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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影装置によって被写体を撮影したときの撮影データと、その撮影時に取得された撮影
地点の緯度経度に対応した撮影地点情報と、撮影対象の被写体地点の緯度経度に対応した
被写体地点情報とを当該撮影装置から受信する受信手段と、
　上記撮影地点情報に基づいて上記撮影地点の撮影地名を上記地名記憶手段から取得し、
上記被写体地点情報に基づいて上記被写体地点の被写体地名を上記地名記憶手段から取得
する地名取得手段と、
　上記撮影地名、上記被写体地名及び上記撮影データを対応させた状態で所定の記憶手段
に対して登録する地名登録手段と、
　上記地名登録手段によって上記記憶手段に対して登録した上記撮影地名又は上記被写体
地名を上記撮影装置へ送信することにより、当該撮影装置において上記撮影データと上記
撮影地名及び上記被写体地名とが一体となった撮影結果画面を表示させる送信手段と、
　上記受信手段により上記撮影地点情報及び上記被写体地点情報を取得できないとき、過
去の履歴及び使用頻度に基づいて上記撮影地名及び上記被写体地名の候補となる複数の地
名候補を絞り込み、その結果得られる当該複数の地名候補を上記地名登録手段から読み出
して取得する地名候補取得手段と、
　上記地名候補取得手段によって取得した上記複数の地名候補を上記撮影装置へ送信する
ことにより、当該複数の地名候補の中からユーザ所望の上記撮影地名及び上記被写体地名
を選択させる地名候補送信手段と、



(2) JP 4582428 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

　上記地名候補取得手段により上記複数の地名候補を取得できないとき、上記撮影地名及
び上記被写体地名をユーザに対して直接入力させるための地名直接入力画面を上記撮影装
置へ送信することにより、当該ユーザ自身が認識している上記撮影地名及び上記被写体地
名を直接入力させるように促す地名直接入力画面送信手段と
　を具える地名登録装置。
【請求項２】
　上記受信手段は、上記撮影地点情報及び上記被写体地点情報に加えて、上記撮影地点か
ら上記撮影対象への方位、上記撮影対象に対する撮影角度、シャッタースピード及び絞り
を含むカメラ情報を上記撮影装置から受信し、
　上記地名登録手段は、上記撮影地名、上記被写体地名に加えて上記カメラ情報を上記撮
影データと対応させた状態で上記記憶手段に対して登録する
　請求項１に記載の地名登録装置。
【請求項３】
　撮影装置によって被写体を撮影したときの撮影データと、その撮影時に取得された撮影
地点の緯度経度に対応した撮影地点情報と、撮影対象の被写体地点の緯度経度に対応した
被写体地点情報とを受信手段により当該撮影装置から受信する受信ステップと、
　上記撮影地点情報に基づいて上記撮影地点の撮影地名を地名取得手段により上記地名記
憶手段から取得し、上記被写体地点情報に基づいて上記被写体地点の被写体地名を上記地
名取得手段により上記地名記憶手段から取得する地点名取得ステップと、
　上記撮影地名、上記被写体地名及び上記撮影データを対応させた状態で地名登録手段に
より所定の記憶手段に対して登録する地名登録ステップと、
　上記地名登録手段によって上記記憶手段に対して登録した上記撮影地名又は上記被写体
地名を送信手段により上記撮影装置へ送信することにより、当該撮影装置において上記撮
影データと上記撮影地名及び上記被写体地名とが一体となった撮影結果画面を表示させる
送信ステップと、
　上記受信手段により上記撮影地点情報及び上記被写体地点情報を取得できないとき、地
名候補取得手段により、過去の履歴及び使用頻度に基づいて上記撮影地名及び上記被写体
地名の候補となる複数の地名候補を絞り込み、その結果得られる当該複数の地名候補を上
記地名登録手段から読み出して取得する地名候補取得ステップと、
　上記地名候補取得ステップによって取得した上記複数の地名候補を地名候補送信手段に
よって上記撮影装置へ送信することにより、当該複数の地名候補の中からユーザ所望の上
記撮影地名及び上記被写体地名を選択させる地名候補送信ステップと、
　上記地名候補取得ステップにより上記複数の地名候補を取得できないとき、上記撮影地
名及び上記被写体地名をユーザに対して直接入力させるための地名直接入力画面を地名直
接入力画面送信手段によって上記撮影装置へ送信することにより、当該ユーザ自身が認識
している上記撮影地名及び上記被写体地名を直接入力させるように促す地名直接入力画面
送信ステップと
　を有する地名登録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地名登録装置及び地名登録方法に関し、例えばコンパクトデジタルカメラ（
以下、これを単にデジタルカメラと呼ぶ）と接続される情報収集サーバに適用して好適な
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラにおいては、写真を撮影したときの写真データに対して撮影場所
に関する情報を付加していないため、ユーザに対して写真の撮影場所を提示することがで
きなかった。
【０００３】
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　また、たとえ撮影場所に関する情報を付加するようになされたデジタルカメラがあった
としても、ＧＰＳ(Global Positioning System)機能を用いて緯度経度情報を取得する程
度であって、方位、撮影高度、被写体までのカメラ角度（仰角）等の被写体撮影に関する
情報（以下、これを撮影情報と呼ぶ）についてまでは取得できていない。
【０００４】
　従って、デジタルカメラを所有するユーザが、緯度経度情報に基づいて以前撮影したの
と同じ場所へ行けたとしても、全く同じような写真を撮影しようとした場合、原写真と周
りの風景を見比べながらユーザの勘に頼って撮影しなければならなかった。
【０００５】
　また、携帯電話機に内蔵されているＧＰＳ受信装置によって計算された緯度経度を位置
情報サービスセンターへ送信し、当該位置情報サービスセンターによって最新の位置情報
データを作成させ、この位置情報データを携帯電話機からデジタルカメラへ送信すること
により、当該デジタルカメラで撮影した撮影イメージに地名・施設名データを印字するよ
うになされたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２０９８８６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところでかかる構成のデジタルカメラにおいては、ＧＰＳ受信装置によって計算された
緯度経度に対応した地名すなわち撮影地名を取得して撮影イメージに印字することは出来
るものの、例えば撮影対象である被写体地点に対応した被写体地名については取得するこ
とは出来ないという問題があった。
【０００７】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、撮影地点及び被写体地点に対応した撮影
地名及び被写体地名を検索して自動的に登録し得る地名登録装置及び地名登録方法を提案
しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる課題を解決するため本発明の地名登録装置及び地名登録方法においては、撮影装
置によって被写体を撮影したときの撮影データと、その撮影時に取得された撮影地点の緯
度経度に対応した撮影地点情報と、撮影対象の被写体地点の緯度経度に対応した被写体地
点情報とを受信手段により当該撮影装置から受信し、撮影地点情報に基づいて撮影地点の
撮影地名を地名記憶手段から取得し、被写体地点情報に基づいて被写体地点の被写体地名
を地名記憶手段から取得し、撮影地名、被写体地名及び撮影データを対応させた状態で所
定の記憶手段に対して登録し、記憶手段に対して登録した撮影地名又は被写体地名を撮影
装置へ送信することにより、当該撮影装置において上記撮影データと上記撮影地名及び上
記被写体地名とが一体となった撮影結果画面を表示させ、受信手段により撮影地点情報及
び被写体地点情報を取得できないとき、過去の履歴及び使用頻度に基づいて撮影地名及び
被写体地名の候補となる複数の地名候補を絞り込み、その結果得られる当該複数の地名候
補を読み出して取得し、その取得した複数の地名候補を撮影装置へ送信することにより、
当該複数の地名候補の中からユーザ所望の撮影地名及び被写体地名を選択させ、その一方
で、複数の地名候補を取得できないとき、撮影地名及び被写体地名をユーザに対して直接
入力させるための地名直接入力画面を撮影装置へ送信することにより、当該ユーザ自身が
認識している撮影地名及び被写体地名を直接入力させるように促すようにする。
【０００９】
　これにより、撮影装置から供給された撮影地点情報に対応した撮影地名と、被写体地点
情報に対応した被写体地名とを検索して取得し得、その撮影地名及び被写体地名と撮影装
置から供給された撮影データとを対応させた状態で予め登録しておくことができることに
加えて、撮影地名又は被写体地名を撮影装置へ送信することにより、当該撮影装置におい
て撮影データと撮影地名及び被写体地名とが一体となった撮影結果画面を表示させてユー
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ザに目視確認させることができると共に、撮影地点情報及び被写体地点情報を取得できな
いとき、過去の履歴及び使用頻度に基づいて絞り込んだ撮影地名及び被写体地名の候補と
なる複数の地名候補を読み出して取得し、その複数の地名候補を撮影装置へ送信すること
により、当該複数の地名候補の中からユーザ所望の撮影地名及び被写体地名を選択させ、
その一方で、複数の地名候補を取得できないとき、地名直接入力画面を撮影装置へ送信す
ることにより、当該ユーザ自身が認識している撮影地名及び被写体地名を直接入力させる
ように促すことができるので、撮影データに対応した撮影地名及び被写体地名をどんな状
況であっても必ずかつ確実に登録しておくことができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、撮影装置から供給された撮影地点情報に対応した撮影地名と、被写体
地点情報に対応した被写体地名とを検索して取得し得、その撮影地名及び被写体地名と撮
影装置から供給された撮影データとを対応させた状態で予め登録しておくことができるこ
とに加えて、撮影地名又は被写体地名を撮影装置へ送信することにより、当該撮影装置に
おいて撮影データと撮影地名及び被写体地名とが一体となった撮影結果画面を表示させて
ユーザに目視確認させることができると共に、撮影地点情報及び被写体地点情報を取得で
きないとき、過去の履歴及び使用頻度に基づいて絞り込んだ撮影地名及び被写体地名の候
補となる複数の地名候補を読み出して取得し、その複数の地名候補を撮影装置へ送信する
ことにより、当該複数の地名候補の中からユーザ所望の撮影地名及び被写体地名を選択さ
せ、その一方で、複数の地名候補を取得できないとき、地名直接入力画面を撮影装置へ送
信することにより、当該ユーザ自身が認識している撮影地名及び被写体地名を直接入力さ
せるように促すことができるので、撮影データに対応した撮影地名及び被写体地名をどん
な状況であっても必ずかつ確実に登録しておくことができ、かくして撮影地点及び被写体
地点に対応した撮影地名及び被写体地名を確実に登録し得る地名登録装置及び地名登録方
法を実現することができる。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）カメラ情報共有システムの全体構成
　図１において、１は全体として本発明における一実施の形態としてのカメラ情報共有シ
ステムを示し、デジタルカメラ２乃至４と情報収集サーバ５とがインターネットＩＮＴを
介して相互に接続され、当該情報収集サーバ５に対して地名サーバ６が接続された構成を
有する。
【００１３】
　因みに、デジタルカメラ２乃至４と、情報収集サーバ５とは、有線接続される場合だけ
でなく、例えばIEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers)802.11系の無
線ＬＡＮ(Local Area Network)やブルートゥース（登録商標）等の無線通信方式に従って
無線接続される場合もあり、その接続形態については何れであっても構わない。
【００１４】
　ここでデジタルカメラ２乃至４は、基本的に同じ機能を持つ同一回路構成でなり、デジ
タルカメラ２乃至４と情報収集サーバ５との間で種々の情報を授受するようになされてい
る。
【００１５】
（２）デジタルカメラの構成
　次に、デジタルカメラ２乃至４の構成について説明するが、当該デジタルカメラ２乃至
４は全て同じ回路構成であるため、ここではデジタルカメラ２を一例として説明し、デジ
タルカメラ２及び４については便宜上その説明を省略する。
【００１６】
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　図２に示すように、デジタルカメラ２は、背面２Ａに例えば３インチサイズ程度の大き
さの液晶ディスプレイでなる表示部２８が設けられ、撮影時の画像を写し出したり、撮影
結果の再生画像を表示したり、或いは撮影条件、撮影日時等の基礎情報を表示し得るよう
になされている。
【００１７】
　またデジタルカメラ２は、上端面２Ｂの右側端部にシャッターボタンＰＢが設けられて
おり、当該シャッターボタンＰＢが押下操作されたときのタイミングで撮影を行うように
なされている。
【００１８】
　図３に示すように、デジタルカメラ２はＣＰＵ(Central Processing Unit)構成でなる
制御部２０が全体を統括制御すると共に、図示しないＲＯＭ(Read Only Memory)から読み
出した基本プログラム及び各種アプリケーションプログラムに従って、カメラ撮影機能等
を含む各種機能を実現し得るようになされている。
【００１９】
　実際上、デジタルカメラ２の制御部２０は、ＣＣＤ(Charge Coupled Device)等の撮像
部２７によって静止画像を撮影したときの写真データＦＤを表示部２８に表示し得るよう
になされている。
【００２０】
　このとき同時にデジタルカメラ２の制御部２０は、記録部２９により着脱自在な半導体
メモリ等のリムーバブルメモリでなる記録媒体（図示せず）に対して当該写真データＦＤ
を記録し得るようになされている。
【００２１】
　またデジタルカメラ２の制御部２０は、ＧＰＳモジュール３１を搭載しており、複数の
ＧＰＳ衛星からの衛星情報を取得して位置測位部２３へ送出するようになされている。
【００２２】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、撮像部２７によって写真データＦＤを撮影したとき
のタイミングで、当該デジタルカメラ２の重心部分に搭載されたＧＰＳモジュール３１及
び位置測位部２３を介して現在位置である撮影地点の緯度経度情報Ｐ１及び高度情報Ｈ１
からなる撮影地点情報ＰＨｉを取得し得るようになされている。
【００２３】
　なおデジタルカメラ２の制御部２０は、ＧＰＳモジュール３１を用いる代わりに、アン
テナ２１を介して無線通信可能なアクセスポイントから当該アクセスポイントを特定する
ための識別子であるＳＳＩＤ(Service Set Identifier)を取得し、そのＳＳＩＤを位置測
位部２３へ出力しても良い。
【００２４】
　この場合、位置測位部２３は、当該ＳＳＩＤ及びアクセスポイントからアンテナ２１を
介して受信する電波の受信強度を基に、記録部２９の緯度経度データベースを用いた所謂
プレイスエンジンと呼ばれる技術により現在位置の緯度経度情報Ｐ２を取得することもで
きる。
【００２５】
　ここで、緯度経度情報Ｐ１と緯度経度情報Ｐ２とは本来同じ値が得られるはずであるが
、測定方法の違いによって僅かに誤差を生じる可能性がある。このためデジタルカメラ２
では、緯度経度情報Ｐ１又はＰ２の何れか一方を採用し、それを緯度経度情報Ｐ３として
出力するか、或いは双方の平均値を算出し、それを緯度経度情報Ｐ３として出力するかを
任意に設定し得るようになされている。
【００２６】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、ＧＰＳモジュール３１からの衛星情報を基に
取得した緯度経度情報Ｐ１及び高度情報Ｈ１と、アクセスポイントのＳＳＩＤ等を基に取
得した緯度経度情報Ｐ２とに基づいて、最終的な緯度経度情報Ｐ３及び高度情報Ｈ１から
なる撮影地点情報ＰＨｉを取得し得るようになされている。
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【００２７】
　さらにデジタルカメラ２の制御部２０は、図４に示したように、当該デジタルカメラ２
の被写体ＯＢに対する矢印Ａ方向に示す水平方向の方位を検出するための方位センサ３２
（図３）を搭載しており、その方位センサ３２の検出結果を方位取得部２４へ送出する。
【００２８】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、撮像部２７によって写真データＦＤを撮影し
たときのタイミングで、方位取得部２４を介して撮影地点から被写体ＯＢに対する撮影角
度（アングル）を示す方位情報Ｄｉを取得し得るようになされている。
【００２９】
　さらにデジタルカメラ２の制御部２０は、図４に示したように、当該デジタルカメラ２
の被写体ＯＢに対する矢印Ｂ方向に示すカメラ角度（仰角）を検出するための角度センサ
３３を搭載しており、その角度センサ３３の検出結果を角度測定部２５へ送出するように
なされている。
【００３０】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、撮像部２７によって写真データＦＤを撮影し
たときのタイミングで、角度測定部２５を介してデジタルカメラ２から被写体ＯＢまでの
カメラ角度（仰角）を求めることにより仰角情報ＡＧｉを取得し得るようになされている
。
【００３１】
　ところでデジタルカメラ２の制御部２０は、撮像部２７によって写真データＦＤを撮影
したときのタイミングで、第１被写体距離測定部２６を介して当該撮像部２７における焦
点距離及びフォーカス情報等に基づき、図４に示したような当該デジタルカメラ２から被
写体ＯＢまでの距離（以下、これを被写体距離と呼ぶ）を算出することにより被写体距離
情報ＤＳ１を取得し得るようになされている。
【００３２】
　因みにデジタルカメラ２の制御部２０は、被写体ＯＢが無限遠となるほど離れている場
合、レーザポインタ３４を介して被写体ＯＢへ出力したレーザビームの戻り光を検出する
までの時間を測定結果として第２被写体距離測定部３０へ送出する。
【００３３】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、第２被写体距離測定部３０を介してデジタル
カメラ２から被写体ＯＢまでの被写体距離を算出することにより被写体距離情報ＤＳ２を
取得し得るようにもなされている。
【００３４】
　すなわち制御部２０は、被写体ＯＢに対するフォーカス情報を取得できる程度の近距離
であれば、第１被写体距離測定部２６を介して被写体距離情報ＤＳ１を取得し、それ以上
遠くに被写体ＯＢが存在するような場合、第２被写体距離測定部３０によって被写体距離
情報ＤＳ２を取得し得るようになされている。
【００３５】
　これによりデジタルカメラ２の制御部２０は、現在位置の撮影地点情報ＰＨｉだけでは
なく、被写体距離情報ＤＳ１又はＤＳ２に基づいて被写体ＯＢの存在する緯度経度情報（
以下、これを被写体地点情報と呼ぶ）ＰＸ（図４）を算出して取得し得るようになされて
いる。
【００３６】
　なお、デジタルカメラ２の制御部２０は、撮像部２７からの写真データＦＤに加えて、
その写真データＦＤに対応した撮影日時情報ＤＡ、シャッタースピード情報ＴＶ、絞り値
情報ＡＶについても当該撮像部２７から受け取るようになされている。
【００３７】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、上述した写真データＦＤ、撮影地点情報ＰＨｉ、方
位情報Ｄｉ、仰角情報ＡＧｉ、被写体地点情報ＰＸ、撮影日時情報ＤＡ、シャッタースピ
ード情報ＴＶ、絞り値情報ＡＶを基に、Ｅｘｉｆ(Exchangeable image file format)形式
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に従ったＥｘｉｆファイルＥＸＦを生成するようになされている。
【００３８】
　ここで図５に示すように、ＥｘｉｆファイルＥＸＦは、写真データＦＤ、当該写真デー
タＦＤを一覧表示用の所定サイズに縮小したサムネイル画像データＳＮ、及びヘッダＨＤ
から構成されている。
【００３９】
　ヘッダＨＤは、大きく分けて撮影日時情報ＤＡ、地点情報Ｐ及びカメラ情報ＣＡを含む
基礎情報ＢＡであり、地点情報Ｐは撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸでなり、
カメラ情報ＣＡは、方位情報Ｄｉ、仰角情報ＡＧｉ、シャッタースピード情報ＴＶ及び絞
り値情報ＡＶでなる。
【００４０】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、このようなデータ構造でなるＥｘｉｆファイルＥＸ
Ｆを記録部２９により所定の記録媒体に記録する一方で、無線通信部２２及びアンテナ２
１を介して情報収集サーバ５（図１）へ送信するようになされている。
【００４１】
　因みにデジタルカメラ２では、無線通信部２２、位置測位部２３、方位取得部２４　、
角度測定部２５、第１被写体距離測定部２６及び第２被写体距離測定部３０をハードウェ
アとして構成するだけでなく、制御部２０によるソフトウェアとして構成するようにして
も良い。
【００４２】
（３）情報収集サーバの構成
　図６に示すように、情報収集サーバ５は、ＣＰＵ４０が全体を統括制御すると共に、Ｒ
ＯＭ(Read Only Memory)４１のブートプログラムに従ってハードディスクドライブ４３か
ら読み出し、バス４５を介してＲＡＭ(Random Access Memory)４２上に立ち上げた基本プ
ログラムに基づいて所定の情報収集処理等を実行するようになされている。
【００４３】
　また情報収集サーバ５は、ハードディスクドライブ４３から読み出してＲＡＭ４２上に
立ち上げた各種アプリケーションプログラムに従って、後述するような自動地名登録処理
、地名候補提示処理、写真評価処理、同一撮影環境誘導処理等を実行し得るようになされ
ている。
【００４４】
　なお情報収集サーバ５は、ＣＰＵ４０、ＲＯＭ４１、ＲＡＭ４２、ハードディスクドラ
イブ４３及びネットワークインタフェース４４がバス４５を介して相互に接続されており
、当該ネットワークインタフェース４４経由でデジタルカメラ２から送られてくるＥｘｉ
ｆファイルＥＸＦを取得し得、ハードディスクドライブ４３に蓄積するようになされてい
る。
【００４５】
（４）地名サーバの構成
　図７に示すように、地名サーバ６は、ＣＰＵ５０が全体を統括制御すると共に、ＲＯＭ
５１のブートプログラムに従ってハードディスクドライブ５３から読み出し、バス５５を
介してＲＡＭ５２上に立ち上げた基本プログラムに基づいて所定の地名検索処理等を実行
するようになされている。
【００４６】
　実際上、地名サーバ６のＣＰＵ５０は、情報収集サーバ５から撮影地点情報ＰＨｉ及び
被写体地点情報ＰＸでなる地点情報Ｐをネットワークインタフェース５４経由で受け取る
と、当該撮影地点情報ＰＨｉ及び当該被写体地点情報ＰＸと一致する撮影地名及び被写体
地名を地名データベース５６により検索するようになされている。
【００４７】
　そして地名サーバ６のＣＰＵ５０は、地名データベース５６を参照することにより当該
撮影地点情報ＰＨｉと一致した撮影地名及び当該被写体地点情報ＰＸと一致した被写体地
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名を検索し得たとき、この撮影地名及び被写体地名をネットワークインタフェース５４経
由で情報収集サーバ５へ返信するようになされている。
【００４８】
　なお、地名サーバ６のＣＰＵ５０は、当該撮影地点情報ＰＨｉと一致した撮影地名や、
当該被写体地点情報ＰＸと一致した被写体地名が見つからない場合、当該撮影地点情報Ｐ
Ｈｉや当該被写体地点情報ＰＸが含まれる撮影地名や被写体地名を検索結果として取得し
、これらを情報収集サーバ５へ返信するようになされている。
【００４９】
（５）地名自動登録処理シーケンス
　次に、主に情報収集サーバ５が所定のアプリケーションソフトウェアに従って行う地名
自動取得登録処理シーケンスについて図８を用いて説明する。
【００５０】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１において、ユーザによって撮影され
た写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦを無線通信部２２により情報収集サーバ５へ送信し、次
のステップＳＰ２へ移る。因みに、デジタルカメラ２の制御部２０は、予め記録部２９に
格納しておいた写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦを必要に応じて読出し、これを無線通信部
２２により情報収集サーバ５へ送信することも可能である。
【００５１】
　実際上、デジタルカメラ２の制御部２０は、図９に示すように、記録部２９により記録
媒体に格納した複数の写真の集合であるサムネイルリスト画面Ｇ１を表示部２８に表示す
る。
【００５２】
　そしてデジタルカメラ２の制御部２０は、図１０に示すように、サムネイルリスト画面
Ｇ１の中でユーザによってサムネイル写真Ｐ１に対してチェックが付されたことを認識す
ると、当該サムネイル写真Ｐ１に対応したＥＸＩＦファイルＥＸＦを記録部２９から読み
出す。
【００５３】
　その後、デジタルカメラ２の制御部２０は、図１１に示すようなアップロード確認画面
Ｇ２を生成し、これをサムネイルリスト画面Ｇ１に重ねて表示部２８に表示する。
【００５４】
　ここでデジタルカメラ２の制御部２０は、アップロード画面Ｇ２の「はい」ボタンＧ２
Ａが選択された場合、記録部２９により読み出した当該サムネイル写真Ｐ１に対応したＥ
ＸＩＦファイルＥＸＦを、無線通信部２２を介して情報収集サーバ５へ送信する。
【００５５】
　但し、デジタルカメラ２の制御部２０は、アップロード画面Ｇ２の「いいえ」ボタンＧ
２Ｂが選択された場合、記録部２９により読み出した当該サムネイル写真Ｐ１に対応した
ＥＸＩＦファイルＥＸＦを情報収集サーバ５へ送信することなく、アップロード確認画面
Ｇ２を消去してサムネイルリスト画面Ｇ１へ戻すようになされている。
【００５６】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ１１において、デジタルカメ
ラ２から受信したＥＸＩＦファイルＥＸＦの写真データＦＤや基礎情報ＢＡ等をハードデ
ィスクドライブ４３に登録し、次のステップＳＰ１２へ移る。
【００５７】
　ステップＳＰ１２において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ＥＸＩＦファイルＥＸＦ
の基礎情報ＢＡに含まれる撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸからなる地点情報
Ｐを地名サーバ６へ送信し、次のステップＳＰ１３へ移る。
【００５８】
　このとき地名サーバ６は、ステップＳＰ２１において、情報収集サーバ５から受信した
地点情報Ｐ（撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸ）に対応した撮影地名及び被写
体地名を地名データベース５６から検索し、その検索結果を情報収集サーバ５へ返信した
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後、次のステップＳＰ２２へ移って地名サーバ６としての処理を終了する。
【００５９】
　情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ１３において、地名サーバ６から受信
した撮影地名及び被写体地名とＥＸＩＦファイルＥＸＦとを対応付けた状態でハードディ
スクドライブ４３によりハードディスクに登録し、次のステップＳＰ１４へ移る。
【００６０】
　ステップＳＰ１４において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、その撮影地名及び被写体
地名をデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ５へ移って情報収集サーバ５として
の処理を終了する。
【００６１】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ２において、情報収集サーバ５から受
信した撮影地名及び被写体地名とＥＸＩＦファイルＥＸＦとを対応付けた状態で記録部２
９を介して記録媒体に記録することにより登録し得、次のステップＳＰ３へ移る。
【００６２】
　このときデジタルカメラ２の制御部２０は、図１２に示すように、撮影地名及び被写体
地名とＥＸＩＦファイルＥＸＦとを対応付けた状態で登録したことを示す登録完了通知画
面Ｇ３を生成し、これを表示部２８に表示するようになされている。
【００６３】
　ステップＳＰ３においてデジタルカメラ２の制御部２０は、図１３に示すように、ＥＸ
ＩＦファイルＥＸＦとして情報収集サーバ５へ送信した写真データＦＤに基づく写真ＰＴ
１と、当該情報収集サーバ５から取得した撮影地名及び被写体地名とが一体となった撮影
結果画面Ｇ４を生成し、これを表示部２８に対して表示した後、次のステップＳＰ４へ移
ってデジタルカメラ２における処理を終了する。
【００６４】
　このようにカメラ情報共有システム１の情報収集サーバ５では、デジタルカメラ２で撮
影したときのＥＸＩＦファイルＥＸＦを受信すると、そのＥＸＩＦファイルＥＸＦの基礎
情報ＢＡに含まれる撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸに対応した撮影地名及び
被写体地名を検索し、それをＥＸＩＦファイルＥＸＦと対応付けて登録し得るようになさ
れている。
【００６５】
　そして情報収集サーバ５は、撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸに基づいて検
索した撮影地名及び被写体地名をＥＸＩＦファイルＥＸＦの供給元であるデジタルカメラ
２へ送信することにより、ＥＸＩＦファイルＥＸＦの写真の撮影地名及び被写体地名をデ
ジタルカメラ２のユーザに対して通知し得るようになされている。
【００６６】
（６）地名候補提示処理
　上述したように、情報収集サーバ５はデジタルカメラ２から受信したＥＸＩＦファイル
ＥＸＦの地点情報Ｐ（撮影地点情報ＰＨｉ、被写体地点情報ＰＸ）に基づいて撮影地名及
び被写体地名を取得するようになされているが、ＥＸＩＦファイルＥＸＦに地点情報Ｐが
存在しない場合の地名候補提示処理手順について、図１４を用いて説明する。
【００６７】
　情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ルーチンＲＴ１の開始ステップから入って次のステ
ップＳＰ３１へ移り、今回デジタルカメラ２からアップロードされた中に地点情報Ｐ（撮
影地点情報ＰＨｉ、被写体地点情報ＰＸ）の存在しない写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦが
あったか否かを判定する。
【００６８】
　ここで否定結果が得られると、このことはアップロードされた中に地点情報Ｐの存在し
ない写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦは無く、撮影地名又は被写体地名を取得可能であるこ
とを表しており、このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は地名候補提示処理手順を実行
する必要がないので、ステップＳＰ４０へ移って処理を終了する。
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【００６９】
　これに対してステップＳＰ３１で肯定結果が得られると、このことはデジタルカメラ２
からアップロードされた中に地点情報Ｐの存在しない写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦが存
在し、その写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対しては撮影地名又は被写体地名を自動的に
取得できないことを表しており、このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は次のステップ
ＳＰ３２へ移る。
【００７０】
　ステップＳＰ３２において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、このとき同時に複数枚の
写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦがアップロードされているか否かを判定する。ここで否定
結果が得られると、このことはアップロードされたのは地点情報Ｐの存在しない写真のＥ
ＸＩＦファイルＥＸＦだけであることを表しており、このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ
４０は次のステップＳＰ３７へ移る。
【００７１】
　これに対してステップＳＰ３２で肯定結果が得られると、このことは地点情報Ｐの存在
しない写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦだけではなく、同時に他の写真のＥＸＩＦファイル
ＥＸＦについても複数枚がアップロードされていることを表しており、このとき情報収集
サーバ５のＣＰＵ４０は次のステップＳＰ３３へ移る。
【００７２】
　ステップＳＰ３３において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、アップロードされた中に
地点情報Ｐの存在する他の写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦが有るか否かを判定する。ここ
で否定結果が得られると、このことは複数枚の中に地点情報Ｐが存在する他の写真のＥＸ
ＩＦファイルＥＸＦについても一切無いことを表しており、このとき情報収集サーバ５の
ＣＰＵ４０は次のステップＳＰ３７へ移る。
【００７３】
　これに対してステップＳＰ３３で肯定結果が得られると、このことは複数枚の中に地点
情報Ｐが存在する他の写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦが有ることを表しており、このとき
情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は次のステップＳＰ３４へ移る。
【００７４】
　ステップＳＰ３４において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、地点情報Ｐの存在しない
写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対しては撮影地名及び被写体地名を地名サーバ６から取
得することが出来ないものの、他の写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに格納されている地点
情報Ｐに基づいて既に検索された撮影地名及び被写体地名をリストアップし、次のステッ
プＳＰ３５へ移る。
【００７５】
　ステップＳＰ３５において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、過去にも既にアップロー
ドした写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦがあったか否かを判定し、否定結果が得られると次
のステップＳＰ３７へ移るのに対し、肯定結果が得られると次のステップＳＰ３６へ移る
。
【００７６】
　ステップＳＰ３６において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ３４でリス
トアップした複数の撮影地名及び被写体地名のうち、過去にアップロードして既に登録さ
れているＥＸＩＦファイルＥＸＦの撮影地名及び被写体地名の頻度に基づいて、デジタル
カメラ２へ提示する候補とすべき撮影地名及び被写体地名を絞り込んで再度リストアップ
し直し、次のステップＳＰ３７へ移る。
【００７７】
　ステップＳＰ３７において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、撮影地名及び被写体地名
の候補が存在するか否かを判定する。
【００７８】
　ここで否定結果が得られると、このことは、ステップＳＰ３２、ステップＳＰ３３で否
定結果が得られた場合のように、地点情報Ｐの存在する他の写真のＥＸＩＦファイルＥＸ
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Ｆがアップロードされていないので、撮影地名及び被写体地名の候補が一切リストアップ
されていないことを表しており、このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は次のステップ
ＳＰ３８へ移る。
【００７９】
　ステップＳＰ３８において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、撮影地名及び被写体地名
の候補が存在しないため、図１５に示すような地名直接入力画面Ｇ５を生成し、これをデ
ジタルカメラ２へ送信し、当該地名直接入力画面Ｇ５の地名入力欄Ｇ５Ａを介してユーザ
の直接入力を促し、次のステップＳＰ４０へ移って処理を終了する。
【００８０】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、地名直接入力画面Ｇ５を介して、ユーザ自身
が認識している撮影地名及び被写体地名の入力を受け付け、その撮影地名及び被写体地名
の入力結果を情報収集サーバ５へ送信するようになされている。
【００８１】
　これにより情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、地点情報Ｐの存在しない写真のＥＸＩＦ
ファイルＥＸＦと、地名入力画面Ｇ５を介して入力された撮影地名及び被写体地名とを対
応付けてハードディスクドライブ４３によりハードディスクに対して登録し得るようにな
されている。
【００８２】
　これに対してステップＳＰ３７で肯定結果が得られると、このことはステップＳＰ３４
でリストアップした撮影地名及び被写体地名の候補か、或いはステップＳＰ３６で再度リ
ストアップし直した撮影地名及び被写体地名の候補が存在することを表しており、このと
き情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、次の処理を行う。
【００８３】
　情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、図１６に示すように、撮影地名及び被写体地名の候
補が記載された候補提示画面Ｇ６を生成し、これをデジタルカメラ２へ送信して提示した
後、次のステップＳＰ４０へ移って処理を終了する。
【００８４】
　従ってデジタルカメラ２の制御部２０は、候補提示画面Ｇ６（図１６）を介して、ユー
ザ自身が認識している撮影地名及び被写体地名と一致する候補名が有るか否かを当該ユー
ザに対して目視確認させ得るようになされている。
【００８５】
　そしてデジタルカメラ２の制御部２０は、図１７に示すように、候補提示画面Ｇ６にお
いて、ユーザ自身が認識している撮影地名（この場合、「伊豆」）及び被写体地名（この
場合、「富士山」）と一致する候補名に対してそれぞれチェックが付されると、そのチェ
ックが付された撮影地名及び被写体地名を情報収集サーバ５へ送信するようになされてい
る。
【００８６】
　これにより情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、地点情報Ｐの存在しない写真のＥＸＩＦ
ファイルＥＸＦと、候補提示画面Ｇ６を介して選択された撮影地名及び被写体地名とを対
応付けてハードディスクドライブ４３によりハードディスクに対して登録し得るようにな
されている。
【００８７】
　このように情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、デジタルカメラ２からアップロードされ
た写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに地点情報Ｐが存在しない場合であっても、そのＥＸＩ
ＦファイルＥＸＦに対する撮影地名及び被写体地名の候補を自動的に探し出してユーザに
提示し、その中から選択させ得るようになされている。
【００８８】
　因みに、情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、デジタルカメラ２からアップロードされた
写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに地点情報Ｐが存在しない場合であって、そのＥＸＩＦフ
ァイルＥＸＦに対する撮影地名及び被写体地名の候補を探し出すことができない場合に限
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り、地名直接入力画面Ｇ５を介して撮影地名及び被写体地名をユーザに直接入力させるよ
うになされている。
【００８９】
（７）写真評価処理シーケンス
　次に、カメラ情報共有システム１において、情報収集サーバ５がデジタルカメラ２から
アップロードされた写真に対する評価を行う写真評価処理シーケンスについて、図１８を
用いて説明する。
【００９０】
　この場合、デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ５１において、情報収集サ
ーバ５に対して当該情報収集サーバ５が保持している写真に対する写真表示要求を行い、
次のステップＳＰ５２へ移る。
【００９１】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ６１において、図１９に示す
ように、当該情報収集サーバ５が現在保持している複数の写真からなる写真一覧表画面Ｇ
７を生成し、これをデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ６２へ移る。
【００９２】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ５２において、情報収集サーバ５から
受信した写真一覧表画面Ｇ７を表示部２８に表示し、次のステップＳＰ５３へ移る。
【００９３】
　この写真一覧表画面Ｇ７では、情報収集サーバ５が保持している複数の写真のサムネイ
ル画像ＳＮ１～ＳＮ１２が一覧表示され、それぞれに設けられているチェックボックスを
介してユーザ所望の写真を選択させ得るようになされている。
【００９４】
　ステップＳＰ５３においてデジタルカメラ２の制御部２０は、写真一覧表画面Ｇ７を介
してユーザによりチェックボックスにチェックが付されて何れかのサムネイル画像ＳＮ１
～ＳＮ１２が選択されたか否かを判定する。
【００９５】
　ここで否定結果が得られると、デジタルカメラ２の制御部２０は、何れかのサムネイル
画像ＳＮ１～ＳＮ１２が選択されるまで待ち受けるのに対し、実際に何れかのサムネイル
画像ＳＮ１～ＳＮ１２が選択されたときは肯定結果を得て、次のステップＳＰ５４へ移る
。
【００９６】
　ステップＳＰ５４においてデジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ５３で選択
された例えばサムネイル画像ＳＮ５の写真を特定したことを表す選択結果を情報収集サー
バ５へ送信することにより通知し、次のステップＳＰ５５へ移ってデジタルカメラ２の処
理を終了する。
【００９７】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ６２において、ステップＳＰ
５４でデジタルカメラ２から通知されたサムネイル画像ＳＮ５に相当する写真のＥＸＩＦ
ファイルＥＸＦに対する評価値を上げて登録し直し、次のステップＳＰ６３へ移って情報
収集サーバ５の処理を終了する。
【００９８】
　実際上、情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、例えばサムネイル画像ＳＮ１～ＳＮ１２に
相当する写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対する評価値を、例えばデフォルトとして「１
０」点満点のうち「５」点に設定しておき、デジタルカメラ２により選択されたサムネイ
ル画像ＳＮ５に相当する写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対しては「１」点を加算し、評
価値を「６」点に更新し得るようになされている。
【００９９】
　このように情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、サムネイル画像ＳＮ１～ＳＮ１２に相当
する写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対する評価値を用いることにより、例えば写真一覧
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表画面Ｇ７を生成してデジタルカメラ２に提示する際、その評価値の高い順番でサムネイ
ル画像ＳＮ１～ＳＮ１２が並べられた写真一覧表画面Ｇ７を生成して提供し得るようにな
されている。
【０１００】
（８）地名に基づく同一撮影環境誘導処理シーケンス
　次に、カメラ情報共有システム１において、情報収集サーバ５がデジタルカメラ２によ
り指定された地名に対応付けられている写真と同じような写真を同じ撮影環境でユーザに
撮影させるための同一撮影環境誘導処理シーケンスについて、図２０を用いて説明する。
【０１０１】
　この場合、情報収集サーバ５は、写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦと撮影地名及び被写体
地名とが対応付けられた状態でハードディスクドライブ４３によりハードディスクに予め
登録されていることを前提とする。
【０１０２】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ７１において、図２１に示すような地
名入力画面Ｇ８を生成して表示部２８に表示することにより、地名入力欄Ｇ８Ａを介して
ユーザが写真を撮影したい地名の入力を促し、次のステップＳＰ７２へ移る。
【０１０３】
　ステップＳＰ７２においてデジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ７１で表示
部２８に表示した地名入力画面Ｇ８に対してユーザ希望の撮影地の地名（例えば、この場
合「伊豆」）が地名入力欄Ｇ８Ａに対して入力されたか否かを判定する。
【０１０４】
　ここで否定結果が得られると、このことは未だ地名入力画面Ｇ８の地名入力欄Ｇ８Ａに
対して地名が入力されていないことを表しており、このときデジタルカメラ２の制御部２
０はステップＳＰ７１へ戻って地名入力画面Ｇ８を表示したまま、地名が入力されるのを
待ち受ける。
【０１０５】
　これに対してステップＳＰ７２で肯定結果が得られると、このことは既に地名入力画面
Ｇ８の地名入力欄Ｇ８Ａに対して地名が入力されたことを表しており、このときデジタル
カメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ７３へ移る。
【０１０６】
　ステップＳＰ７３においてデジタルカメラ２の制御部２０は、地名入力画面Ｇ８の地名
入力欄Ｇ８Ａに対して入力された地名（この場合、「伊豆」）を情報収集サーバ５へ送信
し、次のステップＳＰ７４へ移る。
【０１０７】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ９１において、図２２に示す
ように、デジタルカメラ２から受信した地名に対応付けられてハードディスクドライブ４
３に登録されている複数の写真に対応したサムネイル画像ＳＮ２１～ＳＮ２６からなる写
真一覧表画面Ｇ９を生成し、これをデジタルカメラ２へ送信した後、次のステップＳＰ９
２へ移る。
【０１０８】
　因みに情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、地名に対応付けられたサムネイル画像ＳＮ２
１～ＳＮ２６からなる写真一覧表画面Ｇ９を生成する際、上述したように、それぞれの評
価値の高い順番に並べるようになされている。
【０１０９】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ７４において、情報収集サーバ５から
受信した写真一覧表画面Ｇ９を表示部２８に表示することにより、地名「伊豆」に対応付
けられた複数のサムネイル画像ＳＮ２１～ＳＮ２６をユーザに対して目視確認させ、次の
ステップＳＰ７５へ移る。
【０１１０】
　ステップＳＰ７５においてデジタルカメラ２の制御部２０は、写真一覧表画面Ｇ９の中
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からサムネイル画像ＳＮ２１～ＳＮ２６の何れかが選択されたか否かを判定し、否定結果
が得られると、ステップＳＰ７４に戻って、写真一覧表画面Ｇ９を表示し続け、サムネイ
ル画像ＳＮ２１～ＳＮ２６の何れかが選択されるまで待ち受ける。
【０１１１】
　これに対してステップＳＰ７５で肯定結果が得られると、このことは写真一覧表画面Ｇ
９の中から例えばサムネイル画像ＳＮ２３が選択されたことを表しており、このときデジ
タルカメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ７６へ移り、その選択結果を情報収集サー
バ５へ送信し、次のステップＳＰ７７へ移る。
【０１１２】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ９２において、デジタルカメ
ラ２から受信した選択結果のサムネイル画像ＳＮ２３に対応する写真のＥＸＩＦファイル
ＥＸＦの写真データＦＤ及び基礎情報ＢＡをハードディスクドライブ４３により読み出し
、これらをデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ９３へ移る。
【０１１３】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ７７において、情報収集サーバ５から
受信した写真データＦＤに基づいて、図２３に示すような選択写真提示画面Ｇ１０を生成
し、これを表示部２８に表示した後、次のステップＳＰ７８へ移る。
【０１１４】
　この選択写真提示画面Ｇ１０では、サムネイル画像ＳＮ２３を拡大した写真ＰＴが表示
されていると共に、当該写真ＰＴを目視確認しているユーザに対し、「ここに行って同じ
ような写真を撮りたいですか？」のテキスト文に対応した「Ｙｅｓ」ボタンＧ１０Ａ及び
「Ｎｏ」ボタンＧ１０Ｂが表示されている。
【０１１５】
　ステップＳＰ７８においてデジタルカメラ２の制御部２０は、選択写真提示画面Ｇ１０
の「Ｙｅｓ」ボタンＧ１０Ａが選択されたことによりルート取得操作が行われたか否かを
判定し、「Ｎｏ」ボタンＧ１０Ｂが選択されたことにより否定結果が得られると、ステッ
プＳＰ７７へ戻って選択写真提示画面Ｇ１０を表示したままルート取得操作が行われるま
で待ち受ける。
【０１１６】
　これに対してステップＳＰ７８で肯定結果が得られると、このことはユーザが選択写真
提示画面Ｇ１０の写真ＰＴと同じような写真を実際に自分でも撮影したいと考えたか、或
いは写真ＰＴの現地へ行ってみたいと考えたかの何れかであることを表しており、このと
きデジタルカメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ７９へ移る。
【０１１７】
　ステップＳＰ７９においてデジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ７８でルー
ト取得操作が行われたことに基づき、ＧＰＳモジュール３１を介して当該デジタルカメラ
２の現在位置を測位する。
【０１１８】
　そしてステップＳＰ７９においてデジタルカメラ２の制御部２０は、その測位結果であ
る現在位置と、現在位置から撮影地までのルート探索要求及び現在位置から被写体位置ま
でのルート探索要求とを情報収集サーバ５へ送信し、次のステップＳＰ８０へ移る。
【０１１９】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、デジタルカメラ２から受信したルート探索
要求に従って、当該デジタルカメラ２の現在位置から撮影地までの撮影地走行ルート及び
現在位置から被写体地までの被写体地走行ルートを検索し、次のステップＳＰ９４へ移る
。
【０１２０】
　ステップＳＰ９４において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、撮影地走行ルート及び被
写体地走行ルートのルートデータをデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ９５へ
移って情報収集サーバ５としての処理を終了する。
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【０１２１】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ８０において、情報収集サーバ５から
受信したルートデータに基づいて現在地から撮影地までの撮影地走行ルート及び又は現在
位置から被写体地までの被写体地走行ルートを表示し、次のステップＳＰ８１へ移ってデ
ジタルカメラ２の処理を終了する。
【０１２２】
　例えばデジタルカメラ２の制御部２０は、図２４に示すように、ルートデータに基づい
て生成した走行ルート画面Ｇ１１を表示部２８に表示し、現在位置アイコンＡＣと、撮影
地名（この場合「伊豆」）で示される目的地としての撮影地ＧＬとの間を結ぶ撮影地走行
ルートＲＴを提示するようになされている。
【０１２３】
　またデジタルカメラ２の制御部２０は、被写体地名（この場合「富士山」）で示される
撮影対象の被写体地アイコンＯＢＪについても併せて表示し、現在位置アイコンＡＣから
被写体地アイコンＯＢＪへ向かう矢印ＡＲＲを表示することにより、ユーザの現在位置と
撮影対象との位置関係及び方向性についても同時に目視確認させ得るようになされている
。
【０１２４】
　このようにカメラ情報共有システム１では、地名に対応付けられたユーザ所望の写真が
デジタルカメラ２により選択されると、当該デジタルカメラの現在位置から当該写真の撮
影地名及び被写体地名までの撮影地走行ルート及び被写体地走行ルートを情報収集サーバ
５によって検索し、これをデジタルカメラ２へ提供し得るようになされている。
【０１２５】
　このとき情報収集サーバ５は、カメラ情報ＣＡが含まれている基礎情報ＢＡについても
デジタルカメラ２へ送信しているので、当該デジタルカメラ２に対して撮影時の方位情報
Ｄｉ、仰角情報ＡＧｉ、シャッタースピード情報ＴＶ及び絞り値情報ＡＶをユーザに対し
て提供し得るようになされている。
【０１２６】
　これによりデジタルカメラ２のユーザは、情報収集サーバ５から提供された撮影地走行
ルートに従って撮影地まで確実に到達し、ユーザ所望の写真と同じような撮影条件を設定
し得、ユーザ所望の写真と同じような写真を撮影することができる。
【０１２７】
（９）撮影者名に基づく同一撮影環境誘導処理シーケンス
　続いて、カメラ情報共有システム１において、情報収集サーバ５がデジタルカメラ２に
より指定された撮影者名に対応付けられている写真と同じような写真を同じ撮影環境でユ
ーザに撮影させるための同一撮影環境誘導処理シーケンスについて、図２５を用いて説明
する。
【０１２８】
　この場合、情報収集サーバ５は、写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦと撮影者名とが対応付
けられた状態でハードディスクドライブ４３によりハードディスクに予め登録されている
ことを前提とする。
【０１２９】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１０１において、図２６に示すような
撮影者選択画面Ｇ１２を生成して表示部２８に表示することにより、ユーザに対して所望
の撮影者名（カメラマン名）の決定を促し、次のステップＳＰ１０２へ移る。
【０１３０】
　ステップＳＰ１０２においてデジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１０１で
表示部２８に表示した撮影者選択画面Ｇ１２に対してユーザ所望の撮影者名（例えば、こ
の場合「篠山鬼神」）に対するチェックボックスにチェックが付されたか否かを判定する
。
【０１３１】
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　ここで否定結果が得られると、このことは撮影者選択画面Ｇ１２を介してユーザ所望の
撮影者名が選択されていないことを表しており、このときデジタルカメラ２の制御部２０
は次のステップＳＰ１０３へ移る。
【０１３２】
　ステップＳＰ１０３においてデジタルカメラ２の制御部２０は、候補の撮影者名には存
在しないユーザ所望の撮影者名が入力欄Ｇ１２Ａを介して直接入力されたか否かを判定す
る。
【０１３３】
　ここで否定結果が得られると、このことは撮影者名が決められていないことを表してお
り、このときデジタルカメラ２の制御部２０はステップＳＰ１０２へ戻って、撮影者選択
画面Ｇ１２を介して撮影者名が決められるまで待ち受ける。
【０１３４】
　これに対してステップＳＰ１０２又はステップＳＰ１０３で肯定結果が得られると、こ
のことは撮影者選択画面Ｇ１２を介してユーザ所望の撮影者名が決められたことを表して
おり、このときデジタルカメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ１０４へ移る。
【０１３５】
　ステップＳＰ１０４においてデジタルカメラ２の制御部２０は、撮影者選択画面Ｇ１２
を介して決められた撮影者名を示す撮影者名データを情報収集サーバ５へ送信し、次のス
テップＳＰ１０５へ移る。
【０１３６】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ１２１において、図２７に示
すように、デジタルカメラ２から受信した撮影者名に対応付けられてハードディスクドラ
イブ４３に登録されている複数のサムネイル画像ＳＮ３１～ＳＮ３６からなる写真一覧表
画面Ｇ１３を生成し、これをデジタルカメラ２へ送信した後、次のステップＳＰ１２２へ
移る。
【０１３７】
　因みに情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、地名に対応付けられたサムネイル画像ＳＮ３
１～ＳＮ３６からなる写真一覧表画面Ｇ１３を生成するときも、上述したように、それぞ
れの評価値の高い順番に並べるようになされている。
【０１３８】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１０５において、情報収集サーバ５か
ら受信した写真一覧表画面Ｇ１３を表示部２８に表示することにより、撮影者名「篠山鬼
神」に対応付けられた複数のサムネイル画像ＳＮ３１～ＳＮ３６をユーザに対して目視確
認させ、次のステップＳＰ１０６へ移る。
【０１３９】
　ステップＳＰ１０６においてデジタルカメラ２の制御部２０は、写真一覧表画面Ｇ１３
の中からサムネイル画像ＳＮ３１～ＳＮ３６の何れかが選択されたか否かを判定し、否定
結果が得られると、ステップＳＰ１０５に戻って、写真一覧表画面Ｇ１３を表示し続け、
サムネイル画像ＳＮ３１～ＳＮ３６の何れかが選択されるまで待ち受ける。
【０１４０】
　これに対してステップＳＰ１０６で肯定結果が得られると、このことは写真一覧表画面
Ｇ１３の中から例えばサムネイル画像ＳＮ３３の写真が選択されたことを表しており、こ
のときデジタルカメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ１０７へ移り、その選択結果を
情報収集サーバ５へ送信し、次のステップＳＰ１０８へ移る。
【０１４１】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ１２２において、デジタルカ
メラ２から受信した選択結果のサムネイル画像ＳＮ３３に対応する写真のＥＸＩＦファイ
ルＥＸＦの写真データＦＤ及び基礎情報ＢＡをハードディスクドライブ４３により読み出
し、これらをデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ１２３へ移る。
【０１４２】
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　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１０８において、情報収集サーバ５か
ら受信した写真データＦＤに基づいて、図２３に示したような選択写真提示画面Ｇ１０を
生成し、これを表示部２８に表示した後、次のステップＳＰ１０９へ移る。
【０１４３】
　この選択写真提示画面Ｇ１０では、サムネイル画像ＳＮ３３を拡大した写真ＰＴが表示
されていると共に、当該写真ＰＴを目視確認しているユーザに対し、「ここに行って同じ
ような写真を撮りたいですか？」のテキスト文に対応した「Ｙｅｓ」ボタンＧ１０Ａ及び
「Ｎｏ」ボタンＧ１０Ｂが表示されている。
【０１４４】
　ステップＳＰ１０９においてデジタルカメラ２の制御部２０は、選択写真提示画面Ｇ１
０の「Ｙｅｓ」ボタンＧ１０Ａが選択されたことによりルート取得操作が行われたか否か
を判定し、「Ｎｏ」ボタンＧ１０Ｂが選択されたことにより否定結果が得られると、ステ
ップＳＰ１０８へ戻って選択写真提示画面Ｇ１０を表示し、ルート取得操作が行われるま
で待ち受ける。
【０１４５】
　これに対してステップＳＰ１０９で肯定結果が得られると、このことはユーザが選択写
真提示画面Ｇ１０の写真ＰＴと同じような写真を実際に自分でも撮影したいと考えたか、
或いは写真ＰＴの現地へ行ってみたいと考えたかの何れかであることを表しており、この
ときデジタルカメラ２の制御部２０は次のステップＳＰ１１０へ移る。
【０１４６】
　ステップＳＰ１１０においてデジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１０９で
ルート取得操作が行われたことに基づき、ＧＰＳモジュール３１を介して当該デジタルカ
メラ２の現在位置を測位する。
【０１４７】
　そしてステップＳＰ１１０においてデジタルカメラ２の制御部２０は、その測位結果で
ある現在位置と、現在位置から撮影地までのルート探索要求及び現在位置から被写体位置
までのルート検索要求とを情報収集サーバ５へ送信し、次のステップＳＰ１１１へ移る。
【０１４８】
　このとき情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、ステップＳＰ１２３において、デジタルカ
メラ２から受信したルート探索要求に従って、当該デジタルカメラ２の現在位置から撮影
地までの撮影地走行ルート及び現在位置から被写体地までの被写体地走行ルートを検索し
、次のステップＳＰ１２４へ移る。
【０１４９】
　ステップＳＰ１２４において情報収集サーバ５のＣＰＵ４０は、撮影地走行ルート及び
被写体地走行ルートのルートデータをデジタルカメラ２へ送信し、次のステップＳＰ１２
５へ移って処理を終了する。
【０１５０】
　デジタルカメラ２の制御部２０は、ステップＳＰ１１１において、情報収集サーバ５か
ら受信したルートデータに基づいて現在地から撮影地までの撮影地走行ルート及び又は現
在位置から被写体地までの被写体地走行ルートを表示し、次のステップＳＰ１１２へ移っ
て処理を終了する。
【０１５１】
　例えばデジタルカメラ２の制御部２０は、図２４に示したように、ルートデータに基づ
いて生成した走行ルート画面Ｇ１１を表示部２８に表示し、現在位置アイコンＡＣと、撮
影地名（この場合「伊豆」）で示される目的地としての撮影地ＧＬとの間を結ぶ撮影地走
行ルートＲＴを提示するようになされている。
【０１５２】
　またデジタルカメラ２の制御部２０は、被写体地名（この場合「富士山」）で示される
撮影対象の被写体地アイコンＯＢＪについても併せて表示し、現在位置アイコンＡＣから
被写体地アイコンＯＢＪへ向かう矢印ＡＲＲを表示することにより、ユーザの現在位置と
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撮影対象との位置関係及び方向性についても目視確認させ得るようになされている。
【０１５３】
　このようにカメラ情報共有システム１では、撮影者名に対応付けられたユーザ所望の写
真がデジタルカメラ２により選択されると、当該デジタルカメラの現在位置から当該写真
の撮影地名及び被写体地名までの撮影地走行ルート及び被写体地走行ルートを情報収集サ
ーバ５によって検索し、これをデジタルカメラ２へ提供し得るようになされている。
【０１５４】
　このとき情報収集サーバ５は、カメラ情報ＣＡが含まれている基礎情報ＢＡについても
デジタルカメラ２へ送信しているので、当該デジタルカメラ２に対して撮影時の方位情報
Ｄｉ、仰角情報ＡＧｉ、シャッタースピード情報ＴＶ及び絞り値情報ＡＶをユーザに対し
て提供し得るようになされている。
【０１５５】
　これによりデジタルカメラ２のユーザは、情報収集サーバ５から提供された撮影地走行
ルートに従って撮影地まで確実に到達し、ユーザ所望の写真と同じような撮影条件を設定
し得、ユーザ所望の写真と同じような写真を撮影することができる。
【０１５６】
（１０）動作及び効果
　以上の構成において、カメラ情報共有システム１では、デジタルカメラ２で撮影したと
きのＥＸＩＦファイルＥＸＦを情報収集サーバ５へ送信し、当該情報収集サーバ５により
、ＥＸＩＦファイルＥＸＦの基礎情報ＢＡに含まれている撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体
地点情報ＰＸに対応した撮影地名及び被写体地名を取得させ、当該ＥＸＩＦファイルＥＸ
Ｆと撮影地名及び被写体地名とを対応付けた状態で登録させることができる。
【０１５７】
　これによりデジタルカメラ２では、ユーザに対して何ら煩雑な操作を強いることなく、
写真撮影したときの写真に対応した撮影地名及び被写体地名を情報収集サーバ５から取得
し、撮影結果画面Ｇ４として表示部２８に提示することができる。
【０１５８】
　かくしてユーザは、撮影結果画面Ｇ４を介して、写真ＰＴ１を目視確認することが出来
ると共に、その写真ＰＴ１の撮影地名が「伊豆」であり、かつ撮影対象の被写体地名が「
富士山」であることを認識することができる。
【０１５９】
　すなわち本発明のカメラ情報共有システム１では、撮影地名と被写体地名とを明確に区
別した状態でユーザに提供することが出来るので、撮影地名の場所で写真を撮影すれば、
被写体地名に存在する撮影対象を写真ＰＴ１と全く同じ構図で撮影するように導くことが
できる。
【０１６０】
　また本発明のカメラ情報共有システム１では、ＥＸＩＦファイルＥＸＦの基礎情報ＢＡ
に撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸが含まれておらず、情報収集サーバ５が撮
影地名及び被写体地名を取得することが出来ないときであっても、既にアップロードされ
て登録されている過去の撮影地名及び被写体地名の履歴に基づいて複数の候補を提示する
ことができる。
【０１６１】
　これによりデジタルカメラ２は、その候補の中から最も相応しい撮影地名及び被写体地
名をユーザに対して選択させるだけで、その選択結果の撮影地名及び被写体地名を情報収
集サーバ５へ送信し、当該情報収集サーバ５にＥＸＩＦファイルＥＸＦと撮影地名及び被
写体地名とを対応付けた状態で登録させることができる。
【０１６２】
　以上の構成によれば、カメラ情報供給システム１では、デジタルカメラ２で写真を撮影
したときの撮影地名及び被写体地名の双方を自動的に検索し、その写真のＥＸＩＦファイ
ルＥＸＦと撮影地名及び被写体地名とを対応付けた状態で登録することができるので、デ
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ジタルカメラ２のユーザに対して煩雑な操作を強いることなく、撮影地名及び被写体地名
の情報を提供することができる。
【０１６３】
（１１）他の実施の形態
　なお上述の実施の形態においては、デジタルカメラ２の制御部２０が撮像部２７によっ
て静止画像を撮影したときの地点情報Ｐ（撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸ）
を情報収集サーバ５へ送信するようにした場合について述べた。
【０１６４】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、デジタルカメラ２の制御部２０は撮像部２７に
よって動画像を撮影したときの地点情報Ｐ（撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸ
）を情報収集サーバ５へ送信するようにしても良い。
【０１６５】
　また上述の実施の形態においては、情報収集サーバ５が地名サーバ６を介して撮影地名
及び被写体地名として例えば「伊豆」、「沼津」、「富士山」、「山中湖」、「河口湖」
等のランドマーク的な名称を地名として取得するようにした場合について述べた。
【０１６６】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、情報収集サーバ５としては、地名サーバ６の地
名データベース５６に登録されているデータ次第で、更に細かい住所や電話番号等の情報
を併せて検索し、それらの住所及び電話番号等の情報についても取得するようにしても良
い。
【０１６７】
　さらに上述の実施の形態においては、情報収集サーバ５が撮影地走行ルート及び被写体
地走行ルートを探索し、デジタルカメラ２へ送信するようにした場合について述べた。
【０１６８】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、デジタルカメラ２がその内部にナビゲーション
処理部を搭載し、自身で撮影地走行ルート及び被写体地走行ルートを探索するようにして
も良い。
【０１６９】
　さらに上述の実施の形態においては、撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸに対
応した撮影地名及び被写体地名がそれぞれ１つだけ地名サーバ６の地名データベース５６
に登録されているようにした場合について述べた。
【０１７０】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸに
対応した撮影地名及び被写体地名が異なる階層（レイヤー）で複数存在する場合、情報収
集サーバ５は複数の候補をデジタルカメラ２を介して提示し、ユーザに直接選択させるよ
うにしても良い。
【０１７１】
　例えば、１つの被写体地点情報ＰＸに対応した撮影地名として「富士山」だけでなく、
「富士吉田市」、「富士山５合目」等の候補が地名サーバ６の地名データベース５６に登
録されている場合、それら３つの中からユーザに対して選択させることにより、ユーザの
意図を反映した被写体地名を登録させることができる。これは、撮影地名についても同様
である。
【０１７２】
　さらに上述の実施の形態においては、地点情報Ｐ（撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点
情報ＰＸ）の存在しない写真のＥＸＩＦファイルＥＸＦについては、過去に登録された中
から頻度の高い撮影地名及び被写体地名を絞り込んで候補とするようにした場合について
述べた。
【０１７３】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、日時の近い他のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対応
付けられて既に登録されている撮影地名及び被写体地名を候補としたり、或いは、同じユ
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ーザの他のＥＸＩＦファイルＥＸＦに対応付けられて既に登録されている撮影地名及び被
写体地名を候補とするようにしても良い。
【０１７４】
　更には、地点情報Ｐの存在しないＥＸＩＦファイルＥＸＦの写真データＦＤと、既に撮
影地名及び被写体地名と対応付けられて登録されているＥＸＩＦファイルＥＸＦの写真デ
ータＦＤとの類似度を、画像間の相関度合いに基づいて判別し、類似度が所定の閾値より
も高い場合に、その撮影地名及び被写体地名を候補とするようにしても良い。
【０１７５】
　さらに上述の実施の形態においては、情報収集サーバ５が地名サーバ６へ撮影地点情報
ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸを送信し、当該地名サーバ６から撮影地点情報ＰＨｉ及び
被写体地点情報ＰＸに対応した撮影地名及び被写体地名を取得するようにした場合につい
て述べた。
【０１７６】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、情報収集サーバ５と地名サーバ６とが一体とな
り、その内部で撮影地点情報ＰＨｉ及び被写体地点情報ＰＸに対応した撮影地名及び被写
体地名を取得するようにしても良い。
【０１７７】
　さらに上述の実施の形態においては、予めインストールされたアプリケーションプログ
ラムに従い、上述した自動地名登録処理、地名候補提示処理、写真評価処理、同一撮影環
境誘導処理等を実行するようにした場合について述べた。
【０１７８】
　しかしながら、本発明はこれに限らず、所定の記録媒体からインストールしたアプリケ
ーションプログラムや、インターネットからダウンロードしたアプリケーションプログラ
ム、その他種々のルートによってインストールしたアプリケーションプログラムに従って
上述した自動地名登録処理、地名候補提示処理、写真評価処理、同一撮影環境誘導処理等
を実行するようにしても良い。
【０１７９】
　さらに上述の実施の形態においては、受信手段としてのネットワークインタフェース４
４、地名取得手段及び地名登録手段としてのＣＰＵ４０によって本発明の地名登録装置と
しての情報収集サーバ５を構成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、その他種々の構成でなる受信手段、地名取得手段及び地名登録手段によって本発明
の地名登録装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１８０】
　本発明の地名登録装置及び地名登録方法は、例えばデジタルカメラと接続される情報収
集サーバだけではなく、ディジタル一眼レフカメラと接続される情報収集サーバ、カメラ
と接続可能なパーソナルコンピュータ、又はカメラ機能を内蔵したパーソナルコンピュー
タと接続される情報収集サーバに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１８１】
【図１】一実施の形態におけるカメラ情報共有システムの全体構成を示す略線的斜視図で
ある。
【図２】デジタルカメラの外観構成を示す略線的斜視図である。
【図３】デジタルカメラの回路構成を示す略線的ブロック図である。
【図４】デジタルカメラと被写体との距離を示す略線図である。
【図５】ＥＸＩＦファイルのデータ構造を示す略線図である。
【図６】情報収集サーバの回路構成を示す略線的ブロック図である。
【図７】地名サーバの回路構成を示す略線的ブロック図である。
【図８】地名自動取得登録処理シーケンスを示すシーケンスチャートである。
【図９】デジタルカメラにおけるサムネイルリスト画面を示す略線図である。
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【図１０】デジタルカメラにおけるチェックが付されたサムネイルリスト画面を示す略線
図である。
【図１１】アップロード確認画面を示す略線図である。
【図１２】登録完了通知画面を示す略線図である。
【図１３】撮影結果画面を示す略線図である。
【図１４】情報収集サーバによる地名候補提示処理手順を示す略線的フローチャートであ
る。
【図１５】地名直接入力画面を示す略線図である。
【図１６】候補提示画面（１）を示す略線図である。
【図１７】候補提示画面（２）を示す略線図である。
【図１８】写真評価処理シーケンスを示すシーケンスチャートである。
【図１９】写真一覧表画面を示す略線図である。
【図２０】地名に基づいて検索した写真の同一撮影環境誘導処理シーケンスを示すシーケ
ンスチャートである。
【図２１】地名入力画面を示す略線図である。
【図２２】地名に対応した写真一覧表画面を示す略線図である。
【図２３】選択写真提示画面を示す略線図である。
【図２４】走行ルート画面を示す略線図である。
【図２５】撮影者名に基づいて検索した写真の同一撮影環境誘導処理シーケンスを示すシ
ーケンスチャートである。
【図２６】撮影者選択画面を示す略線図である。
【図２７】撮影者に対応した写真一覧表画面を示す略線図である。
【符号の説明】
【０１８２】
　１……カメラ情報共有システム、２、３、４……デジタルカメラ、５……情報収集サー
バ、６……地名サーバ、２０……制御部、２１……アンテナ、２２……無線通信部、２３
……位置測位部、２４……方位取得部、２５……角度測定部、２６……第１被写体距離測
定部、２７……撮像部、２８……表示部、２９……記録部、３０……第２被写体距離測定
部、３１……ＧＰＳモジュール、３２……方位センサ、３３……角度センサ、３４……レ
ーザポインタ、４０、５０……ＣＰＵ、４１、５１……ＲＯＭ、４２、５２……ＲＡＭ、
４３、５３……ハードディスクドライブ、４４、５４……ネットワークインタフェース、
５６……地名データベース。
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