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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線信号送信局と
ユーザー所持携帯通信端末と
撮影装置と
映像サーバーとからなる
映像配信システム
において、
前記近距離無線信号送信局は、撮影対象領域にユーザーが進入したことを特定する為に、
暗号化された撮影条件情報を含む近距離無線信号を近距離無線通信によって送信するシス
テム近距離無線信号送信機能
を有し、
前記ユーザー所持携帯通信端末は、受け取った前記近距離無線信号から解読された撮影条
件情報に基づいて撮影可否を判断して、当該撮影が適切な場合前記撮影装置にユーザー存
在領域を撮影視野内に入れた撮影要求を撮影装置に自動もしくは手動送信するシステムク
ライアント管理機能
を有し、
前記撮影装置は、前記撮影要求に基づいてユーザー存在領域の撮影を行い、取得された撮
影映像データを前記映像サーバーへ転送するシステムクライアント撮影機能
を有し、
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前記映像サーバーは、前記撮影映像データを撮影地点及び撮影日時と紐付けた形で一定時
間保管し、前記撮影映像データに対する前記ユーザー所持携帯通信端末からの撮影地点及
び撮影日時を指定するダウンロード要求に応じて撮影地点及び撮影日時に対応する前記撮
影映像データを前記ユーザー所持携帯通信端末に送信するシステム映像サーバー機能
を有する、
撮影及び映像配信システム。
【請求項２】
　請求項１記載の撮影及び映像配信システムにおいて、
前記近距離無線信号送信局と前記撮影装置に代えて、システム近距離無線信号送信機能と
システムクライアント撮影機能の両機能を併せ持つ撮影装置を有する撮影及び映像配信シ
ステム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の撮影及び映像配信システムにおいて、
前記撮影装置と前記映像サーバーに代えて、システムクライアント撮影機能とシステム映
像サーバー機能の両機能を併せ持つ撮影装置を有する撮影及び映像配信システム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の撮影及び映像配信システムにおいて、
前記映像サーバーに代えて、
前記撮影映像データを撮影地点及び撮影日時と紐付けた形で一定時間保管し、
ユーザー所持携帯通信端末からの要求に応えてクラウドストレージに送信する
システム映像サーバー機能を持つ
映像サーバー
を有する撮影及び映像配信システム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の撮影及び映像配信システムにおいて、
前記近距離無線信号送信局に代えて、
動的に暗号化情報を生成する、
システム近距離無線信号送信機能を持つ
近距離無線信号送信局
を有する撮影及び映像配信システム。
【請求項６】
　近距離無線信号送信局と
ユーザー所持携帯通信端末と
撮影装置と
映像サーバーとからなる、
撮影及び映像配信システムのためのプログラム
において、
撮影対象領域にユーザーが進入したことを特定する為に、暗号化された撮影条件情報を含
む近距離無線信号が近距離無線通信によって送信されるシステム近距離無線信号送信機能
と、
前記ユーザー所持携帯通信端末によって受け取られた前記近距離無線信号から解読された
撮影条件情報に基づいて撮影可否を判断して、当該撮影が適切な場合前記撮影装置にユー
ザー存在領域を撮影視野内に入れた撮影要求を撮影装置に自動もしくは手動送信するシス
テムクライアント管理機能
と、
前記撮影要求に基づく前記撮影装置によるユーザー存在領域の撮影を通じて取得された撮
影映像データが前記映像サーバーに転送されるシステムクライアント撮影機能
と、
前記撮影映像データが撮影地点及び撮影日時と紐付けた形で、前記映像サーバーに一定時
間保管され、前記撮影映像データに対する前記ユーザー所持携帯通信端末からの撮影地点
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及び撮影日時を指定するダウンロード要求に応じて撮影地点及び撮影日時に対応する前記
撮影映像データが前記ユーザー所持携帯通信端末に送信されるシステム映像サーバー機能
とを、
コンピューターに実現させる撮影及び映像配信システムのためのプログラム。
【請求項７】
（削除）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信端末を所持するユーザーを自動もしくは手動にて撮影し、その携帯
通信端末に自動的に撮影映像データを保存する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、特許文献１には撮影用ゲートを用い、事後に写真を閲覧・取得でき
る撮影システムについての技術について言及があり、その実施手段として携帯型通信端末
の識別番号を組み合わせている。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、ユーザーの識別のために携帯番号のよう
なＩＤを必要とし、そのＩＤを管理するセンターサーバーへの事前登録を必要とし、また
ユーザーが来場中であることを入退出用ゲートを用いて別途判断する必要があるという欠
点がある。
【０００４】
　特許文献２にはユーザーが携帯する無線タグが、近距離無線通信によって通信基地局と
通信可能となった際に、画像サーバーが、カメラによって撮影された画像と、無線タグか
ら取得したIDとを紐付けて管理し、外部端末からインターネットを介してダウンロードで
きるという技術が記載されている。
【０００５】
　特許文献３にも特許文献２と同様に被写体ユーザーに無線タグを携帯させ、撮影を行う
技術が記載されている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２及び特許文献３に記載の技術では、まず被写体ユーザーに無
線タグを配布及び回収する手間が発生し、また、撮像領域に無線タグが進入したことを検
知する検出手段が追加で必要であることから撮影エリア毎の設置コストが上昇するという
欠点がある。またどちらの方法も被写体が携帯するのは無線タグであり、カメラ撮影範囲
に通信基地局を設置する必要があった。また、被写体は通信端末を持ち歩いているわけで
はない為、後日パーソナルコンピューター等の外部端末によりID・パスワードを用いて当
該画像をダウンロードする必要があった。画像も長時間サーバーに残す必要があり、セキ
ュリティの面でも不安が残るという欠点がある。
【０００７】
　特許文献４には近距離通信でデジタルカメラの所在を報知し、撮像データを遠距離通信
で手元の機器に転送する技術が記載されている。
【０００８】
　しかしながら、特許文献４に記載の技術では、近距離無線通信が被写体ユーザーへの通
知を目的として使用されており、カメラの撮影範囲に被写体が入っているとは限らない。
本来、手動での撮影のみを念頭に置いた技術であり、自動撮影は行えない。また近距離無
線通信の出力を送信元で減衰させている点で撮影ポイントにおける設置コストが上昇する
という欠点もある。
【０００９】
　特許文献５に記載の技術は指向性を有する無線を利用した撮像範囲特定技術に関して記
載されている。
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【００１０】
　しかしながら、特許文献５に記載の技術では、撮像領域の限定に指向性を有する無線送
信局を単独もしくは複数用いており、一般的な市販製品をそのまま用いることができず、
また、無線の指向性は設置環境によって調整する要素が増大することから、特許文献４同
様に撮影エリア毎の設置コストが上昇するという欠点がある。
【００１１】
　特許文献６には携帯端末と共に移動する被写体を自動的に撮影する撮影システム及び方
法が記載されている。この技術は被写体が所持する携帯端末と位置管理サーバー、撮影装
置、画像蓄積用サービスサーバー、画像解析サーバーにて構成される。
【００１２】
　しかしながら、特許文献６に記載の技術では、被写体が所持する携帯端末での測位手段
としてＧＰＳを利用しているため誤差が大きく、また位置管理サーバーを構成として必要
とした。所持携帯端末と撮影装置の間は近距離無線通信にて行われるため距離が近いこと
は保証されるが、特許文献４同様に撮影装置の撮影領域内に被写体が写ることは保証され
ず、そのため画像解析サーバーも必要とした。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－３２０１７２号公報
【特許文献２】特開２００３－１１６１２７号公報
【特許文献３】特開２００４－２８９４３３号公報
【特許文献４】特開２００７－８１６２１号公報
【特許文献５】特開２００８－１１８６７９号公報　特許番号４３８２８４６
【特許文献６】特開２０１３－１６８８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、以上のような従来の欠点に鑑み、システムとしてより簡素な構成とした上で
、撮影精度も向上させ、携帯通信端末を所持するユーザーの利便性も向上させた撮影シス
テムを提供する事を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明では
近距離無線信号送信局と
ユーザー所持携帯通信端末と
撮影装置と
映像サーバーとからなる
映像配信システム
において、
前記近距離無線信号送信局は、撮影対象領域にユーザーが進入したことを特定する為に、
暗号化された撮影条件情報を含む近距離無線信号を近距離無線通信によって送信するシス
テム近距離無線信号送信機能
を有し、
前記ユーザー所持携帯通信端末は、受け取った前記近距離無線信号から解読された撮影条
件情報に基づいて撮影可否を判断して、当該撮影が適切な場合前記撮影装置にユーザー存
在領域を撮影視野内に入れた撮影要求を撮影装置に自動もしくは手動送信するシステムク
ライアント管理機能
を有し、
前記撮影装置は、前記撮影要求に基づいてユーザー存在領域の撮影を行い、取得された撮
影映像データを前記映像サーバーへ転送するシステムクライアント撮影機能
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を有し、
前記映像サーバーは、前記撮影映像データを撮影地点及び撮影日時と紐付けた形で一定時
間保管し、前記撮影映像データに対する前記ユーザー所持携帯通信端末からの撮影地点及
び撮影日時を指定するダウンロード要求に応じて撮影地点及び撮影日時に対応する前記撮
影映像データを前記ユーザー所持携帯通信端末に送信するシステム映像サーバー機能
を有する、
撮影及び映像配信システム
を提供する。
なお、ここで「ユーザー所持携帯通信端末」とは、ユーザーが所持する携帯通信端末を言
う。
【００１６】
　近距離無線信号送信局はユーザーが撮影装置の撮影視野内に存在することを確認するた
めに設置されているが、撮影装置の取付位置によっては、撮影視野外にユーザーが進入で
きないようなケースもある（撮影装置自体が部屋の隅に設置され、部屋の中央方向を撮影
視野とする場合等）。その場合、物理的に近距離無線信号送信局が撮影装置と別の位置に
無くても良いので、より簡易な設置を実現するために、近距離無線信号送信局のシステム
近距離無線信号送信機能を撮影装置に組み込むことができる。当発明による撮影及び映像
配信システムとしては例外的構成ではあるが、この構成を請求項２としてまとめる。
【００１７】
　ユーザー所持携帯通信端末が撮影映像データをダウンロードする際は携帯通信会社によ
る通信網やＷｉ－Ｆｉをはじめとする無線通信にて行われるが、一般的なネットワーク構
造においては、ユーザー所持携帯通信端末が撮影装置に対して直接的にアクセスすること
はできない。ただし、対象施設を限定することにより対象のネットワーク構造が明らかと
なる場合、且つ、ユーザー所持携帯通信端末から撮影装置へのアクセスが直接的に可能で
ある場合は、映像サーバーを別途用意する必要性は必ずしも無く、撮影装置自体に映像サ
ーバーのシステム映像サーバー機能を含有させることができる。この構成を請求項３とし
てまとめる。
【００１８】
　本撮影及び映像配信システムではユーザーが所持する携帯端末内に撮影映像データをほ
ぼリアルタイムに格納することを特徴としているが、ユーザーの持つスキルによってはク
ラウドストレージを利用することで同様の効果と利便性を得ることができる。そのため選
択的に、ユーザー所持携帯端末から映像サーバーに対してダウンロード要求が発せられた
場合に、映像サーバーはユーザーのクラウドストレージに格納する機能を有す。この構成
を請求項４としてまとめる。
【００１９】
　本撮影及び映像配信システムにおいても基本的なセキュリティは守られているが、より
強固なセキュリティにするためには、近距離無線信号送信局からの送信信号を送信日時に
よって変化させる方法が考えられる。送信日時によって送信信号を変化させるためには、
近距離無線信号送信局をより高価な構成のものに置き換える必要があるが、将来的なコス
トダウンを見越してこの構成を可能としておく。この構成を請求項５としてまとめる。
【００２０】
　本撮影及び映像配信システムにおいて、使用されるコンピュータープログラムを請求項
６としてまとめる。前記システムクライアント管理機能はユーザー自身が所持するユーザ
ー所持携帯通信端末上において実行されることでシステムとしての利便性を発揮する。ユ
ーザー所持携帯通信端末とは、本発明では典型的には高機能携帯電話端末（いわゆるスマ
ートフォン）を指すが、通信機能を持った携帯端末であれば腕時計型通信機器や、眼鏡型
通信機器も含まれる。
【００２１】
　また、請求項６には、前記撮影装置の機能をパーソナルコンピューター、タブレット端
末、高機能携帯電話端末（いわゆるスマートフォン）上で実現するプログラムが含まれる
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。請求項１のシステム構成ではシステムクライアント撮影機能を持ち、請求項２のシステ
ム構成ではシステム近距離無線信号送信機能及びシステムクライアント撮影機能を持ち、
請求項３のシステム構成ではシステムクライアント撮影機能及びシステム映像サーバー機
能を持つ。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明における近距離無線通信送信局が送信する情報の中には撮影装置ＩＤの他に撮影
電波強度を含む。これにより近距離無線通信送信局を中心とする指定距離半径を持つエリ
アを撮影エリアとすることを可能としており、近距離無線通信送信局自体の機器コストを
下げ、さらに設置の自由度を上げることで、撮影エリア毎の設置コストを下げることがで
きる。また設置後の調整作業も簡便に行うことができる。
【００２３】
　撮影エリア毎に設置される装置は近距離無線通信送信局と撮影装置となる。本発明では
近距離無線通信送信局には一般的な製品を使用することが可能であり、また、撮影装置に
は専用の機器を設置しても良いし、一般的なスマートフォン端末を使用することもできる
。この為、撮影エリア毎における設置コストを最小とすることができる。
【００２４】
　撮影装置の撮影視野内に近距離無線通信送信局が用意されている為、本発明では撮影装
置の撮影視野内にユーザーがいることが保証される。これにより従来技術では必要であっ
た指向性を持つ近距離無線送信局や、位置管理サーバー、画像解析サーバーを必要としな
い。システム全体を簡素化した上で、より精度の高い撮影を可能としている。
【００２５】
　本発明ではユーザーが所持する携帯通信端末がほぼリアルタイムで撮影映像の自動ダウ
ンロードを行う。「その時間に」「その場所に」居ることを条件としてダウンロードが行
われる為、ユーザーとしてはＩＤ・パスワード等の入力を行う必要がなく、また面倒な事
前ユーザー登録も必要としない。ユーザーに求められるのは自らの所持する携帯通信端末
に適したプログラム（通称アプリ）のダウンロードだけであり、ユーザーの簡便さを最大
限に引き上げる。
【００２６】
　本発明の基本目的はユーザーの手間を簡便にすることである為、基本構成としては「ユ
ーザーが所持する携帯通信端末への自動ダウンロード」であるが、ユーザーの持つスキル
によってはクラウド技術等を用いて同じような効果が期待できる。携帯通信端末がクラウ
ドと連携する設定が行われている場合は携帯通信端末への直接ダウンロードではなく、ク
ラウドへの映像書き込みとしても良い。
【００２７】
　さらにサーバー上の蓄積画像を短時間（現在のテスト構成では最大２分間保持）で消去
することが可能となり、被写体としてはセキュリティ面の不安も軽減され、また、システ
ムとしてもより簡素にすることを可能とした。
【００２８】
　システムを従来技術から大幅に簡素化することで、設置をより簡便なものとし、安価に
提供できるようになる。
【００２９】
　本システムが設置されたテーマパーク・観光地等において、ユーザーは自己の所持する
携帯通信端末を所持しているだけで、ユーザーを含む家族等の写真をユーザー自身が意識
しない状態で入手することが可能となる。
【００３０】
　従来では映像撮影の際に携帯通信端末を他人に一時的に預けたり、セルフタイマー等の
機構を用いる面倒な操作が必要であったが、本システムによりユーザーは携帯通信端末を
手元から離さず、またユーザー自身も撮影映像内に入ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００３１】
【図１】本発明におけるシステム構成図である。
【図２】本発明におけるシステムの制御原理を示す模式図である。
【図３】本発明による撮影及び映像配信システムの制御の流れを示すフローチャート図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１と図２に示すように、この実施形態における撮影及び映像配信システムは、ユーザ
ー所持携帯通信端末Ａ、近距離無線信号送信局Ｂ、撮影装置Ｃ、映像サーバーＤから構成
されている。ユーザー所持携帯通信端末Ａ（以下単に端末Ａと称する）は、被写体である
ユーザーが持参する携帯通信機器であり、典型的にはスマートフォンである。端末Ａが有
する本発明における基本的な機能は、端末Ａにインストールされたプログラム（以下アプ
リと称する）の実行によって実現される。近距離無線信号送信局Ｂは、端末Ａによって受
信可能な近距離無線信号を送信（ブロードキャスト）する機能を有する。近距離無線信号
送信局Ｂは、各撮影エリア（図２では撮影エリア１，撮影エリア２，・・・で示されてい
る）に配置されている。撮影装置Ｃは、各撮影エリアを撮影視野とする撮影機能と通信機
能とを有する。撮影装置Ｃは、端末Ａからの撮影要求を受信している限り、撮影を繰り返
し、生成された撮影映像を映像サーバーＤに転送する。映像サーバーＤは、１つ以上の撮
影装置Ｃから転送されてくる撮影映像を受け取って、一時的に格納する。格納された撮影
映像は、ダウンロード要求を送ってきた端末Ａに送信され、端末Ａ内に蓄積される。
【００３３】
　被写体であるユーザーが撮影エリア１を離れると、このユーザーが所持する端末Ａは撮
影エリア１に属する近距離無線信号送信局Ｂからの近距離無線信号を受信しなくなる。そ
の結果、端末Ａから撮影装置Ｃへの新たな撮影要求の送信、及び画像サーバーＤへの新た
なダウンロード要求の送信は中止され、このユーザーの撮影エリア１における新たな撮影
およびその撮影映像の配信は停止する。ただし、撮影エリア１内で送信されたダウンロー
ド要求に対する映像の配信は撮影エリア１を退出した後もタイムアウトまでは続けられる
。映像の配信は近距離無線通信ではなく長距離無線通信により行われる為、ユーザーが移
動を継続している場合や、撮影エリアが狭い場合にも映像配信に成功する確率を高めるこ
とができる。
【００３４】
　撮影要求を受信した撮影装置Ｃは、撮影視野の撮影を行い、撮影場所情報と撮影日時情
報を伴った形で映像サーバーＤへと送信する。なお、撮影エリア１内に複数のユーザーが
存在している場合、撮影装置Ｃは複数の端末Ａからの撮影要求を受信する。撮影装置Ｃは
全ての端末Ａからの撮影要求に応えようとするが、撮影装置自身の連続撮影間隔は１秒程
度に設定してあり（現在のテスト構成における値）、その間に複数の撮影要求を受信した
場合には、撮影要求の日時と直近の撮影日時を比較し、差分が前記連続撮影間隔よりも短
い場合、新しい方の撮影要求を無視する。
【００３５】
　端末Ａが撮影要求を撮影装置Ｃに送信した後、端末Ａは当該撮影要求に対応する映像を
取得しようと映像サーバーＤへダウンロード要求を送信する。ダウンロード要求には撮影
装置ＩＤと撮影要求日時の情報が暗号化された形で含有されており、ダウンロード要求を
受け取った映像サーバーＤはその撮影要求日時に対応した映像、もしくは撮影要求日時に
最も近い日時に撮影された映像を端末Ａに送信する。この構造により、１つの撮影エリア
内に多数の端末Ａが存在していても、全ての端末Ａからのダウンロード要求に対応するこ
とが可能となる。
【００３６】
　撮影エリア１を立ち去ったユーザーが、撮影エリア２に入ると、この撮影エリア２に属
する近距離無線信号送信局Ｂからの近距離無線信号に応答して、ユーザーが所持する端末
Ａによって撮影エリア２を撮影視野とする撮影装置Ｃに撮影要求が送られる。また、映像
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サーバーＤにダウンロード要求が送られる。これにより、同様に、撮影エリア２における
撮影映像がユーザーが所持する端末Ａに蓄積されることになる。
【００３７】
　次に、図３のフローチャートを用いて、本発明における、端末Ａと近距離無線信号送信
局Ｂと撮影装置Ｃと映像サーバーＤとにおける制御の流れの一例をより詳しく説明する。
　ここでは、スマートフォンである端末Ａを所持したユーザーが、テーマパークなどの観
光施設に入ると、端末Ａにインストールしている、本発明に基づくアプリを起動する（＃
Ａ０１）。このアプリの起動により、端末Ａに、近距離無線信号受信部と、撮影要求送信
部と、撮影映像管理部とが構築される。起動したアプリは、初期処理として、この観光施
設に配置されている各撮影装置Ｃが撮影画像を転送する映像サーバーＤのアドレスを読み
出しておく（＃Ａ０２）。さらに、各種フラグや係数を初期設定する（＃Ａ０２）。近距
離無線信号受信部は、撮影装置Ｃの撮影視野に対応して配置された近距離無線信号送信局
Ｂからの暗号化された近距離無線信号を受信（＃Ａ０３）し、受け取った近距離無線信号
を復号化し（＃Ａ０４）、近距離無線信号自体がこのテーマパーク施設に対して適切なも
のかどうかを判断（＃Ａ０５）し、近距離無線信号内に記録された撮影電波強度と、近距
離無線信号受信部が受信した受信電波強度を比較し、受信電波強度の方が強い場合に、端
末Ａを所持するユーザーが撮影エリア内に存在すると判断（＃Ａ０６）する機能を有する
。撮影要求送信部は、撮影装置Ｃに対して撮影視野の撮影を要求する撮影要求を送信する
機能（＃Ａ０７）を有する。撮影映像管理部は撮影映像管理部内において新規にダウンロ
ードインスタンスを生成する（＃Ａ０８，＃Ａ０９）。前記ダウンロードインスタンスは
、撮影装置Ｃによって取得された撮影映像を管理する映像サーバーＤに対して、撮影要求
によって規定される時間範囲で取得された撮影映像のダウンロードを要求するダウンロー
ド要求を送信する（＃Ａ１０）すると共に、レスポンスを待機（＃Ａ１１）。撮影映像を
受信し（＃Ａ１２）、受信した撮影映像をメモリに格納し（＃Ａ１３）、ダウンロードイ
ンスタンス自身を破棄する（＃Ａ１４）機能を有する。
【００３８】
　全ての近距離無線信号送信局Ｂは、近距離無線信号を拡散する（＃Ｂ０２）。ユーザー
が、近距離無線信号送信局Ｂが設けられている撮影エリアに接近すると、ユーザーが所持
する端末Ａがその近距離無線信号送信局Ｂから近距離無線信号を受信する（＃Ａ０３Yes
分岐）。端末Ａは、近距離無線信号の受信に基づいて、この近距離無線信号を送信してい
る近距離無線信号送信局Ｂに対応付けられている撮影装置Ｃの通信アドレス及び映像サー
バーＤの通信アドレスを読み込み（＃Ａ０２）、撮影装置Ｃに撮影要求を送信する（＃Ａ
０７）。さらに、撮影装置Ｃによって生成される撮影映像のダウンロードを行うために、
映像サーバーＤにダウンロード要求を送信する（＃Ａ１０）。これにより映像サーバーＤ
から送られてくる撮影映像を受信して（＃Ａ１２）、端末Ａの内部メモリまたは外部メモ
リに格納する（＃Ａ１３）。このステップ＃Ａ０３からステップ＃Ａ１４までの処理は、
近距離無線信号を受信し、全ての条件を満たしている限り、繰り返される。
【００３９】
　撮影装置Ｃは、起動すると、端末Ａからの撮影要求を受信したかどうかをチェックする
（＃Ｃ０１）。撮影要求を受信した場合（＃Ｃ０１Yes分岐）、撮影要求が適切であるか
整合性の確認を行い（＃Ｃ０２）、撮影が可能であるかどうかを判断し（＃Ｃ０３）、撮
影を行い（＃Ｃ０４）、撮影映像を取得する（＃Ｃ０５）。取得した撮影映像は、映像サ
ーバーＤに転送される（＃Ｃ０６）。このステップ＃Ｃ０１から＃Ｃ０６までの処理は、
いずれかの端末Ａから撮影要求を受信している限り、繰り返される。
【００４０】
　映像サーバーＤは、撮影装置Ｃから転送されてきた撮影映像を、ダウンロード要求を送
信してきた端末Ａに対して送信する。その際、転送されてきた撮影映像を保持する時間が
設定されており、所定時間が経過した撮影映像は消去される。通常この所定時間は、数十
秒から数分程度とすることで、プライバシーの安全性が担保される。このため、映像サー
バーＤでは、繰り返される処理において常に、転送されてきた撮影映像が所定時間を超え
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ていないかどうかがチェックされ、撮影映像の保持時間が所定時間を超えた場合、その撮
影映像（タイムアップ撮影映像）は消去される（＃Ｄ０１）。撮影装置Ｃから撮影映像を
受信したかどうかチェックされ（＃Ｄ０２）、受信した撮影映像が一旦格納され、その撮
影映像には保持時間チェックのために受信時間が割り当てられる（＃Ｄ０３）。次いで、
端末Ａからのダウンロード要求があるかどうかチェックされる（＃Ｄ０４）。ダウンロー
ド要求があれば（＃Ｄ０４Ｙｅｓ分岐）、その時点で格納されている撮影映像を読み出し
（＃Ｄ０５）、そのダウンロード要求を送信してきた端末Ａに対して撮影映像を送信して
（＃Ｄ０６）、ステップ＃Ｄ０１に戻る。なお、ステップ＃Ｄ０４のチェックで、ダウン
ロード要求がなければ、ステップ＃Ｄ０１に戻る。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　テーマパーク・観光地等への設置が考えられる。
【要約】
【課題】携帯通信端末を所持するユーザーが外部設置撮影装置の撮影視野領域に進入した
際に自動もしくは手動にて撮影を行い、撮影映像を所持携帯通信端末に直接保存するシス
テム及び方法を提供する。
【解決手段】撮影視野領域に設置された近距離無線信号送信局からの近距離無線信号をユ
ーザー所持携帯通信端末が受信することで、外部設置撮影装置の撮影視野にユーザーが存
在するものと判断し、ユーザー所持携帯通信端末が外部設置撮影装置に対し撮影要求を自
動もしくは手動にて送信する。外部設置撮影装置はユーザー所持携帯通信端末からの撮影
要求に応え、撮影を行い、撮影映像を転送するための映像サーバーへと映像を送信する。
ユーザー所持携帯通信端末は前記撮影要求の送出後、映像サーバーへ撮影映像のダウンロ
ード要求を行い、ネットワークを介する形でダウンロードし、ユーザー所持携帯通信端末
内へと自動的に保存する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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