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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、被写体となる移動可能な対象である被写体対象ごとに付随される端末装置
と、
　撮像装置と、
　管理装置とを備えて成り、
　上記管理装置において、特定の複数の上記端末装置をグループ単位で管理する管理手段
と、
　上記グループ単位内のうちの少なくとも１つの上記端末装置と上記撮像装置との間で、
指向性を有し、かつ、近距離とされる物理的な通信可能範囲内で無線通信を行う第１の通
信手段と、
　上記端末装置と上記管理装置との間で無線通信を行うための第２の通信手段と、
　上記撮像装置と上記管理装置との間で通信を行うための第３の通信手段と、
　上記撮像装置との上記第１の通信手段による通信が上記端末装置と可能な状態で、この
第１の通信手段の通信可能範囲に対応する撮像視野により、上記撮像装置が撮像画像デー
タを得るための撮像動作を行うようにされる撮像手段と、
　上記撮像手段がこれより撮像動作を実行すること及び／又は撮像動作を実行したことの
通知を、上記撮像装置と上記第１の通信手段による通信が可能な状態にある上記端末装置
である被写体対応端末装置と、該被写体対応端末装置と同じ上記グループに属する、該被
写体対応端末装置以外の所定の１以上の上記端末装置である非被写体対応端末装置との両
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者により実行させる通知手段と、
　を備える撮像システム。
【請求項２】
　上記通知手段は、
　上記撮像装置において撮像手段が撮像して得られる上記撮像画像データを、通知のため
の情報の少なくとも一部として、上記第１の通信手段、上記第２の通信手段、及び上記第
３の通信手段のうちで必要な通信手段を利用して、上記被写体対応端末装置及び上記非被
写体端末装置に対して送信させる画像送信手段と、
　上記被写体対応端末装置及び上記非被写体端末装置において、受信した上記撮像画像デ
ータを表示出力する表示出力手段と、
　を備える請求項１に記載の撮像システム。
【請求項３】
　上記通知手段は、これより撮像動作を実行することを通知させるのにあたっては、撮像
動作が実行されるタイミングを通知させるように構成される請求項１に記載の撮像システ
ム。
【請求項４】
　上記非被写体対応端末装置により通知をさせるための上記通知手段は、
　上記撮像装置から管理装置に対して、上記第３の通信手段により、通知のための情報が
授受されるようにする第１の通知情報通信手段と、
　上記第１の通知情報通信手段により上記通知に相当する情報を受信した上記管理装置か
ら、上記非被写体端末装置に対して、上記第２の通信手段により、通知のための情報が授
受されるようにする第２の通知情報通信手段と、
　上記第１の通知情報通信手段により上記通知のための情報を受信した上記非被写体端末
装置において、所定の態様による通知のための出力動作を実行するようにされた通知出力
手段とを備えてなる請求項１に記載の撮像システム。
【請求項５】
　少なくとも、移動可能な対象である被写体対象ごとに付随される端末装置と、
　撮像装置と、管理装置とを備えて成る撮像システムにおいて実行されるシステム制御方
法において、
　上記管理装置において、特定の複数の上記端末装置をグループ単位で管理する管理手順
と、
　グループ単位内のうちの少なくとも１つの上記端末装置と上記撮像装置との間で、指向
性を有し、かつ、近距離とされる物理的な通信可能範囲内で無線通信を行う第１の通信手
順と、
　上記端末装置と上記管理装置との間で無線通信を行うための第２の通信手順と、
　上記撮像装置と上記管理装置との間で通信を行うための第３の通信手順と、
　上記撮像装置との上記第１の通信手順による通信が上記端末装置と可能な状態で、この
第１の通信手順の通信可能範囲に対応する撮像視野により、上記撮像装置が撮像画像デー
タを得るための撮像動作を行うようにされる撮像手順と、
　上記撮像手順により、これより撮像動作が実行されること及び／又は撮像動作が実行さ
れたことを、上記撮像装置と上記第１の通信手順による通信が可能な状態にある上記端末
装置である被写体対応端末装置と、該被写体対応端末装置と同じ上記グループに属する、
該被写体対応端末装置以外の所定の1以上の上記端末装置である非被写体対応端末装置に
より所定の態様にて通知させる通知手順と、
　を実行するシステム制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置を備えて成る撮像システムと、このような撮像システムの動作を制
御するためのシステム制御方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　テーマパークなどの施設内における特定の場所に撮像装置を設置して入場者を撮像し、
この撮像によって得られた画像データを例えばプリント出力して、後から入場者に提供で
きるようにした撮像システムが、例えば特許文献1などにより提案されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１９３８１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明としても、テーマパークなどの施設において施設側が設置などした撮像装置に
より撮像して得られた画像を、入場者に対して提供する撮像システムに適用されるもので
あるが、本願発明としては、このような撮像システムとして、入場者にとってより高い娯
楽性が得られるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで本発明は上記した課題を考慮して、撮像システムとして次のように構成する。
　まず、本発明の撮像システムは、少なくとも、被写体となる移動可能な対象である被写
体対象ごとに付随される端末装置と、撮像装置と、管理装置とを備えて成る。
　そして、管理装置において、特定の複数の端末装置をグループ単位で管理する管理手段
を備える。
　また、グループ単位内のうちの少なくとも１つの端末装置と撮像装置との間で、指向性
を有し、かつ、近距離とされる物理的な通信可能範囲内で無線通信を行う第１の通信手段
と、端末装置と管理装置との間で無線通信を行うための第２の通信手段と、撮像装置と管
理装置との間で通信を行うための第３の通信手段とを備える。
　また、撮像装置との第１の通信手段による通信が端末装置と可能な状態で、この第１の
通信手段の通信可能範囲に対応する撮像視野により、撮像装置が撮像画像データを得るた
めの撮像動作を行うようにされる撮像手段を備える。
　また、撮像手段がこれより撮像動作を実行すること及び／又は撮像動作を実行したこと
の通知を、撮像装置と第１の通信手段による通信が可能な状態にある端末装置である被写
体対応端末装置と、この被写体対応端末装置と同じ上記グループに属する、被写体対応端
末装置以外の所定の１以上の端末装置である非被写体対応端末装置との両者により実行さ
せる通知手段を備えることとした。
【０００６】
　上記構成では、撮像装置が端末装置（被写体対応端末装置）を、これより撮像動作を実
行すること及び／又は撮像動作を実行することの通知の動作が、同じグループに属する非
被写体対応端末装置において行われるようにされる。
【発明の効果】
【０００７】
　そして、上記のようにして、非被写体対応端末装置において通知の動作が得られること
で、例えば、被写体対応端末装置によってのみ通知を行う場合と比較して、より高い娯楽
性、利便性が得られるようにして撮像システムを利用することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本願発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態ともいう）について説
明する。
　図1は、本実施の形態の撮像システムとしてのシステム構成を模式的に示している。こ
の場合において、本実施の形態の撮像システムはテーマパーク、遊園地などの娯楽施設に
おいて使用されるものとする。
【０００９】
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　本実施の形態の撮像システムは、図1に示すようにして、大きくは、携帯端末装置１、
設備カメラ２、及びサーバ４を含む管理センタ３から成る。本願発明との対応では、携帯
端末装置１が端末装置に対応し、設備カメラ２が撮像装置に対応し、管理センタ３内のサ
ーバ４が管理装置に対応する。
　携帯端末装置１は、娯楽施設の入園者（被写体対象となる）が個人ごとに携帯して所持
するもので、例えば娯楽施設の運営側から貸与などされる。図1では、入園者Ａ，Ｂ，Ｃ
が示されており、これらの入園者Ａ，Ｂ，Ｃが、それぞれ携帯端末装置１－１、１－２、
１－３を携帯している状態が示される。この携帯端末装置１を貸し出すことの主な目的は
、後述するようにして、入園者が、設備カメラ２により撮像されることが可能なようにす
るためである。
　設備カメラ２は、娯楽施設内において入園者を撮影するのに好ましいような場所に適宜
設置される撮像装置であり、例えば設置状態に応じた撮像エリアSarを含む撮像視野範囲
により撮像を行い、写真画像としての撮像画像データを生成することができる。
【００１０】
　管理センタ３は、本実施の形態の撮像システムを統括的に管理する設備であり、例えば
図示するようにして、サーバ４、登録装置５、画像出力装置６を備える。
　登録装置５は、例えばコンピュータ装置などのハードウェアを備えて成り、携帯端末装
置１を使用する入園者を登録するための入力を処理し、サーバ４に対して入力された情報
を渡す。
　画像出力装置６は、後述するようにしてサーバ４に蓄積される撮像画像データを印刷な
どにより出力するためのプリンタなどの装置である。
【００１１】
　また、このようにして撮像システムを構成する携帯端末装置１、設備カメラ２、及び管
理センタ３のサーバ４は、下記の３つの通信網（設備間通信網CN1、設備－端末間通信網C
N2、カメラ－端末間通信網CN3）により、通信網ごとに応じた所定の相手方機器と通信可
能なようにされる。
【００１２】
　先ず、設備間通信網CN1は、サーバ４と、娯楽施設内に設置される全ての設備カメラ２
との間での通信を行うための通信網である。この通信網は、無線とされてもよいし、有線
によるものであってもよい。また、無線と有線とを併用するものであってもよい。
【００１３】
　設備－端末間通信網CN2は、サーバ４と携帯端末装置２との間で無線通信を行うための
通信網であり、通信距離（通信可能範囲）としては、娯楽施設内であればサーバ４と携帯
端末装置２との通信が可能なようにされる。
【００１４】
　カメラ－端末間通信網CN3は、１つの設備カメラ２と携帯端末装置１との無線による近
距離通信のための通信網である。
　このカメラ－端末間通信網CN3に対応する設備カメラ２側の通信可能範囲は、自身に設
定された撮像視野範囲に対応する撮像エリアＳａｒ内に対応して位置する携帯端末装置１
と通信可能なようにして指向性が設定され、かつ、通信距離については、近距離（例えば
数メートルから十数メートル程度）とされる所定距離となるように設定される。
　つまり、カメラ－端末間通信網CN3は、設備カメラ２の撮像視野範囲に収まっており、
かつ、一定の近距離にあるとされる携帯端末装置１と、上記設備カメラ２との通信が可能
なようにされた通信網である。このことは、携帯端末装置１を携帯している入園者が、設
備カメラ２に対して一定以内の距離に近づいた状態で撮像視野範囲に位置している状態の
ときに、その携帯端末装置１と設備カメラ2とが通信可能な状態になる、ということを意
味する。
【００１５】
　これらの通信網を実現するための実際の通信方式としては、特に限定されるものではな
いが、現状であれば、設備間通信網CN1には、ケーブルＬＡＮ、無線ＬＡＮとしての各種
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方式を採用できる。また、設備－端末間通信網CN2には、無線ＬＡＮとしての各種方式を
採用できる。なお、例えば、設備間通信網CN1及び設備－端末間通信網CN2に同じ規格の無
線ＬＡＮ規格を採用したとしても、マルチキャスト、ユニキャストによる通信を行うこと
で、設備間通信網CN1と設備－端末間通信網CN2との間での混信の問題は生じない。
　また、カメラ－端末間通信網CN3にも、無線ＬＡＮを採用することができる。また、Blu
etooth、UWB(Ultra Wide Band)などを採用することも考えられる。
【００１６】
　上記構成による撮像システムがどのようにして利用されるのかについて、同じ図１を参
照して説明する。
　ここでの携帯端末装置１は、娯楽施設の運営側が、入園者に有料若しくは無料で貸し出
すものとなっている。また、図1に示される3人の入園者Ａ，Ｂ，Ｃは、例えば仲間同士で
あり、一緒に娯楽施設に遊びに来ているものとする。これらの入園者Ａ，Ｂ，Ｃは、娯楽
施設に入園して、それぞれが携帯端末装置１を借りることとした。入園者Ａ，Ｂ，Ｃが、
それぞれ携帯端末装置１－１、１－２、１－３を貸し出ししてもらう手続きをすると、こ
れらの携帯端末装置１－１、１－２、１－３を入園者Ａ，Ｂ，Ｃに対応させるようにした
登録が登録装置５により行われる。また、このときには、入園者Ａ，Ｂ，Ｃが仲間同士で
１つのグループを成していることに応じて、入園者Ａ，Ｂ，Ｃに貸し出された３つの携帯
端末装置１－１、１－２、１－３が１つのグループ単位として管理されるようにして登録
が行われるようにする。
　登録装置5に対する携帯端末装置１の登録は、例えばコンピュータ装置に対する入力と
して行われるが、この入力の仕方については各種考えられる。例えば、娯楽施設の係員が
、携帯端末装置１に割り振られている番号（端末）などをはじめとして必要な項目を操作
入力するものとされてもよい。また、携帯端末装置１に取り付けたＩＣタグや、入園者の
チケットに取り付けたＩＣタグなどをリーダーで読み取って、必要な情報を入力して取り
込むようにしてもよい。
【００１７】
　登録を終えた入園者Ａ，Ｂ，Ｃは、以降はそれぞれが、携帯端末装置１－１、１－２、
１－３を携帯して娯楽施設内で遊ぶことになる。
　そして、この場合において、設備カメラ２により撮影が行われる場所は、例えば娯楽施
設内においても入園者が興味を持つような特徴のある場所で、記念の写真撮影を行うのに
適した場所となっているものとされる。そして、携帯端末装置１は、この設備カメラ２に
より撮影、撮像が行われる場所（撮像エリアSar）を案内することを主たる目的として入
園者に貸し出されるものとされる。このことに応じて携帯端末装置１は表示部を備え、表
示部に対して撮像エリアを案内するための地図などの案内画像を所定の表示態様によって
表示させることができるようになっている。入園者は、この案内画像を見て、自分が行き
たいと思う撮像エリアを探すようにして施設内を移動する。この場合において、撮像エリ
アSarにて撮像した画像の写真は、アルバムとして作成、編集されて入園者に配布される
、というサービスに利用されるものとする。
　なお、ここでの撮像エリアSarは、対応する設備カメラ２の撮像画像としての枠内にほ
ぼ収まる視野範囲において主体の被写体（入園者）がしかるべき構図により撮影されるた
めに、被写体が位置すべき範囲を限定することで生じる物理的な空間、位置の範囲である
。換言すれば、撮像スポットは、設備カメラ２により撮像、撮影されるための入園者の立
ち位置の範囲となる。
【００１８】
　また、この場合の状況として、入園者Ａ，Ｂ，Ｃのうち、入園者Ａは、入園者Ｂ，Ｃと
別行動をとっているものとする。また、入園者Ａが別行動をとっているのは、自分だけが
、設備カメラ２－１に対応する撮像エリアSarにて写真撮影をしたいと思ったからである
とする。
【００１９】
　そして、入園者Ａは、携帯端末装置１－１に表示される案内画像をたよりに施設内を移
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動しているうちに、設備カメラ２－１に対応する撮像エリアSarに対して、一定距離範囲
に近づいてきたとする。
　前述したことによれば、設備カメラ２－１は、自身が対応する撮像エリアSarに対応し
て通信の指向性と通信距離が設定されている。このために、上記のようにして、入園者Ａ
が設備カメラ２－１に対応する撮像エリアSarに近づいてきたことで、入園者Ａが携帯す
る携帯端末装置１－１は、設備カメラ２－１の通信可能範囲に入ってくることになる。こ
れにより、カメラ－端末間通信網CN3によって携帯端末装置１－１と設備カメラ２－１と
の通信が新規に確立される状態が得られることになる。
【００２０】
　本実施の形態では、上記のようにして、携帯端末装置１と設備カメラ２との通信が新規
確立されると、携帯端末装置１を携帯する入園者を正しく撮像エリアSarまで案内する（
撮像エリアとしての場所を通知する）ための所定の機器動作が実行されるようにしている
。
　この案内のための動作としてはいくつか考えられるが、ここでは下記の例を挙げておく
。例えば、下記の例の少なくとも１つを採用する、あるいは複数を組み合わせるようにさ
れる。
　先ず、１つには、撮像エリアSarが暗所である場合に、撮像エリアSarとなる立ち位置を
照明装置により照らすようにするものである。
　あるいは、携帯端末装置１から出力させる音声により撮像エリアSarを知らせるもので
ある。例えば、ピッ、ピッ、ピッ、というような短い電子音を間欠的に出力させることと
して、撮像エリアSarまでの距離に応じて、電子音の出力される時間間隔を可変する。例
えば、撮像エリアSarに近づいて行くのに応じて、電子音の出力される時間間隔は短くし
ていく。
　あるいは、携帯端末装置１が備えるLED(Light Emitting Diode)を点滅させ、撮像エリ
アSarまでの距離に応じて、LEDが点滅する時間間隔を可変させる。
　あるいは、携帯端末装置１が備えるバイブレータを間欠的に動作させ、撮像エリアSar
までの距離に応じて、バイブレータが動作する時間間隔を可変させる。
　あるいは、携帯端末装置１が備える表示部において、撮像エリアSarまでの距離が示さ
れるような表示を所定の表示態様により行うようにする。
　あるいは、そのときに設備カメラ２により撮像される動画的な撮像画像（モニタ画像）
を、カメラ－端末間通信網CN3により携帯端末装置１に送信し、携帯端末装置１では、受
信したモニタ画像を表示出力する。携帯端末装置１を携帯する入園者は、表示されるモニ
タ画像と、周囲の様子とを見比べて、モニタ画像に対応する視野範囲に自分が位置できる
場所を探す。
【００２１】
　例えば入園者Ａが、上記のようにして行われる案内に従うことで、この入園者Ａは、設
備カメラ２－１の撮像エリアSar内に正しく位置することができ、設備カメラ２－１によ
って、入園者Ａを主被写体として、予め想定していた構図により撮像することが可能な状
態となる。このような状態になったことがシステム側において後述するようにして判定さ
れたとすると、システムとしては、以降において撮像のための動作を実行する。
【００２２】
　そして、本実施の形態では、撮像動作そのものを実行するのに先立ち、携帯端末装置１
－１を携帯する入園者Ａに対して、これより撮像を行うことを通知するための動作を行う
。
　この撮像通知の動作としては、単に、これより撮像が行われることを通知するようなも
のであってもよいが、本実施の形態としては、実際に撮像動作が実行されるタイミングを
知らせるようにされる。
　この撮像タイミングの通知も、撮像エリアSarの案内と同様の動作を適用することがで
きる。
　つまり、携帯端末装置１から出力させる音声により撮像タイミングを知らせる。例えば
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、この場合ピッ、ピッ、ピッ、というような短い電子音を間欠的に出力させることとして
、撮像タイミングが近づくのに応じて、電子音の出力される時間間隔を短くするようにし
て可変していく。
　あるいは、携帯端末装置１が備えるLEDを点滅させ、撮像タイミングが近づくのに応じ
て、LEDが点滅する時間間隔を短くしていくようにして可変させる。
　あるいは、携帯端末装置１が備えるバイブレータを間欠的に動作させ、撮像タイミング
が近づくのに応じて、バイブレータが動作する時間間隔を短くしていくようにして可変さ
せる。
　あるいは、携帯端末装置１が備える表示部において、撮像タイミングまでの時間が示さ
れるような表示を所定の表示態様により行うようにする。また、このような表示を行うと
きに、設備カメラ２で撮像されているモニタ画像も表示すると、自分たちがどのような状
態で撮像されているのかが分かりやすくなる。また、このときには、「○○の撮影ポイン
トです。○○をバックに写真を撮りましょう」などのようにして、撮像タイミングととも
に、できるだけよい構図の写真っとなるようにするためのガイドなどを文字表示、音声な
どにより出力させてもよい。
　なお、上記のようにして、撮像タイミングを通知している間に、例えば設備カメラ２－
１側でオートフォーカス機能を動作させて、主被写体である入園者にジャストフォーカス
するようにして、適切なフォーカス状態が得られるようにしておくことも考えられる。な
お、オートフォーカスを実現する技術としては、例えばコントラスト方式などをはじめと
して、これまでに知られている技術が採用されればよい。
　また、撮像タイミングの通知にあたって、携帯端末装置１のＬＥＤ、バイブレータ、音
声などを使用する場合には、先に説明した撮像エリアSarの案内のときに使用したものと
は別のものを使用することが好ましい。例えば、案内では、LEDを使用していたとすると
、撮像タイミングを知らせるときには、バイブレータ若しくは音声を使用する。案内と撮
像タイミングの通知とで同じものを使用すると、撮像エリアを案内しているのか、撮像タ
イミングを通知しているのか分からなくなるおそれがある。
【００２３】
　上記のようにして撮像タイミングが通知され、そして撮像タイミングに至ると、設備カ
メラ２－１は撮像を実行する。このとき、入園者Ａは、撮像エリアSar内に位置している
ことから、本来想定されている構図から外れることなく撮像される。また、上記のように
して撮像タイミングが知らされていたので、不意に撮影されることなく、撮像タイミング
に合わせてポーズがとれているなど、入園者にとっては無駄にならず、また意図にかなっ
た撮像画像が得られやすくなる。
【００２４】
　上記のようにして設備カメラ２－１により撮像が行われることで、設備カメラ２－１で
は撮像画像を元とする撮像画像データを含む構造のファイルである画像データファイルを
生成する。この画像データファイルの構造例については後述するが、撮像画像から生成し
た所定形式による所定解像度の静止画像データと、ファイルＩＤや撮像時においてカメラ
－端末間通信網CN3により通信していた携帯端末装置１の端末ＩＤなどの所要の情報を含
むヘッダなどから成る。ただし、本発明の概念の下では、画像データファイルにおける撮
像画像データは、動画像データであってもかまわなく、また、後述する設備カメラ２－１
の構成に基づいて、動画像としての撮像画像データを生成することは可能である。
　そして、設備カメラ２－１は、生成した画像データファイルを、カメラ－端末間通信網
CN3により、携帯端末装置１－１に対して送信する。また、設備間通信網CN1によりサーバ
４に対して撮像画像データを送信する。
【００２５】
　設備カメラ２－１から送信された画像データファイルを受信した携帯端末装置１－１で
は、この受信した画像データファイルを内部に記憶保持させる。また、これとともに、携
帯端末装置１－１では、受信した画像データファイルの撮像画像データを表示部に表示出
力させる。この表示された撮像画像データを入園者Ａが見ることで、入園者Ａは、設備カ
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メラ２－１の撮像エリアSarにて撮像が完了したことを、その撮像結果とともに確認でき
る。
【００２６】
　一方、同じ設備カメラ２－１から送信された画像データファイルを受信したサーバ４で
は、この画像データファイルを内部に記憶させる。また、これとともに、サーバ４は、入
園者Ａと同じグループの入園者Ｂ，Ｃが携帯している携帯端末装置１－２，１－３に対し
て設備カメラ２－１により入園者Ａ（携帯端末装置１－１）が撮像されたことの通知情報
を送信するようにされる。この通知を受信した携帯端末装置１－２，１－３は、自身を携
帯しているとされるユーザ（入園者Ｂ，Ｃ）に対して、入園者Ａが設備カメラ２－１によ
り撮像されたことが分かるようにして、所定の出力態様による通知のための動作を実行す
る。
　本実施の形態では、上記した通知の動作、態様として、携帯端末装置１－２，１－３に
て、設備カメラ２－１が入園者Ａを撮像したとされる撮像画像を表示部に表示出力させる
動作を伴うものとする。例えば、この撮像画像を表示させながら、「○○さん（入園者Ａ
）さんが××の場所（設備カメラ２－１の撮像エリアSar）で写真撮影しました」などの
ようにして、文字表示、あるいは音声などによってメッセージも出力させて通知を行うよ
うにされる。
　このような通知が行われるようにするためには、サーバ４は、携帯端末装置１－２，１
－３に対する通知情報の送信にあたり、設備カメラ２－１から送信された画像データファ
イルを通知情報として含めて携帯端末装置１－２，１－３に対して送信する。携帯端末装
置１－２，１－３は、送信されてきた画像データファイルから撮像画像データを表示出力
させる。また、携帯端末装置１－２，１－３は、このようにして送信されてきた画像デー
タファイルを記憶保持することができる。また、上記した文字、音声などによるメッセー
ジの出力は、例えばサーバ４が記憶保持する端末管理情報などから入園者Ａの名前を特定
するとともに、画像データファイルを送信してきた設備カメラ２に応じた場所を特定して
、これらの特定した情報により、メッセージとしての表示文字データを発生させたり、あ
るいは合成音声などを生成することとすればよい。
　なお、通知の態様として、単に、画像を表示させるだけでは、携帯端末装置１を携帯す
る入園者が気づかない状況もしばしばあると考えられるので、例えば音声、バイブレータ
の駆動、ＬＥＤの点灯、点滅などを併用することが好ましい。
【００２７】
　このようにして本実施の形態では、１つのグループを形成する複数の携帯端末装置１の
うちの１つが、設備カメラ２と通信可能な状態となって撮像が行われた場合には、この撮
像が行われたことを、同じグループに属する他の携帯端末装置１にも通知するようにされ
る。これにより、例えば、設備カメラ２により撮像が行われる携帯端末装置１のみに対し
て撮像したことを通知する場合よりも、娯楽性が高まることになる。
　例えば、本実施の形態での娯楽施設において、１つのグループを成す複数の入園者が、
何人かに分かれて別行動を取るようなことも考えられる。このような場合において、同じ
グループのあるメンバーが自分たちから離れた撮像エリアSarにて撮像したことが通知さ
れれば、そのメンバーの状況が分かることになって、面白みがでてくることになる。その
うえで、本実施の形態としては、撮像エリアSarにて撮像したことの通知が、撮像画像の
表示を伴うことから、その面白みはさらに増すことになる。
【００２８】
　これまでの説明によると、本実施の形態の携帯端末装置１には、少なくとも、自身を携
帯する入園者が被写体となって設備カメラ２により撮像された撮像画像の画像データファ
イル、若しくは、自身と同じグループに属する携帯端末装置１を携帯する入園者が被写体
となって設備カメラ２により撮像された撮像画像の画像データファイルが記憶されている
ことになる。
　本実施の形態の携帯端末装置１では、所定操作に応じて、上記のようにして記憶されて
いる画像データファイルについてのリスト表示を行うことができる。このリスト表示は、
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例えば、携帯端末装置１に記憶される画像データファイルに含まれる撮像画像データの内
容が、サムネイル画像のリストとして表示されるようになっている。また、このリスト表
示は、例えばサムネイル画像（画像データファイル）ごとに、自分に配布されるアルバム
の中の１枚の写真として必要であること指定する操作が可能なユーザインターフェイス表
示も、所定の表示態様により行われるようになっている。
　そこで、入園者は、自身が携帯している携帯端末装置１に上記リスト表示を実行させ、
表示された画像を見ながら、アルバムに含めたいと思う写真を指定する（チェックを付す
）操作を行うようにされる。このためのＧＵＩ(Graphical User Interface)構成としては
多様に考えられるが、サムネイル画像ごとにチェックボックスを対応表示させ、アルバム
に含めるものについては、このチェックボックスにチェックを付す操作を行うようにする
ことが考えられる。そして、アルバムに含めるものとして指定操作が行われた画像データ
ファイルについては、携帯端末装置１は、この指定された画像データファイルの登録を要
求するコマンドを、設備－端末間通信網CN2によりサーバ4に対して送信する。
【００２９】
　サーバ４では、前述したように、設備カメラ２が撮像を行って得られた画像データファ
イルを受信して記憶保持するようにしている。そして、上記のようにして送信されてきた
登録要求のコマンドを受信したのに応じては、コマンドを送信してきた携帯端末装置１（
入園者）と、保存要求された画像データファイルとを対応付けて管理する。
【００３０】
　そして、入園者は、例えば娯楽施設から退場するのにあたり、有料又は無料で、写真ア
ルバムを配布してもらうことができる。この写真アルバムは、その入園者が、上記したリ
スト表示から登録した画像データファイル（撮像画像データ）をもととして印刷した写真
を集めて成るものである。
　このアルバム作成のために画像データを写真として出力する印刷などをはじめとする作
業は、サーバ４と画像出力装置６の連携による動作を伴う。つまり、例えば入園者Ａのた
めの写真アルバムを提供する場合には、画像出力装置６に対して、入園者Ａに対応するＩ
Ｄ（例えば入園者Ａに貸し出した携帯端末装置１のＩＤ）を入力する。サーバ4は、記憶
している画像データファイルのうちから、入力されたＩＤに対応付けられている画像デー
タファイルを選択して画像出力装置６に送信する。画像出力装置６は、例えばサーバ４か
ら送信されてきた画像データファイルの撮像画像について、写真アルバム作成のための印
刷出力などを実行する。そして、最終的に作成された写真アルバムを、入園者Ａに渡すよ
うにされる。なお、写真アルバムの代わりに、画像データファイル（撮像画像データ）を
所定のメディアに記憶させて渡すようにしてもよい。
【００３１】
　また、この場合の携帯端末装置１には、デジタルスチルカメラ（あるいはデジタルビデ
オカメラ）などの撮像装置としての機能を与えることも考えられる。この場合には、携帯
端末装置１により撮像して得られた画像データ（画像データファイル）も内部に記憶保持
させることができることになる。入園者は、娯楽施設内にいるときには、自身が携帯する
携帯端末装置１を、一般のカメラ装置などと同様に使用して写真撮影、動画撮影などを楽
しむことができる。また、このようにして携帯端末装置１により撮影（撮像）した画像に
ついても、例えばアルバムとして作成した状態で、また、メディアに記憶させた形態など
により入園者に渡されるようにする。
　また、このようにして携帯端末装置１により撮像して記憶保持した画像データファイル
（撮像画像データ）については、携帯端末装置１同士の端末間通信により相互に送受信し
て相手方の携帯端末装置１にも記憶させることができるようにすることが考えられる。こ
のようにすれば、例えば、他のグループのメンバーに自分の写真を撮ってもらうときなど
に、わざわざ、自分のカメラを手渡さなくとも、先ずは、その他のメンバーが持っている
携帯端末装置により写真を撮影してもらい、あとから、送信してもらうことで、自分のこ
とが撮影された写真が自分の携帯端末装置１に保存されることになる。
【００３２】
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　以下、上記図１により説明したシステム動作を実現するための技術構成例について説明
していく。
　図２のブロック図は、携帯端末装置１の構成例を示している。
　この図に示す携帯端末装置１は、撮像部１１を備える。撮像部１１は、例えば撮像のた
めの光学系、及びＣＣＤやＣＭＯＳセンサなどの撮像素子部を備え、光学系により得られ
た撮像画像光を撮像素子部により電気信号に変換して画像信号処理部１２に出力する。
【００３３】
　画像信号処理部１２においては、入力された撮像画像光の電気信号についてゲイン補正
等の所定の処理を施してＡ／Ｄ変換してデジタル信号化したうえで、所定のエンコード処
理／デコード処理などをはじめとしたデジタル画像信号処理を実行する。
　例えばエンコード処理が行われることで、撮像画像は、所定形式によるデジタル画像デ
ータファイルとして生成される。このようにして生成されたデジタル画像データファイル
は、制御部１５の制御に従って、例えばデータバスを介して転送し、記憶部１６に記憶さ
せることができる。また、記憶部１６に記憶させたデジタル画像データファイルを表示部
１７に表示出力させるような場合には、画像信号処理部１２により、エンコード方式に対
応する所要のデコード処理を施し、画像データを表示部１７に転送する。そして、表示部
１７にて入力された画像データの画像が表示されるようにする。
【００３４】
　設備－端末間対応通信部１３は、設備－端末間通信網CN2による通信を可能とするため
のハードウェアデバイスなどを備えて構成される部位である。設備－端末間通信網CN2は
、娯楽施設内にある携帯端末装置１と、サーバ４とを通信可能とするための無線通信であ
り、設備－端末間対応通信部１３としても、このような無線通信が可能なように構成され
る。
　また、カメラ－端末間対応通信部１４は、カメラ－端末間通信網CN3による通信を可能
とするための部位である。これらの通信部の動作も制御部１５により制御される。カメラ
－端末間通信網CN3は、前述もしたように、1台の設備カメラ２と、この設備カメラ２の指
向性範囲に在る携帯端末装置１とが通信を行う近距離無線通信であり、カメラ－端末間対
応通信部１４としても、この通信に対応した構成を採ることになる。
【００３５】
　制御部１５は、例えばＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから成
るマイクロコンピュータとして構成され、携帯端末装置１における各種制御処理を実行す
る。実際としては、例えば、上記ＣＰＵが上記ＲＯＭに記憶されるプログラムを実行する
ことで、制御部１５としての制御処理の動作が得られる。
　また、携帯端末装置１は、それぞれに固有となるＩＤ（端末ＩＤ）が与えられているも
のとされるが、この端末ＩＤは、例えば上記ＲＯＭに記憶させるようにすることで、制御
部１５が保持しているようにされる。
【００３６】
　記憶部１６は、上記したように、画像データファイルなどを記憶保持するための部位と
される。この記憶部１６としての具体的な構成は特に限定されるべきではないが、書き換
え可能であることが好ましく、現状では、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリ素子、
また、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）などを考えることができる。また、この記憶部
１６は、例えば携帯端末装置１内において固定的に設けられる交換不可のものであっても
よいし、所定のリムーバブルの記憶媒体と、この記憶媒体に対応するドライブなどを備え
る構成とされてもよい。
【００３７】
　表示部１７は、所定の表示デバイスを備えて成り、制御部１５の制御に応じて駆動され
ることで画像表示を行うための部位である。本実施の形態の表示部１７としては、撮像画
像を表示することから、撮像画像を表示するのに足る表示能力を有する表示デバイスが採
用されることが好ましく、現状であれば、液晶ディスプレイなどを挙げることができる。
【００３８】
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　音声出力部１８は、例えば制御部１５により合成された電子音、あるいは合成された人
の音声などを出力するための部位である。制御部１５は、例えば音声出力部１８から出力
させるべき音声のデータ（音声信号データ）をデータバスを介して音声出力部１８に転送
する。音声出力部１８では、転送されてきた音声信号データを入力してＤ／Ａ変換などを
行って増幅し、最終的にスピーカから音声として出力するようにされる。
【００３９】
　ここでの操作部１９は、携帯端末装置１に対して備えられる操作子全般と、これらの操
作子に対する操作に応じて操作情報信号を生成して出力する操作情報信号出力部位とを総
括して示している。なお、表示部１７の表示画面部がタッチパネルなどとされている場合
には、このタッチパネルの構成も操作部１９に含まれる。
　操作部１９を成すとされる操作子等に対する操作に応じて生成された操作情報信号は制
御部15に入力される。制御部１５は、入力された操作情報信号に応じて所要の制御処理を
実行する。
【００４０】
　通知機能部２０は、表示部１７による表示出力、あるいは音声出力部１８による音声出
力以外で、ユーザに何らかの通知すべき事柄を通知するための機能を有する部位とされる
。本実施の形態では、例えば、バイブレータ２０ａ、あるいは、ＬＥＤ２０ｂなどを設け
ることとしている。
この通知機能部２０による通知のための動作は、制御部１５によって制御される。例えば
、通知機能部２０としてバイブレータ２０ａを動作させる場合には、制御部１５は、バイ
ブレータ２０ａの振動のさせ方に応じて、バイブレータ２０ａを振動させるための制御信
号を出力する。この制御信号に応じて、バイブレータ２０ａによりバイブレータ用のモー
タなどが駆動されることで、バイブレータ２０ａが振動するようにして動作する。
【００４１】
　図３のブロック図は、設備カメラ２の構成例を示している。
　設備カメラ２も、撮像部２１と画像信号処理部２２を備える。この場合にも、撮像部２
１は、撮像のための光学系、及びＣＣＤやＣＭＯＳセンサなどの撮像素子部を備え、光学
系により得られた撮像画像光を撮像素子部により電気信号に変換して画像信号処理部２２
に出力する。
　画像信号処理部２２においては、入力された撮像画像光の電気信号についてゲイン補正
等の所定の処理を施してＡ／Ｄ変換してデジタル信号化したうえで、所定のエンコード処
理などをはじめとしたデジタル画像信号処理を実行する。このエンコード処理によって、
撮像画像は、所定形式によるデジタル画像データファイルとして生成される。
【００４２】
　設備間対応通信部２３は、設備間通信網CN1による通信を可能とするためのハードウェ
アを備えて構成される部位である。また、カメラ－端末間対応通信部２４は、カメラ－端
末間通信網CN3による通信を可能とするための部位である。カメラ－端末間通信網CN3によ
っては、撮像エリアSarに対応する指向性と距離による設備カメラ２と携帯端末装置との
無線通信が行えるようにされるべきなので、この設備間対応通信部２３としては、撮像エ
リアSarに対応する指向性と、撮像エリアSarに対応した一定範囲内の距離で限定された無
線通信が可能となるように、指向性、電波強度などが設定される。
【００４３】
　制御部２５は、例えばＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから成
るマイクロコンピュータとして構成され、設備カメラ２における各種制御処理を実行する
。
　また、設備カメラ２も、それぞれに固有となるＩＤ（カメラＩＤ）が与えられているも
のとされるが、このカメラＩＤは、例えば内部ＲＯＭに記憶させるようにすることで、制
御部２５が保持しているようにされる。
【００４４】
　照明駆動部２６及び照明装置２７は、図１にて説明した、撮像エリアSarまでの案内通
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知として、照明を照らすことにより撮像エリアSarの位置を知らしめるようにした場合に
、設備カメラ２が備えるものとされる。
　照明駆動部２６は、制御部２５の制御に応じて照明の点灯／非点灯が行われるように照
明装置２７を駆動する。
【００４５】
　図４は、サーバ４の構成例を示すブロック図である。
　この場合の記憶部４１は、少なくとも、娯楽施設内にて設備カメラにより撮像して得ら
れた画像データファイルを所定の期間の間記憶保持しておく必要があることから、比較的
大容量を有するものとして構成される。現状においては、例えばＨＤＤなどの記憶デバイ
スにより構成されればよい。また、ここでの記憶部４１は、１つのブロックとして示して
いるが、実際にあっては、複数の記憶デバイスが相互接続されるような構成とされていて
もよい。
　また、記憶部４１には、後述するようにして、貸し出しが行われた携帯端末装置１を管
理するための情報である端末管理情報も記憶される。
【００４６】
　設備間対応通信部４２は、設備間通信網CN1による通信を可能とするためのハードウェ
アを備えて成る。また、設備－端末間対応通信部４３は、設備－端末間通信網CN2による
通信を可能とするためのハードウェアを備えて成る。
【００４７】
　制御部４４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから成るコンピュータ装置を備えて構成さ
れ、サーバ４における各種制御処理を実行する。
【００４８】
　インターフェイス部４５は、例えば管理センタ３においてサーバ４と接続される登録装
置５及び画像出力装置６などとのデータの授受を可能とするためのハードウェアなどを備
えて成る。
【００４９】
　図５（ａ）は、サーバ４の記憶部４１に記憶される端末管理情報の構造例を模式的に示
している。
　端末管理情報は、携帯端末装置１の端末ＩＤごとに、グループＩＤ、ユーザ情報、及び
ファイルリンク情報を対応付けた情報（端末情報）の集合から成る。端末ＩＤは、携帯端
末装置１ごとに固有となるようにして与えられたＩＤ（識別子）である。グループＩＤは
、上記端末ＩＤを持つ携帯端末装置１が属するとされるグループごとに固有となるように
して、所定の規則に従って与えられたＩＤである。図1の場合であれば、携帯端末装置１
－１、１－２、１－３が１つのグループを形成し、このグループに対して１つのグループ
ＩＤが与えられることになる。ユーザ情報は、対応する端末ＩＤの携帯端末装置１を携帯
するユーザ（入園者）に関する所要の情報を所定の構造により格納して形成される。ユー
ザ情報を成す情報項目としては、例えば、ユーザの名前、生年月日、年齢などを挙げるこ
とができる。
　ファイルリンク情報は、図５（ｂ）に示すようにして、対応する端末ＩＤの携帯端末装
置１からの保存の登録要求が行われた画像データファイルのファイルＩＤを格納して形成
される。
【００５０】
　このようにして端末ＩＤ、グループＩＤ、ユーザ情報、及びファイルリンク情報から成
る端末情報は、入園者が携帯端末装置１の貸し出しを受けて、登録装置５により登録のた
めの入力が行われるのに応じて、端末管理情報に対して新規登録されるようになっている
。
【００５１】
　また、画像データファイルの構造例を、図６に示す。なお、確認のために述べておくと
、ここので画像データファイルは、設備カメラ２が撮像を行って生成するものである。
　画像データファイルは、例えば図示するようにして、ヘッダと、このヘッダに続く実デ
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ータとしての画像データ（撮像画像データ）から成る。
【００５２】
　この場合において、ヘッダには、ファイルＩＤ、撮像対象の端末ＩＤ、及び各種の付加
情報などを所定の構造により格納して形成される。
　ファイルＩＤは、ファイルごとに付与される固有の識別子である。本実施の形態の場合
には、ファイルＩＤは、設備カメラ２が画像データファイルを生成するときに発生させる
ことになるので、複数の設備カメラ２の間で発生させたファイルＩＤが重複しないように
する必要がある。このためには、例えばファイルＩＤに対して、カメラＩＤなど、設備カ
メラ２ごとに固有となる値を含めるようにすることが考えられる。
　また、撮像対象の端末ＩＤは、現画像データファイルを生成するために撮像を行ったと
きに、設備カメラ２と通信可能な状態にあった携帯端末装置１の端末ＩＤである。
　また、付加情報としては、例えばファイルの作成日時、画像データの形式、ファイルサ
イズなどの各種所要の情報が格納される。
　画像データは、現画像データファイルを生成するために撮像を行ったときの撮像画像に
基づいて得られる撮像画像データである。
【００５３】
　図７のフローチャートは、設備カメラ２が実行するものとされる動作を実現するための
処理動作を示している。この図に示す処理は、例えば設備カメラ２の制御部２５が内部Ｒ
ＯＭにインストールされるようにして格納されたプログラムを実行することで得られるも
のとされる。
　設備カメラ２では、先ず、ステップＳ１０１の処理として示すように、自身のカメラ－
端末間通信網CN3により、携帯端末装置１との接続が新規に確立されるのを待機している
。そして、例えば図１にて説明したようにして、入園者が携帯端末装置１を携帯した状態
で、撮像エリアSarに対応する通信可能範囲に入ってくると、設備カメラ２のカメラ－端
末間対応通信部２４と、携帯端末装置１側のカメラ－端末間対応通信部１４とが相互に通
信を確立させる処理が実行される。これに応じて、ステップＳ１０１にて肯定の判別結果
が得られることとなって、ステップＳ１０２の処理に進む。
【００５４】
　ステップＳ１０２においては、通信が確立された携帯端末装置１の端末ＩＤと、所要の
設定情報を取得するための処理を実行する。このためには、設備カメラ２では、カメラ－
端末間対応通信部２４から、携帯端末装置１に対して、端末ＩＤと設定情報の送信を要求
するコマンドを送信する。
　このコマンドの送信に対応する携帯端末装置１の処理は、例えば図８のフローチャート
に示すものとなる。この図に示す処理も、携帯端末装置１の制御部１５が、内部ＲＯＭに
格納されるプログラムを実行することで得られるものであるとみることができる。
　図８においては、先ず、ステップＳ２０１により、設備カメラ２から送信されてくる端
末ＩＤと設定情報の送信を要求するコマンドが受信されるのを待機している。そして、こ
のコマンドがカメラ－端末間対応通信部１４にて受信され、例えばデータバスを介して制
御部１５に転送されると、ステップＳ２０２の処理を実行する。つまり、コマンドに対す
るレスポンスとして、カメラ－端末間対応通信部１４から端末ＩＤと設定情報を送信出力
するための制御処理を実行する。このようにして送信された端末ＩＤと設定情報を設備カ
メラ２側で受信取得することで、図７のステップＳ１０２としての処理が完了したことに
なる。
【００５５】
　この場合、上記ステップＳ１０２の処理により取得した設定情報には、設備カメラ２に
よる撮影（撮像）を受け入れる、或いは拒否することについて設定された撮影許可／禁止
に関する情報を含んでいるものとする。撮影許可／禁止に関する情報の内容はは、携帯端
末装置１に対して入園者が行った、撮影許可／禁止についての操作に応じて設定すること
ができる。
　そこで、続くステップＳ１０３においては、ステップＳ１０２により取得した設定情報
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のうちから、この撮影許可／禁止に関する情報を参照して、撮影拒否が設定されているか
否かについて判別する。ここで、撮影拒否が設定されているとして肯定の判別結果が得ら
れた場合には、このまま処理を終了する。これに対して撮影を受け入れる旨が設定されて
いるとして否定の判別結果が得られたのであれば、ステップＳ１０４に進む。
【００５６】
　ステップＳ１０４においては、必要に応じて、撮像エリアSarへの案内のための処理を
実行する。
　先の図１の説明において、入園者が撮像エリアSarに適切に入るように案内するための
システム動作について、いくつか例示したが、このステップＳ１０４の処理は、上記した
案内の動作に応じて異なったものとなる。
　例えば、撮像エリアSarとなる立ち位置を照明装置により照らすこととした場合には、
制御部１５により照明駆動部２６を制御して照明装置２７が点灯するように駆動する。
　また、携帯端末装置１側にて、音声、LED、バイブレータなどにより案内させる場合に
は、ステップＳ１０４の処理として、携帯端末装置１側にて案内の動作が実行されるよう
に、設備カメラ２が携帯端末装置１をコントロールすることになる。このためには、例え
ば設備カメラ２では、カメラ－端末間対応通信部２４にて検出される受信電界強度を検出
する。この受信電界強度により、現在通信が確立されている携帯端末装置１が、撮像エリ
アSarからどの程度の距離に位置しているのかを対応させるものである。そして、検出さ
れた受信電界強度に応じて、先に説明したような電子音の出力される時間間隔、LEDの点
滅する時間間隔、バイブレータの振動する時間間隔などを設定し、設定した時間間隔によ
り電子音出力、LED20bの駆動、バイブレータ２０ａの駆動などを行うように、カメラ－端
末間対応通信部２４からコマンドを送信出力する。このコマンドに応じて携帯端末装置１
が、音声出力部１８、通知機能部２０（バイブレータ２０ａ、ＬＥＤ２０ｂ）などを制御
することで、携帯端末装置１により案内のための所定動作が実行されることになる。
　あるいは、設備カメラ２において検出された受信電界強度に応じて、撮像エリアSarま
での距離を推定し、推定した距離を携帯端末装置１に通知して表示を指示する。携帯端末
装置１は、通知された距離情報を利用して、所定の表示態様により、撮像エリアSarまで
の距離を表示する。
　あるいは、設備カメラ２にて現在撮像している撮像画像（モニタ画像）のデータを、カ
メラ－端末間通信網CN3により携帯端末装置１に対して送信する。携帯端末装置１は、送
信されてきたモニタ画像のデータをデコードして、案内画像として表示部１７にて表示出
力させるようにする。
【００５７】
　設備カメラ２は、上記ステップＳ１０４の処理を実行しながら、携帯端末装置１が撮像
エリアSarに対応する通信圏内に入って、その携帯端末装置１を所持する入園者を被写体
とする撮像が可能になることをステップＳ１０５にて待機している。そして、携帯端末装
置１が撮像エリアSarに対応する通信圏内に入ったとしてステップＳ１０５にて肯定の判
別結果が得られたとされると、ステップＳ１０６以降の処理に進む。
【００５８】
　ステップＳ１０６では撮像待機モードを設定する。例えば、この撮像待機モードが設定
された時点から一定時間経過したときに、この設備カメラ２による撮像が行われることに
なる。また、ステップＳ１０６により撮像待機モードを設定するのに伴い、次のステップ
Ｓ１０７の処理として示しているように、撮像待機モードが開始されたことを携帯端末装
置１に対して、カメラ－端末間通信網CN3による通信でもって通知する。
【００５９】
　上記ステップＳ１０７としての通知に対応した携帯端末装置１の処理は、例えば図９に
示すものとなる。
　図９では、先ず、ステップＳ３０１により、撮像待機モードの通知が受信されるのを待
機しており、受信したことが判別されるとステップＳ３０２に進む。
　ステップＳ３０２においては、携帯端末装置１によりユーザ（入園者）に対して撮像タ
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イミングを通知するための所要の処理を実行する。
　このステップＳ３０２の処理も、先のステップＳ１０４の処理と同様にして、先に例示
した撮像タイミング通知の動作に応じて異なってくる。例えば、ここでは、撮像待機モー
ドの通知を受信したタイミングを、設備カメラ2側にて撮像待機モードを設定した時間で
あるとして考えるとして、撮像タイミングの通知にＬＥＤを点滅させるのであれば、撮像
タイミングに至るまでの時間において、ＬＥＤを点滅させるタイミングについて、所定時
間が経過するごとに所定の時間間隔だけ短くしていく。そして、撮像タイミングに至った
ら、ＬＥＤの点滅を停止させる。
【００６０】
　説明を図7に戻す。
　ステップＳ１０７により、携帯端末装置１に対して撮像待機モードであることを通知し
た後は、ステップＳ１０８により撮像タイミングに至るまでの所定の待機時間が経過する
のを待機する。但し、実際においては、この待機時間の間に、撮像部２１を制御してオー
トフォーカス制御や自動露出制御などを実行するようにしてもよい。
　そして、ステップＳ１０８において待機時間が経過して撮像タイミングに至ったとされ
ると、ステップＳ１０９に進んで、撮像部２１及び画像信号処理部２２を制御し、撮像部
２１により撮像動作を実行させ、この撮像部２１から得られた撮像画像に対応する信号を
、画像信号処理部２２にて処理し撮像画像データを得る。そして、このようにして得た撮
像画像データにヘッダを付加するようにして画像データファイルを生成する。
【００６１】
　次のステップＳ１１０においては、上記ステップＳ１０９により生成された画像データ
ファイルを、カメラ－端末間通信網CN3により、携帯端末装置１に対して送信する。また
、これとともに、続くステップＳ１１１の処理として示すように、ステップＳ１０９によ
り生成した画像データファイルを、設備間通信網CN1により、サーバ４に対しても送信す
る。
【００６２】
　ここで、、上記ステップＳ１１０の処理によって設備カメラ２から送信されてきた画像
データファイルを受信した携帯端末装置１では、制御部１５の制御により、この受信した
画像データファイルを、所定の管理形式によるファイル管理が行われるようにして、記憶
部１６に対して記憶させる。
【００６３】
　また、上記ステップＳ１１１の処理による設備カメラ２からの画像データファイルの送
信に応じたサーバ４の処理を、図１０に示す。
　図１０においては、先ず、ステップＳ４０１により、上記ステップＳ１１１の処理によ
り設備カメラ２から送信されてくる画像データファイルが受信されるのを待機しており、
画像データファイルを受信したとして肯定の判別結果が得られたとされると、ステップＳ
４０２以降の処理に進む。
【００６４】
　ステップＳ４０２においては、上記ステップＳ４０１に対応して受信した画像データフ
ァイルを、所定の管理形態によるファイル管理が行われるようにして、記憶部４４に対し
て記憶させる。
【００６５】
　続くステップＳ４０３においては、上記ステップＳ４０２により新規に記憶部４４に記
憶させた画像データファイルのヘッダ（図６参照）を参照して、このヘッダが示す撮像対
象の端末ＩＤを認識するようにされる。
【００６６】
　続いては、ステップＳ４０４としての処理により、記憶部４４に記憶保持している端末
管理情報を参照して、上記ステップＳ４０３により認識した端末ＩＤと同じグループに属
するとされる端末ＩＤを取得する。このためには、例えば図５に示す構造の端末管理情報
において、ステップＳ４０３により認識した端末ＩＤを格納する端末情報を検索する。そ
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して、この同じ端末情報に格納されるグループＩＤと同じグループＩＤを格納する他の端
末情報を検索し、この検索した端末情報が格納する端末ＩＤを取得するようにされる。
【００６７】
　次のステップＳ４０５においては、設備－端末間対応通信部４３を制御して、設備－端
末間通信網CN2により、上記ステップＳ４０４により取得した端末ＩＤに対して通信の呼
びかけ処理を実行する。
　このステップＳ４０５としての呼びかけ処理に対しては、上記ステップＳ４０４により
取得した端末ＩＤの携帯端末装置１が応答することになる。ここで応答する携帯端末装置
１は、図１における説明では、携帯端末装置１－２、１－３ということになる。携帯端末
装置１側が呼びかけに応答して所要のトランザクションがサーバ４との間で適正に実行さ
れると、これらの携帯端末装置１とサーバ4との間の設備－端末通信網CN2による通信の接
続が確立されることになる。
【００６８】
　サーバ４では、ステップＳ４０６により、上記した通信の接続が確立されるのを待機し
ており、接続が確立されたことを判別すると、ステップＳ４０７の処理に進む。
【００６９】
　ステップＳ４０７においては、他端末撮影通知情報を、上記ステップＳ506に対応して
通信の接続が確立された携帯端末装置１に対して送信する。ここでの他端末撮影通知情報
とは、或るグループにおける或る入園者（携帯端末装置１）について設備カメラ２による
撮像が行われたことを、同じグループの他の入園者が携帯する携帯端末装置１に通知する
ための情報である。図１の説明では、携帯端末装置１－１を対象として設備カメラ２によ
る撮影（撮像）が行われたことを、携帯端末装置１－２、１－３に通知するための情報と
なる。
【００７０】
　本実施の形態では、図１の説明としても述べたように、或る携帯端末装置１を対象とし
て設備カメラ２により撮像されたことを、この撮像画像の表示とともに通知するようにし
ている。このために、ステップＳ４０７では、上記のような通知の態様が実現されるよう
にして他端末撮影通知情報送信のための処理を実行する。
　そこで、この場合は、ステップＳ４０１、Ｓ４０２にて受信取得し、記憶部４１に記憶
保持させた画像データファイルを読み出して、この画像データファイルを他端末撮影通知
情報の構造に含めるようにされる。なお、このときには必要に応じて、他端末撮影通知情
報に含めるべき画像データファイルの形式、構造などについて変換するようにしてもよい
。そして、例えば携帯端末装置１が撮像対象として撮像されたことの旨を通知する内容の
コマンドを、この撮像対象となった携帯端末装置１の端末ＩＤ（ステップＳ４０３にて認
識している）、及び上記画像データファイルなどをオペランドとして格納してその構造に
含めて、他端末撮影通知情報として生成するようにされる。
【００７１】
　また、図１１のフローチャートは携帯端末装置１にて実行される、リスト表示に対する
画像データファイルの指定操作、又は指定解除の操作に応じた処理を示している。
　ここで、例えばユーザ（入園者）が、操作部１９に対してリスト表示を実行させるため
の所定操作を行ったとすると、制御部１５は、ステップＳ５０１としてのリスト表示のた
めの制御処理を実行開始する。
　このステップＳ５０１の処理の実際としては、例えば、携帯端末装置１の制御部１５は
、記憶部１６からリスト表示に必要な画像データファイルの読み込みを実行し、必要に応
じて画像信号処理部１２の所定の信号処理機能を利用しながら、画像データファイルの（
撮像）画像データについてのサムネイル画像を生成する。そして、生成したサムネイル画
像を利用してリスト表示としての表示画像データを生成して、この表示画像データによる
画像表示が行われるようにして表示部１７を制御する。
【００７２】
　上記のようにして表示されるリスト表示においては、前述もしたように、例えばサムネ
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イル画像ごとに対応したチェックボックスなどが表示されることで、アルバムに含めたい
とする写真を指定する操作が行えるようになっている。そこで、ステップＳ５０２におい
ては、このような指定操作（例えばチェックボックスにチェックを付す操作）が行われた
か否かについて判別する。また、指定を解除する操作（例えばチェックボックスからチェ
ックを外す操作）が行われたか否かについても判別する。つまり、ステップＳ５０２にお
いては、アルバムに含めるべき写真についての指定、解除の操作が行われたか否かについ
て判別する。
【００７３】
　ステップＳ５０２にて、指定、解除の操作が行われてはいないとの判別結果が得られた
場合には、ステップＳ５０３の処理をスキップしてステップＳ５０４の処理に進む。これ
に対して、指定、解除の操作が行われたとの判別結果が得られた場合には、ステップＳ５
０３に進んで、上記ステップＳ５０２に対応して行われたとされる指定、解除の操作によ
り変更された設定内容が反映されるように、リスト表示における指示表示を変更するため
の表示制御を実行する。例えば、ステップＳ５０２において、リスト表示における或るサ
ムネイル画像に対応するチェックボックスにチェックを付すための操作が行われたとされ
れば、ステップＳ５０３では、このチェックボックスにチェックが付されるようにして表
示を行う。このステップＳ５０３の処理が終了したとされるとステップＳ５０４の処理に
進む。
【００７４】
　ステップＳ５０４では、これまでの指定、解除の操作設定内容を決定するための、操作
部19に対する所定の決定操作が行われたか否かについて判別している。ここで否定の判別
結果が得られたのであれば、ステップＳ５０１の処理に戻るようにされるが、肯定の判別
結果が得られたのであれば、ステップＳ５０５の処理に進む。
【００７５】
　ステップＳ５０５においては、今回の上記ステップＳ５０４に対応する決定操作が行わ
れたときの設定内容と、これより1つ前の決定操作が行われたときの設定内容とを比較し
て、設定内容の差分情報を認識する。そして、この差分情報に応じて画像登録／解除を要
求する情報（コマンド）を生成し、設備－端末間通信網CN2により、サーバ４に対して送
信する。
　例えば、1つ前の決定操作が行われたときの設定内容としては、画像データファイルＡ
，Ｂ，Ｃの３つがアルバムに含めるべき写真として指定されているものとして設定されて
いたとして、今回の設定内容では、画像データファイルＡ，Ｃ，Ｄがアルバムに含めるべ
き写真として指定されているものとする。この場合、差分情報としては、「画像データフ
ァイルＢを登録解除、画像データファイルＤを新規登録」という内容のものが得られるこ
とになる。そこで、この差分情報に応じて、画像登録／解除を要求する情報としては、画
像データファイルＢの登録解除を要求するコマンドと、画像データファイルＤの新規登録
を要求するコマンドとを生成することになる。これらのコマンドには、画像データファイ
ルの新規登録又は解除を指示する旨の情報と、送信元となる携帯端末装置１の端末ＩＤを
含む。また、新規登録又は解除の対象となる画像データファイルのファイルＩＤを含むよ
うにされる。そして、これらのコマンドを設備－端末間対応通信部１３に転送して、設備
－端末間通信網CN2によりサーバ４に送信させる。
　なお、この図では示していないが、操作部１９に対してリスト表示を終了させるための
所定操作が行われたとされると、表示部１７に対するリスト表示は停止されて、この図に
示す処理が終了することになる。
【００７６】
　図１２のフローチャートは、上記のようにして送信される画像登録／解除要求情報に応
じたサーバ４の処理を示している。
　図１２においては、先ず、ステップＳ６０１において、設備－端末間通信網CN2経由で
画像登録／解除要求情報が受信されるのを待機しており、画像登録／解除要求情報が受信
されると、ステップＳ６０２に進む。
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【００７７】
　ステップＳ６０２においては、受信した画像登録／解除要求情報の構造に含まれる送信
元の携帯端末装置１の端末ＩＤと、画像登録／解除の指定対象となったファイルＩＤを取
得する。
【００７８】
　続くステップＳ６０３においては、記憶部４１に記憶している端末管理情報から、上記
ステップＳ６０２により取得した端末ＩＤに対応する端末情報を検索し、この検索した端
末情報が格納するファイルリンク情報を読み込む。
　そして、ステップＳ６０４においては、ステップＳ６０２にて取得したファイルＩＤに
基づき、ファイルリンク情報の更新を行う。つまり、ステップＳ６０１にて受信したとさ
れる要求情報が登録を指示するものである場合には、ステップＳ６０２にて取得したファ
イルＩＤを、ファイルリンク情報に対して追加するようにして編集する。また、ステップ
Ｓ６０１にて受信したとされる要求情報が登録解除を指示するものである場合には、ステ
ップＳ６０２にて取得したファイルＩＤを、ファイルリンク情報から削除するようにして
編集する。
【００７９】
　設備カメラ２により撮像された写真を集めたアルバムを作成するときには、例えば、ア
ルバムを依頼した入園者が携帯していた携帯端末装置のＩＤ、あるいは名前などのユーザ
情報を検索条にして、その入場者に対応する端末情報を端末管理情報から検索する。そし
て、検索した端末情報が格納するファイルリンク情報を取得し、このファイルリンク情報
に登録されているファイルＩＤが示す画像データファイルをサーバ4の記憶部４１から読
み出して取得する。そして、この画像データファイルの画像データを利用してアルバムを
作成する。
【００８０】
　ところで、これまでに説明した撮像システムの構成、及びその動作は本発明の概念の下
でその構成を適宜変更してよい。
　先ず、例えば図１により説明したシステム動作では、携帯端末装置１－２，１―３に対
して、同じグループに属する携帯端末装置１－１を撮像対象として設備カメラ２が「撮像
を行った」ことを通知するようにしている。本発明としては、これだけではなく、例えば
携帯端末装置１－２，１―３に対して、同じグループに属する携帯端末装置１－１を撮像
対象として設備カメラ２が「これより撮像を行う」ことを通知するようにしてもよい。
　このためには、例えば設備カメラ２が実行する図７のステップＳ１０７の処理として、
カメラ－端末間通信網CN3により通信可能となっている（撮像対象の）携帯端末装置１に
対して撮像待機モードであることを通知するとともに、サーバ４に対しても、撮像待機モ
ードであることを、撮像対象の携帯端末装置１の端末IDとともに送信する。この通知を受
けて、サーバ４は、通知と共に受信した端末IDと同じグループに属する携帯端末装置１に
対して、設備－端末間通信網CN2により、上記撮像対象の携帯端末装置１が「これより撮
像が行われる」ことを通知するようにされる。このときには、例えば、設備カメラ２から
サーバ4に対してモニタ画像を送信してもらい、さらにサーバ４から、モニタ画像を撮像
対象以外の携帯端末装置１に対して送信するとよい。すると、通知を受けた携帯端末装置
１側では、これより撮像が行われる入園者の様子をモニタ画像でみることができるので、
娯楽性がより高まる。
【００８１】
　また、例えば、本実施の形態の携帯端末装置１は撮像機能を備えている。そこで、携帯
端末装置１により撮像して得られた画像データファイルについてもサーバ４に送信して記
憶管理させるようにして、例えばアルバム写真に含めることができるようにしてもよい。
　また、逆に、本実施の形態の携帯端末装置１は、本願発明との対応では端末装置に対応
するものであり、従って、必ずしも撮像機能を備える必要はない。つまり、携帯端末装置
１は、撮像機能を省略した構成とすることもできる。
【００８２】
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　図１３は、本発明の概念に基づいて構築される他のシステム構成例を示している。
　図１３に示すシステム構成は、例えば運動会、陸上競技会などでトラック競技を行って
いる場合を想定しており、大きくは、選手用端末装置１００（１００－１、１００－２、
１００－３）、固定カメラ装置２００、移動カメラ装置３００とから成る。
　選手用端末装置１００は、選手の衣服などに取り付けられるもので、この場合には、例
えばいわゆるＩＣタグなどのようにしてできるだけ小型軽量であることが、選手の動きな
どを妨げないという点で好ましい。この図では、選手Ａ，Ｂ，Ｃが、トラックを周回して
走るようにしてトラック競技を行っており、選手Ａ，Ｂ，Ｃごとに、選手用端末装置１０
０－１、１００－２、１００－３を所持しているものとしている。
　固定カメラ装置２００は、競技場内において固定的に配置される（あるいは、例えばレ
ールなどに取り付けられて移動可能に配置されてもよい）撮像装置であり、この場合には
、撮像視野について、ゴールラインを含む一定範囲が撮像エリアSarとなるようにして配
置されている。
　移動カメラ装置３００は、例えば観客が所持する撮像装置である。
【００８３】
　このシステムにおける基本動作について説明する。
　この基本動作にあっては、本願発明の端末装置は、選手用端末装置１００と、移動カメ
ラ装置３００となる。また、本願発明の撮像装置は固定カメラ装置２００である。また、
本願発明の管理装置としても固定カメラ装置２００となる。つまり、図１３では、撮像装
置の機能と管理装置の機能とが同じ装置により実現されるものとしている。この場合、上
記撮像装置と上記管理装置との間で通信を行うための第３の通信手段（図１の設備間通信
網CN1）としては実質的には省略してよいことになるが、ここでは、固定カメラ装置２０
０において、撮像装置の機能と、管理装置の機能が連携するときのハードウェアあるいは
ソフトウェアとしての内部インターフェイスであることとして捉える。
【００８４】
　そのうえで、図１３の場合には、選手用端末装置１００－１と移動カメラ装置３００－
１とにより１グループを形成しているものとする。また、選手用端末装置１００－２と移
動カメラ装置３００－２とにより１グループを形成しているものとする。そして、このよ
うなグループ単位で端末装置（選手用端末装置１００、固定カメラ装置２００）を管理す
るのが、この場合には固定カメラ装置２００となる。固定カメラ装置２００に対して、グ
ループ管理のための所定構造の情報が格納される。この情報は、図１の例では、図5に示
した端末管理情報が対応する。
【００８５】
　また、この基本動作にあっては、固定カメラ装置２００と選手用端末装置１００との間
での通信を可能とするカメラ－端末間通信網CN100、及び固定カメラ装置２００と移動カ
メラ装置３００との間での通信を可能とするカメラ間通信網CN200が機能する。
　カメラ－端末間通信網CN100は、本願発明の第１の通信手段に対応する通信網であり、
図１の例でのカメラ－端末間通信網CN3に相当する。カメラ間通信網CN200は、本願発明の
第２の通信手段に対応する通信網であり、図１の例での設備－端末間通信網CN2に相当す
る。
　また、前述したように、本願発明の第３の通信手段に対応する通信網（図１の設備間通
信網CN1）は、固定カメラ装置２００が、撮像装置と管理装置とを兼ねる構成とされるこ
とで、固定カメラ装置２００内に組み込まれるものとしてとらえられる。
【００８６】
　この場合、固定カメラ装置２００によるカメラ－端末間通信網CN100の通信範囲は、ゴ
ールライン付近に対応する指向性と、距離範囲であることとする。このために、トラック
競技の選手たちがゴールライン付近にまで走ってきたとすると、この選手たちの選手用端
末装置１００と、固定カメラ２００との通信が可能な状態が得られることになる。図１３
では、選手Ａ，Ｂ，Ｃのうち、選手Ａ，Ｂがゴールライン付近まで走ってきたことで、選
手Ａ，Ｂの各選手用端末装置１００－１、１００－２と固定カメラ装置２００と通信可能
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な状態にあることが示されているものとする。
【００８７】
　この図１３の例では、上記のようにして、カメラ－端末間通信網CN100により選手用端
末装置１００と通信可能な状態に遷移したことが固定カメラ装置２００側で判定されると
、固定カメラ装置２００は、その後の所定タイミングで撮像を行うようにされる。これに
より、この場合には、ゴールラインを通過する選手が撮像されることになる。図１３の場
合には、選手Ａ，Ｂがゴールライン付近を走っている画像が撮像されることになる。
　次いで、固定カメラ装置２００は、この撮像時に対応してカメラ－端末間通信網CN100
により通信可能となっていた選手用端末装置１００と同じグループに属する移動カメラ装
置３００を特定するようにされる。このためには、固定カメラ装置２００が、撮像時に対
応してカメラ－端末間通信網CN100により通信可能となっていた選手用端末装置１００か
ら端末ＩＤを取得する。そして、自身が記憶保持するグループの管理情報から、取得した
端末ＩＤと同じグループに属する移動カメラ装置３００のＩＤ（移動カメラＩＤ）を特定
するようにされる。
　そして、固定カメラ装置２００は、上記のようにして特定した移動カメラＩＤを送信先
として、カメラ間通信網CN200により、撮像により得られた撮像画像データ（画像データ
ファイル）を送信する。
　上記のようにして送信された撮像画像データを受信した移動カメラ装置３００では、こ
の受信した撮像画像データの画像を表示出力させるとともに、内部に記憶保持する。図１
の場合であれば、固定カメラ装置２００により撮像して得た撮像画像データは、選手用端
末装置１００－１と同じグループの移動カメラ装置３００－１と、選手用端末装置１００
－２と同じグループの移動カメラ装置３００－２とに送信されることになる。
【００８８】
　このようなシステム動作は、次のようなメリットがある。
　この場合、固定カメラ装置２００は、トラック内からゴールライン付近を撮影するよう
になっている。トラックの外にいて移動カメラ装置３００を所持する撮影者では、このよ
うな構図により撮影することができない。しかし、上記システム動作であれば、固定カメ
ラ装置２００により撮像した画像が移動カメラ装置３００にて得られることになる。その
うえで、固定カメラ装置２００から送信されてくる撮像画像データは無差別ではなく、移
動カメラ装置３００と同じグループの選手用端末装置１００を対象として撮像した撮像画
像データのみが得られるようになっている。具体的に、例えば同じグループでの選手用端
末装置１００を持つ選手が子供で、移動カメラ３００を持つ撮影者はその親であるような
場合、この親である撮影者の移動カメラ３００には、自分の子供が移動カメラ装置３００
により撮像されたときのみ、撮像画像データが送信されてくるようになっており、他人の
子供を撮像した余分な撮像画像データまでが送信されるようなことが無いようにされる。
【００８９】
　また、上記したシステム動作においても、固定カメラ装置２００と選手用端末装置１０
０とが通信可能な状態に入ったとされてから撮像が実行されるまでのタイミングで、これ
より、固定カメラ装置２００により撮像が行われることを、例えば固定カメラ装置２００
のモニタ画像を送信するようにして通知する構成を採ることが考えられる。
【００９０】
　また、図１３のシステムでは、次のようなシステム動作とすることも考えられる。
　ここでのシステム動作の具体説明にあたっては、本願発明の端末装置として、選手用端
末装置が被写体対応端末装置となり得るものに対応する、また、撮影者Ａの所持する移動
カメラ装置３００－１が本願発明の撮像装置に対応する。また、撮影者Ｂの所持する移動
カメラ３００－２は、本願発明における非被写体対応端末装置に対応する。つまり、この
場合には、移動カメラ装置３００は、状況に応じて、本願発明の撮像装置として機能する
場合と、非被写体対応端末装置として機能する場合とがある。固定カメラ装置２００は、
この場合には本願発明の管理装置に対応し、撮像機能は特に利用しない。従って、固定カ
メラ装置２００に代えて、専用のサーバ装置を備えてもよい。
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　また、この場合の移動カメラ装置３００は、本願の撮像装置としての機能を持つことで
、選手用端末装置１００と、カメラ－端末間通信網CN100による有指向性で近距離の無線
通信が行われるように構成される。この場合の移動カメラ装置３００におけるカメラ－端
末間通信網CN100による通信の指向性は、自身の撮像視野に対応させたものとなる。
【００９１】
　ここで、撮影者Ａはゴールライン付近におり、ゴールラインに入ってくる選手を良好な
構図で撮影できる状況にいるものとする。また、撮影者Ａの子供が選手Ａで、撮影者Ａが
所持する移動カメラ装置３００－１と、選手Ａの選手用端末装置１００－１は、同じグル
ープに属するものとして、固定カメラ２００により管理されているものとする。さらに、
撮影者Ｂの子供が選手Ｂで、撮影者Ｂが所持する移動カメラ装置３００－２と、選手Ｂの
選手用端末装置１００－２は、同じグループに属するものとして、固定カメラ２００によ
り管理されているものとする。
　このような状況で、撮影者Ａは、自分の子供である選手Ａが1番でゴールラインに近づ
いてきたので、撮影の準備を始めたとする。このとき、移動カメラ３００－１は、ゴール
ライン付近を撮像視野とすることになる。そして、選手Ａがちょうどゴールラインを通過
したようなタイミングで撮影を行ったとする。また、このときには、2番手の選手Ｂは、
選手Ａに少しだけ遅れる程度のタイミングで走っていたとする。
　このような状況では、撮影者Ａが撮影を行ったタイミングでは、移動カメラ３００－１
は、選手Ａの選手用端末装置１００－１だけではなく、選手Ｂの選手用端末装置１００－
２とも、カメラ－端末間通信網CN100による通信が可能な状態にあったものとされる。こ
のことは、移動カメラ装置３００―１の撮像視野において、選手Ａ（選手用端末装置１０
０－１）だけではなく、選手Ｂ（選手用端末装置１００－２）も入っていることを意味す
る。また、このときの移動カメラ３００－１は、選手用端末装置１００－１の端末ＩＤの
ほかに、選手用端末装置１００－２の端末ＩＤも取得していたものとする。
【００９２】
　上記のようにして撮像を実行した移動カメラ３００－１は、図１の設備カメラ２と同様
にして、撮像画像データを含む構造の画像データファイルを作成し、この画像データファ
イルを、自身の記憶部に記憶させると共に、サーバ機能の固定カメラ装置２００に対して
、カメラ間通信網CN200により送信出力する。この画像データファイルのヘッダには撮像
対象の端末ＩＤとして、選手用端末装置１００－１、１００－２の２つの端末ＩＤが格納
されている。また、この場合の画像データファイルには、このファイルを作成した移動カ
メラ３００のＩＤ（移動カメラＩＤ）も格納する。
【００９３】
　この画像データファイルを受信した固定カメラ装置２００では、自身が保持しているグ
ループの管理情報を参照して、受信した画像データファイルのヘッダが格納する撮像対象
の端末ＩＤと同じグループに属する移動カメラ３００の移動カメラＩＤを特定する。なお
、このようにして特定される移動カメラＩＤのうちには、画像データファイルを作成した
移動カメラ装置３００の移動カメラＩＤも含まれているが、これについては除外する。
　そして、固定カメラ装置２００は、上記のようにして特定された移動カメラＩＤを送信
先として、移動カメラ３００－１により撮像が行われたことの通知をする。この通知の態
様としては、移動カメラ３００－１から送信されてきた画像データファイルを、例えば転
送するようにして上記送信先に送信する。
　このような動作の結果として、図１３の場合には、選手用端末装置１００－２と同一グ
ループであるとして管理されている、移動カメラ装置３００－２に対して画像データファ
イルが送信されることになる。
　このような動作を、撮影者Ｂの立場からみると、撮影者Ａが移動カメラ装置３００－１
により撮像した画像が、送信されてくることになる。そして、この送信された画像データ
ファイルの画像を表示させてみると、撮影者Ｂの子供である選手Ｂも写っていることにな
る。つまり、このシステム動作では、撮影者自身が同じグループの選手を撮影していなく
とも、他人が撮影したときには、その画像が転送されてきて、自分のものとして取得する
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は遠く離れており、ゴールライン付近の子供（選手Ｂ）は自分で撮影することができない
。しかし、上記のようにして、撮影者Ａが撮影した画像が取得できることで、撮影者Ｂと
しては、ゴールライン付近から離れた位置に居ながらも、子供がゴールインする場面を撮
影した画像を取得できることになる。
　このようにして、図１３の例においても、「同じグループにおいて、被写体対応端末装
置以外の非被写体対応端末装置にて、被写体対応端末装置がこれより撮影されることある
いは撮影されたことを通知させる、という技術概念を適用して、上記したようなシステム
動作を実行させることで、撮影者がこれまでには自身で得ることが難しかった撮像画像を
得ることが可能になっている。
【００９４】
　なお、上記図１３により説明したシステム動作は、先に説明した図１のシステム動作を
実現するための技術構成に基づいて実現可能であることから、ここでの説明は省略する。
【００９５】
　また、本発明としては、これまでに説明したシステム構成、及びアルゴリズムなどに限
定されることなく、実際の適用に応じて適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施の形態としての撮像システムの一例を概念的に示す図である。
【図２】携帯端末装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】設備カメラの構成例を示すブロック図である。
【図４】サーバの構成例を示すブロック図である。
【図５】端末管理情報の構造例を模式的に示す図である。
【図６】画像データファイルの構造例を模式的に示す図である。
【図７】設備カメラの撮像動作に関する処理を示すフローチャートである。
【図８】設備カメラの動作（情報要求）に応答した携帯端末装置の処理を示すフローチャ
ートである。
【図９】設備カメラの動作（撮像待機モードの通知）に応答した携帯端末装置の処理を示
すフローチャートである。
【図１０】設備カメラからの画像データファイルの受信に応答したサーバの処理を示すフ
ローチャートである。
【図１１】携帯端末装置におけるリスト表示に対する画像データファイルの保存登録／解
除の操作に応じた処理を示すフローチャートである。
【図１２】携帯端末装置から送信される画像登録／解除要求に応じたサーバの処理を示す
フローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態としての撮像システムの他の例を概念的に示す図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１（１－１、１－２、１－３）　携帯端末装置、２（２－１、２－２、２０３）　設備
カメラ、３　管理センタ、４　サーバ、５　登録装置、６　画像出力装置、１１　撮像部
、１２　画像信号処理部、１３、４３　設備－端末間対応通信部、１４・２４　カメラ－
端末間対応通信部、１５・２５・４４　制御部、１６・４１　記憶部、１７　表示部、１
８　音声出力部、１９　操作部、２０　通知機能部　２０ａ　バイブレータ、２０ｂ　Ｌ
ＥＤ、２１　撮像部、２２　画像信号処理部、２３・４２　設備間対応通信部、２６　照
明駆動部、２７　照明装置、４１　記憶部、４５　インターフェイス部、１００（１００
－１、１００－２、１００－３）　選手用端末装置、２００　固定カメラ装置、３００（
３００－１、３００－２）移動カメラ装置、CN1　設備間通信網、CN2　設備－端末間通信
網、CN3・CN100　カメラ－端末間通信網、CN200　カメラ間通信網、Sar　撮像エリア
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