。
【０１６１】
　上記制御部６１２は、詳しくは後述するが、通信部６０８が受信したＩＤ情報に基づい
て、上記付加情報蓄積部６１０に蓄積されている付加情報の選択を行い、その選択した付
加情報を、上記画像入力部６０６及び音声入力部６０７から入力された被写体の撮像デー
タに、付加するものである。また、上記制御部６１２は、被写体を撮像しているときに、
上記付加情報を付加した撮像データを表示部６１１に表示させるものである。さらに、上
記制御部６１２は、付加情報を付加した撮像データを記録部６０９に記録させるものであ
る。
【０１６２】
　この撮像装置６０５は、一般のビデオムービーに、通信機能が付加されたものであって
、さらにメモリカードが着脱可能に取り付けられるものと考えてもよい。
【０１６３】
　次に、上記情報付加撮像システムによる処理の流れについて説明する。ここでは、動物
園に設けられたシステムを例に、上記情報付加撮像システムによる処理の流れを説明する
。
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【０１６４】
　上記付加情報蓄積部６１０には、動物園で見学することのできる各動物に関する情報が
蓄積されている。図１２は、付加情報蓄積部６１０に蓄積されている付加情報のデータ構
造の例を示している。このデータ構造は、ＩＤ番号と、音声データ及び画像データとが対
応付けられて構成されている。ＩＤ番号は、各動物を特定するものであり、各動物に互い
に異なる番号が付与されている。図例ではＩＤ番号「１」は「象」である。また、そのＩ
Ｄ番号「１」に対応付けられた”Ｅｌｅｐｈａｎｔ．ｗａｖ”は、象の鳴き声が記録され
た音声データである。同じく、ＩＤ番号「１」に対応付けられた”Ｅｌｅｐｈａｎｔ．ｍ
ｐｇ”は、象の普段の飼育状況や成長過程を記録した画像データである。
【０１６５】
　尚、ここでは、付加情報蓄積部６１０に、音声データ及び画像データを蓄積しているが
、各動物の説明内容（テキストデータ）をＩＤ番号と対応付けて、付加情報蓄積部６１０
に蓄積してもよい。
【０１６６】
　この付加情報蓄積部（メモリカード）６１０は、例えば動物園の入園時に、有料又は無
料で入場者に対して配布するようにすればよい。
【０１６７】
　（配信ステップ・受信ステップ）
　撮像装置６０５を所持したユーザが、動物の檻の前に到達すれば、撮像装置６０５が局
所情報サーバ６０１の信号到達範囲内に進入することになる。そして、局所情報サーバ６
０１と撮像装置６０５との間の無線通信が確立したときには、この局所情報サーバ６０１
の通信部６０３は、ＩＤ情報蓄積部６０２に蓄積されているＩＤ情報を、撮像装置６０５
に配信する。
【０１６８】
　こうして局所情報サーバ６０１から配信されたＩＤ情報（選択情報）は、撮像装置６０
５の通信部６０８によって受信される。
【０１６９】
　（撮像ステップ・表示ステップ）
　撮像装置６０５の制御部６１２は、この通信部６０８がＩＤ情報（ＩＤ番号）を受信し
たときには、付加情報蓄積部６１０に蓄積された付加情報の中から、そのＩＤ番号に対応
付けられたデータ（付加情報）を読み出す。例えば、受信したＩＤ番号が「１」の場合に
は、それに対応する“Ｅｌｅｐｈａｎｔ．ｗａｖ”及び”Ｅｌｅｐｈａｎｔ．ｍｐｇ”を
読み出す（図１２参照）。
【０１７０】
　そして、上記制御部６１２は、読み出した付加情報を、画像入力部６０６及び音声入力
部６０７によって入力された撮像データに付加する。また、上記制御部６１２は、画像入
力部６０６及び音声入力部６０７による撮像中に、付加情報を付加した撮像データを表示
部６１１に表示させる。このときに表示部６１１に表示される画面の例示は省略するが、
例えば図１０に示すように、撮像データと付加情報（画像データ）と重ねた画面構成とす
ればよい。つまり、図１０に示す画面では、付加情報がテキストデータであるが、このテ
キストデータを画像データに置き換えればよい。また、付加情報である音声データは、例
えばスピーカで再生すればよい。
【０１７１】
　このように、撮像装置６０５の表示部６１１に、撮像データ（被写体）と付加情報とを
表示させることによって、ユーザは、その付加情報と被写体とが重ならないように、構図
を決定することが可能になる。また、例えば、その付加情報である画像データを見ながら
撮像を行うことで、その画像データが撮像された位置と、同じ位置で実際の撮像をするこ
とができる。これにより、付加情報の映像と対比可能な映像を撮像することができる。
【０１７２】
　また、本システムでは、撮像データに付加される付加情報が画像及び音声データであり
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、そのサイズが比較的大きいにも拘らず、局所情報サーバ６０１から撮像装置６０５には
ＩＤ情報だけが配信されるため、通信時間の短縮が図られる。
【０１７３】
　（記録ステップ・再生ステップ）
　ユーザが、撮像データの記録開始の操作を行ったときには、撮像装置６０５の制御部６
１２は、記録部６０９に、付加情報が付加された映像及び音声情報（撮像データ）を記録
させる。これにより、被写体である動物を撮像した撮像データだけでなく、その動物に関
する付加的な情報も同時に記録することができる。
【０１７４】
　記録部６０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した地点の情報
を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい。この地点の情報は、局所情報サー
バ６０１から提供を受けてもよい。また、撮像装置６０５がＧＰＳを利用可能であれば、
それによって地点の情報を取得してもよい。
【０１７５】
　さらに、記録部６０９に撮像データを記録させる際には、その撮像データを撮像した時
刻情報を、上記撮像データにさらに付加して記録してもよい
　撮像装置６０５を所持したユーザは、動物園内の各檻を回って、付加情報が付加された
撮像データを記録する。本システムでは、そのユーザがまだ見学していない動物を、ユー
ザに通知することも可能である。
【０１７６】
　つまり、撮像装置６０５の付加情報蓄積部６１０には、動物園で見学可能な全ての動物
に関する情報が蓄積されていることから、その蓄積されている情報と、記録部６０９に記
録された情報とを対比することにより、ユーザがどの動物を見学したかを判断することが
可能になる。そこで、そのユーザがまだ見学していない動物を、ユーザに通知するように
構成してもよい。
【０１７７】
　こうして記録した撮像データを再生すると、その再生画面において、撮像データと付加
情報（画像データ及び音声データ）とが再生される。付加情報を記録しておくことで、実
際に撮像した撮像データが満足のいくものでなかったときでも、それに代わる画像データ
を確保することができる。
【０１７８】
　本システムでは、記録部６０９に記録した撮像データに関連する付加情報だけが記録さ
れるため、興味のない動物（撮像データを記録しなかった動物）の付加情報は記録されな
い。従って、撮像データを再生するときにも興味のない動物の情報が再生されることはな
い。
【０１７９】
　逆に、撮像データを記録しなかった動物についての情報を、記録部６０９に記録可能に
してもよい。こうすることで、例えば当日、時間がなくて撮像することのできなかった動
物があるときでも、撮像データを再生するときにその撮像できなかった動物の情報を再生
することが可能になる。
【０１８０】
　尚、本実施形態では、撮像データを記録するときには、付加情報が自動的に付加されて
記録されるように構成しているが、付加情報を記録するか否かを、ユーザが選択可能に構
成してもよい。
【０１８１】
　また、付加情報が複数存在するとき、例えば本実施形態のように、音声データ及び画像
データという複数の付加情報が存在するときには、どの付加情報を撮像データに付加して
記録するかを、ユーザが選択可能に構成してもよい。
【０１８２】
　（実施形態４）
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　以上の各実施形態で述べたように、運動会を撮像した撮像データを記録したり、観光地
で撮像した撮像データを記録したり、動物園で撮像した撮像データを記録したりすると、
撮像装置の記録部には、様々な撮像データが記録されることになる。
【０１８３】
　このように、一つの記録部（記録媒体）に様々な撮像データが記録されると、その記録
部に記録された撮像データを再生するときに、それらの撮像データが、いつ、どこで撮像
されたものであるのかを判断することが困難になる場合がある。
【０１８４】
　そこで、例えば記録部に記録されている各撮像データが、どこで撮像されたものである
のかを、ユーザが一目で認識可能に表示するようにすれば、ユーザの利便性が大幅に向上
するものと考えられる。
【０１８５】
　第４実施形態に係るシステムは、このような観点から構成されたシステムである。具体
的にこのシステムは、図１３に示すように、撮像装置７０５と、地図データが蓄積された
地図サーバ７０４と、上記撮像装置７０５に対して、無線及び／又は有線の通信回線７０
６を介して接続された情報サーバ７０１とから構成されている。
【０１８６】
　上記情報サーバ７０１は、マッピング部７０２と、ネットワーク回線７０６を介して情
報の送受信を行う通信部７０３とを備えている。
【０１８７】
　上記マッピング部７０２は、後述するように、撮像装置７０５から取得した地点情報に
応じて上記地図サーバ７０４から地図データを取得すると共に、その地図上に地点情報を
付加するものである。
【０１８８】
　上記通信部７０３による通信は公衆ネットワークを利用するものとしてもよい。例えば
携帯電話（携帯端末）とインターネットとを接続するシステム（ＷＡＰ（ｅｚＷｅｂ：商
標）や、ｉモード：商標）を利用してもよい。また、ＰＨＳの無線方式を利用してもよい
。また、この通信部７０３は無線通信を行うものとしてもよい。この無線通信としては、
例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）を用いる局所無線方式としてもよい。また、無線通信
としては、赤外線通信で例示される指向性のある無線方式を用いてもよい。
【０１８９】
　本システムにおける撮像装置７０５は、図１，図９又は図１１に示されるように構成さ
れている。つまり、上記撮像装置７０５は、少なくとも、撮像を行う画像入力部及び音声
入力部（撮像部）と、上記通信回線７０６を介して情報の送受信を行う通信部と、上記撮
像部によって撮像された撮像データを記録する記録部と、撮像データを表示する表示部と
、これらの各部を制御する制御部とを備えている。上記各実施形態で述べたように、上記
撮像装置７０５は、付加情報を付加した撮像データを記録するものである。また、上記撮
像装置７０５は、撮像データを撮像した地点情報と時刻とを、その撮像データにさらに付
加して記録するものである。地点情報は、上述したように、情報サーバから提供を受けて
もよいし、ＧＰＳを利用して撮像装置７０５が地点を測定してもよい。
【０１９０】
　図１４に、撮像装置７０５の記録部に記録されるデータの構造の一例を示す。ここでは
、撮像データ（映像及び音声情報）であるＭＰＥＧデータの各フレーム番号に対応させて
、付加情報（イベント名）と、位置情報及び時刻とを記録している。尚、ここでは、付加
情報が階層構造に構成されているため、その上位層の情報と下位層の情報とをそれぞれ記
録している。尚、このデータ構造に代えて、イベント名及び位置情報に対応させて撮像デ
ータの開始フレームと終了フレームの情報のみを記録してもよい。また、イベント名及び
位置情報に対応させて、開始時刻と終了時刻との情報のみを記録するようにしてもよい。
【０１９１】
　次に、上記情報サーバ７０１において行われる処理について、図１５に示すフローチャ
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ートを参照しながら説明する。
【０１９２】
　先ず、ステップＳ１では、撮像装置７０５から通信回線７０６を介して送信された、付
加情報（イベント名、位置情報及び時刻）を取得する。
【０１９３】
　続くステップＳ２では、取得した位置情報に基づいて、地図サーバ７０４からその位置
に対応する地図データを取得する。
【０１９４】
　ステップＳ３では、ステップＳ１，Ｓ２で取得した位置情報と地図データとに基づいて
、地図上に位置情報を付加するマッピングを行う。また、各位置情報に対応するイベント
名及び時刻を地図上に付加する。
【０１９５】
　ステップＳ４では、ステップＳ３で作成した地図データを、通信回線７０６を介して撮
像装置７０５に送信する。
【０１９６】
　地図データを受信した撮像装置７０５においては、その作成された地図データが表示さ
れる。これにより、図１６に示すように、記録部に記録されている各撮像データを撮像し
た地点が地図上で示され、その各地点には、イベント名と撮像日時とが示される。こうし
て、ユーザは、各撮像データを撮像した位置を一目で認識することができ、ユーザの利便
性が大幅に向上する。
【０１９７】
　尚、本システムは、情報サーバ７０１が地図を作成するシステムであるが、例えばユー
ザの自宅に設置されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）が地図を作成するシステムにして
もよい。この場合、上記ＰＣは、撮像装置７０５と地図サーバ７０４とに接続可能に構成
する。上記ＰＣが、図１５のフローチャートに従って撮像装置７０５から取得した付加情
報（イベン名、位置情報及び時刻）と、地図サーバ７０５から取得した地図データとから
マッピングを行うことにより、図１６に示す地図を、ＰＣのモニタに表示することができ
る。
【０１９８】
　（変形例１）
　実施形態４に係るシステムは、撮像装置７０５の記録部に記録されている各撮像データ
を撮像した位置を地図上に示すためのシステムである。従って、上記の各実施形態のよう
に、情報サーバから撮像装置に情報（付加情報）を配信すると共に、上記撮像装置が撮像
しているときに、付加情報を付加した撮像データをその表示部に表示させるシステムでな
くてもよい。
【０１９９】
　本システムは、撮像部が撮像した撮像データに基づいて地図を作成する撮像システムで
あればよい。つまり、この撮像システムは、上記撮像部が撮像した撮像データに、その撮
像データを撮像した地点の情報を付加して記録する記録部と、上記記録部によって記録さ
れた地点の情報に基づいて、撮像データを撮像した地点を地図上に示した地図データを作
成する地図作成部とを備えているシステムであればよい。
【０２００】
　こうすることで、地図作成部（マッピング部）は、記録部によって記録された地点の情
報に基づいて、その地点を地図上に示した地図データを作成する。これにより、各撮像デ
ータを撮像した位置が地図上に示される。このため、ユーザは、撮像した各位置を一目で
認識することができる。こうして、ユーザの利便性が大幅に向上する。
【０２０１】
　上記システムは、上記地図作成部によって作成された地図データを表示する表示部をさ
らに備えてもよい。
【０２０２】
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　また、上記システムは、撮像データを撮像した地点の情報の取得する地点情報取得部を
さらに備えてもよい。この場合、上記記録部は、上記地点情報取得部によって取得された
地点の情報を、撮像データに付加して記録するものとすればよい。
【０２０３】
　この地点情報取得部は、例えばＧＰＳを利用したものとしてもよい。また、上記地点情
報取得部は、撮像部が撮像している位置に応じて配信された地点の情報を、通信回線を介
して受信するものとしてもよい。
【０２０４】
　また、上記記録部は、撮像データに、その撮像した対象の情報（例えばイベント名等の
インデックス情報）をさらに付加して記録するものとしてもよい。この場合、地図作成部
は、上記記録部によって記録されたインデックス情報に基づいて、そのインデックス情報
を地図データにさらに付加するものとしてもよい。
【０２０５】
　こうすることで、地図上に撮像データを撮像した各地点が示されると共に、その撮像デ
ータのインデックス情報が示される。これにより、ユーザは、その撮像データがどこで、
何を撮像したものであるか一目で認識可能になる。
【０２０６】
　さらに、上記記録部は、撮像データに、その撮像した日時の情報をさらに付加して記録
するものとしてもよい。この場合、地図作成部は、上記記録部によって記録された日時の
情報に基づいて、その日時の情報を地図データにさらに付加するものとしてもよい。
【０２０７】
　こうすることで、地図上に撮像データを撮像した各地点が示されると共に、その撮像デ
ータを撮像した日時の情報が示される。これにより、ユーザは、その撮像データがどこで
、いつ撮像したものであるか一目で認識可能になる。
【０２０８】
　本システムに係る撮像装置は、撮像部が撮像した撮像データに、その撮像データを撮像
した地点の情報を付加して記録する記録部を備えた装置であればよい。上記記録部は、撮
像データに、その撮像した対象の情報をさらに付加して記録するものとしてもよい。また
、上記記録部は、撮像データに、その撮像した日時の情報をさらに付加して記録するもの
としてもよい。
【０２０９】
　上記撮像装置は、撮像データを撮像した地点の情報の取得する地点情報取得部をさらに
備えてもよい。
【０２１０】
　上記撮像装置は、記録部が記録した地点の情報を通信回線を介して送信する通信部をさ
らに備えてもよい。
【０２１１】
　本システムに係る地図作成装置は、撮像データに付加して記録された地点の情報に基づ
いて、上記撮像データを撮像した地点を地図上に示した地図データを作成する地図作成部
を備えた装置であればよい。
【０２１２】
　この地図作成装置は、通信回線を介して上記地点の情報を受信する受信部をさらに備え
てもよい。
【０２１３】
　本システムに係る撮像方法は、撮像部が撮像した撮像データに基づいて地図を作成する
ための撮像方法であればよい。つまり、この撮像方法は、上記撮像装置が撮像を行う撮像
ステップと、上記撮像ステップで撮像した撮像データに、その撮像データを撮像した地点
の情報を付加して記録する記録ステップと、上記記録ステップで記録した地点の情報に基
づいて、上記撮像データを撮像した地点を地図上に示した地図データを作成する地図作成
ステップとを含む方法であればよい。
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【０２１４】
　こうすることで、地図作成ステップでは、記録ステップで記録した地点の情報に基づい
て、その地点を地図上に示した地図データを作成する。これにより、各撮像データを撮像
した位置が地図上に示される。このため、ユーザは、撮像した各位置を一目で認識するこ
とができる。
【０２１５】
　上記撮像方法は、上記地図作成ステップで作成した地図データを表示する表示ステップ
をさらに含んでもよい。
【０２１６】
　（変形例２）
　本システムに適用可能な撮像装置は、動画データを撮像・記録するビデオムービーに限
らない。本システムには、静止画データを撮像・記録するデジタルスチルカメラも適用可
能である。尚、デジタルスチルカメラの基本構成は、音声入力部を有しないことを除けば
、図１，図９又は図１１に示す撮像装置１０５，３０５，６０５と略同じである。
【０２１７】
　図１４に示すデータ構造は、動画データを対象としたデータ構造であり、各フレーム番
号に対応させて、付加情報（イベント名）と、位置情報及び時刻とを記録している。これ
に対し、デジタルスチルカメラを用いる場合には、フレーム番号に代えて、静止画データ
の識別番号（又は静止画データのファイル名）に対応させて付加情報（イベント名）と、
位置情報及び時刻とを記録すればよい。
【０２１８】
　こうすることで、図１５に示すフローチャートに従って処理を行うことにより、デジタ
ルスチルカメラの記録部に記録されている各静止画データを撮像した地点が地図上で示さ
れる。
【０２１９】
　（実施形態５）
　実施形態５は撮像装置に係る実施形態である。
【０２２０】
　上記の各実施形態での撮像装置１０５，３０５，６０５，７０５はそれぞれ、画像入力
部、音声入力部、通信部、記録部、表示部及び制御部が一体に構成されたものにしてもよ
い。
【０２２１】
　一方、撮像装置としては、例えば図１７及び図１８に示すような形態のものに構成して
もよい。この撮像装置は、ユーザの目の位置に設置された表示部（ヘッドマウントディス
プレイ）８０１と、ユーザの頭部に取り付けられた撮像部（画像入力部及び音声入力部）
８０２と、通信部、記録部及び制御部を有する制御ユニット８０４と、上記音声入力部か
ら入力された音声を確認するためのイヤホン８０３とから構成されている。すなわち、こ
の撮像装置はウエアラブルに構成されている。
【０２２２】
　この撮像装置のように、表示部８０１をユーザの目の位置に設置することによって、ユ
ーザは、この表示部８０１に表示される付加情報を簡単に確認することができ、撮像チャ
ンスを逃すことが防止されるという効果がある。
【０２２３】
　また、上記の各実施形態での撮像装置を、静止画データを撮像・記録するデジタルスチ
ルカメラとしてもよい。尚、デジタルスチルカメラの基本構成は、音声入力部を有しない
ことを除けば、図１，図９又は図１１に示す撮像装置１０５，３０５，６０５と略同じで
ある。
【図面の簡単な説明】
【０２２４】
【図１】第１実施形態に係るシステムの構成を示すブロック図である。
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【図２】撮像データを表示する画面構成を例示する図である。
【図３】イベントの進行状況に応じた情報が配信されたときの画面を示す図である。
【図４】イベントの進行状況に応じて情報が順次配信されたときの画面の変化を例示する
説明図である。
【図５】下位層の付加情報を表示するときの画面を例示する図である。
【図６】予約に応じて情報が配信されたときの画面を例示する図である。
【図７】図３とは異なる画面構成を示す図である。
【図８】図３及び図７とは異なる画面構成を示す図である。
【図９】第２実施形態に係るシステムの構成を示すブロック図である。
【図１０】撮像データを表示する画面構成を例示する図である。
【図１１】第３実施形態に係るシステムの構成を示すブロック図である。
【図１２】付加情報蓄積部に蓄積されている情報のデータ構造を例示する図である。
【図１３】第４実施形態に係るシステムの構成を示すブロック図である。
【図１４】記録部に記録される撮像データの構造を例示する図である。
【図１５】地図データの作成に係るフローチャートである。
【図１６】地点の情報が付加された地図を例示する図である。
【図１７】第５実施形態に係る撮像装置の概略を示す側面図である。
【図１８】第５実施形態に係る撮像装置の概略を示す正面図である。
【符号の説明】
【０２２５】
101,301,601  情報サーバ（情報配信装置）
102,302  付加情報蓄積部（情報蓄積部）
103  付加情報選択部（情報選択部）
104,303,603  通信部（配信部）
105,305,605,705  撮像装置
106,306,606  画像入力部（撮像部）
107,307,607  音声入力部（撮像部）
108,308,608  通信部
109,309,609  記録部
110,310,611  表示部
111,311,612  制御部
112,312,613,706  ネットワーク回線（通信回線）
602  ＩＤ情報蓄積部（情報蓄積部）
610  蓄積部
702  マッピング部（地図作成部）
802  撮像部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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