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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１眼鏡型表示装置及び第２眼鏡型表示装置を備える映像表示システムであって、
　前記第１眼鏡型表示装置は、
　映像を表示する表示部と、
　前記第１眼鏡型表示装置の位置を検出する第１位置検出部と、
　前記第１位置検出部が検出した位置を示す第１位置情報を前記第２眼鏡型表示装置に送
信し、当該第１位置情報に対応する前記映像を前記第２眼鏡型表示装置から受信する第１
通信部と、
　前記第１通信部が受信した前記映像を前記表示部に表示させる第１表示制御部とを有し
、
　前記第２眼鏡型表示装置は、
　映像を撮影する撮影部と、
　映像を記憶する記憶部と、
　前記第２眼鏡型表示装置の位置を検出する第２位置検出部と、
　前記撮影部が撮影した映像と、当該映像が撮影された場合に前記第２位置検出部が検出
した位置を示す第２位置情報とを関連付けて前記記憶部に記憶させる記憶制御部と、
　前記第１眼鏡型表示装置から前記第１位置情報を受信すると、前記記憶部に記憶されて
いる、前記第１位置情報に対応する映像を前記第１眼鏡型表示装置に送信する第２通信部
とを有する、
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　映像表示システム。
【請求項２】
　前記第２眼鏡型表示装置は、
　前記第１眼鏡型表示装置から受信した前記第１位置情報に基づいて、前記第１眼鏡型表
示装置の移動方向を特定する移動方向特定部と、
　前記第１位置情報及び前記移動方向と、前記記憶部に記憶された複数の前記映像のそれ
ぞれに関連付けられている前記第２位置情報とに基づいて、前記複数の映像のうち、前記
第１眼鏡型表示装置に送信する映像を選択する選択部と、をさらに有し、
　前記第２通信部は、前記選択部が選択した映像を前記第１眼鏡型表示装置に送信する、
　請求項１に記載の映像表示システム。
【請求項３】
　前記記憶部は、前記第１眼鏡型表示装置に表示させる複数の参考情報を、前記第１眼鏡
型表示装置が移動する範囲内の複数の位置に関連付けて記憶しており、
　前記選択部は、前記第１位置情報及び前記移動方向に基づいて、前記複数の参考情報の
うち、前記第１眼鏡型表示装置に送信する参考情報を選択し、
　前記第２通信部は、前記選択部が選択した前記参考情報を前記第１眼鏡型表示装置に送
信する、
　請求項２に記載の映像表示システム。
【請求項４】
　前記第１眼鏡型表示装置は、前記第１眼鏡型表示装置の向きを検出する向き検出部をさ
らに有し、
　前記第１通信部は、前記第１位置情報に関連付けて、前記向き検出部が検出した向きを
示す向き情報を前記第２眼鏡型表示装置に送信し、
　前記第２眼鏡型表示装置は、前記第１位置情報及び前記向き情報と、前記記憶部に記憶
された複数の前記映像のそれぞれに関連付けられている前記第２位置情報とに基づいて、
前記複数の映像のうち、前記第１眼鏡型表示装置に送信する映像を選択する選択部をさら
に有し、
　前記第２通信部は、前記選択部が選択した映像を前記第１眼鏡型表示装置に送信する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の映像表示システム。
【請求項５】
　映像を表示する表示部を備える眼鏡型表示装置に設けられたコンピュータを、
　前記眼鏡型表示装置の位置を検出する位置検出部、
　前記位置検出部が検出した位置を示す第１位置情報を、前記眼鏡型表示装置とは異なる
他の眼鏡型表示装置に送信し、前記第１位置情報に対応する前記映像を前記他の眼鏡型表
示装置から受信する通信部、及び、
　前記通信部が受信した前記映像を前記表示部に表示させる表示制御部、
　として機能させるための映像表示用プログラム。
【請求項６】
　前記眼鏡型表示装置は、映像を撮影する撮影部をさらに備え、
　前記位置検出部は、前記撮影部が前記映像を撮影したときの前記眼鏡型表示装置の位置
を検出し、
　前記通信部は、前記他の眼鏡型表示装置から、前記他の眼鏡型表示装置の位置を示す第
２位置情報を受信したことに応じて、前記第２位置情報に対応する前記映像を、前記他の
眼鏡型表示装置に送信する、
　請求項５に記載の映像表示用プログラム。
【請求項７】
　映像を表示する表示部を備える眼鏡型表示装置に関連付けられた携帯端末に設けられた
コンピュータを、
　前記携帯端末の位置を検出する位置検出部、及び、
　前記位置検出部が検出した位置を示す第１位置情報を、前記眼鏡型表示装置と異なる他
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の眼鏡型表示装置に関連付けられた他の携帯端末に送信し、前記第１位置情報に対応する
前記映像を前記他の携帯端末から受信する通信部、
　として機能させるための映像表示用プログラム。
【請求項８】
　前記眼鏡型表示装置は、映像を撮影する撮影部と、前記撮影部が前記映像を撮影したと
きの前記眼鏡型表示装置の位置を検出する位置検出部とをさらに備え、
　前記通信部は、前記他の携帯端末から、前記他の眼鏡型表示装置の位置を示す第２位置
情報を受信したことに応じて、前記第２位置情報に対応する前記映像を取得して前記他の
携帯端末に送信する、
　請求項７に記載の映像表示用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像表示システム及び映像表示用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、防犯等を目的として、複数の箇所に監視カメラを設置し、不審者等の侵入を検知
したことに応じて、警備員等に警報を通知することが行われている。例えば、特許文献１
には、監視対象の近傍に複数の監視カメラと、侵入センサとを設置しておき、侵入センサ
が侵入を検知したことに応じて、検出時刻から所定範囲の時間内に撮影した静止画群を、
ネットワークを通じて警備員が所持する携帯端末にメール送信する監視システムが開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１４０５８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の監視システムでは、警備員が所持する携帯端末が静
止画群についてのメールを受信した場合、警備員は携帯端末において所定の操作を行い、
静止画群を閲覧する必要がある。このため、特許文献１に記載の監視システムでは、警備
員に、侵入者を追跡する際に迅速に静止画群を閲覧させることが困難であった。
【０００５】
　また、警備員は、侵入が発生していない通常の巡回においても、周囲の状況を適切に把
握することが求められている。しかしながら、特許文献１に記載の監視システムは、侵入
者の検出時にしか静止画群が警備員に送信されない。よって、巡回中の警備員が、通常時
において、監視カメラを用いて効率的な監視を行えないという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、周囲の状況を効率よく把握
することができる映像表示システム及び映像表示用プログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様においては、複数の撮影装置と、前記複数の撮影装置により撮影さ
れた映像を蓄積する映像蓄積装置と、前記映像蓄積装置から取得した映像を表示する眼鏡
型表示装置と、を備える映像表示システムであって、前記映像蓄積装置は、前記複数の撮
影装置のそれぞれの位置を示す位置情報と前記映像とを関連付けて記憶部に記憶させる記
憶制御部と、前記眼鏡型表示装置から位置情報を受信し、前記記憶部に記憶され当該位置
情報に対応する位置情報に関連付けられている前記映像を前記眼鏡型表示装置に送信する
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蓄積装置通信部と、を有し、前記眼鏡型表示装置は、表示部と、前記眼鏡型表示装置の位
置を検出する位置検出部と、前記位置検出部が検出した位置を示す位置情報を前記映像蓄
積装置に送信し、前記位置情報に対応する前記映像を前記映像蓄積装置から受信する眼鏡
通信部と、前記眼鏡通信部が受信した前記映像を前記表示部に表示させる表示制御部と、
を有する映像表示システムを提供する。
【０００８】
　本発明の第２の態様においては、複数の眼鏡型表示装置と映像を蓄積する映像蓄積装置
とを備える映像表示システムであって、前記眼鏡型表示装置は、前記映像を撮影する撮影
部と、表示部と、前記眼鏡型表示装置の位置を検出する位置検出部と、前記撮影部が撮影
した映像と、前記撮影部が撮影した時点における前記位置を示す位置情報と、前記眼鏡型
表示装置の識別情報とを前記映像蓄積装置に送信する眼鏡通信部とを有し、前記映像蓄積
装置は、前記眼鏡型表示装置から前記位置情報と前記映像と前記識別情報とを受信する蓄
積装置通信部と、前記位置情報と前記映像と前記識別情報とを関連付けて記憶部に記憶さ
せる記憶制御部とを有し、前記蓄積装置通信部は、前記眼鏡型表示装置から映像の取得要
求を示す映像要求情報と前記位置情報とを受信したことに応じて、前記記憶部から当該位
置情報に対応する映像を抽出して前記眼鏡型表示装置に送信し、前記眼鏡通信部は、前記
位置情報と前記映像要求情報とを前記映像蓄積装置に送信し、かつ前記映像蓄積装置から
当該位置情報に関連付けられた映像を受信し、前記眼鏡型表示装置は、前記眼鏡通信部が
受信した前記映像を表示部に表示する表示制御部をさらに有する映像表示システムを提供
する。
【０００９】
　上記の映像表示システムでは、前記映像蓄積装置は、前記眼鏡型表示装置から受信した
前記位置情報に基づいて、前記眼鏡型表示装置の移動方向を特定する移動方向特定部と、
前記位置情報及び前記移動方向と、前記記憶部に記憶された複数の前記映像が撮影された
位置とに基づいて、前記複数の映像のうち、前記眼鏡型表示装置に送信する映像を選択す
る選択部と、をさらに有してもよい。
【００１０】
　上記の映像表示システムでは、前記眼鏡型表示装置は、前記眼鏡型表示装置の向きを検
出する向き検出部をさらに有し、前記眼鏡通信部は、前記位置情報に関連付けて、前記向
き検出部が検出した向きを示す向き情報を前記映像蓄積装置に送信し、前記映像蓄積装置
は、前記位置情報及び前記向き情報と、前記記憶部に記憶された複数の前記映像が撮影さ
れた位置とに基づいて、前記複数の映像のうち、前記眼鏡型表示装置に送信する映像を選
択する選択部をさらに有してもよい。
【００１１】
　上記の映像表示システムでは、前記映像蓄積装置の前記記憶部は、前記眼鏡型表示装置
に表示させる複数の参考情報を、前記眼鏡型表示装置が移動する範囲内の複数の位置に関
連付けて記憶しており、前記選択部は、前記位置情報及び前記移動方向に基づいて、前記
複数の参考情報のうち、前記眼鏡型表示装置に送信する参考情報を選択してもよい。
【００１２】
　本発明の第３の態様においては、複数の撮影装置により撮影された映像を蓄積する映像
蓄積装置から受信した前記映像を表示する眼鏡型表示装置に設けられたコンピュータを、
前記眼鏡型表示装置の位置を検出する位置検出部、前記位置検出部が検出した位置を示す
位置情報を前記映像蓄積装置に送信し、前記位置情報に対応する前記映像を前記映像蓄積
装置から受信する通信部、及び前記通信部が受信した前記映像を表示部に表示させる表示
制御部、として機能させるための映像表示用プログラムを提供する。
【００１３】
　本発明の第４の態様においては、映像を撮影する撮影部と、映像を表示する表示部と、
を備える眼鏡型表示装置に設けられたコンピュータを、前記眼鏡型表示装置の位置を検出
する位置検出部、前記位置検出部が検出した位置を示す第１位置情報を他の眼鏡型表示装
置に送信し、当該第１位置情報に対応する前記映像を当該眼鏡型表示装置から受信し、他
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の眼鏡型表示装置から、当該眼鏡型表示装置が検出した位置を示す第２位置情報を受信し
たことに応じて、当該第２位置情報に対応する前記映像を、当該眼鏡型表示装置に送信す
る通信部、及び前記通信部が受信した前記映像を表示部に表示させる表示制御部、として
機能させるための映像表示用プログラムを提供する。
【００１４】
　本発明の第５の態様においては、複数の撮影装置により撮影された映像を蓄積する映像
蓄積装置から受信した前記映像を表示する眼鏡型表示装置に関連付けられた携帯端末に設
けられたコンピュータを、前記眼鏡型表示装置の位置に対応する前記携帯端末の位置を検
出する位置検出部、前記位置検出部が検出した位置を示す位置情報を前記映像蓄積装置に
送信し、前記位置情報に対応する前記映像を前記映像蓄積装置から受信する通信部、及び
前記通信部が受信した前記映像を前記眼鏡型表示装置の表示部に表示させる表示制御部、
として機能させるための映像表示用プログラムを提供する。
【００１５】
　本発明の第６の態様においては、映像を撮影する撮影部と、映像を表示する表示部と、
を備える眼鏡型表示装置に関連付けられた携帯端末に設けられたコンピュータを、前記眼
鏡型表示装置の位置に対応する前記携帯端末の位置を検出する位置検出部、前記位置検出
部が検出した位置を示す第１位置情報を他の眼鏡型表示装置に関連付けられた他の携帯端
末に送信し、当該第１位置情報に対応する前記映像を当該携帯端末から受信し、他の携帯
端末から、当該他の携帯端末に関連付けられた眼鏡型表示装置が検出した位置を示す第２
位置情報を受信したことに応じて、当該第２位置情報に対応する前記映像を当該携帯端末
に送信する通信部、前記通信部が受信した前記映像を前記眼鏡型表示装置の表示部に表示
させる表示制御部、として機能させるための映像表示用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、周囲の状況を効率よく把握することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図２】第１の実施形態において、所定の施設に複数の撮影装置が設置されている状態を
示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る映像表示システムにおいて、眼鏡型表示装置に映像が表示
されるまでのシーケンス図である。
【図４】第２の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図５】第２の実施形態において、所定の施設における複数の眼鏡型表示装置の位置を示
す図である。
【図６】第２の実施形態に係る映像表示システムにおいて、眼鏡型表示装置に映像が表示
されるまでのシーケンス図である。
【図７】第３の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図８】第３の実施形態において、所定の施設における眼鏡型表示装置と、複数の撮影装
置の位置を示す図である。
【図９】第４の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図１０】第４の実施形態において、所定の施設における眼鏡型表示装置と、複数の撮影
装置の位置を示す図である。
【図１１】第６の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図１２】第７の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【図１３】第８の実施形態に係る映像表示システムの概要を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
＜第１の実施形態＞
［映像表示システムＳの概要］
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　以下、本発明の第１の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、第１の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。映像表示シ
ステムＳは、例えば、ビルや工場等の施設における警備に使用されるシステムであり、複
数の撮影装置１と、映像蓄積装置２と、眼鏡型表示装置３とを備える。
【００１９】
　複数の撮影装置１は、施設内に設置されており、当該施設の一部を撮影し、撮影した映
像を映像蓄積装置に送信する。図２は、第１の実施形態において、所定の施設の通路に複
数の撮影装置が設置されている状態を示す図である。図２において、黒丸は、撮影装置１
を示しているものとする。また、図２において、通路によって囲まれている領域は、部屋
や建物を示している。
【００２０】
　映像蓄積装置２は、複数の撮影装置１により撮影された映像を蓄積する。眼鏡型表示装
置３は、例えば、施設内を巡回して監視する警備員等が装着する。眼鏡型表示装置３は、
眼鏡型表示装置３の位置を示す位置情報を映像蓄積装置２に送信し、当該位置情報に対応
する映像を映像蓄積装置２から受信して表示する。
　続いて、映像表示システムＳが備える撮影装置１、映像蓄積装置２及び眼鏡型表示装置
３の構成について説明する。
【００２１】
［撮影装置１の機能構成］
　まず、撮影装置１の機能構成について説明する。複数の撮影装置１のそれぞれには、撮
影装置１を識別する識別情報として、装置ＩＤが割り当てられている。複数の撮影装置１
のそれぞれは、撮影部１１と、映像送信部１２とを備える。
　撮影部１１は、施設内の一部を撮影する。映像送信部１２は、撮影部１１が撮影した映
像と、撮影装置１の装置ＩＤとを映像蓄積装置２に送信する。
【００２２】
［映像蓄積装置２の機能構成］
　続いて、映像蓄積装置２の機能構成について説明する。映像蓄積装置２は、記憶部２１
と、蓄積装置通信部２２と、記憶制御部２３とを備える。なお、映像蓄積装置２は、液晶
ディスプレイや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイ等により構成される表示
部や、キーボードやマウス等によって構成される入力部を備えてもよい。
【００２３】
　記憶部２１は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）、ハードディスク等により構成される。記憶部２１は、複数の撮影装置１によって撮影
された映像を、撮影装置１の位置を示す位置情報に関連付けて記憶する。具体的には、記
憶部２１は、装置ＩＤと、当該装置ＩＤの撮影装置１が設置されている位置を示す位置情
報と、当該装置ＩＤの撮影装置１が撮影した映像とを関連付けて記憶する。
【００２４】
　蓄積装置通信部２２は、インターネット及びＬＡＮ等の有線又は無線ネットワークを介
して、複数の撮影装置１及び眼鏡型表示装置３と通信する。具体的には、蓄積装置通信部
２２は、複数の撮影装置１のそれぞれから、当該撮影装置１の装置ＩＤと、当該撮影装置
１において撮影された映像とを受信する。
【００２５】
　また、蓄積装置通信部２２は、眼鏡型表示装置３から位置情報を受信し、記憶部３０に
記憶され当該位置情報に対応する位置情報に関連付けられている映像を当該眼鏡型表示装
置３に送信する。具体的には、蓄積装置通信部２２は、眼鏡型表示装置３から、眼鏡型表
示装置３の位置を示す位置情報を受信する。続いて、蓄積装置通信部２２は、記憶部３０
に記憶され、受信した位置情報が示す位置から所定距離以内の位置を示す位置情報のうち
、受信した位置情報に最も近い位置情報を、受信した位置情報に対応する位置情報に特定
する。続いて、蓄積装置通信部２２は、特定された位置情報に関連付けられている映像を
特定する。そして、蓄積装置通信部２２は、特定した映像を眼鏡型表示装置３に対して送
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信する。
【００２６】
　例えば、図２に示される施設を巡回中の警備員が位置Ｐに存在している場合に、蓄積装
置通信部２２が位置Ｐに対応する位置情報を受信したとする。この場合において、蓄積装
置通信部２２は、位置Ｐから所定距離以内の範囲を示す所定範囲Ａよりも近くに配置され
ている撮影装置１Ａが撮影した映像を特定し、当該映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
図２に示される例では、警備員の位置Ｐと、撮影装置１Ａとの間は、部屋や建物によって
遮られており、撮影装置１Ａは、位置Ｐからの死角となる。映像表示システムＳは、この
ように、警備員の位置Ｐから死角にあたる撮影装置１Ａの映像を、眼鏡型表示装置３に送
信に特定するので、警備員は、死角となる場所の状況を把握することができる。したがっ
て、警備中の警備員は、少し先の位置や死角となる位置に潜む危険性を予測しながら警備
をできるので、安全性が高まる。
【００２７】
　ここで、所定距離は、予め定められている距離（例えば、２０ｍ）であるものとするが
、これに限らない。例えば、眼鏡型表示装置３に加速度センサを設けておき、当該加速度
センサが検出した加速度に基づいて移動速度を算出し、当該移動速度に基づいて算出して
もよい。例えば、眼鏡型表示装置３は、移動速度と所定数とを乗算して、所定距離を求め
てもよい。この場合、眼鏡型表示装置３は、所定数を２０に設定しておき、移動速度が秒
速２ｍである場合、所定速度を４０ｍとする。
【００２８】
　なお、蓄積装置通信部２２は、受信した位置情報に対応する撮影装置１から受信した映
像を、定期的に眼鏡型表示装置３に送信してもよい。また、蓄積装置通信部２２は、記憶
部２１を参照し、眼鏡型表示装置３から受信した位置情報が示す位置から所定距離以内の
位置を示す複数の位置情報を、受信した位置情報に対応する位置情報として特定してもよ
い。この場合、蓄積装置通信部２２は、複数の位置情報のそれぞれに対応する映像を眼鏡
型表示装置３に送信する。眼鏡型表示装置３では、複数の映像を並べて表示してもよいし
、複数の映像を切り替えながら表示してもよい。
【００２９】
　記憶制御部２３は、複数の撮影装置１の位置を示す位置情報と、映像とを関連付けて記
憶部２１に記憶させる。具体的には、記憶制御部２３は、蓄積装置通信部２２が受信した
装置ＩＤと、当該装置ＩＤに対応する位置情報と、当該装置ＩＤに関連する撮影装置１が
撮影した映像とを関連付けて記憶部２１に記憶させる。なお、記憶制御部２３は、現在時
刻から所定時間分の映像を記憶部２１に記憶させるようにしてもよい。この場合において
、記憶制御部２３は、例えば、現在時刻の所定時間前よりも古い映像を記憶部２１から消
去させる。
【００３０】
［眼鏡型表示装置の機能構成］
　続いて、眼鏡型表示装置３の機能構成について説明する。
　眼鏡型表示装置３は、眼鏡のように目の周辺に装着して、警備員が直接視認することが
できる表示部３１を備えており、映像蓄積装置２から取得した映像を表示する。
【００３１】
　眼鏡型表示装置３は、記憶部（不図示）と制御部（不図示）を備えている。眼鏡型表示
装置３の記憶部は、例えば、ＲＡＭやＲＯＭ等によって構成されており、コンピュータを
、位置検出部３２、眼鏡通信部３３、及び表示制御部３４として機能させる映像表示用プ
ログラムを記憶している。眼鏡型表示装置３の制御部は、映像表示用プログラムを実行す
ることで、眼鏡型表示装置３を、位置検出部３２、眼鏡通信部３３、及び表示制御部３４
として機能させる。眼鏡型表示装置３の記憶部は、記憶媒体に格納された映像表示用プロ
グラムを記憶してもよく、ネットワークを介してダウンロードされた映像表示用プログラ
ムを記憶してもよい。
【００３２】
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　位置検出部３２は、眼鏡型表示装置３の位置情報を取得することにより眼鏡型表示装置
３の位置を検出する。具体的には、位置検出部３２は、複数のＧＰＳ（Global Positioni
ng System）衛星から送信される信号を演算して位置情報を算出することにより眼鏡型表
示装置３の位置を検出する。なお、位置検出部３２は、ＧＰＳに限らず、他の手法により
眼鏡型表示装置３の位置を検出してもよい。位置検出部３２は、例えば、携帯電話機の基
地局等が発信する電波を受信し、当該電波の電波強度に基づいて位置を検出してもよい。
【００３３】
　眼鏡通信部３３は、例えば、定期的に位置検出部３２が検出した位置を示す位置情報を
映像蓄積装置２に送信する。例えば、図２に示される施設の巡回中の警備員が位置Ｐに存
在している場合に、眼鏡通信部３３は、位置Ｐに対応する位置情報を映像蓄積装置２に送
信する。
【００３４】
　続いて、眼鏡通信部３３は、当該位置情報に対応する映像を映像蓄積装置２から受信す
る。例えば、図２に示される施設の巡回中の警備員が位置Ｐに存在している場合に、眼鏡
通信部３３は、撮影装置１Ａで撮影された映像を受信する。
　表示制御部３４は、眼鏡通信部３３が受信した映像を表示部３１に表示させる。
【００３５】
［基本シーケンス］
　続いて、映像表示システムＳにおいて、眼鏡型表示装置３に映像が表示されるまでの処
理の流れについて説明する。図３は、映像表示システムＳにおいて、眼鏡型表示装置３に
映像が表示されるまでのシーケンス図である。なお、撮影装置１は、撮影部１１により随
時撮影した映像を映像蓄積装置２に送信し、映像蓄積装置２は、受信した映像を記憶部２
１に記憶しているものとする。
【００３６】
　まず、位置検出部３２は、眼鏡型表示装置３の位置を検出する（Ｓ１）。続いて、眼鏡
通信部３３は、位置検出部３２が検出した位置を示す位置情報を、映像蓄積装置２に送信
する。
　続いて、蓄積装置通信部２２は、位置情報を受信したことに応じて、記憶部２１から、
当該位置情報に対応する位置情報を特定する。そして、蓄積装置通信部２２は、特定した
位置情報に関連付けられている映像を特定する（Ｓ２）。続いて、蓄積装置通信部２２は
、特定した映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
　眼鏡通信部３３が映像蓄積装置２から映像を受信すると、表示制御部３４は、表示部３
１に当該映像を表示させる（Ｓ３）。これにより、眼鏡型表示装置３の表示部３１には、
撮影装置１の撮影部１１が撮影した映像がリアルタイムに表示される。
【００３７】
［第１の実施形態における効果］
　以上のとおり、第１の実施形態に係る映像表示システムＳでは、眼鏡型表示装置３が、
眼鏡通信部３３により、眼鏡型表示装置３の位置を示す位置情報を映像蓄積装置２に送信
し、当該位置情報に対応する映像を映像蓄積装置から受信し、表示制御部３４により、眼
鏡通信部３３が受信した映像を表示部３１に表示させる。
　このようにすることで、映像表示システムＳは、眼鏡型表示装置３を装着する警備員に
、周囲の状況を効率よく把握させることができる。
【００３８】
　＜第２の実施形態＞
［他の眼鏡型表示装置で撮影された映像を表示する］
　続いて、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態は、眼鏡型表示装置３が、
他の眼鏡型表示装置３によって撮影された映像を表示する点で第１の実施形態と異なる。
【００３９】
　図４は、第２の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。映像表示シ
ステムＳは、映像蓄積装置２と、複数の眼鏡型表示装置３とを備える。
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　複数の眼鏡型表示装置３は、第１の実施形態に係る眼鏡型表示装置３が備える構成に加
えて、撮影部３５を備える。
【００４０】
　表示部３１、位置検出部３２及び表示制御部３４は、第１の実施形態に係る表示部３１
、位置検出部３２及び表示制御部３４と同様の機能を有するため説明を省略する。
　撮影部３５は、例えば警備員が眼鏡型表示装置３を装着した場合に、当該警備員が向い
ている方向を撮影可能に構成されている。
【００４１】
　眼鏡通信部３３は、撮影部３５が撮影した映像と、当該撮影部３５が撮影した時点にお
ける、眼鏡型表示装置３の位置を示す位置情報と、眼鏡型表示装置３の識別情報を示す眼
鏡ＩＤとを、映像蓄積装置２に送信する。
　また、眼鏡通信部３３は、他の眼鏡型表示装置３において撮影された映像の取得を要求
する旨を示す映像要求情報と、眼鏡ＩＤと、位置検出部３２が検出した位置を示す位置情
報とを定期的に映像蓄積装置２に送信する。
【００４２】
　蓄積装置通信部２２は、眼鏡型表示装置３から、当該眼鏡型表示装置３が撮影した映像
と、眼鏡ＩＤと、当該眼鏡型表示装置３の位置を示す位置情報とを受信する。
　記憶制御部２３は、蓄積装置通信部２２が受信した映像と、眼鏡ＩＤと、位置情報とを
関連付けて、記憶部２１に記憶させる。
【００４３】
　また、蓄積装置通信部２２は、眼鏡型表示装置３から映像要求情報、位置情報及び眼鏡
ＩＤを受信したことに応じて、記憶部２１を参照して当該位置情報に対応する映像を抽出
し、当該映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００４４】
　具体的には、蓄積装置通信部２２は、眼鏡型表示装置３から映像要求情報、位置情報及
び眼鏡ＩＤを受信したことに応じて、記憶部２１から、受信した眼鏡ＩＤとは異なる眼鏡
ＩＤに関連付けられた位置情報のうち、受信した位置情報が示す位置から所定距離以内の
位置に対応する位置情報を特定する。続いて、蓄積装置通信部２２は、記憶部２１から、
特定した位置情報に関連付けられている映像を抽出し、当該映像を眼鏡型表示装置３に送
信する。
　眼鏡通信部３３が蓄積装置通信部２２から映像を受信すると、表示制御部３４は、受信
した映像を表示部３１に表示させる。
【００４５】
　図５は、第２の実施形態において、所定の施設における複数の眼鏡型表示装置の位置を
示す図である。例えば、図５に示すように、位置Ｐ１に眼鏡型表示装置３Ａを装着した第
１の警備員が存在し、位置Ｐ２に眼鏡型表示装置３Ｂを装着した第２の警備員が存在し、
位置Ｐ３に眼鏡型表示装置３Ｃを装着した第３の警備員が存在しているとする。
【００４６】
　この場合において、眼鏡型表示装置３Ａ～３Ｃにおいて撮影が行われ、映像蓄積装置２
が当該撮影に対応する映像を記憶したとする。この場合に、眼鏡型表示装置３Ｂの眼鏡通
信部３３が、映像要求情報、位置Ｐ２を示す位置情報、眼鏡ＩＤを送信したとする。する
と、蓄積装置通信部２２は、記憶部２１を参照し、受信した眼鏡ＩＤとは異なる眼鏡ＩＤ
に関連付けられた位置情報のうち、受信した位置情報が示す位置から所定距離以内の位置
（所定範囲Ａに含まれる位置）に対応する位置情報として、位置Ｐ１に対応する位置情報
を特定する。そして、蓄積装置通信部２２は、当該位置情報に対応する映像、すなわち、
位置Ｐ１において撮影された映像を特定して、眼鏡型表示装置３Ｂに当該映像を送信する
。続いて、眼鏡型表示装置３Ｂの眼鏡通信部３３が当該映像を受信すると、表示制御部３
４は、眼鏡型表示装置３Ｂの表示部３１に、位置Ｐ１において撮影された映像を表示させ
る。
【００４７】
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［基本シーケンス］
　続いて、映像表示システムＳにおいて、眼鏡型表示装置３に映像が表示されるまでの処
理の流れについて説明する。図６は、第１の眼鏡型表示装置３Ａにおいて撮影された映像
が、第２の眼鏡型表示装置３Ｂにおいて表示されるまでのシーケンス図である。
【００４８】
　まず、第１の眼鏡型表示装置３Ａの撮影部３５は、撮影を行う（Ｓ１１）。続いて、第
１の眼鏡型表示装置３Ａの位置検出部３２は、位置情報を検出する（Ｓ１２）。第１の眼
鏡型表示装置３Ａの眼鏡通信部３３は、Ｓ１１において撮影した映像と、Ｓ１２で検出し
た位置に対応する位置情報と、眼鏡ＩＤとを映像蓄積装置２に送信する。映像蓄積装置２
の蓄積装置通信部２２が映像、位置情報及び眼鏡ＩＤを受信すると、記憶制御部２３は、
記憶部２１に、受信した映像、位置情報及び眼鏡ＩＤを関連付けて記憶させる（Ｓ１３）
。
【００４９】
　続いて、第２の眼鏡型表示装置３Ｂの位置検出部３２は、眼鏡型表示装置３の位置を検
出する（Ｓ１４）。続いて、第２の眼鏡型表示装置３Ｂの眼鏡通信部３３は、映像要求情
報と、検出した位置を示す位置情報と、眼鏡ＩＤとを、映像蓄積装置２に送信する。
　続いて、蓄積装置通信部２２は、位置情報及び眼鏡ＩＤを受信したことに応じて、記憶
部２１から、当該位置情報に対応する映像を特定する（Ｓ１５）。続いて、蓄積装置通信
部２２は、第２の眼鏡型表示装置３Ｂに映像を送信する。第２の眼鏡型表示装置３Ｂの眼
鏡通信部３３が映像蓄積装置２から映像を受信すると、表示制御部３４は、表示部３１に
当該映像を表示させる（Ｓ１６）。これにより、第２の眼鏡型表示装置３Ｂの表示部３１
には、第１の眼鏡型表示装置３Ａの撮影部３５が撮影した映像が表示される。
【００５０】
［第２の実施形態における効果］
　以上のとおり、第２の実施形態に係る映像表示システムＳでは、眼鏡型表示装置３が、
当該眼鏡型表示装置３の位置情報に対応し、他の眼鏡型表示装置３が撮影した映像を映像
蓄積装置２から受信して表示するので、眼鏡型表示装置３を装着した警備員は、他の眼鏡
型表示装置３を装着した警備員の状況を把握して、連携を深めることができる。
【００５１】
　＜第３の実施形態＞
［移動している方向に基づいて映像を選択して表示させる］
　続いて、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は、眼鏡型表示装置３の移
動している方向に基づいて映像を選択して表示させる点で第１の実施形態と異なる。
【００５２】
　図７は、第３の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。
　第３の実施形態の映像蓄積装置２は、第１の実施形態が備える構成に加えて、移動方向
特定部２４と、選択部２５とを備える。
【００５３】
　移動方向特定部２４は、眼鏡型表示装置３から受信した位置情報に基づいて、眼鏡型表
示装置３の移動方向を特定する。具体的には、蓄積装置通信部２２は、所定時間おきに眼
鏡型表示装置３から位置情報を受信する。移動方向特定部２４は、所定時間おきに受信し
た位置情報が示す位置の変化に基づいて眼鏡型表示装置３の移動方向を特定する。なお、
移動方向特定部２４は、特定した移動方向が変化した場合であっても、特定した移動方向
の変化量が所定値より小さい場合に、移動方向が変化していないものとしてもよい。この
ようにすることで、眼鏡型表示装置３を装着した警備員が頭の向きを変化させながら警備
する場合に、移動方向が変化したことを誤検知することを防止できる。
【００５４】
　選択部２５は、位置情報及び移動方向と、記憶部２１に記憶された複数の映像に関連付
けられた位置とに基づいて、複数の映像のうち、眼鏡型表示装置３に送信する映像を選択
する。例えば、選択部２５は、蓄積装置通信部２２が受信した位置情報が示す位置から移
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動方向にずらした移動予定位置から所定距離以内に存在する位置を示す位置情報を特定す
る。続いて、選択部２５は、記憶部２１において、特定した位置情報に関連付けられてい
る映像を、眼鏡型表示装置３に送信する映像に選択する。
【００５５】
　ここで、移動予定位置は、現在の位置から、移動方向に、予め定められている距離（例
えば、２０ｍ）を加算した位置であるものとするが、これに限らない。例えば、眼鏡型表
示装置３に加速度センサを設けておき、当該加速度センサが検出した加速度に基づいて移
動速度を算出し、移動方向及び当該移動速度に基づいて移動予定位置を算出してもよい。
【００５６】
　蓄積装置通信部２２は、選択部２５が選択した映像を眼鏡型表示装置３に送信する。眼
鏡型表示装置３の表示制御部３４は、眼鏡通信部３３が映像を受信すると、表示部３１に
当該映像を表示させる。
【００５７】
　図８は、第３の実施形態において、所定の施設における眼鏡型表示装置３と、複数の撮
影装置１の位置を示す図である。例えば、図８に示すように、眼鏡型表示装置３を装着し
た警備員が位置Ｐ５に位置し、図８に示される矢印方向に移動しているものとし、当該眼
鏡型表示装置３から、映像要求情報及び眼鏡型表示装置３の位置情報が映像蓄積装置２に
送信されたとする。この場合において、選択部２５は、位置Ｐ５から移動方向に所定距離
移動した移動予定位置Ｐ６から所定距離以内を示す所定範囲Ａ’の内部に位置する撮影装
置１Ａに対応する位置情報を選択する。これにより、位置Ｐ５に対して最も近い撮影装置
１Ｂは選択されずに、移動方向に位置する撮影装置１Ａが選択される。そして、蓄積装置
通信部２２は、撮影装置１Ａが撮影した映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００５８】
［第３の実施形態における効果］
　以上のとおり、第３の実施形態に係る映像表示システムＳでは、映像蓄積装置２が、眼
鏡型表示装置３の移動方向に基づいて、眼鏡型表示装置３に送信する映像を選択して送信
する。したがって、映像表示システムＳは、眼鏡型表示装置３を装着した警備員に対して
、巡回予定の場所に関連する映像を提供して、当該場所の状況を事前に把握させることが
できる。
【００５９】
　なお、本実施形態では、位置情報に基づいて移動方向を特定したが、他の方法によって
移動方向を特定してもよい。例えば、眼鏡型表示装置３に、３軸加速度センサと、３軸電
子コンパスとを設けておき、これらの出力値に基づいて移動方向を特定してもよい。
【００６０】
　具体的には、眼鏡型表示装置３は、３軸電子コンパスの出力値に基づいて眼鏡型表示装
置３の向きを検出し、さらに３軸加速度センサの出力値に基づいて、眼鏡型表示装置３の
移動速度を算出する。そして、眼鏡型表示装置３は、これら向き及び移動速度に基づいて
、移動方向を算出し、当該移動方向を映像蓄積装置２に送信する。そして、眼鏡型表示装
置３は、映像蓄積装置２に、位置情報、映像、及び眼鏡ＩＤを送信するとともに、移動方
向を送信してもよい。
【００６１】
　＜第４の実施形態＞
［眼鏡型表示装置３の向きに基づいて映像を選択して表示させる］
　続いて、第４の実施形態について説明する。第４の実施形態は、眼鏡型表示装置３が向
いている方向に基づいて、映像を選択して表示させる点で第１の実施形態と異なる。
【００６２】
　図９は、第４の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。
　第４の実施形態の眼鏡型表示装置３は、第１の実施形態が備える構成に加えて、向き検
出部３６を備える。
【００６３】
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　向き検出部３６は、例えば、３軸電子コンパスにより構成される。向き検出部３６は、
定期的に眼鏡型表示装置３の向きを検出する。
　眼鏡通信部３３は、位置検出部３２が検出した位置を示す位置情報と、向き検出部３６
が検出した向きを示す向き情報とを映像蓄積装置２に送信する。
　蓄積装置通信部２２が、当該眼鏡型表示装置３の位置情報と、向き情報とを眼鏡型表示
装置３から受信すると、選択部２５は、眼鏡型表示装置３から受信した向き情報に基づい
て、眼鏡型表示装置３に送信する映像を選択する。具体的には、選択部２５は、蓄積装置
通信部２２が受信した位置情報が示す位置から所定距離の範囲を、受信した向き情報が示
す向きに対応する範囲に絞りこむ。例えば、選択部２５は、受信した向き情報が示す向き
が北西を示す場合、当該位置から所定距離を示す円に含まれる撮影装置１のうち、北西に
設置されている撮影装置１を特定し、当該撮影装置１が撮影した映像を特定する。
【００６４】
　図１０は、第４の実施形態において、所定の施設における眼鏡型表示装置３と、複数の
撮影装置１の位置を示す図である。例えば、図１０に示すように、眼鏡型表示装置３を装
着した警備員が位置Ｐ７に位置し、当該眼鏡型表示装置３から、映像要求情報及び眼鏡型
表示装置３の位置情報が映像蓄積装置２に送信されたとする。この場合において、選択部
２５は、位置Ｐ７から移動方向に所定距離移動した移動予定位置Ｐ８を特定する。ここで
、眼鏡型表示装置３の向きが図１０における左上方向である場合、位置Ｐ７から所定距離
以内を示す所定範囲のうち、左上部分にあたる半分の範囲Ａ２を特定する。そして、選択
部２５は、範囲Ａ２の内部に位置している撮影装置１Ｃに対応する位置情報を選択する。
これにより、位置Ｐ７に対して最も近い撮影装置１Ｄは選択されずに、移動方向に位置す
る撮影装置１Ｃが選択される。そして、蓄積装置通信部２２は、撮影装置１Ｃが撮影した
映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００６５】
［第４の実施形態における効果］
　以上のとおり、第４の実施形態に係る映像表示システムＳでは、映像蓄積装置２が、眼
鏡型表示装置３の移動方向及び向きに基づいて、眼鏡型表示装置３に送信する映像を選択
して送信する。したがって、映像表示システムＳは、眼鏡型表示装置３を装着した警備員
が、警備中に気になった方向がある場合に、その方向に設置されている撮影装置１で撮影
された映像を容易に確認することができる。
【００６６】
　＜第５の実施形態＞
［位置に応じた映像を選択して表示させる］
　続いて、第５の実施形態について説明する。第５の実施形態は、眼鏡型表示装置３が、
位置に応じた情報を表示させる点で第４の実施形態と異なる。
【００６７】
　第５の実施形態の映像表示システムＳの機能構成は、第４の実施形態の映像表示システ
ムＳの機能構成と同様であるので、説明を省略する。
　映像蓄積装置２の記憶部２１は、眼鏡型表示装置３に表示させる複数の参考情報を、眼
鏡型表示装置３が移動する範囲内の複数の位置に関連付けて記憶する。例えば、記憶部２
１は、参考情報として、それぞれの位置毎に警備員が警戒すべき情報、確認すべき情報、
警備ルート、及び警備ルートにおける移動方向を示す情報を、複数の位置に関連付けて記
憶する。
【００６８】
　選択部２５は、眼鏡型表示装置３に送信する映像を特定するとともに、記憶部２１から
、眼鏡型表示装置３から受信した位置情報に関連する参考情報を特定する。そして、蓄積
装置通信部２２は、特定された映像及び参考情報を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００６９】
　眼鏡通信部３３が、映像蓄積装置２から送信した位置情報に対応する映像及び参考情報
を受信すると、表示制御部３４は、眼鏡通信部３３が受信した映像及び参考情報を表示部
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３１に表示させる。ここで、記憶部２１に記憶されている参考情報に、向き情報を関連付
けて記憶しておき、選択部２５が、参考情報を特定する場合に、向き情報に基づいて特定
してもよい。そして、眼鏡通信部３３が、映像蓄積装置２から送信した位置情報に対応す
る映像及び参考情報を受信すると、表示制御部３４は、眼鏡通信部３３が受信した映像を
表示部３１に表示させてもよい。ここで、表示制御部３４は、受信した映像及び参考情報
を並列に表示してもよいし、交互に表示させてもよい。
【００７０】
［第５の実施形態における効果］
　以上のとおり、第５の実施形態に係る映像表示システムＳでは、映像蓄積装置２が、眼
鏡型表示装置３に対して参考情報を送信し、眼鏡型表示装置３が当該参考情報を表示部３
１に表示するので、警備員の巡回を補助するとともに、警備員にとって有益な情報を提供
することができる。
【００７１】
　＜第６の実施形態＞
［眼鏡型表示装置３同士で通信を行う］
　続いて、第６の実施形態について説明する。第６の実施形態は、複数の眼鏡型表示装置
３が、映像蓄積装置２を介さずに互いに映像を送信する点で第２の実施形態と異なる。
【００７２】
　図１１は、第６の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。映像表示
システムＳは、複数の眼鏡型表示装置３を備える。
　複数の眼鏡型表示装置３は、表示部３１と、位置検出部３２と、眼鏡通信部３３と、表
示制御部３４と、撮影部３５と、記憶制御部３７と、記憶部３８とを備える。
【００７３】
　表示部３１、位置検出部３２、表示制御部３４及び撮影部３５は、第２の実施形態に係
る表示部３１、位置検出部３２、表示制御部３４及び撮影部３５と同様の機能を有するた
め説明を省略する。
【００７４】
　記憶部３８は、例えば、ＲＡＭやＲＯＭ等によって構成されている。記憶部３８は、眼
鏡型表示装置３に設けられたコンピュータを、位置検出部３２、眼鏡通信部３３、及び表
示制御部３４として機能させるための映像表示用プログラムを記憶する。また、記憶部３
８は、撮影部３５が撮影した映像と、位置検出部３２が検出した位置を示す位置情報とを
関連付けて記憶する。
【００７５】
　記憶制御部３７は、撮影部３５が撮影した映像と、位置検出部３２が検出した位置を示
す位置情報とを関連付けて記憶部３８に記憶させる。なお、記憶制御部２３は、第１実施
形態の記憶制御部２３と同様に現在時刻から所定時間分の映像を記憶部３８に記憶させる
ようにしてもよい。
【００７６】
　眼鏡通信部３３は、位置検出部３２が検出した位置を示す第１位置情報を他の眼鏡型表
示装置３に送信し、当該眼鏡型表示装置３から、当該第１位置情報に対応する位置で撮影
された映像を受信する。具体的には、記憶部３８に、映像を送信する対象となる他の眼鏡
型表示装置３の眼鏡ＩＤを予め記憶しておく。眼鏡通信部３３は、予め記憶部３８に眼鏡
ＩＤが記憶されている他の眼鏡型表示装置３から映像取得要求及び位置情報を受信すると
、記憶部３８を参照して、受信した位置情報が示す位置から所定距離以内の位置に対応す
る位置情報を特定する。続いて、眼鏡通信部３３は、特定した位置情報に関連付けられて
いる映像を記憶部３８から抽出し、当該映像を他の眼鏡型表示装置３に送信する。
【００７７】
　なお、眼鏡通信部３３は、位置検出部３２が検出した位置と、受信した位置情報が示す
位置とが所定距離以内である場合、撮影部３５が現在撮影している映像を他の眼鏡型表示
装置３にリアルタイムに送信してもよい。
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【００７８】
　また、眼鏡通信部３３は、他の眼鏡型表示装置３から、当該眼鏡型表示装置３が検出し
た位置を示す第２位置情報と、第２位置情報に対応する位置で撮影された映像とを受信す
る。具体的には、眼鏡通信部３３は、映像要求情報、位置情報及び眼鏡ＩＤを、記憶部３
８に予め記憶されている眼鏡ＩＤを有する他の眼鏡型表示装置３に送信する。そして、眼
鏡通信部３３は、他の眼鏡型表示装置３から、当該位置情報に対応する映像を受信する。
なお、他の眼鏡型表示装置３では、眼鏡通信部３３の処理と同様に映像を抽出する。
【００７９】
　なお、眼鏡型表示装置３に、第３の実施形態において映像蓄積装置２が備えている移動
方向特定部２４及び選択部２５を設けてもよい。この場合、眼鏡型表示装置３に設けられ
た移動方向特定部が自身の移動予定位置を特定し、眼鏡通信部３３は、映像要求情報、当
該移動予定位置を示す移動予定位置情報を他の眼鏡型表示装置３に送信する。そして、他
の眼鏡型表示装置３の選択部は、受信した移動予定位置情報が示す位置から所定距離以内
の位置に対応する位置情報を特定する。
【００８０】
　また、眼鏡型表示装置３に、第４の実施形態において眼鏡型表示装置３が備えている向
き検出部を設けてもよい。この場合、眼鏡型表示装置３に設けられた移動方向特定部が自
身の移動予定位置を特定するとともに、向き検出部が自身の向きを特定する。そして、眼
鏡通信部３３は、映像要求情報、当該移動予定位置を示す移動予定位置情報、向きを示す
向き情報を他の眼鏡型表示装置３に送信する。そして、他の眼鏡型表示装置３の選択部は
、受信した移動予定位置情報が示す位置から所定距離以内の位置に対応し、かつ、向き情
報に対応する範囲に含まれる位置情報を特定する。
【００８１】
［第６の実施形態における効果］
　以上のとおり、第６の実施形態に係る映像表示システムＳでは、複数の眼鏡型表示装置
３が、映像蓄積装置を介さずに映像を送受信することができるので、運用コストを削減す
ることができる。
【００８２】
　＜第７の実施形態＞
［携帯端末を介して映像蓄積装置と通信を行う］
　続いて、第７の実施形態について説明する。第７の実施形態は、眼鏡型表示装置３が、
携帯端末４を介して映像蓄積装置２と通信を行う点で第１の実施形態と異なる。
【００８３】
　図１２は、第７の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。映像表示
システムＳは、撮影装置１と、映像蓄積装置２と、眼鏡型表示装置３と、携帯端末４とを
備える。
　撮影装置１及び映像蓄積装置２の構成は、第１の実施形態と同様であるので、説明を省
略する。
【００８４】
　携帯端末４は、眼鏡型表示装置３に関連付けており、眼鏡型表示装置３のアクセスポイ
ントとして機能する。携帯端末４は、記憶部４０を備える。記憶部４０は、携帯端末４に
設けられたコンピュータ（プロセッサ）を、後述する位置検出部４１及び端末通信部４２
として機能させるための映像表示用プログラムを記憶する。携帯端末４が、この映像表示
用プログラムを実行することにより、携帯端末４は、位置検出部４１と、端末通信部４２
とを備える。携帯端末４の記憶部４０は、記憶媒体に格納された映像表示用プログラムを
記憶してもよく、ネットワークを介してダウンロードされた映像表示用プログラムを記憶
してもよい。
【００８５】
　位置検出部４１は、携帯端末４の位置情報を取得することにより、携帯端末４の位置を
検出する。
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　端末通信部４２は、テザリング機能を有しており、映像蓄積装置２と眼鏡型表示装置３
との通信を中継する。端末通信部４２は、映像蓄積装置２と、例えば、携帯電話網やイン
ターネット等の無線ネットワークを介して通信を行う。また、端末通信部４２は、眼鏡型
表示装置３と、近距離無線通信や、ＬＡＮ等の無線ネットワークを介して通信を行う。
【００８６】
　端末通信部４２は、位置検出部４１が検出した位置を示す位置情報を映像蓄積装置２に
送信し、当該位置情報に対応する映像を前記映像蓄積装置から受信する。具体的には、端
末通信部４２は、眼鏡型表示装置３から、映像蓄積装置２に対して送信する映像要求情報
及び眼鏡ＩＤを受信すると、当該映像要求情報及び眼鏡ＩＤに、位置検出部４１が検出し
た位置を示す位置情報を付加して、映像蓄積装置２に送信する。また、端末通信部４２は
、映像蓄積装置２から受信した映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００８７】
［第７の実施形態における効果］
　以上のとおり、第７の実施形態に係る映像表示システムＳでは、例えば、携帯端末４が
予め備えているテザリング機能を利用して、眼鏡型表示装置３と映像蓄積装置２との間で
位置情報及び映像の送受信を行うことができる。
【００８８】
　＜第８の実施形態＞
［眼鏡型表示装置３同士が、携帯端末４を介して通信を行う］
　続いて、第８の実施形態について説明する。第８の実施形態は、眼鏡型表示装置３が、
携帯端末４を介して通信を行う点で第６の実施形態と異なる。
【００８９】
　図１３は、第８の実施形態に係る映像表示システムＳの概要を示す図である。映像表示
システムＳは、眼鏡型表示装置３と、携帯端末４とを備える。
　眼鏡型表示装置３の構成は、第６の実施形態と同様である。
【００９０】
　携帯端末４は、眼鏡型表示装置３に関連付けており、眼鏡型表示装置３のアクセスポイ
ントとして機能する。携帯端末４は、記憶部４０を備える。記憶部４０は、携帯端末４に
設けられたコンピュータ（プロセッサ）を、後述する位置検出部４１及び端末通信部４２
として機能させるための映像表示用プログラムを記憶する。携帯端末４が、この映像表示
用プログラムを実行することにより、携帯端末４は、位置検出部４１と、端末通信部４２
とを備える。
【００９１】
　位置検出部４１は、携帯端末４の位置情報を取得することにより、携帯端末４の位置を
検出する。
　端末通信部４２は、位置検出部４１が検出した位置を示す第１位置情報を他の眼鏡型表
示装置３に関連付けられた他の携帯端末４に送信し、第１位置情報に対応する映像を当該
携帯端末４から受信する。具体的には、端末通信部４２は、眼鏡型表示装置３から、他の
眼鏡型表示装置３に対して送信する映像要求情報及び眼鏡ＩＤを受信すると、当該映像要
求情報及び眼鏡ＩＤに、位置検出部４１が検出した位置を示す第１位置情報を付加して、
当該眼鏡型表示装置３に送信する。また、端末通信部４２は、他の眼鏡型表示装置３から
受信した映像を眼鏡型表示装置３に送信する。
【００９２】
　また、端末通信部４２は、他の携帯端末４から、当該他の携帯端末４に関連付けられた
眼鏡型表示装置３が検出した位置を示す第２位置情報を受信したことに応じて、当該第２
位置情報に対応する映像を当該携帯端末４に送信する。具体的には、端末通信部４２は、
他の眼鏡型表示装置３から他の携帯端末４を介して映像要求情報、第２位置情報及び眼鏡
ＩＤを受信すると、これらの情報を眼鏡型表示装置３に送信する。眼鏡型表示装置３は、
当該第２位置情報に対応する映像を特定し、携帯端末４に当該映像を送信する。携帯端末
４は、受信した映像を、他の携帯端末４を介して他の眼鏡型表示装置３に送信する。
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［第８の実施形態における効果］
　以上のとおり、第８の実施形態に係る映像表示システムＳでは、例えば、携帯端末４が
予め備えているテザリング機能を利用して、眼鏡型表示装置３同士が位置情報及び映像の
送受信を行うことができる。また、映像を蓄積する映像蓄積装置を不要とすることができ
るので、資源を節約することができる。
【００９４】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明
の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００９５】
　例えば、眼鏡型表示装置３において所定の操作が行われたことに応じて、表示制御部３
４は、撮影部が撮影した映像を表示してもよい。この場合、第１の眼鏡型表示装置３にお
いて所定の操作が行われていなくとも、第２の眼鏡型表示装置３において緊急を示す信号
を受信したことに応じて、第１の眼鏡型表示装置３の表示制御部３４が、第２の眼鏡型表
示装置３の映像を表示させてもよい。
【符号の説明】
【００９６】
１・・・撮影装置、２・・・映像蓄積装置、３・・・眼鏡型表示装置、４・・・携帯端末
、１１、３５・・・撮影部、１２・・・映像送信部、２１、３８・・・記憶部、２２・・
・蓄積装置通信部、２３、３７・・・記憶制御部、２４・・・移動方向特定部、２５・・
・選択部、３１・・・表示部、３２、４１・・・位置検出部、３３・・・眼鏡通信部、３
４・・・表示制御部、３６・・・向き検出部、４２・・・端末通信部、Ｓ・・・映像表示
システム
【図１】 【図２】

【図３】
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