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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介してカメラ及び情報端末に接続され、前記カメラで撮影された画像デ
ータを前記情報端末へ送信するサーバであって、
　前記カメラによって撮影された画像データを受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された画像データを格納するための画像格納領域と、
　前記画像格納領域に記憶されている画像データを前記情報端末へ送信する送信部と、
　自サーバを利用するユーザから、前記カメラに対する契約に係る指示を受け付ける契約
部と、
　第１の値と第２の値と第３の値とのうちのいずれかの値となる契約情報を記憶する契約
情報記憶部と、
　前記契約部が、前記カメラに対する契約を開始する旨の指示を受け付けた場合に、前記
契約情報記憶部に記憶される契約情報を前記第１の値とし、前記契約情報記憶部に記憶さ
れる契約情報が前記第１の値である場合において、前記契約部が前記契約を開始する旨の
指示を受け付けた日時に基づいて、第１の所定アルゴリズムで定められる契約有効期限日
時を経過するときに、前記契約情報記憶部に記憶される契約情報を前記第２の値とし、前
記契約情報記憶部に記憶される契約情報が前記第２の値である場合において、前記契約部
が前記契約を開始する旨の指示を受け付けた日時に基づいて、第２の所定アルゴリズムで
定められる、前記契約有効期限日時以降のデータ削除日時を経過するときに、前記契約情
報記憶部に記憶される契約情報を前記第３の値とする契約情報設定部と、
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　前記契約情報記憶部が記憶する契約情報が前記第１の値である場合に限って、前記受信
部によって受信された画像データを前記画像格納領域へ格納し、前記契約情報記憶部が記
憶する契約情報が前記第３の値以外の値から前記第３の値へと変化した場合に、前記画像
格納領域に格納されている画像データを削除する画像格納削除部とを備える
　ことを特徴とするサーバ。
【請求項２】
　前記契約情報設定部は、さらに、前記契約情報記憶部に記憶される契約情報が前記第１
の値である場合と、前記契約情報記憶部に記憶される契約情報が前記第２の値である場合
とにおいて、前記契約部が前記カメラに対する契約を終了する旨の指示を受け付けたとき
に、当該指示の受け付け日時から所定期間内に、前記契約部が前記カメラに対する新たな
契約を開始する旨の指示を受け付けなければ、前記契約情報記憶部が記憶する契約情報を
前記第３の値とする
　ことを特徴とする請求項１記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラが撮影した画像を、ネットワークを介して、遠隔地の端末装置に表示
するネットワークカメラシステムに関し、特にカメラと端末装置の対応を管理する技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラが撮影した画像を、インターネットを介して遠隔地にある端末装置で表示
することが可能となり、特定のカメラの撮影している画像を、自分のパソコンや携帯電話
機などで見ることが出来るサービスが提供されている。
　このサービスを利用することにより、例えば、自宅にあるカメラが撮影している画像を
、外出先から携帯電話機のディスプレイで見ることが出来る。
【０００３】
　このようなサービスに関して、操作性を向上させたり、リアルタイム映像と蓄積映像と
を同時に配信する技術などが開発されている（特許文献１参照）。
　このサービスの提供に際しては、契約している間は、自宅のカメラの画像が、契約して
いる自分の携帯電話機以外の機器で見られることがないように、カメラと携帯電話機との
紐付けを行い、自宅のカメラの画像は、自分の携帯電話機にのみ送信されるようにする必
要がある。
【特許文献１】特開２００３－１４３５７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、契約が解消された場合には、当然ながら、この自宅のカメラと自分の携帯電話
機との紐付けも解消され、自宅のカメラと別の携帯電話機との新たな契約を結ぶことが可
能となる。
　この別の携帯電話機が、自分の新しい携帯電話機などであれば問題はないが、悪意ある
第三者の携帯電話機であった場合には問題となる。
【０００５】
　そこで、本発明は、契約が解消された後であっても、容易に新たな契約を結ぶことが出
来ないようなネットワークカメラシステムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する為に、本発明のネットワークカメラシステムは、カメラで撮影した
画像を、ネットワークを介して、カメラと対応する情報端末に送信するネットワークカメ
ラシステムであって、カメラで撮影した画像の情報端末への送信状態を示す状態情報であ
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って、第１状態と第２状態のいずれかの状態情報と、カメラを識別するためのカメラ識別
子と、情報端末を識別するための端末識別子とを対応付けて記憶する状態記憶手段と、前
記状態記憶手段で記憶されている状態情報が第１状態である場合には、該当するカメラで
撮影した画像を対応する情報端末へ送信し、第２状態である場合には、該当するカメラで
撮影した画像を対応する情報端末へ送信することを抑止するよう制御する送信制御手段と
、前記状態情報が第１状態である場合に所定の条件を満たすと第２状態に変更し、特定の
条件を満たさない限り、前記状態記憶手段に記憶されているカメラ識別子と端末識別子と
の対応付けを更新しない状態情報変更手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係るネットワークカメラシステムは、上述の構成を備えることにより、カメラ
と、そのカメラで撮影した画像データを受信する情報端末との対応付けを、特定の条件を
満たす前は更新できなくすることができるので、特定の条件が満たされる前は、所定の条
件を満たして情報端末が画像データを受信することがなくなった後であっても、カメラと
他の情報端末が対応付けられることを阻止することができるようになる。
【０００８】
　すなわち、特定の条件が満たされる前は、カメラで撮影された画像データが、他の情報
端末に送信されることがないことになる。
　例えば、自宅のカメラと自分の携帯電話機とを対応付けていた場合、契約の更新をし忘
れて契約が解消されてしまったとしても（所定の条件）、自分で正式な解約を行わない限
り（特定の条件）、自宅のカメラと他人の携帯電話機とが対応付けられることがないので
、自宅のカメラの撮影画像を他人に見られてしまうことを防ぐことが出来る。
【０００９】
　また、前記第２状態は、非送信状態１または非送信状態２のいずれかの状態情報であっ
て、前記状態情報変更手段は、前記状態情報が第１状態である場合に条件１を満たすと非
送信状態１に変更し、前記状態情報が前記非送信状態１である場合に解除条件を満たすと
第１状態に変更し、条件２を満たすと非送信状態２に変更し、前記状態情報が非送信状態
２である場合には、解除条件を満たしても第１状態および非送信状態１に変更しないこと
としてもよい。
【００１０】
　これにより、解除条件を満たせば、非送信状態１の場合に限り、情報端末に画像データ
を再び送るようにし、非送信状態２の場合には、解除条件を満たしても画像データを送る
ようにしないようにできるので、どんな場合でも解除条件さえ満たせば画像データが送ら
れるようになってしまうことを阻止することができるようになる。
　また、前記ネットワークカメラシステムは、更に、所定期間の経過を検出する計時手段
を備え、前記条件１は、前記状態記憶手段にカメラと情報端末とが対応付けられて記憶さ
れ、状態情報が第１状態となったときから、第１期間が経過したことを前記計時手段が検
出したこと、または、前記第１期間が経過する前に延長された第１期間が経過したことを
前記計時手段が検出したことであり、前記条件２は、前記第１期間が経過し、更に、第２
期間が経過したことを前記計時手段が検出したことであり、前記解除条件とは、状態情報
を第２状態から第１状態に変更することを、端末識別子で示される情報端末のユーザから
意思表示を受けたことであることとしてもよい。
【００１１】
　これにより、画像データを送信しなくなってから第２期間が経過するまでは、情報端末
のユーザからの意思表示を受ければ、再び、画像データを送信することができるので、ユ
ーザは、第２期間が経過する前に意思表示を行えば、画像を表示することができるように
なる。
　ここで、意思表示とは、自分の携帯電話機から所定の操作を行うとか、サービス業者に
電話でその意思を伝えるなどである。
【００１２】
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　また、前記特定の条件とは、前記状態記憶手段に記憶されているカメラ識別子と、対応
付けて記憶されている端末識別子または異なる端末識別子とを新たに対応付けて記憶する
旨の意思表示を示す入力を、当該端末識別子で示される情報端末のユーザから受け付けた
ことであることとしてもよい。
　これにより、カメラと対応付けられている情報端末のユーザからの意思表示により、当
該カメラと当該情報端末または異なる情報端末とを対応付けることができるので、画像デ
ータを異なる情報端末に送信することや、情報端末への画像データの送信を再開すること
ができるようになる。
【００１３】
　例えば、契約更新を忘れるなどして画像を見ることが出来なくなったユーザが、意思表
示を行うことで、再び画像を見ることが出来るようになる。また、ユーザが、携帯電話機
を買い替えた場合などに、古い携帯電話機に替えて新しい携帯電話機で画像を見ることが
出来るようになる。
　ここで、ユーザの意思表示とは、サービス業者に電話でその意思を伝えるなどである。
また、自分の携帯電話機から古い契約の解約のための操作を行った後に新しい携帯電話機
で新しい契約のための操作とを行うなどである。
【００１４】
　また、前記特定の条件は、前記状態記憶手段に記憶されているカメラ識別子と、対応付
けて記憶されている端末識別子とを新たに対応付けて記憶する旨の指示を、当該端末識別
子で示される情報端末から受信したことであることとしてもよい。
　これにより、カメラと対応付けられている情報端末であって、画像データを送信しない
情報端末から、再び対応付けができるので、ユーザは、その情報端末で再び画像を見るこ
とが出来るようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
＜実施形態＞
　＜概要＞
　本発明に係るネットワークカメラシステムは、一旦契約したカメラと端末装置の紐付け
情報を、契約が消滅して紐付けが切れた場合であっても保存しておくものである。ここで
いう契約の消滅とは、正規の解約手続きを踏んだものではなく、例えば、更新を行わない
等で契約が切れた場合を指すものとする。
【００１６】
　本システムでは、カメラと紐付けされていた携帯電話機等（以下、「旧携帯電話機」と
いう。）を記憶しておき、新たに契約を結ぼうとしている者が、旧携帯電話機の持ち主で
あるか否か、または、関係のある者か否かを判断することで、不正な契約を出来る限り排
除するものである。
　従って、例えば、以前に契約されていたカメラ（以下、「旧カメラ」という。）と新た
な契約を結ぼうとする際には、旧契約が正規の解約手続きにより解消されない限り、新た
な契約を結ぶことが出来なくすることが可能となり、悪意ある第三者が、旧契約者の意思
に反して再契約を行うことを防げる可能性が格段に高くなる。
【００１７】
　すなわち、旧カメラと契約していた者は、正規の解約手続きと新たな契約を同時に行う
ことによって、悪意ある第三者による新たな契約が結ばれる不安が少なくなり、また、契
約が消滅したとしても、自分の意思に反して第三者との新たな契約が結ばれるという不安
が少なくなる。
　＜構成＞
　まず、本発明の実施形態に係るネットワークカメラシステムの構成について、図１を用
いて簡単に説明する。
【００１８】
　図１は、ネットワークカメラシステムの構成を示す図である。
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　本ネットワークカメラシステムは、インターネット網１００、カメラ２００、サーバ３
００、移動体通信制御局４００、基地局５００及び携帯電話機６００で構成される。
　携帯電話機６００は、移動体通信制御局４００と基地局５００とを介して、インターネ
ット網１００と接続している。
【００１９】
　本システムにおいて、ユーザが携帯電話機６００でカメラ２００の撮影した画像を表示
させる手順を、以下に簡単に説明し、図２～図４を用いてサーバ３００等の構成を説明す
る。
　まず、ユーザは、カメラ２００で撮影する画像を携帯電話機６００で表示させるという
契約を結ぶ。契約を結ぶ相手は、サーバ３００の管理者等であるサービス提供者であると
する。
【００２０】
　その契約によって、カメラ２００と携帯電話機６００とが、いわゆる、紐付けされて、
ユーザは携帯電話機６００でカメラ２００の撮影する画像を見ることが出来るようになる
。
　カメラ２００で撮影した画像は、インターネット網１００を介してサーバ３００に送信
され、蓄積される。
【００２１】
　ユーザは、携帯電話機６００で特定の操作を行うことにより、基地局５００等を介して
サーバ３００にアクセスし、カメラ２００の撮影した画像を取得してディスプレイに表示
された画像を見ることができるようになる。　
　この例では、携帯電話機６００でカメラ２００の撮影画像を表示しているが、もちろん
、その他、パソコン、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、インターネット対応テ
レビ等であってもよい。
【００２２】
　図２は、サーバ３００の構成を示す機能ブロック図である。
　サーバ３００は、通信部３１０、画像格納部３２０、画像送信部３３０、状態判定部３
４０、タイマー３５０、状態更新部３６０、ユーザインタフェース部３７０、契約部３８
０、画像蓄積部３９０及び契約情報記憶部７００から構成される。
　サーバ３００は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモリ等を備え、
上記機能部の有する機能の他、通常のサーバ装置としての機能を有するものとする。
【００２３】
　まず、通信部３１０は、インターネット網１００を介してカメラ２００及び携帯電話機
６００と通信する機能を有する。
　画像格納部３２０は、カメラ２００が撮影し送信してきた画像を画像蓄積部３９０に記
憶させる機能を有する。この蓄積の際、どのカメラが撮影した画像であるかを識別できる
ように記憶させる。
【００２４】
　画像送信部３３０は、携帯電話機６００からの依頼に応じて、画像蓄積部３９０に記憶
されている画像を、通信部３１０を介して携帯電話機６００に送信する機能を有する。ま
た、メッセージを携帯電話機６００の送る機能も有する。
　次に、状態判定部３４０は、画像送信部３３０から依頼を受けて、携帯電話機６００の
契約状態を判定し、携帯電話機６００に画像を送信するか否かの判断を行う基となる情報
を画像送信部３３０に返す機能を有する。この情報に応じて、画像送信部３３０は、画像
又はメッセージを送信する。
【００２５】
　この状態判定部３４０が行う判定は、契約情報記憶部７００に記憶されている情報を参
照することで行う。
　タイマー３５０は、時間を計測し、所定の時間になったら状態更新部３６０を起動させ
る機能を有する。詳細には、状態更新部３６０の機能を実現するタスクを起動する。
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　状態更新部３６０は、タイマー３５０によって起動され、契約情報記憶部７００に記憶
されている情報を更新する機能を有する。この契約情報記憶部７００の記憶する情報と、
本状態更新部３６０が更新する内容については、図５～図７を用いて後で説明する。
【００２６】
　ユーザインタフェース部３７０は、ディスプレイ、キーボード等を含み、オペレータの
指示を受付けて、その指示に応じて契約情報記憶部７００に記憶する情報に追加、更新、
削除の処理を行う機能を有する。
　また、契約部３８０は、携帯電話機６００からの依頼に応じて、携帯電話機６００とデ
ータをやり取りして、契約や契約の更新を行う機能を有する。その契約や契約の更新は、
契約情報記憶部７００に記憶されている情報に反映する。
【００２７】
　契約情報記憶部７００は、契約に関する情報を記憶する機能を有し、その情報の詳細は
、図５～図７を用いて後で説明する。
　次に、カメラ２００の構成について、図３を用いて説明する。
　図３は、カメラ２００の構成を示す機能ブロック図である。
　カメラ２００は、通信部２１０、画像送信部２２０、画像処理部２３０、撮像部２３１
及びカメラ識別子記憶部２４０で構成される。
【００２８】
　まず、通信部２１０は、インターネット網１００を介してサーバ３００と通信する機能
を有する。
　画像送信部２２０は、画像処理部２３０で生成された画像データを通信部２１０を介し
て、サーバ３００に送信する機能を有する。その際、自カメラを識別するためのカメラ識
別子を付加して送信する。サーバ側で、どのカメラの撮影した画像データであるかを識別
するためである。
【００２９】
　画像処理部２３０は、撮像部２３１から出力される信号から画像データを生成する機能
を有する。
　撮像部２３１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary
 Metal Oxide Semiconductor）から成り、外部の光を電気信号に変換して画像処理部２３
０に出力する。
【００３０】
　カメラ識別子記憶部２４０は、自カメラを識別するための情報であるカメラ識別子を記
憶する機能を有する。このカメラ識別子は、ＱＲコードとして、カメラ本体の表面に記載
されているものとする。ユーザが使用することが出来るようにである。
　図４は、携帯電話機６００の構成を示す機能ブロック図である。
　携帯電話機６００は、通信部６１０、画像表示部６２０、ディスプレイ６３０、画像要
求部６４０、ユーザインタフェース部６５０、携帯識別子記憶部６６０及び契約依頼／更
新部６７０で構成される。
【００３１】
　携帯電話機６００は、図示しないＣＰＵ、メモリ、音声信号を出力するスピーカ、外部
音声を入力するマイク等を備え、本発明に特有な機能のほか、音声通信、メール送受信等
、携帯電話機に必要な一般的な処理を行う。
　まず、通信部６１０は、インターネット網１００を介してサーバ３００と通信する機能
を有する。
【００３２】
　画像表示部６２０は、通信部６１０を介してサーバ３００から取得した画像データをデ
ィスプレイ６３０に表示する機能を有する。
　ディスプレイ６３０は、液晶等のディスプレイであり、画像表示部６２０から受け取っ
た画像データを表示するほか、携帯電話機のメニュー等や、動画等を表示する機能を有す
る。
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【００３３】
　画像要求部６４０は、ユーザインタフェース部６５０からの指示により、通信部６１０
を介してサーバ３００に画像データの送信を依頼する機能を有する。
　画像データを依頼する際、自携帯電話機を識別するための携帯識別子を付加して送信す
る。サーバ側で、どの携帯電話機が画像データを要求しているかを知るためである。
　ユーザインタフェース部６５０は、ボタン等を含み、ユーザの指示を受付けて、その指
示に応じて画像要求部６４０に画像データを要求する旨依頼する機能を有する。
【００３４】
　携帯識別子記憶部６６０は、自携帯電話機を識別するための情報である携帯識別子を記
憶する機能を有する。
　契約依頼／更新部６７０は、ユーザインタフェース部６５０からの依頼に応じて、契約
、契約の更新、契約の解除を行う機能を有する。
　ここで、サーバ３００、カメラ２００及び携帯電話機の各機能部による各処理の全部ま
たは一部は、ＣＰＵが各種プログラムを実行することにより実現されるものである。
【００３５】
　＜データ＞
　以下、本発明であるネットワークカメラシステムが用いる主なデータについて、図５～
図７を用いて説明する。
　図５は、契約情報テーブル７１０の構成例及び内容例を示す図である。
　契約情報テーブル７１０は、カメラ識別子７１１、端末識別子７１２、フォルダ７１３
、状態情報７１４及び契約末日７１５で構成される。
【００３６】
　この契約情報テーブル７１０は、サーバ３００の契約情報記憶部７００に記憶されてい
る。
　まず、カメラ識別子７１１は、カメラ２００を識別するための情報であり、カメラ２０
０のカメラ識別子記憶部２４０に記憶されているものである。
　また、端末識別子７１２は、本実施形態の場合、携帯電話機６００を識別するための情
報であり、携帯電話機６００の携帯識別子記憶部６６０に記憶されているものである。こ
の端末識別子７１２には、パソコンやＰＤＡなど、画像データを表示する機器を識別する
ための情報が設定される。
【００３７】
　このカメラ識別子７１１と端末識別子７１２とは、契約時に対として設定される。本実
施形態では、カメラ２００と携帯電話機６００とは、1対１でのみ契約できるものとする
。
　次に、フォルダ７１３は、カメラ識別子７１１で示されるカメラで撮影された画像デー
タを記憶している場所を示すフォルダ名である。このフォルダは、サーバ３００の画像蓄
積部３００に作成される。
【００３８】
　状態情報７１４は、カメラ識別子７１１で示されるカメラの契約状態を示す情報である
。ここには、「契約中」、「期限切１」及び「期限切２」の３種類のうちのいずれかが設
定されている。これらの状態については、図７を用いて後で説明する。
　契約末日７１５は、契約が解消された日、又は、更新がなければ解消される日を示す。
　ここで、図６を用いて、画像蓄積部３００の構成を説明する。図６は、画像蓄積部３０
０とフォルダ７１４の構成を示す図である。
【００３９】
　画像蓄積部３００には、カメラ識別子７１１に対応するフォルダ７１３で示されるフォ
ルダ名で、フォルダが作成され、そのカメラ識別子７１１で示されるカメラが撮影した画
像データが保存されている。
　本図で、点線で描いているフォルダは、以前存在したが現在は削除されているものを示
すものとする。
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【００４０】
　例えば、カメラ識別子７１１「Ｃ００１」で示されるカメラで撮影された画像データは
、カメラ識別子７１１「Ｃ００１」に対応するフォルダ７１３「Ｆ０００１」のフォルダ
に、画像データ「０１ＡＡ．ｊｐｇ」等として蓄積されている。
　次に、図７を用いて、契約の状態と契約状態テーブル７１０との関係を説明する。図７
は、契約の状態と契約状態テーブル７１０との関係を示す図である。
【００４１】
　本図において、矩形で示している処理は、ユーザが行う動作であるものとする。また、
経過期間欄は、経過した期間を示し、契約状態欄は、契約が成立している「契約中」の期
間と、契約が消滅している「未契約」の期間を示している。画像受信状態欄は、携帯電話
機６００がカメラ２００の撮影した画像を受信可能であるか否かを示し、契約情報の状態
情報欄は、契約情報テーブル７１０の状態情報７１４の内容を示している。更に、画像を
再受信する方法欄は、画像の受信が不可となった場合に、再び画像を受信するためにユー
ザが取るべき動作を示している。フォルダ欄は、該当するフォルダが、サーバ３００の画
像蓄積部３９０に存在するか否かを示している。
【００４２】
　本実施形態での契約は、契約を行ってから「期間１」毎に、例えば、次の一ヶ月が経過
する前に更新の意思表示をしなければ、契約が消滅するものとする。
　ここでは、カメラ識別子記憶部２４０のカメラ識別子が「Ｃ００１」のカメラと、携帯
識別子記憶部６６０の携帯識別子が「０９０００１」の携帯電話機が契約した場合を例に
とり説明する。契約した日は、２００６年１１月のある日とする。
【００４３】
　最初に、契約１０を行うと、カメラ識別子７１１「Ｃ００１」、端末識別子７１２「０
９０００１」、状態情報７１４「契約中」、契約末日７１５「２００６／１２／３１」の
データが、契約情報テーブル７１０にテーブルが追加される。本実施形態では、説明の便
宜上、最初だけ、「期間１」は一ヶ月以上であり、契約末日７１５は、契約日の次月の末
日とする。その後は、「期間１」は、一ヶ月とする。
【００４４】
　ユーザは、「期間１」が終了する前に、更新１１を行うことで、契約期間を更新する。
この例では、更新１２を行った後、期間１（２０）の間に更新を行わずに未更新１３とな
り、更に、次の期間２（２１）も更新を行わずに未更新１４となったとする。
　この場合、更新１２が有効な期間１（２０）が終了するまで、契約状態欄に示されるよ
うに「契約中」であり、画像受信状態欄に示されるように、画像の受信が可能である。そ
の後は、「未契約」となり、画像の受信は出来なくなる。
【００４５】
　このときの状態情報７１４を見ると、契約状態欄が「契約中」の期間は、同様に「契約
中」となっているが、その後、期間２（２１）が経過するまでは「期限切１」となり、期
間２（２１）が経過した後は「期限切２」となる。
　状態情報７１４が「期限切２」になった場合、正式な解約手続きが行われるまで、この
データは更新も削除もされない。
【００４６】
　この状態情報７１４が「期限切１」の期間は、いわゆる、猶予期間であって、簡単な手
続きによって、「契約中」に戻ることが可能である期間である。例えば、画像を再受信す
る方法欄に示すように、ユーザが更新依頼３０を行うことで画像を観ることが出来るよう
になる。
　状態情報７１４が「期限切２」になった場合には、正式な解約と契約３１を行わなけれ
ば、画像を見ることが出来ない。
【００４７】
　本実施形態では、期間１と期間２は、ともに一ヶ月とする。
　尚、状態情報７１４が「期限切１」の期間は、更新を受けたら、画像を送信する必要が
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あることから、画像データのフォルダは削除しないものとし、カメラからの画像データは
、蓄積しているものとする。
　＜動作＞
　以下、上述したネットワークカメラシステムの動作について図８～図１０を用いて説明
する。
【００４８】
　図８は、画像受信処理を示すフローチャートであり、図９は、画像送信処理を示すフロ
ーチャートであり、図１０は、状態情報の変更処理を示すフローチャートである。
　これらの処理は、共にサーバ３００で行われる処理である。
　まず、図８を用いて、画像データを蓄積する処理を説明する。
　カメラ２００の画像送信部２２０は、画像処理部２３０から渡された画像データにカメ
ラ識別子記憶部２４０に記憶されている自カメラ識別子を付加し、通信部２１０を介して
サーバ３００に送信する。
【００４９】
　画像データを受信したサーバ３００は、画像データであることを判断し、画像格納部３
２０に画像データの記憶を依頼する（ステップＳ３００：ＹＥＳ）。
　依頼を受けた画像格納部３２０は、画像データに付加されているカメラ識別子で契約情
報テーブルのカメラ識別子７１１を検索し、同じカメラ識別子があれば（ステップＳ３１
０：あり）、対応するフォルダ７１３のフォルダに記憶するよう画像蓄積部３９０に依頼
し、記憶する（ステップＳ３２０）。一方、契約情報テーブル７１０にカメラ識別子が存
在しなければ（ステップＳ３１０:ＮＯ）、メッセージを表示するなどのエラー処理を行
う（ステップＳ３３０）。
【００５０】
　尚、画像データに付加されているカメラ識別子からフォルダ名を求め、求めたフォルダ
名のフォルダに受信した画像データを記憶するよう画像蓄積部３９０に依頼することとし
てもよい。ここで、フォルダが存在しなければ、エラーとなる。
　つぎに、図９を用いて、カメラの撮影した画像データを携帯電話機に送信する処理を説
明する。
【００５１】
　まず、携帯電話機６００のユーザは、ユーザインタフェース部６５０を介して、カメラ
の画像を表示させる旨指示する。
　指示を受けたユーザインタフェース部６５０は、画像要求部６４０に画像の要求を依頼
する。依頼を受けた画像要求部６４０は、携帯識別子記憶部６６０に記憶されている自携
帯電話機の携帯識別子を読み出し、通信部６１０を介して、サーバ３００に画像を要求す
る。この要求の際、読み出した携帯識別子も送信する。
【００５２】
　依頼を受けたサーバ３００は、画像の要求であることを判断し、画像送信部３３０に画
像データの送信を依頼する（ステップＳ１００：ＹＥＳ）。この際、受信した携帯識別子
を渡す。
　依頼を受けた画像送信部３３０は、契約情報記憶部７００の契約情報テーブル７１０の
端末識別子７１２を受信した携帯識別子で検索し、対応する状態情報７１４を読み出す（
ステップＳ１１０）。
【００５３】
　状態情報７１４が、「契約中」である場合には（ステップＳ１１０：契約中）、画像蓄
積部３９０から、対応するフォルダ７１３のフォルダ下に格納されている画像データを読
み出し、通信部３１０を介して携帯電話機６００に送信する（ステップＳ１２０）。
　送信する画像は、システム及び契約内容に依存し、所定間隔の映像や動画等である。こ
こでは、画像送信部３３０は、まず、フォルダ内の最新の画像データを送信し、新しい画
像データが格納されると、その画像データを読み出し送信するものとする。この処理は、
ユーザから終了要求があるまで、続けられるものとする。
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【００５４】
　ユーザは、ユーザインタフェース部６５０から画像の表示の終了を指示する。その旨は
、ユーザインタフェース部６５０から画像要求部６４０に送られ、画像要求部６４０は、
画像終了要求を通信部６１０を介してサーバ３００に送信する。この終了要求の際には、
自携帯識別子も送信される。
　画像終了要求を受信したサーバ３０００は（ステップＳ１３０：ＹＥＳ）、画像送信部
３３０に、受信した携帯識別子を渡して画像の送信の終了を依頼する。
【００５５】
　依頼を受けた画像送信部３３０は、画像データの読み出しと送信とを終了する（ステッ
プＳ１４０）。
　また、状態情報７１４が、「期限切１」である場合には（ステップＳ１１０：期限切１
）、画像送信部３３０は、「画像を表示するには更新処理が必要である」旨のメッセージ
を携帯電話機６００に送信する（ステップＳ１５０）。
【００５６】
　状態情報７１４が、「期限切２」である場合には（ステップＳ１１０：期限切２）、画
像送信部３３０は、「契約が終了しており、画像を表示するには再契約が必要である」旨
のメッセージを携帯電話機６００に送信する（ステップＳ１６０）。
　つぎに、図１０を用いて、契約情報テーブルの状態情報７１４を変更する処理を説明す
る。
【００５７】
　まず、携帯電話機６００のユーザは、カメラ２００の撮影する画像を見るための契約を
行う。具体的には、携帯電話機６００のユーザは、撮影した画像を表示したいカメラ本体
の表面、又は包装パッケージに記載されているＱＲコード（二次元コード）を撮影し、内
部の変換機能を利用してカメラ識別子を求めて、契約するための所定の操作を行う。
　ユーザの操作を受け付けたユーザインタフェース部６５０は、ネットワークカメラの契
約指示である旨を解釈し、契約依頼／更新部６７０に契約の処理を行うよう依頼する。そ
の際、ユーザが撮影したＱＲコードから求めたカメラ識別子を渡す。なお、ＱＲコードか
らカメラ識別子を求める代わりに、例えば、英数字列であるカメラ識別子を直接カメラ２
００本体又は包装パッケージに記載しておいて、ユーザがこれを携帯電話機６００の入力
キーを使って入力を行うこととしてもよい。
【００５８】
　契約の指示を受けた契約依頼／更新部６７０は、契約を依頼するデータを、通信部６１
０を介して、サーバ３００に依頼する。依頼の際、受け取ったカメラ識別子と、携帯識別
子記憶部６６０から読み出した自携帯電話機の携帯識別子とを送信する。
　契約依頼を通信部３１０を介して受けたサーバ３０００は（ステップＳ２００：ＹＥＳ
）、契約部３８０に契約の処理を行う旨を依頼する。
【００５９】
　契約部３８０は、契約に際しての所定の処理、例えば、携帯電話機のユーザとの契約内
容のやり取りを行った後、契約すると決定した場合には、受け取ったカメラ識別子と携帯
識別子とを契約情報記憶部７００の契約情報テーブル７１０に追加する（ステップＳ２１
０）。
　具体的には、受け取ったカメラ識別子を、契約情報テーブル７１０のカメラ識別子７１
１に、受け取った携帯識別子を端末識別子７１２に記載する。また、状態情報７１４には
「契約中」を設定し（ステップＳ２２０）、契約末日７１５には、次月の末日を設定する
。
【００６０】
　また、受け取ったカメラ識別子を基に、フォルダ名を決定し、その名でフォルダを画像
蓄積部３９０に作成する。作成後、該当するフォルダ７１３にフォルダ名を設定する。
　これで、カメラ識別子７１１に設定したカメラ識別子で示されるカメラから画像が送ら
れてくれば、対応するフォルダ７１３で示されるフォルダに画像データを記憶することが
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可能となる。
【００６１】
　次に、期間１（図７参照）が経過する前に更新手続きがあった場合（ステップＳ２３０
：ＹＥＳ）は、契約情報テーブル７１０の、該当する契約の契約末日７１５を更新する。
すなわち、更新手続きされた日の次月の末日となる。
　この更新手続きは、携帯電話機６００のユーザが、携帯電話機６００によって更新手続
きを行う方法や、オペレータを介して行う方法などがあるものとする。
【００６２】
　携帯電話機６００で更新手続きを行う場合を、以下に簡単に説明する。
　ユーザは、ユーザインタフェース部６５０を操作して、更新を依頼する指示を出す。更
新依頼であると判断したユーザインタフェース部６５０は、契約依頼／更新部６７０に更
新を依頼し、依頼を受けた契約依頼／更新部６７０は、自携帯識別子を付加した更新要求
をサーバ３００に送信する。
【００６３】
　更新依頼を受けたサーバ３００の契約部３８０は、受信した携帯識別子に対応する契約
末日７１５を更新する。
　また、オペレータによる場合は、サーバ３００のユーザインタフェース部３７０をオペ
レータが操作し、電話等で依頼を受けた携帯識別子に対応する契約末日７１５を更新する
。
【００６４】
　更新手続きを行わずに（ステップＳ２３０：ＮＯ）期間１、すなわち、一ヶ月が経過し
た場合には（ステップＳ２４０：ＹＥＳ）、状態情報７１４の「契約中」を「期限切１」
に変更する（ステップＳ２５０）。
　この「期限切１」に変更されてから更に、更新手続きが行われずに（ステップＳ２６０
：ＮＯ）、期間２、すなわち、一ヶ月が経過した場合には（ステップＳ２７０：ＹＥＳ）
、状態情報７１４の「期限切１」を「期限切２」に変更する（ステップＳ２８０）。
【００６５】
　これらの変更は、状態更新部３６０によって行われる。
　本実施形態では、タイマー３５０は、毎月最終日の２４時に状態更新部３６０を起動さ
せるものとする。
　起動された状態更新部３６０は、契約情報テーブル７１０をサーチして、状態情報７１
４が「契約中」であって、契約末日７１５が今月の末日であるデータの状態情報７１４を
「期限切１」に変更する。また、状態情報７１４が「期限切１」のデータの状態情報７１
４を「期限切２」に変更する。
【００６６】
　状態情報７１４が「期限切２」に変更された後は、状態更新部３６０によって変更され
ることはない。
　状態情報７１４が「期限切２」の場合は、正式な解約と新しい契約とが連続してあった
場合のみ、契約情報テーブル７１０のカメラ識別子７１１と端末識別子７１２との対応を
更新する（ステップＳ２９５）。
【００６７】
　具体的には、例えば、カメラ識別子７１１「Ｃ００１」に対応する端末識別子７１２「
０９０００１」を、新しい携帯電話機の携帯識別子「０８０００１」に変更するなどであ
る。
　また、正式な解約のみが行われ、同時に新しい契約が結ばれなかった場合は（ステップ
Ｓ２９０：解約のみ）、契約情報テーブル７１０の該当するカメラ識別子７１１のデータ
を削除する（ステップＳ２９６）。
【００６８】
　＜補足＞
　以上、本発明に係るネットワークカメラシステムについて実施形態に基づいて説明した



(12) JP 4943866 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

が、この携帯電話機を部分的に変形することもでき、本発明は上述の実施形態に限られな
いことは勿論である。即ち、
（１）実施形態では、カメラ識別子と端末識別子は、１対１の対応のみとしているが、１
対多であってもよい。
【００６９】
　但し、この場合は、最初の契約でカメラ識別子を登録する際に、複数の端末識別子と対
応付けて登録した場合に限るなど、一定の制限を付ける必要がある。
（２）実施形態では、説明の便宜上、契約末日７１５を月の末日としたが、契約した日か
ら「期間１」経過した日としてもよい。
　すなわち、実施形態では、「期間１」を一ヶ月とし、契約した最初の「期間１」のみを
次月末日までの一ヶ月以上の例外としたが、「期間１」を例えば、３０日としてもよい。
【００７０】
　この場合、例えば、タイマー３５０は、毎日２４時に、状態更新部３６０を起動する。
起動された状態更新部３６０は、契約情報テーブル７１０をサーチして、状態情報７１４
が「契約中」であって、契約末日７１５が本日であるデータの状態情報７１４を「期限切
１」に変更する。また、状態情報７１４が「期限切１」のデータの状態情報７１４であっ
て、本日が、契約末日７１５から「期間２」、例えば３０日経過した日であるデータの状
態情報７１４を「期限切２」に変更する。
【００７１】
（３）実施形態で示したネットワークカメラシステムの各機能を実現させる為の各制御処
理（図８等参照）をＣＰＵに実行させる為のプログラムを、記録媒体に記録し又は各種通
信路等を介して、流通させ頒布することもできる。このような記録媒体には、ＩＣカード
、光ディスク、フレキシブルディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等がある。流通、頒布
されたプログラムは、機器におけるＣＰＵで読み取り可能なメモリ等に格納されることに
より利用に供され、そのＣＰＵがそのプログラムを実行することにより実施形態で示した
各機能が実現される。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　カメラと端末装置とを対応付けて何らかの処理を行う場合に、処理が終了した後に、そ
のカメラが他の端末装置と対応付けられることを阻止したい場合の技術として有用である
。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明のネットワークカメラシステムの構成を示す図である。
【図２】サーバ３００の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】カメラ２００の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】携帯電話機６００の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】契約情報テーブル７１０の構成例及び内容例を示す図である。
【図６】画像蓄積部３９０とフォルダ７１３の構成を示す図である。
【図７】契約の状態と契約状態テーブル７１０との関係を示す図である。
【図８】画像受信処理を示すフローチャートである。
【図９】画像送信処理を示すフローチャートである。
【図１０】状態情報の変更処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　　インターネット網
　２００　　カメラ
　２１０　３１０　６１０　　通信部
　２２０　　画像送信部
　２３０　　画像処理部
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　２４０　　カメラ識別子記憶部
　３００　　サーバ
　３２０　　画像格納部
　３３０　　画像送信部
　３４０　　状態判定部
　３５０　　タイマー
　３６０　　状態更新部
　３７０　６５０　　ユーザインタフェース部
　３８０　　契約部
　３９０　　画像蓄積部
　４００　　移動体通信制御局
　５００　　基地局
　６００　　携帯電話機
　６２０　　画像表示部
　６３０　　ディスプレイ
　６４０　　画像要求部
　６６０　　携帯識別子記憶部
　６７０　　契約依頼／更新部
　７００　　契約情報記憶部
　７１０　　契約情報テーブル

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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