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(57)【要約】
【課題】利用者が、使用する情報処理装置にＩＤとパス
ワードを記憶させているかどうかにかかわらず、簡単な
方法でコンテンツ共有サービスを提供するサーバ装置に
ログインして、コンテンツをアップロードすることがで
きる、ユーザビリティーの高いアップロード装置、サー
バ装置、アップロードシステム及びアップロード方法を
提供すること。
【解決手段】利用者がネットワーク３上に動画データ１
３をアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワー
ドの情報１４を含むＱＲコード４を示す画像が、カメラ
デバイス６により撮像される。カメラデバイス６は、撮
像されたＱＲコード４を示す画像から上記情報１４を抽
出し、動画データ１３と抽出された情報１４とを動画共
有サーバ２に送信する。これにより利用者は、ＩＤとパ
スワードを入力することなく、簡単な方法で動画共有サ
ーバ２にログインして、動画データ１３をアップロード
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上にコンテンツをアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワードの
情報を含むコード画像を出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力されたコード画像を使って前記コンテンツを前記ネットワーク
上にアップロードするアップロード手段と
　を具備するアップロード装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアップロード装置であって、
　前記アップロード手段は、
　前記コンテンツと、前記出力されたコード画像とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記記憶されたコード画像から抽出する抽出手
段と、
　前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及び
パスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン
可能なサーバ装置に送信する送信手段と
　を有するアップロード装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のアップロード装置であって、
　前記出力手段は、前記ＩＤ、前記パスワード及び前記サーバ装置のアドレス情報を含む
前記コード画像を出力し、
　前記記憶手段は、前記コンテンツと、前記アドレス情報を含む前記コード画像とを対応
付けて記憶し、
　前記抽出手段は、前記ＩＤ、前記パスワード及び前記アドレス情報を、前記記憶された
前記コード画像から抽出し、
　前記送信手段は、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽
出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記アドレス情報を使って前記サーバ装置に送
信するアップロード装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のアップロード装置であって、
　前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、
　前記アップロード手段は、
　前記ディスプレイに表示された前記コード画像を撮像する撮像手段と、
　前記コンテンツと、前記撮像されたコード画像とを対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記記憶されたコード画像から抽出する抽出手
段と、
　前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及び
パスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン
可能なサーバ装置に送信する送信手段とを有するカメラデバイスであるアップロード装置
。
【請求項５】
　請求項１に記載のアップロード装置であって、
　前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、
　前記アップロード手段は、
　前記ディスプレイに表示されたコード画像を撮像するカメラデバイスと、
　前記カメラデバイスから前記コード画像をダウンロードし、前記コンテンツと、前記ダ
ウンロードされたコード画像とを対応付けて記憶する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワー
ドの情報を、前記記憶されたコード画像から抽出する手段と、前記コンテンツと、前記コ
ンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記
ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送信する
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手段とを有する情報処理装置と
　を有するアップロード装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のアップロード装置であって、
　前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、
　前記アップロード手段は、
　前記ディスプレイに表示されたコード画像を撮像するカメラデバイスと、
　前記カメラデバイスから前記コード画像をダウンロードし、前記コンテンツと前記ダウ
ンロードされたコード画像とを対応付け、前記ネットワーク上に前記コンテンツと前記コ
ード画像とを送信する情報処理装置と、
　前記コンテンツと前記コード画像とを受信する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの
情報を、前記受信されたコード画像から抽出する手段と、前記コンテンツと、前記コンテ
ンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記ネッ
トワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送信する手段
とを有する一次サーバ装置と
　を有するアップロード装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のアップロード装置であって、
　前記出力手段は、前記コード画像を印刷媒体に印刷し、
　前記アップロード手段は、
　前記印刷媒体を含む画像を撮像することで、前記コンテンツのデータとして画像コンテ
ンツデータを作成するカメラデバイスと、
　前記作成された画像コンテンツデータをダウンロードし、前記ダウンロードされた画像
コンテンツデータから、前記印刷されたコード画像を検出する手段と、前記ＩＤ及び前記
パスワードの情報を、前記検出されたコード画像から抽出する手段と、前記作成された画
像コンテンツデータと、前記コード画像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、
前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送信
する手段とを有する情報処理装置と
　を有するアップロード装置。
【請求項８】
　ネットワーク上にコンテンツをアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワードの
情報を含むコード画像を出力するアップロード装置により、前記コード画像を使って前記
ネットワーク上にアップロードされた前記コンテンツを受信する受信手段と、
　前記受信されたコンテンツを記憶する記憶手段と
　を具備するサーバ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のサーバ装置であって、
　前記受信手段は、前記ネットワークに接続された、前記ネットワーク上のアドレス情報
を持つ情報端末装置から送信された前記アドレス情報を受信し、
　前記サーバ装置は、
　前記受信されたアドレス情報に対応する前記情報端末装置に、前記ＩＤ、前記パスワー
ド、及び、前記ネットワーク上の前記サーバ装置のアドレス情報を含む前記コード画像を
送信する送信手段をさらに具備するサーバ装置。
【請求項１０】
　ネットワーク上にコンテンツをアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワードの
情報を含むコード画像を出力する出力手段と、
　前記出力手段により出力されたコード画像を使って前記コンテンツを前記ネットワーク
上にアップロードするアップロード手段とを有するアップロード装置と、
　前記アップロード装置によりアップロードされた前記コンテンツを受信する受信手段と
、
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　前記受信されたコンテンツを記憶する記憶手段とを有するサーバ装置と
　を具備するアップロードシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のアップロードシステムであって、
　前記アップロード手段は、前記コンテンツと前記出力されたコード画像とを対応付け、
前記ネットワーク上に前記コンテンツと前記コード画像とを送信する送信手段を有し、
　前記アップロードシステムは、
　前記コンテンツと前記コード画像とを受信する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの
情報を、前記受信されたコード画像から抽出する手段と、前記コンテンツと、前記コンテ
ンツに対応する前記コード画像から抽出された前記ＩＤ及び前記パスワードの情報とを、
前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能な前記サーバ装置に
送信する手段とを有する一次サーバ装置をさらに具備するアップロードシステム。
【請求項１２】
　ネットワーク上にコンテンツをアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワードの
情報を含むコード画像を、アップロード装置の出力手段により出力し、
　前記出力されたコード画像を使って前記コンテンツを、前記アップロード装置のアップ
ロード手段により前記ネットワーク上にアップロードする
　アップロード方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上にコンテンツをアップロードするアップロード装置、サーバ
装置、アップロードシステム及びアップロード方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばＢｌｏｇ（Weblog）、ＳＮＳ（Social Network Service）又は動画共有サ
ービスといった、画像投稿管理システム等を用いたネットワーク上のサービスが活発化し
ている。
【０００３】
　利用者は、これらのサービスを利用して、ネットワーク上に画像をアップロードするこ
とが可能である。
【０００４】
　利用者は、これらのサービスを利用する際に、必要なＵＲＬ(Uniform Resource Locato
r)情報を二次元コード化し、ユーザ側端末機でのＵＲＬ入力や、他のユーザへのＵＲＬ情
報の告知を、簡単に行うことができる。（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　ところで、これらのサービスは基本的に会員制をとっており、利用者は会員登録を要し
、また利用するにあたっては、当該画像投稿管理システム等を提供するサーバにログイン
することが条件になることが多い。（例えば、特許文献２参照。）。
【０００６】
　会員登録は、利用者が、ネットワークに接続可能なユーザ側端末機から、当該画像投稿
管理システム等を提供するサーバにアクセスし、当該サーバからログインに必要なＩＤと
パスワードを受信することで行われる。
【０００７】
　ログインは、利用者が、会員登録の時に配信されたＩＤとパスワードを、使用するユー
ザ側端末機に入力し、当該画像投稿管理システムを提供するサーバに送信することで行わ
れる。利用者は、使用するユーザ側端末機に当該ＩＤと当該パスワードとを記憶させてお
くことで、簡単にログインすることも可能である。
【特許文献１】特開２００７－２４９９２９号公報（段落[００２２]～[００２４]）
【特許文献２】特開２００８－１０８０２７号公報（段落[０００２]、[０００３]、図２
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）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、利用者が、使用するユーザ側端末機に当該ＩＤと当該パスワードを記憶
させていない時、また複数の利用者が一つのユーザ側端末機を共用しようとする時に、各
々のＩＤとパスワードを入力しなければならない煩雑さがある。
【０００９】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、利用者が、使用する情報処理装置に当該Ｉ
Ｄと当該パスワードを記憶させているかどうかにかかわらず、簡単な方法でコンテンツ共
有サービスを提供するサーバ装置にログインして、コンテンツをアップロードすることが
できる、ユーザビリティーの高いアップロード装置、サーバ装置、アップロードシステム
及びアップロード方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係るアップロード装置は、ネットワーク上にコンテ
ンツをアップロードするために必要な、ＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像を出
力する出力手段と、前記出力手段により出力されたコード画像を使って前記コンテンツを
前記ネットワーク上にアップロードするアップロード手段とを具備する。
【００１１】
　アップロード装置がＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像を出力することで、例
えば、上記情報をコード画像から抽出し、抽出された情報をネットワーク上へ送信するこ
とができる。これにより、利用者が、上記ＩＤと上記パスワードを自ら入力することなく
、簡単な方法でコンテンツ共有サービスを提供するサーバ装置にログインして、コンテン
ツをアップロードすることができる。また、利用者が複数いる場合でも、複数の利用者が
共用しようとする、例えばアップロード装置に含まれる一つの情報処理装置が、複数の利
用者ごとのＩＤ及びパスワードの情報を抽出し、抽出された情報をネットワーク上へ送信
することができる。
【００１２】
　本発明において、前記アップロード手段は、前記コンテンツと、前記出力されたコード
画像とを対応付けて記憶する記憶手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記記
憶されたコード画像から抽出する抽出手段と、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応
する前記コード画像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記ネットワーク上
の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送信する送信手段とを有
する。
【００１３】
　アップロード装置が、コンテンツとＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像とを対
応付けて記憶している。これにより、利用者がアップロードするコンテンツを選択するこ
とにより、上記コード画像が指定される。またアップロード装置は、指定された上記コー
ド画像から、ＩＤ及びパスワードの情報を抽出し、利用者が選択したコンテンツとともに
、抽出された情報をサーバ装置に送信する。つまり、利用者が、ネットワーク上にアップ
ロードを所望するコンテンツを選択することにより、サーバ装置に、そのコンテンツと、
アップロードに必要なＩＤ及びパスワードの情報が送信される。これにより、利用者は、
簡単な方法でコンテンツ共有サービスを提供するサーバ装置にログインして、コンテンツ
をアップロードすることができる。
【００１４】
　本発明において、前記出力手段は、前記ＩＤ、前記パスワード及び前記サーバ装置のア
ドレス情報を含むコード画像を出力し、前記記憶手段は、前記コンテンツと、前記アドレ
ス情報を含む前記コード画像とを対応付けて記憶し、前記抽出手段は、前記ＩＤ、前記パ
スワード及び前記アドレス情報を、前記記憶されたコード画像から抽出し、前記送信手段
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は、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及
びパスワードの情報とを、前記アドレス情報を使って前記サーバ装置に送信するアップロ
ード装置。
【００１５】
　アップロード手段は、コード画像に含まれた、サーバ装置のアドレス情報を使って、コ
ンテンツとＩＤ及びパスワードの情報とを、上記サーバ装置に送信する。これにより利用
者は、上記サーバ装置のアドレス情報を入力することなく、より簡単な方法でコンテンツ
をアップロードすることができる。
【００１６】
　本発明において、前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、前
記アップロード手段は、前記ディスプレイに表示された前記コード画像を撮像する撮像手
段と、前記コンテンツと、前記撮像されたコード画像とを対応付けて記憶する記憶手段と
、前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記記憶されたコード画像から抽出する抽出手
段と、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ
及びパスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログ
イン可能なサーバ装置に送信する送信手段とを有するカメラデバイスである。
【００１７】
　アップロード装置は、上記コード画像を表示するディスプレイを有し、また、アップロ
ード手段であるカメラデバイスは、上記撮像手段、上記記憶手段、上記抽出手段、及び上
記送信手段とを有している。これにより利用者は、上記ディスプレイに表示されたコード
画像を、上記カメラデバイスで撮像することにより、簡単な方法でコンテンツをアップロ
ードすることができる。
【００１８】
　本発明において、前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、前
記アップロード手段は、前記ディスプレイに表示されたコード画像を撮像するカメラデバ
イスと、前記カメラデバイスから前記コード画像をダウンロードし、前記コンテンツと、
前記ダウンロードされたコード画像とを対応付けて記憶する手段と、前記ＩＤ及び前記パ
スワードの情報を、前記記憶されたコード画像から抽出する手段と、前記コンテンツと、
前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを
、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送
信する手段とを有する情報処理装置とを有する。
【００１９】
　アップロード手段に含まれる情報処理装置は、上記カメラデバイスから上記コード画像
をダウンロードし、コンテンツとダウンロードされたコード画像とを対応付けて記憶する
。また、記憶されたコード画像から上記情報を抽出し、上記コンテンツと、抽出された情
報とをサーバ装置に送信する。これにより利用者は、上記ディスプレイに表示されたコー
ド画像を上記カメラデバイスで撮像し、上記ダウンロード可能となるように、上記カメラ
デバイスと上記情報処理装置とを接続することで、簡単にコンテンツをアップロードする
ことができる。
【００２０】
　本発明において、前記出力手段は、前記コード画像を表示するディスプレイを有し、前
記アップロード手段は、前記ディスプレイに表示された前記コード画像を撮像するカメラ
デバイスと、前記カメラデバイスから前記コード画像をダウンロードし、前記コンテンツ
と前記ダウンロードされたコード画像とを対応付け、前記ネットワーク上に前記コンテン
ツと前記コード画像とを送信する情報処理装置と、前記コンテンツと前記コード画像とを
受信する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記受信されたコード画像から
抽出する手段と、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出
されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パスワ
ードでログイン可能なサーバ装置に送信する手段とを有する一次サーバ装置とを有する
　アップロード装置に含まれる一次サーバ装置は、上記情報処理装置から、コンテンツと
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上記コード画像を受信し、受信されたコード画像から上記情報を抽出し、上記コンテンツ
と抽出された情報とをサーバ装置に送信する。これにより利用者は、使用する情報処理装
置が上記情報を抽出する手段を有していなくとも、コンテンツと上記コード画像を一次サ
ーバ装置に送信することで、簡単にコンテンツをアップロードすることができる。
【００２１】
　本発明において、前記出力手段は、前記コード画像を印刷媒体に印刷し、前記アップロ
ード手段は、前記印刷媒体を含む画像を撮像することで、前記コンテンツのデータとして
画像コンテンツデータを作成するカメラデバイスと、前記作成された画像コンテンツデー
タをダウンロードし、前記ダウンロードされた画像コンテンツデータから、前記印刷され
たコード画像を検出する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記検出された
コード画像から抽出する手段と、前記作成された画像コンテンツデータと、前記コード画
像から抽出されたＩＤ及びパスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び
前記パスワードでログイン可能なサーバ装置に送信する手段とを有する情報処理装置とを
有する。
【００２２】
　アップロード手段に含まれるカメラデバイスは、コード画像が印刷された印刷媒体を含
む画像を撮像することで、画像コンテンツデータを作成する。また、アップロード手段に
含まれる情報処理装置は、上記画像コンテンツデータをダウンロードし、画像コンテンツ
データから印刷された画像コードを検出し、画像データから上記情報を抽出する。また、
上記画像コンテンツデータと抽出された情報とを、サーバ装置に送信する。これにより利
用者は、上記カメラデバイスを用いて上記画像コンテンツデータを作成し、上記ダウンロ
ード可能となるように、上記カメラデバイスと上記情報処理装置とを接続することで、簡
単にコンテンツをアップロードすることができる。
【００２３】
　本発明に係るサーバ装置は、ネットワーク上にコンテンツをアップロードするために必
要な、ＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像を出力するアップロード装置により、
前記コード画像を使って前記ネットワーク上にアップロードされた前記コンテンツを受信
する受信手段と、前記受信されたコンテンツを記憶する記憶手段とを具備する。
【００２４】
　これにより、サーバ装置は、上記コード画像に含まれた情報から利用者を識別すること
で、利用者がＩＤとパスワードを自ら入力することなく、簡単な方法でネットワーク上に
コンテンツをアップロードすることができる、コンテンツ共有サービスを提供する。
【００２５】
　本発明において、前記受信手段は、前記ネットワークに接続された、前記ネットワーク
上のアドレス情報を持つ情報端末装置から送信された前記アドレス情報を受信し、前記サ
ーバ装置は、前記受信されたアドレス情報に対応する前記情報端末装置に、前記ＩＤ、前
記パスワード、及び、前記ネットワーク上の前記サーバ装置のアドレス情報を含むコード
画像を送信する送信手段をさらに具備する。
【００２６】
　例えば、サーバ装置が会員登録用メールアドレスを有し、利用者がその会員登録用メー
ルアドレスに空メールを送信する。サーバ装置がその空メールから利用者のメールアドレ
スを認識し、上記コード画像を添付して、認識されたメールアドレスに送信する。これに
より、利用者は上記コード画像を確実に受信できる。また例えば、サーバ装置が、上記空
メールから認識したメールアドレスに、上記コード画像とともにＩＤとパスワードを送信
する。これにより、利用者が受信したコード画像を管理することが容易となる。
【００２７】
　本発明に係るアップロードシステムは、ネットワーク上にコンテンツをアップロードす
るために必要な、ＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像を出力する出力手段と、前
記出力手段により出力されたコード画像を使って前記コンテンツを前記ネットワーク上に
アップロードするアップロード手段とを有するアップロード装置と、前記アップロード装
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置によりアップロードされた前記コンテンツを受信する受信手段と、前記受信されたコン
テンツを記憶する記憶手段とを有するサーバ装置とを具備する。
【００２８】
　本発明において、前記アップロード手段は、前記コンテンツと前記出力されたコード画
像とを対応付け、前記ネットワーク上に前記コンテンツと前記コード画像とを送信する送
信手段を有し、前記アップロードシステムは、前記コンテンツと前記コード画像とを受信
する手段と、前記ＩＤ及び前記パスワードの情報を、前記受信されたコード画像から抽出
する手段と、前記コンテンツと、前記コンテンツに対応する前記コード画像から抽出され
た前記ＩＤ及び前記パスワードの情報とを、前記ネットワーク上の、前記ＩＤ及び前記パ
スワードでログイン可能な前記サーバ装置に送信する手段とを有する一次サーバ装置をさ
らに具備する。
【００２９】
　本発明に係るアップロード方法は、ネットワーク上にコンテンツをアップロードするた
めに必要な、ＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像を、アップロード装置の出力手
段により出力し、前記出力されたコード画像を使って前記コンテンツを、前記アップロー
ド装置のアップロード手段により前記ネットワーク上にアップロードする。
【００３０】
　以上の説明において、「～手段」と記載された要素は、ハードウェアで実現されてもよ
いし、ソフトウェア及びハードウェアの両方で実現されてもよい。ソフトウェア及びハー
ドウェアの両方で実現される場合、そのハードウェアは、ソフトウェアのプログラムを格
納する記憶デバイスを少なくとも含む。ハードウェアは、典型的には、ＣＰＵ（Central 
Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、ＦＰＧＡ（Fi
eld Programmable Gate Array）、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit
）、ディスプレイデバイス、ＮＩＣ（Network Interface Card）、ＷＮＩＣ（Wireless N
IC）、モデム、光ディスク、磁気ディスク、及び、フラッシュメモリのうち少なくとも１
つが選択的に用いられることにより構成される。
【発明の効果】
【００３１】
　以上のように、本発明によれば、利用者が、使用する情報処理装置に当該ＩＤと当該パ
スワードを記憶させているかどうかにかかわらず、簡単な方法でコンテンツ共有サービス
を提供するサーバ装置にログインして、コンテンツをアップロードすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００３３】
　図１は、本発明の一実施の形態に係るアップロードシステムのネットワーク構成を示し
た図である。アップロードシステム１００は、ネットワーク３に接続されたサーバ装置２
及び、このネットワーク３に接続可能なアップロード装置１を含む。ネットワーク３は、
例えばＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet protocol）を用いたネ
ットワークである。
【００３４】
　アップロード装置１は、携帯電話機５とカメラデバイス６とを含む。携帯電話機５は、
図示しない、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、その他のメモリ、送受信機等を備えた機器である
。携帯電話機５のメモリには、ネットワーク３上にコンテンツをアップロードするために
必要な、ＩＤ及びパスワードの情報１４を含むＱＲコード４を示す画像が記憶されている
。携帯電話機５はディスプレイ７を有し、メモリに記憶されたＱＲコード４を示す画像を
ディスプレイ７に出力することが可能となっている。
【００３５】
　コンテンツとは、動画データ、静止画データ、音声データ及び文字データ等を含む。
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【００３６】
　ＱＲコード４の代わりに、ＩＤ及びパスワードの情報を含むコード画像として、例えば
、バーコードや、ベリコード等が使われてもよい。また、携帯電話機５の代わりに、ＱＲ
コード４を示す画像を出力するものとして、例えば、小型テレビやデジタルカメラ等の、
ディスプレイを有する電子機器、もしくは、名刺等の紙媒体にＱＲコード４を示す画像を
印刷したもの等が使われてもよい。
【００３７】
　図２は、カメラデバイス６の機能構成を示すブロック図である。カメラデバイス６は、
撮像部８、コントローラ９、記憶媒体１０及びネットワークインターフェイス１１とを有
する。また、コントローラ９は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等を含む。ネットワークイ
ンターフェイス１１により、例えばEthernet（登録商標）、その他の規格を用いて、有線
または無線によりネットワーク３に接続可能となっている。図２で示したカメラデバイス
６として、例えばビデオカムコーダが用いられる。記憶媒体は、ハードディスクドライブ
、光ディスク、磁気テープ、メモリカード等である。
【００３８】
　ビデオカムコーダの代わりに、カメラ付携帯電話機等の、撮像機能がついた、ネットワ
ークに接続可能な情報処理装置（例えばＰＣ（Personal Computer）等）が使われてもよ
い。
【００３９】
　サーバ装置２は、データの記憶、演算、受信及び送信が可能なコンピュータであれば、
どのような装置であってもかまわない。サーバ装置２は、アップロード装置１によりアッ
プロードされたコンテンツを受信し、また、コンテンツを記憶することが可能となってい
る。
【００４０】
　以上のように構成されたアップロードシステム１００の動作を説明する。
【００４１】
　まず、利用者が会員登録する時の動作を説明する。図３は、その会員登録時のシステム
を示す図である。図４は、その動作を示すフローチャートであり、ここでは、サーバ装置
２が、動画共有サービスを提供する動画共有サーバ２であるとして説明する。
【００４２】
　利用者は、携帯電話機５（情報端末装置）を用いて、ネットワーク３上の、動画共有サ
ーバ２のＵＲＬにアクセスする（ステップ４０１）。利用者は、携帯電話機５を用いて、
動画共有サーバ２が有する新規登録ページにアクセスする（ステップ４０２）。例えば利
用者が新規登録ボタンを押す（ステップ４０３）。例えば携帯電話機５が有するアプリケ
ーションソフトにより、携帯電話機５が有するメーラーが自動的に起動される。また、あ
て先として、動画共有サーバ２が有する会員登録用メールアドレスが入力された、空メー
ル１２が作成される（ステップ４０４）。図３（ａ）に示すように、ネットワーク３上の
動画共有サーバ２に、空メール１２が送信される（ステップ４０５）。
【００４３】
　動画共有サーバ２は、携帯電話機５から送信された空メール１２を受信する（ステップ
４０６）。動画共有サーバ２は、空メール１２から携帯電話機５のメールアドレスを認識
し、そのメールアドレスを会員登録データベースに入力する（ステップ４０７）。動画共
有サーバ２は、会員登録データベースに入力したメールアドレスを使用した利用者が、動
画共有サーバ２にコンテンツをアップロードするための、ＩＤ及びパスワードを生成する
（ステップ４０８）。動画共有サーバ２は、ステップ４０８にて生成したＩＤ及びパスワ
ードの情報１４を含む、ＱＲコード４を示す画像を生成する（ステップ４０９）。図３（
ｂ）に示すように、動画共有サーバ２は、ステップ４０９にて生成したＱＲコード４を示
す画像を添付したメール１５を、携帯電話機５に送信する（ステップ４１０）。携帯電話
機５は、動画共有サーバ２から送信された、ＱＲコード４を示す画像を添付したメール１
５を受信し、その画像を携帯電話機５のメモリに記憶させる。
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【００４４】
　携帯電話機５の代わりに、ネットワーク３上にメールアドレスを持つ、例えばＰＣ等の
、情報処理装置が使われてもよい。この場合、携帯電話機５のメモリにＱＲコード４を示
す画像を記憶させる事が可能な装置、もしくは、図１に示すアップロードシステム１００
において、携帯電話機５の代わりに使われる装置であれば、どのような装置が使われても
かまわない。
【００４５】
　図３（ｂ）において、動画共有サーバ２が利用者に送信する、ＩＤ及びパスワードの情
報１４を含むＱＲコード４を示す画像を添付したメール１５の内容に、ＩＤ及びパスワー
ドが含まれていてもよい。これにより、例えば利用者が、受信したメール１５を保存して
おくことで、そのメール１５とＱＲコード４を示す画像とを対応させておくことができ、
ＱＲコード４を示す画像の管理が容易となる。
【００４６】
　次に、コンテンツのアップロード時の、アップロードシステム１００の動作を説明する
。図５は、カメラデバイス６側での動作を示すフローチャートであり、ここでは、コンテ
ンツが動画データ１３であるとして説明する。
【００４７】
　カメラデバイス６の撮像部８により、動画データ１３が撮像される（ステップ５０１）
。図１に示すように、携帯電話機５は、メモリに記憶されているＩＤ及びパスワードの情
報１４を含むＱＲコード４を示す画像を、ディスプレイ７に出力させる。例えば利用者は
、カメラデバイス６により、出力されたＱＲコード４を示す画像を撮像する（ステップ５
０２）。カメラデバイス６のコントローラ９は、動画データ１３と撮像されたＱＲコード
４を示す画像とを対応付けて、記憶媒体１０に記憶させる（ステップ５０３）。利用者に
より、アップロードされる動画データ１３が選択される（ステップ５０４）。カメラデバ
イス６のコントローラ９は、選択された動画データ１３に対応するＱＲコード４を示す画
像から、利用者のＩＤ及びパスワードの情報１４を抽出する（ステップ５０５）。この際
、ＱＲコードを示す画像から、例えばＵＲＬ情報等を抽出する、公知の技術が用いられて
もよい。カメラデバイス６のコントローラ９は、選択された動画データ１３と抽出された
ＩＤ及びパスワードの情報１４とを、ネットワークインターフェイス１１を用い、動画共
有サーバ２に送信する。（ステップ５０６）。ここでのアップロードは、典型的にはＡＰ
Ｉ（Application Programming Interface）等が用いられればよい。
【００４８】
　動画共有サーバ２は、カメラデバイス６のコントローラ９により送信された動画データ
１３と、ＩＤ及びパスワードの情報１４とを受信する。動画共有サーバ２は、受信したＩ
Ｄ及びパスワードの情報１４を認証し、利用者が会員であることを識別した場合に、利用
者が動画共有サーバ２にログインすることを許可する。またこの場合に、動画共有サーバ
２は、受信した動画データ１３を記憶し、利用者が会員登録した動画共有サービスに、動
画データ１３をアップロードする。ここでの認証は、例えば、ＷＳＳＥ（Web Services S
ecurity Extensions）認証や、Ｂａｓｉｃ認証等が用いられる。
【００４９】
　以上のように、本実施の形態では、携帯電話機５が有するディスプレイ７に出力された
、利用者がネットワーク３上に動画データ１３をアップロードするために必要な、ＩＤ及
びパスワードの情報１４を含むＱＲコード４を示す画像が、カメラデバイス６により撮像
される。また、カメラデバイス６は、上記動画データ１３と撮像されたＱＲコード４を示
す画像とを対応付けて記憶し、記憶されたＱＲコード４を示す画像から上記情報１４を抽
出し、動画データ１３と抽出された情報１４とを動画共有サーバ２に送信する。これによ
り利用者は、カメラデバイス６を用いることで、ＩＤとパスワードを入力することなく、
簡単な方法で動画共有サーバ２にログインして、動画データ１３をアップロードすること
ができる。
【００５０】
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　また、利用者が複数いる場合でも、カメラデバイス６は、複数の利用者ごとのＱＲコー
ド４を示す画像を撮像し、それらと動画データ１３とを対応させ記憶する。また、カメラ
デバイス６は、記憶された上記ＱＲコード４を示す画像から、複数の利用者ごとのＩＤ及
びパスワードの情報１４を抽出し、それらを動画データ１３とともに、動画共有サーバ２
に送信する。これにより、複数の利用者は、カメラデバイス６を共有することができる。
【００５１】
　この場合において、カメラデバイス６のコントローラ９は、カメラデバイス６に保存さ
れた動画データ１３であれば、いずれの動画データ１３であっても、撮像された複数の利
用者ごとのＱＲコード４を示す画像と、対応付けることができる。これにより利用者は、
例えば他の利用者が撮像した、カメラデバイス６に保存されている動画データ１３を、ネ
ットワーク３上に簡単にアップロードすることができる。
【００５２】
　さらに、ＱＲコード４に動画共有サーバ２の、例えばＩＰアドレス（ＵＲＬ）等のアド
レス情報が含まれていてもよい。これにより、利用者は、カメラデバイス６に動画共有サ
ーバ２のアドレス情報を入力することなく、動画データ１３とＩＤ及びパスワードの情報
１４とを、動画共有サーバ２に送信することができる。つまり利用者は、より簡単な方法
で、動画データ１３をアップロードすることができる。
【００５３】
　図６は、別の実施の形態に係るアップロードシステム２００のネットワーク構成を示し
た図である。これ以降の説明では、図１等に示したアップロードシステム１００の構成及
び作用と同様な部分については、その説明を省略または簡略化する。
【００５４】
　アップロードシステム２００は、ネットワーク３に接続されたサーバ装置２、及び、こ
のネットワーク３に接続可能なアップロード装置１６を含む。
【００５５】
　アップロード装置１６は、携帯電話機５、カメラデバイス１８及びネットワーク３に接
続可能な情報処理装置としてＰＣ１７を含む。カメラデバイス１８とＰＣ１７とは、例え
ばＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface
）、FireWire、ＬＡＮ（Local Area Network）、その他のインターフェース、あるいは無
線により接続される。
【００５６】
　カメラデバイス１８は、携帯電話機５のディスプレイ７に出力されたＱＲコード４を示
す画像を撮像し、撮像されたＱＲコード４を示す画像がＰＣによりダウンロードされる。
カメラデバイス１８としては、前実施の形態で示したビデオカムコーダ等が用いられても
よいし、ネットワーク接続機能がない、ビデオカムコーダ、デジタルカメラ、フィルムカ
メラが用いられてもよい。
【００５７】
　情報処理装置として、ＰＣ１７に限られず、ネットワーク３に接続可能であり、カメラ
デバイス１８からＱＲコード４を示す画像をダウンロードすることができるものであれば
、どのような装置でもよい。
【００５８】
　以上のように構成されたアップロードシステム２００の動作を説明する。
【００５９】
　会員登録の後の、コンテンツのアップロード時の、アップロードシステム２００の動作
を説明する。会員登録の方法は、前実施の形態と同様でよい。図７は、その動作を示すフ
ローチャートである。
【００６０】
　携帯電話機５とカメラデバイス１８により、前実施の形態と同様の動作が行われる（ス
テップ７０１、ステップ７０２）。ＰＣ１７は、カメラデバイス１８から、動画データ１
３及びＱＲコード４を示す画像をダウンロードする（スッテプ７０３）。ＰＣ１７は、上
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記動画データ１３とダウンロードされたＱＲコード４を示す画像とを対応付けて記憶する
。（ステップ７０４）。利用者により、アップロードされる動画データ１３が選択される
（ステップ７０５）。ＰＣ１７は、選択された動画データ１３に対応するＱＲコード４を
示す画像から、利用者のＩＤ及びパスワードの情報１４を抽出する（ステップ７０６）。
ＰＣ１７は、選択された動画データ１３と抽出されたＩＤ及びパスワードの情報１４とを
、動画共有サーバ２に送信する。（ステップ７０７）。
【００６１】
　これにより利用者は、上記ダウンロード可能となるように、カメラデバイス１８とＰＣ
１７とを接続することで、ＩＤとパスワードを入力することなく、簡単な方法で動画デー
タ１３を動画共有サーバ２にアップロードすることができる。
【００６２】
　図８は、別の実施の形態に係るアップロードシステム３００のネットワーク構成を示し
た図である。アップロードシステム３００は、ネットワーク３に接続されたサーバ装置２
及び、このネットワーク３に接続可能なアップロード装置１９を含む。
【００６３】
　アップロード装置１９は、携帯電話機５、カメラデバイス１８、ＰＣ１７及びネットワ
ーク３に接続された一次サーバ装置２０を含む。一次サーバ装置２０は、データの記憶、
演算、受信及び送信が可能なコンピュータである。ＰＣ１７と一次サーバ装置２０とは、
ネットワーク３を介して接続される。
【００６４】
　以上のように構成されたアップロードシステム３００の動作を説明する。
【００６５】
　会員登録の後の、コンテンツのアップロード時の、アップロードシステム３００の動作
を説明する。会員登録の方法は、前実施の形態と同様でよい。図９は、その動作を示すフ
ローチャートである。
【００６６】
　携帯電話機５とカメラデバイス１８により、前実施の形態と同様の動作が行われる（ス
テップ９０１、ステップ９０２）。カメラデバイス１８とＰＣ１７により、前実施の形態
と同様の動作が行われる（ステップ９０３、ステップ９０４）。利用者により、アップロ
ードされる動画データ１３が選択される（ステップ９０５）ＰＣ１７は、選択された動画
データ１３と、それに対応するＱＲコード４を示す画像とを、一次サーバ装置２０に送信
する（ステップ９０６）。一次サーバ装置２０は、ＰＣ１７から送信された、選択された
動画データ１３とそれに対応するＱＲコード４を示す画像とを、受信する（ステップ９０
７）。一次サーバ装置２０は、受信されたＱＲコード４を示す画像から、利用者のＩＤ及
びパスワードの情報１４を抽出する（ステップ９０８）。一次サーバ装置２０は、選択さ
れた動画データ１３と抽出されたＩＤ及びパスワードの情報１４とを、動画共有サーバ２
に送信する。（ステップ９０９）。
【００６７】
　これにより利用者は、ＰＣ１７により上記情報１４を抽出させることなく、動画データ
１３とＱＲコード４を示す画像とを一次サーバ装置２０に送信することで、簡単に動画デ
ータ１３を動画共有サーバ２にアップロードすることができる。
【００６８】
　図１０は、別の実施の形態に係るアップロードシステム４００のネットワーク構成を示
した図である。アップロードシステム４００は、ネットワーク３に接続されたサーバ装置
２及びこのネットワーク３に接続可能なアップロード装置２１を含む。
【００６９】
　アップロード装置２１は、情報処理装置としてＰＣ２２、カメラデバイス１８及びＰＣ
１７を含む。ＰＣ２２は、例えば図示しないプリンター等に接続されており、ＱＲコード
４を示す画像を印刷媒体２３に印刷する。
【００７０】
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　印刷媒体２３としては、例えば名刺等の紙媒体が用いられるが、それに限られず、受信
されたＱＲコード４を示す画像が印刷される媒体なら、どのような媒体でもよい。そのよ
うな媒体として、例えばフィルム等が考えられる。
【００７１】
　以上のように構成されたアップロードシステム４００の動作を説明する。
【００７２】
　会員登録の後の、コンテンツのアップロード時の、アップロードシステム４００の動作
を説明する。会員登録の方法は、携帯電話機５の代わりに例えばＰＣ２２により前実施の
形態と同様に行われる。図１１は、その動作を示すフローチャートである。
【００７３】
　ＰＣ２２及び図示しないプリンターにより、印刷媒体２３にＱＲコード４を示す画像が
印刷される（ステップ１１０１）。カメラデバイス１８により、印刷媒体２３を含む画像
が撮像され、画像コンテンツデータ２４としてカメラデバイス１８の記憶媒体１０に記憶
される（ステップ１１０２）。ＰＣ１７により、カメラデバイス１８から、上記画像コン
テンツデータ２４がダウンロードされる（スッテプ１１０３）。ＰＣ１７は、ダウンロー
ドされた画像コンテンツデータ２４から、上記印刷されたＱＲコード４を示す画像を検出
する（ステップ１１０４）。検出は、例えば画像処理等によって行われる。ＰＣ１７は、
検出されたＱＲコード４を示す画像から、利用者のＩＤ及びパスワードの情報１４を抽出
する（ステップ１１０５）。ＰＣ１７は、上記ダウンロードされた画像コンテンツデータ
２４と抽出されたＩＤ及びパスワードの情報１４とを、動画共有サーバ２に送信する。（
ステップ１１０６）。
【００７４】
　これにより利用者は、カメラデバイス１８を用いて、ＱＲコード４を示す画像が印刷さ
れた印刷媒体２３を含む画像を撮像し、上記ダウンロード可能となるように、カメラデバ
イス１８とＰＣ１７とを接続することで、簡単に画像コンテンツデータ２４を動画共有サ
ーバ２にアップロードすることができる。
【００７５】
　またＱＲコード４を示す画像が印刷媒体２３に印刷されるので、利用者は、印刷媒体２
３を携帯し、必要な時にカメラデバイス１８にて撮像させることができる。
【００７６】
　また、ＰＣ１７は、カメラデバイス１８により画像コンテンツデータ２４として作成さ
れた、複数の利用者にそれぞれ対応する複数の印刷媒体２３を含む画像から、複数の利用
者ごとのＱＲコード４を示す画像を検出する。これにより、複数の利用者は、カメラデバ
イス１８を用い、上記複数の印刷媒体２３を含む画像を撮像することで、上記画像コンテ
ンツデータ２４を簡単にアップロードすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の一実施の形態に係るアップロードシステムのネットワーク構成を示した
図である。
【図２】カメラデバイスの機能構成を示すブロック図である。
【図３】会員登録時のシステムを示す図である。
【図４】会員登録時の動作を示すフローチャートである。
【図５】アップロード時の動作を示すフローチャートである。
【図６】他の実施の形態に係るアップロードシステムのネットワーク構成を示した図であ
る。
【図７】アップロード時の動作の他の実施形態を示すフローチャートである。
【図８】他の実施の形態に係るアップロードシステムのネットワーク構成を示した図であ
る。
【図９】アップロード時の動作の他の実施形態を示すフローチャートである。
【図１０】他の実施の形態に係るアップロードシステムのネットワーク構成を示した図で
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【図１１】アップロード時の動作の他の実施形態を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７８】
　１、１６、１９、２１　　アップロード装置
　２　　サーバ装置、動画共有サーバ
　３　　ネットワーク
　４　　ＱＲコード
　５　　携帯電話機
　６、１８　　カメラデバイス
　７　　ディスプレイ
　８　　撮像部
　９　　コントローラ
　１０　　記憶媒体
　１１　　ネットワークインターフェイス
　１２　　空メール
　１３　　動画データ
　１４　　ＩＤ及びパスワードの情報
　１５　　メール
　１７、２２　　ＰＣ
　２０　　一次サーバ装置
　２３　　印刷媒体
　２４　　画像コンテンツデータ
　１００、２００、３００、４００　　アップロードシステム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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