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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを、
　オンライン地図情報サービスから取得された、指定された区域の地図を地図表示領域に
表示する地図表示処理手段、
　前記地図表示領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定され
ると、その指定された地図上の位置に当該撮影手段を示すアイコンを表示するアイコン表
示処理手段、
　前記地図表示領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定され
ると、当該撮影手段の設置地点を示す情報を少なくとも含む撮影手段情報を当該撮影手段
に対応させて生成し、記憶手段に保存する情報管理手段、
　地図上に表示されたいずれかの前記アイコンがユーザに選択されると、その選択された
前記アイコンに対応する撮影手段により撮影された画像として、オンライン地図情報サー
ビスから取得された、当該撮影手段の設置地点において撮影された写真画像を写真画像表
示領域に表示する画像表示処理手段、
　ユーザにより入力された格納先から現場の写真画像を取得する画像取得手段、
　として機能させ、
　前記画像表示処理手段は、ユーザにより現場の写真画像の格納先が入力された場合、オ
ンライン地図情報サービスから取得された写真画像に代えて、前記画像取得手段により取
得された現場の写真画像を前記写真画像表示領域に表示することを特徴とするプログラム
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。
【請求項２】
　前記撮影手段情報には、当該撮影手段の撮影方向を示す情報が含まれており、
　前記画像表示処理手段は、オンライン地図情報サービスが提供する風景を撮影した写真
画像の中から、当該撮影手段の設置地点から当該撮影手段に対応する前記撮影手段情報に
より特定される撮影方向を撮影したときの写真画像を取得することを特徴とする請求項１
に記載のプログラム。
【請求項３】
　コンピュータを、更に、
　前記記憶手段に保存された撮影手段情報を撮影手段情報表示領域に表示する撮影手段情
報表示処理手段として機能させることを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記情報管理手段は、ユーザによる入力又はユーザ操作に応じて前記撮影手段に対応す
る撮影手段情報の更新を行い、
　前記アイコン表示処理手段は、撮影手段情報の更新に応じて更新された撮影手段情報に
対応する撮影手段に対応するアイコンの表示を更新することを特徴とする請求項１に記載
のプログラム。
【請求項５】
　前記撮影手段情報には、前記撮影手段の画角又は焦点距離を示す撮影範囲情報の少なく
とも一方が含まれており、
　前記アイコン表示処理手段は、撮影範囲情報を視覚的に表す画像を付加して前記アイコ
ンを表示することを特徴とする請求項１に記載のプログラム。
【請求項６】
　オンライン地図情報サービスから取得された、指定された区域の地図を地図表示領域に
表示する地図表示処理手段と、
　前記地図表示領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定され
ると、その指定された地図上の位置に当該撮影手段を示すアイコンを表示するアイコン表
示処理手段と、
　前記地図表示領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定され
ると、当該撮影手段の設置地点を示す情報を少なくとも含む撮影手段情報を当該撮影手段
に対応させて生成し、記憶手段に保存する情報管理手段と、
　地図上に表示されたいずれかの前記アイコンがユーザに選択されると、その選択された
前記アイコンに対応する撮影手段により撮影された画像として、オンライン地図情報サー
ビスから取得された、当該撮影手段の設置地点において撮影された写真画像を写真画像表
示領域に表示する画像表示処理手段と、
　ユーザにより入力された格納先から現場の写真画像を取得する画像取得手段と、
　を有し、
　前記画像表示処理手段は、ユーザにより現場の写真画像の格納先が入力された場合、オ
ンライン地図情報サービスから取得された写真画像に代えて、前記画像取得手段により取
得された現場の写真画像を前記写真画像表示領域に表示することを特徴とする情報処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プログラム及び情報処理装置、特にオンライン地図情報サービスを利用した
情報の提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　保守サービスを提供するサービス事業者においては、商店街や工場周辺に監視カメラを
設置する商談を持つ機会は少なくない。商談では、監視カメラを設置する位置、向き、台
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数等を検討することになるが、商店街等に実際に監視カメラを設置しなくてもその設置し
たときの状況をイメージできれば商談には好都合である。
【０００３】
　ところで、現在、グーグル社がインターネットを介して提供するグーグルマップという
オンライン地図情報サービスがある。グーグルマップは、指定された場所の地図を拡縮可
能に画面に表示する。また、グーグルマップから、表示された地図上に人型のアイコン（
ペグマン）をドラッグ＆ドロップすると、そのドロップした位置から指定された方向の写
真画像を画面に表示するストリートビュー（登録商標）が利用可能である。
【０００４】
　なお、特許文献１には、撮影の容易な地点から撮影した画像データを元にカメラの設置
位置を自由に指定したときのカメラにより撮影される範囲を推定する技術が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２１４９０３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２３４２５７号公報
【特許文献３】特開２００８－５００５６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　監視カメラを商店街や公共の場所等の屋外に設置する商談においては、ビル等の施設内
に設置する商談と比較して設置場所の平面図の入手、監視カメラの仮設等が困難であり、
商談がスムーズに進められない場合がある。
【０００７】
　本発明は、オンライン地図情報サービスを有効利用して撮影手段を設置した状況をイメ
ージしやすくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るプログラムは、コンピュータを、オンライン地図情報サービスから取得さ
れた、指定された区域の地図を地図表示領域に表示する地図表示処理手段、前記地図表示
領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定されると、その指定
された地図上の位置に当該撮影手段を示すアイコンを表示するアイコン表示処理手段、前
記地図表示領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定されると
、当該撮影手段の設置地点を示す情報を少なくとも含む撮影手段情報を当該撮影手段に対
応させて生成し、記憶手段に保存する情報管理手段、地図上に表示されたいずれかの前記
アイコンがユーザに選択されると、その選択された前記アイコンに対応する撮影手段によ
り撮影された画像として、オンライン地図情報サービスから取得された、当該撮影手段の
設置地点において撮影された写真画像を写真画像表示領域に表示する画像表示処理手段、
ユーザにより入力された格納先から現場の写真画像を取得する画像取得手段、として機能
させ、前記画像表示処理手段は、ユーザにより現場の写真画像の格納先が入力された場合
、オンライン地図情報サービスから取得された写真画像に代えて、前記画像取得手段によ
り取得された現場の写真画像を前記写真画像表示領域に表示することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記撮影手段情報には、当該撮影手段の撮影方向を示す情報が含まれており、前
記画像表示処理手段は、オンライン地図情報サービスが提供する風景を撮影した写真画像
の中から、当該撮影手段の設置地点から当該撮影手段に対応する前記撮影手段情報により
特定される撮影方向を撮影したときの写真画像を取得することを特徴とする。
【００１０】
　また、コンピュータを、更に、前記記憶手段に保存された撮影手段情報を撮影手段情報
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表示領域に表示する撮影手段情報表示処理手段として機能させることを特徴とする。
【００１１】
　また、前記情報管理手段は、ユーザによる入力又はユーザ操作に応じて前記撮影手段に
対応する撮影手段情報の更新を行い、前記アイコン表示処理手段は、撮影手段情報の更新
に応じて更新された撮影手段情報に対応する撮影手段に対応するアイコンの表示を更新す
ることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記撮影手段情報には、前記撮影手段の画角又は焦点距離を示す撮影範囲情報の
少なくとも一方が含まれており、前記アイコン表示処理手段は、撮影範囲情報を視覚的に
表す画像を付加して前記アイコンを表示することを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る情報処理装置は、オンライン地図情報サービスから取得された、指定され
た区域の地図を地図表示領域に表示する地図表示処理手段と、前記地図表示領域に表示さ
れた地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定されると、その指定された地図上
の位置に当該撮影手段を示すアイコンを表示するアイコン表示処理手段と、前記地図表示
領域に表示された地図上において撮影手段の設置地点がユーザに指定されると、当該撮影
手段の設置地点を示す情報を少なくとも含む撮影手段情報を当該撮影手段に対応させて生
成し、記憶手段に保存する情報管理手段と、地図上に表示されたいずれかの前記アイコン
がユーザに選択されると、その選択された前記アイコンに対応する撮影手段により撮影さ
れた画像として、オンライン地図情報サービスから取得された、当該撮影手段の設置地点
において撮影された写真画像を写真画像表示領域に表示する画像表示処理手段と、ユーザ
により入力された格納先から現場の写真画像を取得する画像取得手段と、を有し、前記画
像表示処理手段は、ユーザにより現場の写真画像の格納先が入力された場合、オンライン
地図情報サービスから取得された写真画像に代えて、前記画像取得手段により取得された
現場の写真画像を前記写真画像表示領域に表示することを特徴とする。
                                                                              
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、オンライン地図情報サービスから取得した地図情報や写真画像を有効
利用して撮影手段を設置した状況をイメージしやすくすることができる。
【００１６】
　また、撮影手段の設置地点から撮影手段情報により特定される撮影方向を撮影したとき
の写真画像を取得することができる。
【００１７】
　また、撮影手段の画角又は焦点距離の少なくとも一方が視覚的に把握しやすいように表
示することができる。
【００１８】
　また、オンライン地図情報サービスから取得された写真画像に代えて自ら用意した画像
を撮影手段により撮影された画像として表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る情報処理装置の一実施の形態であるタブレット端末を含むネットワ
ークシステムの全体構成図である。
【図２】本実施の形態におけるタブレット端末のハードウェア構成図である。
【図３】本実施の形態におけるタブレット端末に商談ツールが表示する画像の一例を示す
図である。
【図４】本実施の形態におけるタブレット端末のブロック構成図である。
【図５】本実施の形態における商談ツールが提供するプロジェクト管理画面の一例を示す
図である。
【図６】本実施の形態におけるカメラ情報のデータ構成の一例を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明に係る情報処理装置の一実施の形態であるタブレット端末を含むネット
ワークシステムの全体構成図である。図１には、タブレット端末１０とオンライン地図情
報サービスを提供するサーバ２と、各コンピュータ１０，２を接続するインターネット４
と、が示されている。
【００２２】
　オンライン地図情報サービスは、指定された場所の地図の提供をインターネット４を介
して行う地図情報サービスである。例えば、グーグル社が提供するグーグルマップ（Ｇｏ
ｏｇｌｅ　Ｍａｐｓ）がこのサービスに該当する。本実施の形態では、オンライン地図情
報サービスとしてグーグルマップを利用することを想定して説明する。グーグル社はまた
、グーグルマップにより画面表示された地図上に、人型のアイコン（ペグマン）をドラッ
グ＆ドロップすると、そのドロップした位置から指定された方向の写真画像を画面に表示
するストリートビュー機能を提供している。本実施の形態では、このストリートビュー機
能が提供する風景を撮影したパノラマ写真画像を有効利用する。
【００２３】
　タブレット端末１０は、インターネット４を介してオンライン地図情報サービスを利用
可能な情報処理装置の一形態である。本実施の形態では、情報処理装置として、商店街や
工場周辺に監視カメラを設置する商談を行う営業員等に携帯され客先での使用に便利なタ
ブレット端末１０を想定して説明するが、モバイルＰＣや来客に対する商談にも使用可能
な携帯性のないデスクトップＰＣ等にて実現してもよい。
【００２４】
　図２は、本実施の形態におけるタブレット端末１０を形成するコンピュータのハードウ
ェア構成図である。本実施の形態においてタブレット端末１０を形成するコンピュータは
、従前から存在する汎用的なハードウェア構成で実現できる。すなわち、コンピュータは
、図２に示したようにＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、ハードディスクドライブ（
ＨＤＤ）２４、入出力手段として設けられた操作パネル２５、通信手段として設けられた
ネットワークコントローラ２６を内部バス２７に接続して構成される。なお、ＰＣの場合
は、入力手段としてマウスやキーボード、表示手段としてディスプレイをそれぞれ接続す
る入出力コントローラを内部バス２７に接続して構成すればよい。
【００２５】
　図３は、本実施の形態におけるタブレット端末１０にインストールされた商談ツール（
アプリケーション）が操作パネル２５に表示する画像の一例を示す図である。この画像は
、写真画像表示領域３１、地図表示領域３２及びカメラ情報表示領域３３を含んでいる。
地図表示領域３２には、オンライン地図情報サービスから取得した地図が監視カメラの設
置予定の区域の平面図として表示される。詳細は後述するが、この表示された地図上に監
視カメラのアイコン３４が置かれることで、監視カメラの設置地点が特定される。図３で
は、３台の監視カメラに対応するアイコン３４ａ，３４ｂ，３４ｃが地図上に配置されて
いるが、これらを区別することなく説明する場合は上記の通り「アイコン３４」と総称す
る。
【００２６】
　なお、本実施の形態においては、監視カメラを現場に実際に設置するのではなく、商談
の過程において設置すると仮定しているに過ぎない。そして、監視カメラをその仮定的に
設置する場所を示すために、タブレット端末１０上で動作する商談ツールは、各監視カメ
ラの設置地点に対応させて、地図表示領域３２に表示された地図上にアイコン３４を表示
する。つまり、監視カメラとアイコン３４とは１対１の関係にあり、地図上におけるアイ
コン３４が置かれることで表示位置が決まると、現場における監視カメラの設置地点が一
意に決まる。このように、地図上に置かれるのは監視カメラの設置地点を示すアイコンで
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あるが、説明の便宜上、「地図上に監視カメラを置く」などのように説明する場合もある
。
【００２７】
　カメラ情報表示領域３３には、地図表示領域３２に表示された地図上に置かれた監視カ
メラ毎に生成され、カメラ情報記憶部１７に記憶されたカメラ情報がリスト表示される。
【００２８】
　写真画像表示領域３１には、地図表示領域３２に表示されたアイコン３４の中からユー
ザにより選択されたアイコン３４に対応する監視カメラによって撮影された写真画像が表
示される。監視カメラは、実際には動画で撮影するかもしれないが、写真画像を便宜的に
用いる。本実施の形態では、監視カメラによって撮影された写真画像として、ストリート
ビューが提供するパノラマ写真画像を利用する。なお、本実施の形態では、ストリートビ
ューが提供するパノラマ写真画像に代えて、実際に撮影した写真画像も表示可能としてい
るが、この写真画像の表示の詳細については追って説明する。
【００２９】
　操作パネル２５に表示される画像は、以上説明した監視カメラの設置場所を示す地図、
設置した監視カメラに関する情報、いずれかの監視カメラにより撮影された写真にて構成
される。
【００３０】
　図４は、本実施の形態におけるタブレット端末１０のブロック構成図である。本実施の
形態におけるタブレット端末１０は、入力操作受付部１１、表示処理部１２、オンライン
地図情報取得部１３、カメラ情報管理部１４、画像取得部１５、処理制御部１６及びカメ
ラ情報記憶部１７を有している。なお、本実施の形態の説明に用いない構成要素は図から
省略している。入力操作受付部１１は、操作パネル２５からの入力、操作パネル２５に対
する操作を受け付ける。表示処理部１２は、操作パネル２５への表示に関する処理を行う
。具体的には、表示処理部１２は、グーグルマップから取得された、指定された区域の地
図を地図表示領域３２に表示する地図表示処理手段、地図上に表示されたいずれかのアイ
コン３４がユーザに選択されると、その選択されたアイコン３４に対応する監視カメラに
より撮影された画像として、グーグルマップから取得された、当該監視カメラの設置地点
において撮影された写真画像を写真画像表示領域３１に表示する画像表示処理手段、カメ
ラ情報記憶部１７に保存されたカメラ情報をカメラ情報表示領域３３に表示する撮影手段
情報表示処理手段、更に地図表示領域３２に表示された地図上において監視カメラの設置
地点がユーザに指定されると、その指定された地図上の位置に当該監視カメラを示すアイ
コンを表示するアイコン表示処理手段、として設けられている。
【００３１】
　オンライン地図情報取得部１３は、指定された地図情報や写真画像をインターネット４
を介してグーグルマップから取得する。カメラ情報管理部１４は、カメラ情報記憶部１７
に記憶されたカメラ情報の管理を行う。具体的には、カメラ情報管理部１４は、地図表示
領域３２に表示された地図上において監視カメラの設置地点がユーザに指定されると、つ
まりアイコン３４が地図上に置かれると、当該監視カメラの設置地点を示す情報を少なく
とも含むカメラ情報を当該監視カメラに対応させて生成し、カメラ情報記憶部１７に保存
する情報管理手段として設けられている。写真画像表示領域３１には、基本的にストリー
トビューの写真画像が表示されるが、実際の現場において撮影された写真画像等が事前に
用意されている場合、その写真画像を写真画像表示領域３１に表示してもよい。画像取得
部１５は、ストリートビューの写真画像に代えて写真画像表示領域３１に表示する写真画
像を取得する画像取得手段として設けられている。
【００３２】
　処理制御部１６は、前述した各構成要素１１～１５と連携動作して商談ツールが提供す
る処理機能を発揮させる。例えば、入力操作受付部１１がユーザによる操作指示やユーザ
により入力された情報を受け付けると、その操作指示に応じてオンライン地図情報取得部
１３に情報の取得を指示したり、カメラ情報記憶部１７への情報の書き込みや読み出しを
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カメラ情報管理部１４に指示したり、地図やアイコンの表示、表示内容の変更等を表示処
理部１２に指示したりする。また、オンライン地図情報取得部１３やカメラ情報管理部１
４により情報が取得されると、その情報の表示を表示処理部１２に指示する。このように
、各構成要素１１～１５は、処理制御部１６からの指示に応じて各種処理を実行する。
【００３３】
　タブレット端末１０における各構成要素１１～１６は、タブレット端末１０を形成する
コンピュータと、コンピュータに搭載されたＣＰＵ２１で動作するプログラムとの協調動
作により実現される。また、カメラ情報記憶部１７は、タブレット端末１０に搭載された
ＨＤＤ２４にて実現される。あるいは、ＲＡＭ２３又は外部にある記憶手段をネットワー
ク経由で利用してもよい。
【００３４】
　また、本実施の形態で用いるプログラム（上記商談ツール）は、通信手段により提供す
ることはもちろん、ＣＤ－ＲＯＭやＵＳＢメモリ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒
体に格納して提供することも可能である。通信手段や記録媒体から提供されたプログラム
はコンピュータにインストールされ、コンピュータのＣＰＵ２１がプログラムを順次実行
することで各種処理が実現される。
【００３５】
　次に本実施の形態における動作について説明する。本実施の形態では、商店街等の屋外
に監視カメラを設置する商談を客先において行う場合を例にして説明する。
【００３６】
　商談を行う営業員(ユーザ)は、本実施の形態におけるタブレット端末１０を携帯して、
商談相手となる客先の事業所に訪問する。そして、商談の際、商談ツールを起動すると、
表示処理部１２は、図５に例示したようなプロジェクト管理画面を表示する。本実施の形
態では、新規の商談を想定しているので、ユーザは操作パネル２５に表示された新規ボタ
ン５１を選択する。入力操作受付部１１がその新規ボタン５１の選択を受け付けると、表
示処理部１２は、表示する地域を指定する入力フィールドを操作パネル２５に表示する。
ユーザがその入力フィールドからプロジェクト名及び監視カメラの設置対象とする地域を
特定する住所等の情報を入力すると、オンライン地図情報取得部１３は、その入力された
情報に基づき該当する地域の地図をオンライン地図情報サービスから取得する。これによ
り、表示処理部１２は、図３に示した商談用の画像を操作パネル２５に表示し、その画像
の地図表示領域３２に、オンライン地図情報取得部１３により取得された地図を表示する
。
【００３７】
　ここで、ユーザは、地図表示領域３２に表示された地図の表示範囲が狭すぎるとスライ
ドバー３５のスライダ若しくはマイナスボタンを操作することで地図を拡大表示させ、一
方、地図の表示範囲が広すぎるとスライドバー３５のスライダ若しくはプラスボタンを操
作して地図を縮小表示させる。このようにして、地図表示領域３２に表示される地図が適
切な表示範囲となるよう調整する。表示処理部１２は、このユーザ操作に応じて地図の拡
縮を行う。なお、この時点では、写真画像表示領域３１及びカメラ情報表示領域３３には
、何も表示されていない。また、プロパティ画面３６も表示されない。
【００３８】
　以上のようにして監視カメラを設置する区域を画面に表示させると、ユーザは、続いて
監視カメラの設置場所を決めていく作業を開始する。そのために、ユーザは、監視カメラ
設置用のアイコン３７を指先でドラッグし、設置しようとする地図上の位置でドロップす
る。この操作は、グーグルマップにおいてペグマンを地図上に置く操作と同じでよい。
【００３９】
　入力操作受付部１１がその操作を受け付けると、表示処理部１２は、その操作に応じて
ドロップ操作された地図上の位置にアイコン３４を表示する。地図上にアイコン３７が新
たに置かれると、カメラ情報管理部１４は、当該監視カメラに関するカメラ情報を生成し
、カメラ情報記憶部１７に登録、保存する。
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【００４０】
　図６は、本実施の形態におけるカメラ情報のデータ構成の一例を示した図である。本実
施の形態におけるカメラ情報は、監視カメラを識別する識別番号に、設置位置情報、カメ
ラ型番、画角、方角、焦点距離及び画像情報の各データを対応付けして生成される。設置
位置情報は、監視カメラが設置された地点を示す情報である。設置される地点は、地図上
にアイコン３４がドロップされた位置により特定され、例えばグーグルマップから取得す
る経緯度情報が設定される。カメラ型番は、監視カメラの機種を特定する情報である。カ
メラの機種が特定されることで画角や焦点距離に対して指定可能な値の範囲が制限される
。画角及び焦点距離は、設置する監視カメラに設定される画角及び焦点距離である。方角
は、設置する監視カメラの撮影方向であり、対応するアイコン３４が地図上に置かれたと
きに決まる。例えば、真北を０°として時計回り方向の角度で示す。画像情報には、監視
カメラが撮影した画像を特定する情報が設定される。
【００４１】
　カメラ情報管理部１４は、地図上にアイコン３７が新たに置かれると、その置かれた位
置に対応する経緯度情報を取得し、カメラ情報の設置位置情報に設定する。監視カメラの
型番は、ユーザに設定させるようにしてもよいが、本実施の形態では、初期値として事前
に設定されている型番を自動的に設定する。監視カメラには、画角及び焦点距離の初期値
が機種毎に予め設定されており、型番により監視カメラの機種が特定されると、その機種
に対応する初期値を読み出し、カメラ情報の画角及び焦点距離に設定する。地図上に監視
カメラが新たに置かれる場合、その監視カメラの向きは初期値により予め決められている
ものとすると、カメラ情報管理部１４は、その初期値をカメラ情報の方角に設定する。設
置位置情報及び方角がカメラ情報に設定されると、オンライン地図情報取得部１３は、設
置位置情報に設定された経緯度情報により特定される監視カメラの設置場所から当該監視
カメラが向いている方向に合致する写真画像をオンライン地図情報サービスから取得する
。カメラ情報管理部１４は、このようにして取得された写真画像を特定する情報をカメラ
情報の画像情報に設定する。オンライン地図情報サービスから写真画像を取得する場合、
写真画像を特定する情報は写真画像データそのものではなくＵＲＬでよい。
【００４２】
　カメラ情報管理部１４が以上のようにして生成したカメラ情報をカメラ情報記憶部１７
に登録すると、その登録されたカメラ情報は、表示処理部１２によりカメラ情報表示領域
３３に表示される。カメラ情報表示領域３３には、カメラ情報の全ての項目データを表示
してもよい。ただ、カメラ情報表示領域３３のスペースからして全項目を一度に表示する
ことは困難な場合、スクロールにより項目データの内容が確認できるようにしてもよいし
、図３に例示したように画角や方角等、監視カメラの設置に関連する一部の情報を抽出し
て表示するようにしてもよい。また、表示処理部１２は、地図上に新たに置かれたアイコ
ン３４の中に、対応する監視カメラに割り振られた識別番号を表示する。図３に例示した
ように、アイコン３４ａに識別番号“１”を含めて表示することで、アイコン３４ａと、
カメラ情報表示領域３３に表示された識別番号（Ｎｏ．）が“１”のカメラ情報との対応
関係が一目瞭然に把握できる。
【００４３】
　更に、カメラ情報の画角及び焦点距離を参照して、表示処理部１２は、アイコン３４に
対応させて監視カメラの撮影範囲が視覚的にイメージしやすいように撮影範囲情報を示す
画像をアイコン３４に付加して表示する。図３に示した表示例によると、監視カメラの形
状をしたアイコン３４の画像のレンズの部分に扇形形状の画像４１を撮影範囲情報を示す
画像として付ける。この画像４１の扇形の中心角が画角を示し、半径が焦点距離を示す。
なお、図３では、扇形の画像４１を破線で図示したが、表示形態はこれに限定する必要は
なく、例えば半透明の色を付けるなどして描画するようにしてもよい。
【００４４】
　監視カメラに対応するアイコン３４を地図上に設置すると、ユーザは、アイコン３４を
左クリックなどして写真画像の表示を指示する。この指示に応じて、表示処理部１２は、
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カメラ情報記憶部１７から、対応する監視カメラのカメラ情報に含まれる画像情報を読み
出し、その読み出した情報に基づき写真画像表示領域３１に表示する。すなわち、選択さ
れた監視カメラの位置から、当該監視カメラに対応するカメラ情報から特定される撮影方
向及び範囲の写真画像が写真画像表示領域３１に表示されることになる。
【００４５】
　以上のようにして、タブレット端末１０の操作パネル２５には、監視カメラを設置する
区域において監視カメラの設置場所と、その設置場所からの撮影されたときの写真画像が
表示されることになるので、監視カメラを実際に現場に設置しなくても設置したときの状
況をイメージしやすい。
【００４６】
　以上のようにして、監視カメラが地図上に新たに設置されると、カメラ情報が新規に生
成、登録されることになるが、設定されたカメラ情報の内容を変更したい場合、例えば、
監視カメラの設置場所を変更したい場合、その監視カメラに対応するアイコン３４を指先
を用いてドラッグ＆ドロップすればよい。この操作によって地図上におけるアイコン３４
の位置が変更されると、カメラ情報管理部１４は、オンライン地図情報取得部１３と連携
して、当該監視カメラのカメラ情報の設置位置情報を更新する。
【００４７】
　また、監視カメラの設置場所と同様に監視カメラの設置する向き（撮影方向）も監視カ
メラの設置に関して重要な要素であるが、監視カメラを設置する方角を変更する場合、ア
イコン３４の端部若しくは扇形形状の画像４１をスワイプすることでアイコン３４を回転
させ、アイコン３４のレンズの向きを監視カメラにより撮影させたい方向に合わせるよう
にして変更してもよい。このスワイプ操作に応じてアイコンの初期の向き（現在の向き）
からの回転角度を検出して、当該監視カメラのカメラ情報の方角を更新する。
【００４８】
　あるいは、カメラ情報表示領域３３に表示されている、対応するカメラ情報の編集ボタ
ン３８をクリック選択する。これにより、操作パネル２５にプロパティ画面３６が表示さ
れ、この画面から方角の値を変更する。プロパティ画面３６の表示位置は、変更対象の監
視カメラのアイコン３４の近傍、アイコン３４の重複しない位置などと適宜調整すればよ
い。なお、変更を中止したい場合は中止ボタン３９を選択する。これにより、変更は中止
され、またプロパティ画面３６は操作パネル２５から消去される。また、値を変更して保
存ボタン４０を選択すると、その変更された値でカメラ情報記憶部１７に記憶されたカメ
ラ情報は更新され、またこの更新に伴いカメラ情報表示領域３３の表示内容は更新される
。カメラ情報が更新されると、表示処理部１２は、この更新に応じて写真画像表示領域３
３に表示されている画像を回転させ、監視カメラの向いている写真画像を表示する。
【００４９】
　編集ボタン３８をクリック選択した場合は、方角のみならず。画角及び焦点距離も同様
にして変更可能であり、その変更に応じてカメラ情報は更新され、表示処理部１２は、こ
の更新に応じて、地図表示領域３２に表示されている画像４１の形状を変更し、また、写
真画像表示領域３３に表示されている画像を拡縮するなど調整する。
【００５０】
　また、カメラ情報の変更は、編集ボタン３８を選択すること以外に、アイコン３４を右
クリックすることで変更してもよい。すなわち、アイコン３４を右クリックされると右ク
リックメニューを表示するようにし、そのメニューの中に、「プロパティ」などのように
プロパティ画面３６を表示させるメニュー項目を含めておく。そして、そのメニュー項目
が選択されると、表示処理部１２は、プロパティ画面３６を表示する。表示した後の処理
は、前述したとおりである。あるいは、カメラ情報表示領域３３に表示されているカメラ
情報を直接編集できるようにしてもよい。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、編集ボタン３６の選択やアイコン３４の右クリックでプロパ
ティ画面３６が表示されると説明したが、アイコン３７が新たに地図上に置かれた時点で
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プロパティ画面３６を自動的に表示して、カメラ情報をユーザに入力できるようにしても
よい。
【００５２】
　また、写真画像表示領域３１に表示された写真画像に対し、左右方向にスワイプするこ
とで、写真画像表示領域３１に表示される写真画像をそのスワイプ方向に対応させてスラ
イドする。スライドビューが提供する写真はパノラマ画像なので、この撮影方向を調整す
る操作にも容易に対応可能である。このスワイプ操作に連動させて地図表示領域３２に表
示されたアイコン３４及び画像４１の向きを調整する。操作パネル２５から指先が離れる
と、その離す行為を確定操作とみなして、カメラ情報管理部１４は、カメラ情報記憶部１
７に記憶されたカメラ情報の方角を更新し、表示処理部１２は、記憶されているカメラ情
報の更新に応じてカメラ情報表示領域３３に表示されているカメラ情報を更新する。
【００５３】
　また、監視カメラの型番等、図３に表れていないカメラ情報も編集ボタン３８を選択さ
せて変更できるようにしてもよい。
【００５４】
　ところで、監視カメラであることから本来動画像が収集されるところを、本実施の形態
では、ストリートビューが持っているパノラマ写真画像を利用して、当該監視カメラの位
置からの指定された撮影方向の写真画像として写真画像表示領域３１に表示するようにし
た。ただ、ユーザが現場に足を運んでデジタル写真を実際に撮っている場合があるかもし
れない。そこで、本実施の形態では、ストリートビューが提供している写真画像に代えて
、実際の現場において撮影された写真画像を写真画像表示領域３１に表示してもよい。
【００５５】
　すなわち、現場の写真画像（以下、「現場画像」）が存在する場合、ユーザは、対応す
るアイコン３４を右クリックする。この操作に応じて表示されるメニューの中に、「外部
画像添付」などのようにストリートビューが提供する写真画像に代えて表示する画像をカ
メラ情報に対応付けるメニュー項目を含めておく。そして、そのメニュー項目が選択され
ると、表示処理部１２は、操作パネル２５に入力フィールドを表示し、現場画像の格納先
をこの入力フィールドからユーザに入力させる。カメラ情報管理部１４は、この入力され
た現場画像の格納先情報をカメラ情報記憶部１７に記憶された当該監視カメラのカメラ情
報の画像情報に設定する。これにより、当該監視カメラのアイコン３４が左クリックによ
り選択された場合、現場画像がカメラ情報表示領域３３に表示されることになる。
【００５６】
　以上の説明では、１台の監視カメラを設置したときの動作について説明した。本実施の
形態では、複数の監視カメラを地図上に設置することができる。すなわち、１台の監視カ
メラ（識別番号が“１”）を設置した後、アイコン３７を地図上の所望の位置にドラッグ
＆ドロップ操作により新たに置く。この操作に応じて、当該監視カメラに対応したカメラ
情報が生成、保存される。このカメラ情報に識別番号“２”が付与されたとすると、地図
上に新たに配置されたアイコン３４ｂに識別番号“２”を含めて表示する。そして、前述
したように、画角、焦点距離、方角等がユーザによって適宜調整される。
【００５７】
　ここで、アイコン３４ｂが左クリックされると、対応する画像情報がカメラ情報記憶部
１７から読み出されて、写真画像表示領域３１に表示されることになる。アイコン３４ａ
に対応する監視カメラの位置からの写真画像が写真画像表示領域３１に表示されていた場
合、写真画像表示領域３１に表示される画像は、アイコン３４ｂに対応する監視カメラの
位置からの写真画像に置き換わることになる。
【００５８】
　なお、どの監視カメラからの撮影画像が写真画像表示領域３１に表示されているかを認
識しやすいように、写真画像が表示されているアイコン３４の色を変えるなど、写真画像
が表示されていない他のアイコン３４と表示形態を異ならせたり、カメラ情報表示領域３
３に表示されるカメラ情報の表示形態を強調表示、異なる色表示、点滅等させて写真画像
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が表示されていない他の監視カメラと表示形態を異ならせたりしてもよい。
【００５９】
　また、地図上に表示されているアイコン３４を削除したい場合、すなわち設置しようと
した監視カメラを撤去する場合、ユーザは、対応するアイコン３４を右クリックする。こ
の操作に応じて表示されるメニューの中に、「削除」などのメニュー項目を含めておく。
そして、そのメニュー項目が選択されると、カメラ情報管理部１４は、対応する監視カメ
ラのカメラ情報をカメラ情報記憶部１７から削除する。表示処理部１２は、対応する監視
カメラのアイコン３４を削除し、カメラ情報表示領域３３から該当するカメラ情報を消去
する。また、削除対象の監視カメラの写真画像が写真画像表示領域３１に表示されていた
場合には、その写真画像を消去する。
【００６０】
　以上のように、商店街等に監視カメラの設置した状況を設定すると、その内容、具体的
には地図表示領域３２に表示した地図、カメラ情報等を組にして、プロジェクト名を付加
して図示しないデータベースに保存する。データベースに保存しておくことで、図５のプ
ロジェクト管理画面から選択されると、当該プロジェクトにおいて過去に設定した内容を
データベースから読み出し、図３に示したように操作パネル２５に表示させることができ
る。
【００６１】
　以上説明したように、本実施の形態では、既存のオンライン地図情報サービスが提供す
る地図情報やストリートビュー画像を有効利用することで監視カメラを実際に設置しなく
ても、監視カメラを設置した場所から撮影したような写真画像を提供することができるの
で、監視カメラを設置した状況のイメージがしやすくなる。これにより、商談をスムーズ
に進めることが可能になる。
【００６２】
　なお、本実施の形態では、商店街等の屋外に監視カメラを設置する商談に提供した場合
を例にして説明したが、前述した商談ツールを持つ処理機能を商談以外に利用してもよい
。また、撮影手段として、動画像を撮る監視カメラ以外の機器を用いてもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　２　サーバ、４　インターネット、１０　タブレット端末、１１　入力操作受付部、１
２　表示処理部、１３　オンライン地図情報取得部、１４　カメラ情報管理部、１５　画
像取得部、１６　処理制御部、１７　カメラ情報記憶部、２１　ＣＰＵ、２２　ＲＯＭ、
２３　ＲＡＭ、２４　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、２５　操作パネル、２６　ネ
ットワークコントローラ、２７　内部バス。
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