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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続されるとともにコ
ンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設内に設置された
撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュータネットワー
クに送信する施設サイトとを備え、
　前記携帯情報端末機が、画像を表示する表示部、および、コンピュータネットワークに
接続された移動体通信網を介して送信されてくる画像信号を受信する画像信号受信手段，
この画像信号受信手段によって受信した画像信号を再生して前記表示部に表示させる画像
信号再生手段，前記画像信号受信手段に画像信号を送信する撮像手段を判定するための位
置検出信号を移動体通信網を介してコンピュータネットワークに出力する位置検出信号出
力手段を備えており、
　前記施設内画像情報提供サイトが、前記携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入
力されてくる位置検出信号に基づいて画像信号の受信を行う前記施設サイトを判定する判
定手段と、この画像信号の受信を行うことを判定した施設サイトの撮像手段からコンピュ
ータネットワークを介して入力されてくる画像信号を移動体通信網を介して携帯情報端末
機に送信する送信手段と、前記施設サイト毎に前記撮像手段を駆動制御するためのプログ
ラムが格納されているプログラムデータベースを備えている、
　ことを特徴とする携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項２】
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　前記位置検出信号出力手段が全地球測位システムである請求項１に記載の携帯情報端末
機による施設内画像情報提供システム。
【請求項３】
　前記携帯情報端末機が携帯電話機である請求項１に記載の携帯情報端末機による施設内
画像情報提供システム。
【請求項４】
　前記プログラムデータベースに格納された施設サイト毎のプログラムに携帯情報端末機
を識別する識別データが付加されていて、この携帯情報端末機の識別データが前記判定手
段によって判定された施設サイトに送信される請求項１に記載の携帯情報端末機による施
設内画像情報提供システム。
【請求項５】
　前記施設内画像情報提供サイトが、前記施設サイトが設置されている施設に関する情報
が記録されて前記判定手段に施設サイトの判定のためのデータを提供する登録施設データ
ベースを備えている請求項１に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム
。
【請求項６】
　前記登録施設データベースに、登録された施設の位置を示す位置データが記録されてい
る請求項５に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項７】
　前記施設内画像情報提供サイトの判定手段が、コンピュータネットワークに接続された
地図データベースサイトに蓄積されている施設の位置を示す位置情報によって施設の有無
を確認することにより前記判定を行う請求項１に記載の携帯情報端末機による施設内画像
情報提供システム。
【請求項８】
　前記判定手段が、前記携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入力されてくる位置
検出信号が施設内の位置を示しているときに、その施設に設置されている施設サイトを画
像信号の受信を行う施設サイトと判定する請求項１に記載の携帯情報端末機による施設内
画像情報提供システム。
【請求項９】
　携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続されるとともにコ
ンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設内に設置された
撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュータネットワー
クに送信する施設サイトとを備え、
　前記携帯情報端末機が、画像を表示する表示部、および、コンピュータネットワークに
接続された移動体通信網を介して送信されてくる画像信号を受信する画像信号受信手段，
この画像信号受信手段によって受信した画像信号を再生して前記表示部に表示させる画像
信号再生手段，携帯情報端末機の位置を検出してその位置検出信号を移動体通信網を介し
てコンピュータネットワークに出力する位置検出信号出力手段を備えており、
　前記施設内画像情報提供サイトが、前記携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入
力されてくる位置検出信号に基づいてこの位置検出信号が示す位置の周辺に位置する施設
を検出するとともに検出された施設を表示する表示信号を携帯情報端末機に送信する施設
検出手段と、携帯情報端末機において表示信号により表示された施設に設置されている前
記施設サイトの撮像手段からコンピュータネットワークを介して入力されてくる画像信号
を移動体通信網を介して携帯情報端末機に送信する送信手段とを備えている、
　ことを特徴とする携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１０】
　前記施設検出手段が、地図データベースと施設データベースを備えていて地図情報およ
びこの地図情報内に含まれる施設情報の提供を行う地図データベースサイトである請求項
９に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１１】
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　前記施設検出手段が、前記携帯情報端末機から入力されてくる位置検出信号に基づいて
、この位置検出信号が示す位置の周辺に位置するとともに携帯情報端末機において指定さ
れたカテゴリに含まれる施設の検出を行う請求項９に記載の携帯情報端末機による施設内
画像情報提供システム。
【請求項１２】
　前記携帯情報端末機が、前記施設内画像情報提供サイトの施設検出手段によって検出さ
れた複数の施設のうち画像信号の受信を行う施設を指定する施設指定手段を備えている請
求項９に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１３】
　携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続されるとともにコ
ンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設内に設置された
撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュータネットワー
クに送信する施設サイトとを備え、
　前記携帯情報端末機が、画像を表示する表示部、および、コンピュータネットワークに
接続された移動体通信網を介して送信されてくる画像信号を受信する画像信号受信手段，
この画像信号受信手段によって受信した画像信号を再生して前記表示部に表示させる画像
信号再生手段，施設指定信号を移動体通信網を介してコンピュータネットワークに出力す
る施設指定手段を備えており、
　前記施設内画像情報提供サイトが、前記携帯情報端末機の施設指定手段から入力されて
くる施設指定信号によって指定された施設に設置されている前記施設サイトの撮像手段か
らコンピュータネットワークを介して入力されてくる画像信号を移動体通信網を介して携
帯情報端末機に送信する送信手段を備えている、
　ことを特徴とする携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１４】
　前記携帯情報端末機の施設指定手段が、前記施設サイトのＵＲＬによって施設の指定を
行う請求項１３に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１５】
　前記施設内画像情報提供サイトが、住所によって施設の検索を行う施設検索手段を備え
、この施設検索手段が、前記携帯情報端末機の施設指定手段から送信されてくる施設の住
所を示す施設指定信号に基づいて前記施設サイトが設置されている施設の検索を行う請求
項１３に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【請求項１６】
　前記施設検出手段が、地図データベースと施設データベースと住所データベースを備え
ていて地図情報およびこの地図情報内に含まれる施設情報の提供を行う地図データベース
サイトである請求項１３に記載の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ディスプレイを備えた多機能の携帯情報端末機およびこの携帯情報端末機に
店内の様子等を映した画像情報を提供するシステムに関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、店舗等に買い物に入ったお客は、その入った店舗がデパートや大型の店舗のよう
に店内を見渡すことが出来ないような場合に、店内を移動することなく所望する商品の売
り場の様子や混み具合等を知りたいと思うことがよくある。
【０００３】
このような場合、店舗の所要の箇所にモニタテレビを配置しておいて、常に店内の様子を
映した画像を表示することによりお客の利用に供するといったことも考えられるが、モニ
タテレビを何台も設置しなければならず、そのための費用が嵩み、また、利用者も、店内
の様子を見ようとした場合には、そのモニタテレビの設置場所を探してその設置場所まで
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移動しなければならないために、必ずしも利用者のニーズに合った十分な利用が行われる
とは考え難い。
【０００４】
また、インターネットを利用するユーザが、配信されてくるバナー広告を見たり検索によ
って所望の施設やレストランその他の店舗等を見つけ出して入店しようとした場合に、従
来は、その施設や店舗等の概要については広告内容や説明書き等によって知ることが出来
るが、その施設や店内の様子、例えば実際に陳列されている商品の様子やその時の込み具
合といった店内の生の情報については認識することが出来ず、入店するかどうかの判断に
迷ったり、また、入店して期待を裏切られるといった場合が生じる。
【０００５】
このため、一般に、入店を希望する店舗等の施設内の様子を事前に知りたいという要望が
ある。
【０００６】
この発明は、上記のような従来からの各種要望に応えるために為されたものである。
すなわち、この発明は、施設内の画像情報を容易に入手することが出来るようにすること
を目的としている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続され
るとともにコンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設内
に設置された撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュー
タネットワークに送信する施設サイトとを備え、前記携帯情報端末機が、画像を表示する
表示部、および、コンピュータネットワークに接続された移動体通信網を介して送信され
てくる画像信号を受信する画像信号受信手段，この画像信号受信手段によって受信した画
像信号を再生して前記表示部に表示させる画像信号再生手段，前記画像信号受信手段に画
像信号を送信する撮像手段を判定するための位置検出信号を移動体通信網を介してコンピ
ュータネットワークに出力する位置検出信号出力手段を備えており、前記施設内画像情報
提供サイトが、前記携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入力されてくる位置検出
信号に基づいて画像信号の受信を行う前記施設サイトを判定する判定手段と、この画像信
号の受信を行うことを判定した施設サイトの撮像手段からコンピュータネットワークを介
して入力されてくる画像信号を移動体通信網を介して携帯情報端末機に送信する送信手段
と、前記施設サイト毎に前記撮像手段を駆動制御するためのプログラムが格納されている
プログラムデータベースを備えていることを特徴としている。
【００１４】
　この第１の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、携帯情報
端末機が、搭載している位置検出信号出力手段によって携帯情報端末機が位置している場
所を検出してその位置検出信号を移動体通信網からコンピュータネットワークを介して施
設内画像情報提供サイトに送信すると、施設内画像情報提供サイトは、その判定手段が、
携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入力されてくる位置検出信号に基づいて、画
像信号の受信を行う施設サイト、すなわち、位置検出信号を送信している携帯情報端末機
が位置している施設に設置されている施設サイトの判定を行うことによって、画像信号の
受信を行うことを判定した施設サイトとのコンピュータネットワークを介した接続を行う
。
【００１５】
そして、このコンピュータネットワークを介して接続された施設サイトから施設内に設置
されている撮像手段によって撮影された施設内の様子を映した画像信号が施設内画像情報
提供サイトに送信されてくると、施設内画像情報提供サイトの送信手段が、この画像信号
を、位置検出信号を送信している携帯情報端末機にコンピュータネットワークおよび移動
体通信網を介して送信する。
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【００１６】
　位置検出信号を送信している携帯情報端末機は、その画像信号受信手段が、施設内画像
情報提供サイトから送信されてくる画像信号を受信すると、画像信号再生手段がこの受信
した画像信号を再生して表示部に表示させる。
　そして、このとき、施設内画像情報提供サイトは、その判定手段によって画像信号の受
信を行う施設サイト、すなわち、携帯情報端末機が位置している施設に設置された施設サ
イトの判定を行うと、プログラムデータベースから、画像信号の受信を行う施設サイトに
対応して格納されている撮像手段の駆動制御のためのプログラムを読み出して、このプロ
グラムにより施設サイトに備えられた撮像手段を駆動制御して、施設内の撮影を行わせる
。
【００１７】
　以上のように、上記第１の発明によれば、撮像手段を有する施設サイトが設置されてい
る施設内に入ったユーザは、携帯している携帯情報端末機によって、施設内の画像情報を
容易に入手することが出来るようになり、施設内の様子を見ようとした場合に、モニタテ
レビの設置場所を探してその設置場所まで移動しなければならないといった不便を解消す
ることができるとともに、施設側も利用者のニーズに応えるためにモニタテレビを何台も
設置する必要がなくなり、そのための費用を低減することが出来るようになる。
　さらに、施設サイトごとに施設の状態に合わせて撮像手段の駆動制御を行うことが可能
になり、携帯情報端末機にユーザの要求に合った適正な画像を表示させることが出来るよ
うになる。
【００１８】
　第２の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記位置検出信号出力手段が全地球測位シス
テムであることを特徴としており、これによって、コンピュータネットワークを介して施
設内の画像を提供する施設内画像情報提供サイトへの携帯情報端末機の位置情報の確実な
提供が行われる。
【００１９】
　第３の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記携帯情報端末機が携帯電話機であること
を特徴としており、これによって、移動体通信網を介した施設内画像情報の受信が容易に
行われるようになる。
【００２３】
　第４の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記プログラムデータベースに格納された施
設サイト毎のプログラムに携帯情報端末機を識別する識別データが付加されていて、この
携帯情報端末機の識別データが前記判定手段によって判定された施設サイトに送信される
ことを特徴としており、これによって、位置検出信号を出力している携帯情報端末機を識
別する識別データが、その携帯情報端末機が位置している施設サイトに送信されることに
よって、この施設サイトが施設内に位置している携帯情報端末機を識別することが出来る
ようになるので、施設サイトから施設内画像情報提供サイトを介さないで、直接、携帯情
報端末機に施設内を撮影した画像信号を送信することが可能になる。
【００２４】
　第５の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記施設内画像情報提供サイトが、前記施設
サイトが設置されている施設に関する情報が記録されて前記判定手段に施設サイトの判定
のためのデータを提供する登録施設データベースを備えていることを特徴としている。
【００２５】
　この第５の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、施
設サイトが設置されていて施設内画像情報提供システムに登録されている施設に関する各
種の情報が登録施設データベースに記録され、この登録施設データベースを判定手段が携
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帯情報端末機から送信されてくる位置検出信号に基づいて検索することによって、施設の
登録の有無を含む判定が行われる。
【００２６】
　第６の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第５の発明の構成に加えて、前記登録施設データベースに、登録された施
設の位置を示す位置データが記録されていることを特徴としており、これによって、施設
内画像情報提供システムの判定手段が、携帯情報端末機から送信されてくる位置検出信号
が示す携帯情報端末機の位置と登録施設データベースに記録されている位置データが示す
登録施設の位置とを対比することによって、画像信号の受信を行う施設サイトの判定を容
易に行うことが出来るようになる。
【００２７】
　第７の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記施設内画像情報提供サイトの判定手段が
、コンピュータネットワークに接続された地図データベースサイトに蓄積されている施設
の位置を示す位置情報によって施設の有無を確認することにより前記判定を行うことを特
徴としており、これによって、施設内画像情報提供サイトに、この施設内画像情報提供シ
ステムに登録された施設の位置情報を蓄積する必要が無くなるので、この施設内画像情報
提供システムの登録施設が移転したような場合であっても、施設内画像情報提供システム
における登録施設に関する情報の設定変更が必要なくなり、施設内画像情報提供システム
の円滑な運営が可能になる。
【００２８】
　第８の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、第１の発明の構成に加えて、前記判定手段が、前記携帯情報端末機の位置
検出信号出力手段から入力されてくる位置検出信号が施設内の位置を示しているときに、
その施設に設置されている施設サイトを画像信号の受信を行う施設サイトと判定すること
を特徴としている。
【００２９】
　この第８の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、入
店した店舗などの施設に施設サイトが設置されている場合に、携帯情報端末機を携帯する
ユーザは、施設内の様子を映した画像情報を入手してその場でチェックすることが出来る
ので、モニタテレビの設置場所を探してその設置場所まで移動しなければならないといっ
た不便を解消することができるとともに、施設側も利用者のニーズに応えるためにモニタ
テレビを何台も設置する必要がなくなり、そのための費用を低減することが出来るように
なる。
【００３０】
　第９の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を達
成するために、携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続され
るとともにコンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設内
に設置された撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュー
タネットワークに送信する施設サイトとを備え、前記携帯情報端末機が、画像を表示する
表示部、および、コンピュータネットワークに接続された移動体通信網を介して送信され
てくる画像信号を受信する画像信号受信手段，この画像信号受信手段によって受信した画
像信号を再生して前記表示部に表示させる画像信号再生手段，携帯情報端末機の位置を検
出してその位置検出信号を移動体通信網を介してコンピュータネットワークに出力する位
置検出信号出力手段を備えており、前記施設内画像情報提供サイトが、前記携帯情報端末
機の位置検出信号出力手段から入力されてくる位置検出信号に基づいてこの位置検出信号
が示す位置の周辺に位置する施設を検出するとともに検出された施設を表示する表示信号
を携帯情報端末機に送信する施設検出手段と、携帯情報端末機において表示信号により表
示された施設に設置されている前記施設サイトの撮像手段からコンピュータネットワーク
を介して入力されてくる画像信号を移動体通信網を介して携帯情報端末機に送信する送信
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手段とを備えていることを特徴としている。
【００３１】
　この第９の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、携帯情報
端末機が、搭載している位置検出信号出力手段によって携帯情報端末機が位置している場
所を検出してその位置検出信号を移動体通信網からコンピュータネットワークを介して施
設内画像情報提供サイトに送信すると、施設内画像情報提供サイトは、施設検出手段が、
携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から入力されてくる位置検出信号に基づいて、そ
の位置検出信号が示す位置すなわちこの携帯情報端末機を携帯しているユーザがいる位置
の周辺に位置している施設の検出を行い、検出された施設を表示する表示信号をコンピュ
ータネットワークを介して携帯情報端末機に送信する。
【００３２】
そして、例えば携帯情報端末機に表示信号によって表示された複数の施設のうちユーザが
所望する任意の施設が指定されると、施設内画像情報提供サイトは、その指定された施設
に設置されている施設サイトとのコンピュータネットワークを介した接続を行う。
【００３３】
そして、このコンピュータネットワークを介して接続された施設サイトから施設内に設置
されている撮像手段によって撮影された施設内の様子を映した画像信号が施設内画像情報
提供サイトに送信されてくると、施設内画像情報提供サイトの送信手段が、この画像信号
を、位置検出信号を送信している携帯情報端末機にコンピュータネットワークおよび移動
体通信網を介して送信する。
【００３４】
位置検出信号を送信した携帯情報端末機は、その画像信号受信手段が、施設内画像情報提
供サイトから送信されてくる画像信号を受信すると、画像信号再生手段がこの受信した画
像信号を再生して表示部に表示させる。
【００３５】
　以上のように、上記第９の発明によれば、ユーザは、携帯している携帯情報端末機によ
って、そのとき位置している場所の周辺に位置している施設内の生の画像情報を、その施
設に出向く前に入手して事前にチェックすることが出来、自分の目的に合致する施設を容
易に選択することが出来るようになる。
【００３６】
そして、店舗等の施設にとっても、アピールしたい商品や陳列物を撮像手段からよく見え
る位置に配置しておけば、広告メディアとして大いに効果を発揮することが出来るように
なる。
【００３７】
また、このような施設内画像情報提供システムによって、生情報の提供により現状把握が
可能になるという点、さらに、携帯電話機等の携帯情報端末機によってこのような施設情
報が何時何処でも入手出来るという点で、活字メディアによる広告や放送メディアにおけ
るコマーシャルよりも優れた広告メディアを提供することが出来るようになる。
【００３８】
　第１０の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第９の発明の構成に加えて、前記施設検出手段が、地図データベースと
施設データベースを備えていて地図情報およびこの地図情報内に含まれる施設情報の提供
を行う地図データベースサイトであることを特徴としている。
【００３９】
　この第１０の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、
携帯情報端末機の位置検出信号出力手段から施設内画像情報提供サイトに携帯情報端末機
の位置を示す位置検出信号が入力されて来ると、この施設内画像情報提供サイトにコンピ
ュータネットワークを介して接続される地図データベースサイトにおいて、入力されてき
た位置検出信号に基づいて地図データベースと施設データベースの検索が行われることに
より、位置検出信号が示す位置の周辺に位置する施設の検出が行われる。
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【００４０】
　第１１の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第９の発明の構成に加えて、前記施設検出手段が、前記携帯情報端末機
から入力されてくる位置検出信号に基づいて、この位置検出信号が示す位置の周辺に位置
するとともに携帯情報端末機において指定されたカテゴリに含まれる施設の検出を行うこ
とを特徴としている。
【００４１】
　この第１１の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、
ユーザが、例えばレストランや映画館，コンビニエンスストア，ディスカウントショップ
などの施設のカテゴリをあらかじめ指定しておくことにより、施設検出手段による施設の
検出において、携帯情報端末機が位置している位置の周辺に位置する施設のうちユーザが
所望しているカテゴリに含まれる施設が選別されて検出されるので、ユーザは、実際に画
像情報を入手しようとする施設の選択をさらに容易に行うことが出来るようになる。
【００４２】
　第１２の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第９の発明の構成に加えて、前記携帯情報端末機が、前記施設内画像情
報提供サイトの施設検出手段によって検出された複数の施設のうち画像信号の受信を行う
施設を指定する施設指定手段を備えている。
【００４３】
　この第１２の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、
施設内画像情報提供サイトの施設検出手段によって、携帯情報端末機が位置している位置
の周辺に位置する施設が複数検出された際に、ユーザは、施設指定手段によって、その検
出された複数の施設のうち任意の施設を指定することによって、所望の施設の画像情報を
容易に入手することが出来るようになる。
【００４４】
　第１３の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、携帯情報端末機と、前記携帯情報端末機に移動体通信網を介して接続さ
れるとともにコンピュータネットワークに接続される施設内画像情報提供サイトと、施設
内に設置された撮像手段を備えていてこの撮像手段によって得られた画像信号をコンピュ
ータネットワークに送信する施設サイトとを備え、前記携帯情報端末機が、画像を表示す
る表示部、および、コンピュータネットワークに接続された移動体通信網を介して送信さ
れてくる画像信号を受信する画像信号受信手段，この画像信号受信手段によって受信した
画像信号を再生して前記表示部に表示させる画像信号再生手段，施設指定信号を移動体通
信網を介してコンピュータネットワークに出力する施設指定手段を備えており、前記施設
内画像情報提供サイトが、前記携帯情報端末機の施設指定手段から入力されてくる施設指
定信号によって指定された施設に設置されている前記施設サイトの撮像手段からコンピュ
ータネットワークを介して入力されてくる画像信号を移動体通信網を介して携帯情報端末
機に送信する送信手段を備えていることを特徴としている。
【００４５】
　この第１３の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、携帯情
報端末機がその施設指定手段から、ユーザが画像情報の受信を所望する施設を示す施設指
定信号を移動体通信網からコンピュータネットワークを介して施設内画像情報提供サイト
に送信すると、施設内画像情報提供サイトは、入力されてきた施設指定信号が示す施設に
設置されている施設サイトとのコンピュータネットワークを介した接続を行う。
【００４６】
そして、このコンピュータネットワークを介して接続された施設サイトから施設内に設置
されている撮像手段によって撮影された施設内の様子を映した画像信号が施設内画像情報
提供サイトに送信されてくると、施設内画像情報提供サイトの送信手段が、この画像信号
を、施設指定信号を送信してきた携帯情報端末機にコンピュータネットワークおよび移動
体通信網を介して送信する。
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【００４７】
位置検出信号を送信している携帯情報端末機は、その画像信号受信手段が施設内画像情報
提供サイトから送信されてくる画像信号を受信すると、画像信号再生手段がこの受信した
画像信号を再生して表示部に表示させる。
【００４８】
　以上のように、上記第１３の発明によれば、ユーザは、携帯している携帯情報端末機に
よって、所望の施設内の生の画像情報を、その施設に出向く前に入手して事前にチェック
することが出来、自分の目的に合致する施設を容易に選択することが出来るようになる。
【００４９】
また、店舗等の施設にとっても、アピールしたい商品や陳列物を撮像手段からよく見える
位置に配置しておけば、広告メディアとして大いに効果を発揮することが出来るようにな
る。
【００５０】
そして、このような施設内画像情報提供システムによって、生情報の提供により現状把握
が可能になるという点、さらに、携帯電話機等の携帯情報端末機によってこのような施設
情報が何時何処でも入手出来るという点で、活字メディアによる広告や放送メディアにお
けるコマーシャルよりも優れた広告メディアを提供することが出来るようになる。
【００５１】
　第１４の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第１３の発明の構成に加えて、前記携帯情報端末機の施設指定手段が、
前記施設サイトのＵＲＬによって施設の指定を行うことを特徴としており、これによって
、ユーザは、携帯情報端末機において施設サイトのＵＲＬを指定することによって、その
施設に出向かなくても、事前に施設内の生画像情報を入手することが出来るようになる。
【００５２】
　第１５の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第１３の発明の構成に加えて、前記施設内画像情報提供サイトが、住所
によって施設の検索を行う施設検索手段を備え、この施設検索手段が、前記携帯情報端末
機の施設指定手段から送信されてくる施設の住所を示す施設指定信号に基づいて前記施設
サイトが設置されている施設の検索を行うことを特徴としており、これによって、ユーザ
は、携帯情報端末機において施設サイトの住所を入力することによって、その施設に出向
かなくても、事前に施設内の生画像情報を入手することが出来るようになる。
【００５３】
　第１６の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムは、前記目的を
達成するために、第１３の発明の構成に加えて、前記施設検出手段が、地図データベース
と施設データベースと住所データベースを備えていて地図情報およびこの地図情報内に含
まれる施設情報の提供を行う地図データベースサイトであることを特徴としている。
【００５４】
　この第１６の発明による携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムによれば、
携帯情報端末機の施設指定手段から施設内画像情報提供サイトに、施設の住所を示す施設
指定信号が入力されて来ると、この施設内画像情報提供サイトにコンピュータネットワー
クを介して接続される地図データベースサイトにおいて、入力されてきた施設指定信号が
示す住所に基づいて、地図データベースと施設データベースと住所データベースの検索が
行われることにより、画像情報の入手を行う検出が行われる。
【００５５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の最も好適と思われる実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説
明を行う。
【００５６】
図１は、この発明が実施された携帯電話機の実施形態における一例を示す正面図であり、
図２は、この携帯電話機の操作時の形態を示す正面図である。
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【００５７】
この図１および２において、携帯電話機１０は、本体ケーシング１１の表面の中央部にデ
ィスプレイパネル１２が配置され、さらに、このディスプレイパネル１２の下方部分に、
開閉カバー１３が取り付けられている。
【００５８】
この開閉カバー１３は、その上端部がディスプレイパネル１２の下端縁と平行な軸１３Ａ
によって、本体ケーシング１１に対して上下方向に回動自在に取り付けられている。
【００５９】
そして、本体ケーシング１１の開閉カバー１３によってカバーされる部分には、操作盤１
４が取り付けられていて、図２に示されるように、この操作盤１４の表面に、電話番号の
入力キーや機能キーなどの第１操作キーＫ１が配置されており、開閉カバー１３の背面（
開位置にあるときに表側となる面）側に第２操作キーＫ２が配置されている。
【００６０】
本体ケーシング１１の図において右上部にＣＣＤカメラ１８が取り付けられており、また
、左側部にディスプレイパネル１２の表示画面の切り替え等の操作を行うスペクトルダイ
ヤル１９が取り付けられている。
【００６１】
図３は、この携帯電話機１０の制御部の構成の一例を示すブロック図である。この図３に
おいて、携帯電話機１０の本体ケーシング１１に取り付けられたアンテナ２０には、送受
信回路２１、および、この送受信回路２１に受信された画像信号および音声信号のクロッ
ク制御を行うとともに後述するＣＰＵとのインターフェイスとして機能するデータ処理回
路２２，高速演算処理型マイクロプロセッサであるＤＳＰ（Digital Signal Processor）
２３が順次接続されている。
【００６２】
このＤＳＰ２３には、音声コーデック２４が接続され、この音声コーデック２４にマイク
２５およびリンガ２６が接続され、さらに、変調送信回路２７および受信復調回路２８を
介してスピーカ２９が接続されている。
【００６３】
このデータ処理回路２２およびＤＳＰ２３には、ＣＰＵ３０が接続されている。
そして、このＣＰＵ３０には、ディスプレイパネル１２がＬＣＤドライバ３１を介して接
続され、さらに、ＣＣＤカメラ１８が信号処理回路３２を介して接続され、開閉カバー１
３の開閉部に取り付けられてこの開閉カバー１３の開閉状態を検出する開閉検出センサ３
３およびディスプレイパネル１２に取り付けられたタッチパネル３４が接続され、パーソ
ナルコンピュータ等に接続されてこのパーソナルコンピュータ等との間で各種データの授
受を行うコネクタ３５が外部Ｉ／Ｆ３６を介して接続され、そして、ユーザが入力する短
縮ダイヤル等の各種個人データが記録されるＳＲＡＭ３７および携帯電話機の各種制御プ
ログラムが記録されているＲＯＭ３８，機能キーや電話番号入力のためのテンキー等の各
種操作キーが含まれる第１操作キーＫ１および第２操作キーＫ２，スペクトルダイヤル１
９がそれぞれ接続されている。
【００６４】
さらに、ＣＰＵ３０には、ＧＰＳ（Global Positioning Sistem）回路３９が接続されて
いて、衛星との通信によって携帯電話機１０の位置を測定して、その位置データをＣＰＵ
３０に入力するようになっている。
【００６５】
この携帯電話機１０の制御部において、アンテナ２０によって送受信回路２１に受信され
た無線波は、次のデータ処理回路２２において映像信号と音声信号に分離されて、ＣＰＵ
３０からの指令に基づいてそれぞれクロック制御を受けながら、映像信号がＣＰＵ３０に
出力され、音声信号がＤＳＰ２３に出力される。
【００６６】
ＤＳＰ２３に入力された音声信号は、このＤＳＰ２３において音声処理された後、音声コ
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ーデック２４に入力されてＤ／Ａ変換され、変調送信回路２７および受信復調回路２８を
介してスピーカ２９に出力され、また、リンガ２６に出力される。
【００６７】
また、マイク２５から入力される音声信号は、音声コーデック２４によってＡ／Ｄ変換さ
れた後、ＤＳＰ２３およびデータ処理回路２２，送受信回路２１を介してアンテナ２０か
ら発信される。
【００６８】
ＣＰＵ３０は、ＲＯＭ３８に記録された携帯電話機の各種制御プログラムによって、デー
タ処理回路２２およびＤＳＰ２３,ＬＣＤドライバ３１等の作動制御を統括する。
【００６９】
すなわち、ＣＰＵ３０は、第１操作キーＫ１または第２操作キーＫ２の操作キーからの操
作信号に基づいて、ＲＯＭ３８から操作信号に対応する制御プログラムを読み出し、この
読み出した制御プログラムに基づいて、操作画面の画像データをＬＣＤドライバ３１に出
力してディスプレイパネル１２に操作画面を表示させるとともに、データ処理回路２２と
ＤＳＰ２３の作動制御、および、ＳＲＡＭ３７へのデータの書き込みやそのデータの読み
出し、コネクタ３５が接続されたパーソナルコンピュータ等との間でのデータの授受等を
行う。
【００７０】
さらに、ＣＰＵ３０は、スペクトルダイヤル１９による表示画面の切り替え操作があった
ときには、ＲＯＭ３８から読み出した対応する画像データをＬＣＤドライバ３１に出力し
て、ディスプレイパネル１２に表示される画面の切替を行う。
【００７１】
またさらに、ＣＰＵ３０は、ＣＣＤカメラ１８による撮影が行われる際には、信号処理回
路３２によって信号処理されたＣＣＤカメラ１８からの映像信号が入力されて、この映像
信号をＬＣＤドライバ３１に出力することにより、ディスプレイパネル１２に撮影映像を
表示させる。
【００７２】
さらにまた、ＣＰＵ３０は、ＧＰＳ回路３９から入力される位置データを、データ処理回
路２２および送受信回路２１を介してアンテナ２０から移動体通信網に送信し、さらに、
インターネットを介して後述する施設内画像情報提供サイトに送信する。
【００７３】
この例において、携帯電話機１０は、電話および新着情報，メール，ウェブ，音楽／画像
，ＰＩＭ（Personal Infomation Manager)の６つのアプリケーションを搭載しており、図
４に示されるように、それぞれのアプリケーションに対応する電話画面Ａおよび新着情報
画面Ｂ，メール画面Ｃ，ウェブ画面Ｄ，音楽／画像画面Ｅ，ＰＩＭ画面Ｆが、スペクトル
ダイヤル１９の操作によってディスプレイパネル１２に順次表示されるようになっている
。
【００７４】
図５（ａ）はディスプレイパネル１２に表示される電話画面Ａの一例を示しており、さら
に、（ｂ）は新着情報画面Ｂの一例を、（ｃ）はメール画面Ｃの一例を、（ｄ）はウェブ
画面Ｄの一例を、（ｅ）は音楽／画像画面Ｅの一例を、（ｆ）はＰＩＭ画面Ｆの一例をそ
れぞれ示している。
【００７５】
図６は、この各アプリケーションの画面Ａ～Ｆがディスプレイパネル１２において表示さ
れる際の画面イメージを示す概念図である。
【００７６】
すなわち、表示画面Ａ～Ｆは、イメージ的に、スペクトルダイヤル１９を中心とする円盤
Ｔの放射状に６つに分割された領域内に図４の配列でそれぞれ一つずつ割り付けられた形
態となっていて、スペクトルダイヤル１９の回転操作によって円盤Ｔがスペクトルダイヤ
ル１９を中心に回転することにより、円盤Ｔ上の画面Ａ～Ｆが、順次、ディスプレイパネ
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ル１２内に現れるようになっている。
【００７７】
なお、この円盤Ｔの放射状に分割された各領域は、それぞれ色分けされていて、ディスプ
レイパネル１２に表示される各画面Ａ～Ｆごとに、その背景色が異なるようになっている
。
【００７８】
そして、各画面Ａ～Ｆには、図７にイメージ的に表現されるように、それぞれのアプリケ
ーションに対応するコンテンツＡａ～Ｆａが空間的に構築されている。
また、各アプリケーションには、図８に示されるように、モード切替により画面Ａ～Ｆに
代えて表示されるそれぞれの入力編集画面Ａ’～Ｆ’が用意されている。
【００７９】
このような、ディスプレイパネル１２における画面Ａ～Ｆと入力編集画面Ａ’～Ｆ’の表
示形態および各アプリケーションに対応するコンテンツＡａ～Ｆａの構築は、制御部のＲ
ＯＭ３８（図３参照）に格納されたプログラムによって実行される。
【００８０】
図９は、この発明の携帯情報端末機による施設内画像情報提供システムの実施形態におけ
る一例を示すシステム構成図である。
【００８１】
なお、以下においては、画像情報の提供を行う施設としてデパートなどの店舗を例に挙げ
て説明を行うが、この施設内画像情報提供システムは、店舗だけに限られず、博物館や美
術館，展覧会場，競技場など、様々な施設への適用が考えられる。
【００８２】
この図９において、施設内画像情報提供サイトＳ１は、携帯電話機１０や他の携帯情報端
末機１０’に、この携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’から送信されてくる位置デー
タに基づいて、後述する施設サイトＳ２から提供される画像情報をインターネットを介し
て送信するサイトであり、管理制御サーバＳ１ａ、および、プログラムデータベースＳ１
ｂ，登録施設データベースＳ１ｃを備えている。
【００８３】
この施設内画像情報提供サイトＳ１のプログラムデータベースＳ１ｂには、各施設サイト
Ｓ２のＩＤ（Identification Number）、および、施設サイトＳ２において後述するよう
なＣＣＤカメラの駆動制御や画像情報の処理を行うための処理プログラムが、各ＩＤ毎に
格納されている。
【００８４】
また、登録ユーザデータベースＳ１ｃには、この施設内画像情報提供システムに登録され
た施設に関する情報として、登録施設の施設サイトＳ２を識別するＩＤ、および、ＩＤご
との店舗の名称，カテゴリ，位置データ等が登録されている。
【００８５】
そして、管理制御サーバＳ１ａは、後で詳述するように、携帯電話機１０や携帯情報端末
機１０’から送信されてくる位置情報を受信し、さらに、携帯電話機１０や携帯情報端末
機１０’が位置している店舗の施設サイトＳ２から送信されてくる画像情報を受信して、
この画像情報をインターネットＩおよび移動体通信網Ｎを介して携帯電話機１０や携帯情
報端末機１０’に送信を行うよう設定されている。
【００８６】
施設内画像情報提供システムに登録された各店舗には、それぞれインターネットＩに接続
された施設サイトＳ２が設置されており、この施設サイトＳ２は、施設内画像情報提供サ
イトＳ１との情報の送受信の制御を統括する施設サーバＳ２ａと、ＣＣＤカメラの駆動装
置Ｓ２ｂと、店舗内の所要の位置に設置されたＣＣＤカメラＳ２ｃを備えている。
【００８７】
次に、携帯電話機１０によって店舗（施設）内の画像情報を受信する際の、携帯電話機１
０における操作手順および作動について説明を行う。
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【００８８】
図１０は、携帯電話機１０のモード切替（アプリケーションの選択）時のメインルーチン
を示すフローチャートである。
【００８９】
この図１０において、ＣＰＵ３０（図３参照）は、入力編集中か否かの判断を行い（ステ
ップａ１）、入力編集中でない場合には、次に、スペクトルダイヤル１９の操作の有無お
よびこのスペクトルダイヤル１９の操作によって選択されるアプリケーションにリンクバ
ッファが設定されているか否かの判断を行う（ステップａ２）。
【００９０】
このステップａ２において、スペクトルダイヤル１９の操作が有った場合には、このスペ
クトルダイヤル１９の操作によって選択されたアプリケーションへのモード切替を行うと
ともに、選択されたアプリケーションにリンクバッファが設定されている場合にはそのリ
ンクバッファのクリアを行う（ステップａ３）。
【００９１】
そして、各アプリケーションのビューワ・モードのサブルーチンに移行する（ステップａ
４）。
【００９２】
ステップａ２において、スペクトルダイヤル１９の操作が無い場合には、前回の操作によ
って選択されたアプリケーションのビューワ・モードにおけるステップａ４のサブルーチ
ンに移行する。
【００９３】
また、ステップａ１において、入力編集中の場合には、前回の操作によって選択されたア
プリケーションの入力編集モードにおけるサブルーチンに移行する（ステップａ５）。
【００９４】
そして、終了キー入力の有無を判断して（ステップａ６）、終了キー入力が無い場合には
、上記ステップａ１からの手順を繰り返し、終了キー入力が有った場合には、選択されて
いるアプリケーションのビューワ・モードまたは入力編集モードを終了する。
【００９５】
この携帯電話機１０のモード切替操作において、入店した店舗内の画像を受信する場合に
は、ＧＰＳ回路３９（図３参照）の電源をオンにして、携帯電話機１０や携帯情報端末機
１０’が位置している場所の位置情報の検出を開始した後、ウェブ・アプリケーションの
ビューワ・モードを選択して、そのウェブ画面Ｄを携帯電話機１０や携帯情報端末機１０
’のディスプレイパネル１２に表示させる。
【００９６】
そして、このウェブ画面Ｄにおいて、ウェブ入力編集画面Ｄ’を表示させて、施設内画像
情報提供サイトＳ１のＵＲＬ（Uniform Resource Locator)を入力すると、携帯電話機１
０や携帯情報端末機１０’が、移動体通信網ＮからインターネットＩを介して施設内画像
情報提供サイトＳ１にアクセスして接続される。
【００９７】
これによって、ＧＰＳ回路３９によって検出された携帯電話機１０や携帯情報端末機１０
’の位置、すなわち、この携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’を携帯しているユーザ
が入店した店舗の位置を示す位置データが、インターネットＩを介して施設内画像情報提
供サイトＳ１の管理制御サーバＳ１ａに送信される。
【００９８】
この携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’の位置データを受信した管理制御サーバＳ１
ａは、この受信した位置データに基づいて登録施設データベースＳ１ｃを検索して、一致
する位置データを有する登録店舗の施設サイトＳ２のＩＤの読み出しを行う。
【００９９】
管理制御サーバＳ１ａは、さらに、この読み出したＩＤに基づいて、プログラムデータベ
ースＳ１ｂを検索して、一致するＩＤを有する処理プログラムの読み出しを行う。
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【０１００】
そして、管理制御サーバＳ１ａは、この読み出した処理プログラムに基づいて、そのＩＤ
を有する施設サイトＳ２にインターネットＩを介してアクセスして、接続を行う。
【０１０１】
この管理制御サーバＳ１ａからアクセスされた施設サイトＳ２は、携帯電話機１０や携帯
情報端末機１０’を携帯しているユーザが入店した店舗に設置されている施設サイトであ
る。
【０１０２】
そして、この施設サイトＳ２の施設サーバＳ２ａは、管理制御サーバＳ１ａに読み出され
ている処理プログラムによって、駆動装置Ｓ２ｂを制御することによりＣＣＤカメラＳ２
ｃを駆動させて、店舗内の様子を撮影する。
【０１０３】
このＣＣＤカメラＳ２ｃによって撮影された店舗内の画像情報は、施設サーバＳ２ａから
インターネットＩを介して施設内画像情報提供サイトＳ１の管理制御サーバＳ１ａに送信
される。
【０１０４】
このとき、店舗内の複数の箇所にＣＣＤカメラＳ２ｃがそれぞれ設置されている場合には
、あらかじめ設定された所定の時間間隔ごとに店舗内の各箇所のＣＣＤカメラＳ２ｃを順
次切り替えて、撮影画像を順次取り込んでゆく。
また、各ＣＣＤカメラＳ２ｃについては、それぞれを回動させて店舗内の所定範囲を順次
撮影してゆくようにする。
【０１０５】
このようにして施設サイトＳ２から施設内画像情報提供サイトＳ１に送信された店舗内の
画像情報は、管理制御サーバＳ１ａがインターネットＩおよび移動体通信網Ｎを介して携
帯電話機１０または携帯情報端末機１０’に送信する。
【０１０６】
このようにして施設内画像情報提供サイトＳ１から送信されてきた店舗内の画像情報をア
ンテナ２０および送受信回路２１によって受信した携帯電話機１０や携帯情報端末機１０
’は、この画像情報をデータ処理回路２２において復調してその画像信号をクロック制御
しながらＣＰＵ３０に入力させる。
【０１０７】
なお、デジタル映像信号に音声信号が含まれている場合には、音声信号をこのデータ処理
回路２２において分離してＤＳＰ２３に入力させることにより、前述したように携帯電話
機１０のスピーカ２９から出力させる。
【０１０８】
ＣＰＵ３０に入力された復調された画像信号は、このＣＰＵ３０において、圧縮解凍等の
必要な処理が行われた後、ＬＣＤドライバ３１に出力され、このＬＣＤドライバ３１によ
って、入力されてくる画像信号に基づいて、例えば図１１に示されるような店内の様子を
撮影した画像を、リアルタイムでディスプレイパネル１２に表示させる。
【０１０９】
以上のようにして、ユーザは、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’によって、入店し
ている店舗内の様子を撮影した画像をリアルタイムで見ることが出来る。
【０１１０】
なお、上記の携帯電話機１０の操作において、入店した店舗が施設内画像情報提供システ
ムに登録を行っている店舗でない場合には、施設内画像情報提供サイトＳ１の管理制御サ
ーバＳ１ａは、登録施設データベースＳ１ｃの検索の結果、携帯電話機１０から送信され
てくる位置データに対応する店舗は登録されていないとして、その旨のメッセージを表示
する信号を携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’に送信して、携帯電話機１０等のディ
スプレイパネル１２に表示させる。
【０１１１】
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ここで、上記施設内画像情報提供システムにおいて、施設内画像情報提供サイトＳ１のプ
ログラムデータベースＳ１ｂに蓄積されている各ＩＤ毎の処理プログラムに、アクセスし
てくる携帯電話機１０および携帯情報端末機１０’を識別するデータを付加しておき、こ
の携帯電話機１０等の識別データをその携帯電話機１０等が位置している店舗の施設サイ
トＳ２に送信することにより、施設サイトＳ２の施設サーバＳ２ａから移動体通信網Ｎを
介して、直接、携帯電話機１０等にＣＣＤカメラＳ２ｃによる撮影画像の画像情報を送信
するようにしてもよい。
【０１１２】
また、施設サイトＳ２においてＣＣＤカメラＳ２ｃを常時駆動しておき、ＧＰＳ回路３９
（図３参照）によって検出を行った位置データを施設内画像情報提供サイトＳ１に送信し
ている携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’が施設内画像情報提供システムに登録して
いる任意の店舗内に入って来ると、施設内画像情報提供サイトＳ１が、携帯電話機１０等
が入った店舗の施設サイトＳ２にＣＣＤカメラＳ２ｃによる画像情報を施設内画像情報提
供サイトＳ１に送信するよう指示して、その送信されてきた画像情報を携帯電話機１０等
に送信するようにしてもよい。
【０１１３】
図１２は、この発明による施設内画像情報提供システムの実施形態における他の例を示す
システム構成図である。
【０１１４】
この例における施設内画像情報提供システムは、施設内画像情報提供サイトＳ１の登録施
設データベースＳ１ｃに記録されている各登録店舗のデータに位置データを含んでおらず
、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’が登録店舗内に入ったか否かの判断は、インタ
ーネットＩに接続されている地図データベースサイトＳ３から提供される地図データに基
づいて行うようになっているものである。
【０１１５】
この地図データベースサイトＳ３は、地図情報の提供を行う地図サーバＳ３ａと、地図画
像データが蓄積された地図データベースＳ３ｂと、地図上の施設の名称や位置を示す座標
データなどが蓄積された施設データベースＳ３ｃと、地図上の住所データが蓄積された住
所データベースＳ３ｄとを備えていて、インターネットＩに接続されている他の各種サイ
トに地図情報に関する様々なサービスを行うようになっている。
【０１１６】
そして、この地図データベースサイトＳ３の施設データベースＳ３ｃに記録されている各
施設のうち、施設内画像情報提供システムに登録されている店舗には、それぞれＩＤが付
されている。
【０１１７】
この施設内画像情報提供システムにおいては、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’か
ら施設内画像情報提供サイトＳ１にＧＰＳ回路３９によって検出されたその携帯電話機１
０等の位置を示す位置データが入力されると、管理制御サーバＳ１ａは、その携帯電話機
１０等の位置データをインターネットＩを介して地図データベースサイトＳ３に送信する
。
【０１１８】
この携帯電話機１０からの位置データを受信した地図サーバＳ３ａは、施設データベース
Ｓ３ｃの検索によって、蓄積されている施設情報の中から位置データが一致する店舗のＩ
Ｄを示すデータを読み出し、この読み出したＩＤデータをインターネットＩを介して施設
内画像情報提供サイトＳ１に送信する。
【０１１９】
そして、この地図データベースサイトＳ３からのＩＤデータを受信した施設内画像情報提
供サイトＳ１の管理制御サーバＳ１ａは、登録施設データベースＳ１ｃを検索して、一致
するＩＤを有する店舗があるとき、すなわち、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’が
入った店舗が施設内画像情報提供システムに登録されているときには、前述した例の場合
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と同様に、プログラムデータベースＳ１ｂを検索して、一致するＩＤを有する処理プログ
ラムの読み出しを行う。
【０１２０】
そして、管理制御サーバＳ１ａは、この読み出した処理プログラムに基づいてそのＩＤを
有する施設サイトＳ２にインターネットＩを介してアクセスすることにより、施設サイト
Ｓ２のＣＣＤカメラＳ２ｃから得られる撮影画像情報を受信してこれをさらに携帯電話機
１０や携帯情報端末機１０’に送信することにより、携帯電話機１０等のディスプレイパ
ネル１２に、入店した店舗内の様子を映した画像を表示させる。
【０１２１】
なお、施設内画像情報提供サイトＳ１の登録施設データベースＳ１ｃに、地図データベー
スサイトＳ３の施設データベースＳ３ｃから読み出された店舗のＩＤに該当するＩＤが記
録されていない場合には、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’が入った店舗は施設内
画像情報提供システムに登録されていないとして、管理制御サーバＳ１ａは、その旨のメ
ッセージを表示する信号を携帯電話機１０等に送信して、携帯電話機１０等のディスプレ
イパネル１２に表示させる。
【０１２２】
この例における施設内画像情報提供システムは、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’
が入った店舗がこのシステムに登録されている店舗であるか否かの判定を、地図に関する
様々なサービスを行っている地図データベースサイトＳ３によるサービスを利用して行う
ようになっており、このような地図データベースサイトＳ３は、通常、常に最新の地図情
報を更新するようになっているので、登録されている店舗が移転したような場合でも、施
設内画像情報提供サイトＳ１の登録施設データベースＳ１ｃのデータの書き換えを行う必
要がなく、地図データベースサイトＳ３におけるメンテナンスによって、携帯電話機１０
等への施設内画像情報の提供サービスを行うことが出来る。
【０１２３】
以上の各例は、ユーザが携帯する携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’が店舗等の施設
内に位置していることを検出して、その施設内の様子を映した画像を、そのユーザが携帯
する携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’のディスプレイパネルに表示させるものであ
るが、以下に示す例は、携帯電話機１０や携帯情報端末機１０’を携帯するユーザが位置
している場所の周辺に位置する施設の施設内画像情報を、携帯電話機１０や携帯情報端末
機１０’のディスプレイパネルに表示させるものである。
【０１２４】
すなわち、図１２において、携帯電話機１０（図１参照）から施設内画像情報提供サイト
Ｓ１にＧＰＳ回路３９によって検出されたその携帯電話機１０の位置を示す位置データが
入力されると、管理制御サーバＳ１ａは、その携帯電話機１０等の位置データをインター
ネットＩを介して地図データベースサイトＳ３に送信する。
【０１２５】
この携帯電話機１０からの位置データを受信した地図サーバＳ３ａは、この位置データに
基づいて地図データベースＳ３ｂおよび施設データベースＳ３ｃを検索することにより、
地図データベースＳ３ｂからこの携帯電話機１０を携帯しているユーザが位置している場
所を含む周辺の地図データが読み出され、さらに、この読み出された地図データが示す地
図画像の範囲内に含まれる店舗等の各種施設が施設データベースＳ３ｃから読み出される
。
【０１２６】
そして、この各データベースから読み出された地図データおよび施設データは、インター
ネットＩを介して携帯電話機１０に送信され、そのディスプレイパネル１２（図１参照）
に地図画像が表示されるとともにこの地図画像上に各施設がその立地位置に表示される。
【０１２７】
このとき、各施設を示すランドマークにはハイパリンクが埋め込まれていて、施設内画像
情報提供サイトＳ１にリンクするようになっている。
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【０１２８】
ユーザは、これから入店しようとする店舗などの施設を示す所望のランドマークを指定す
ると、その指定情報は、インターネットＩを介して施設内画像情報提供サイトＳ１の管理
制御サーバＳ１ａに送信され、管理制御サーバＳ１ａは、その指定情報に基づいて登録施
設データベースＳ１ｃの検索を行い、指定された施設のＩＤが登録施設データベースＳ１
ｃに登録されているときには、前述した例の場合と同様に、さらにプログラムデータベー
スＳ１ｂの検索を行って、一致するＩＤを有する処理プログラムを読み出す。
【０１２９】
そして、管理制御サーバＳ１ａは、この読み出した処理プログラムに基づいてそのＩＤを
有する施設サイトＳ２にインターネットＩを介してアクセスすることにより、施設サイト
Ｓ２のＣＣＤカメラＳ２ｃから得られる撮影画像情報を受信してこれをさらに携帯電話機
１０に送信することにより、携帯電話機１０のディスプレイパネル１２に、ユーザが指定
した施設内の様子を映した画像を表示させる。
【０１３０】
なお、施設内画像情報提供サイトＳ１の登録施設データベースＳ１ｃに、携帯電話機１０
に表示されている地図画像上において指定された施設のＩＤが登録されていない場合には
、管理制御サーバＳ１ａは、その旨のメッセージを表示する信号を携帯電話機１０に送信
して、そのディスプレイパネル１２に表示させる。
【０１３１】
上記のようにして、ユーザは、そのとき位置している場所の周辺にある施設のうちこれか
ら入店を希望する店舗等の施設内の様子を携帯電話機１０に表示させて、事前にチェック
することが出来る。
【０１３２】
以上のように、携帯電話機１０を携帯しているユーザは、これから出向いてみたいと思う
施設内の様子を映した生情報を入手出来ることによって、自分の目的に合致する施設を容
易に選択することが出来るようになるとともに、店舗等の施設にとっても、アピールした
い商品や陳列物をＣＣＤカメラＳ２ｃからよく見える位置に配置しておけば、広告メディ
アとして大いに効果を発揮することが出来るようになる。
【０１３３】
そして、このような施設内画像情報提供システムによって、生情報の提供により現状把握
が可能になるという点、さらに、携帯電話機等の携帯情報端末機によってこのような施設
情報が何時何処でも入手出来るという点で、活字メディアによる広告や放送メディアにお
けるコマーシャルよりも優れた広告メディアを提供することが出来るようになる。
【０１３４】
また、例えば、ユーザが施設内画像情報提供サイトＳ１から提供される画像データを保存
してその施設に持っていくことでサービス特典等を受けることが出来る等のシステムを確
立することによって、施設側の集客力を増すことが出来るようになるとともに、ユーザ側
のメリットも一層増すことになる。
【０１３５】
上記においては、施設内画像情報の提供を受けようとする施設の指定を、地図画面上に表
示されてランドマークによって行う例が示されているが、携帯電話機１０を携帯したユー
ザが位置している場所の周辺にある施設を示す一覧表を地図画像とともにまたは単独で携
帯電話機１０のディスプレイパネル１２に表示して、この一覧表に表示されているハイパ
リンクが埋め込まれた施設名を指定することにより、任意の施設内画像情報の提供が受け
られるようにしても良い。
【０１３６】
そして、この一覧表を表示させる際に、施設のカテゴリ（レストラン，映画館，コンビニ
エンスストア，ディスカウントショップなど）をあらかじめ指定することによって、目的
のカテゴリに属する施設のみの一覧表を表示させるようにすることも出来る。
【０１３７】
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また、図１２において、ユーザは、携帯電話機１０のＧＰＳ回路３９を用いない場合には
、施設内画像情報提供サイトＳ１にアクセスした後、所望の地域名と施設カテゴリなどを
指定することにより、所望の施設の施設内画像情報の提供を受けることも出来、この場合
には、地図データベースサイトＳ３は、施設データベースＳ３ｃおよび住所データベース
Ｓ３ｄの検索によって指定地域およびカテゴリに属する施設を読み出して、その一覧表を
携帯電話機１０のディスプレイパネル１２に表示させる。
【０１３８】
また、さらに、ユーザが携帯電話機１０から施設内画像情報提供サイトＳ１にアクセスし
た後、ＵＲＬを入力することにより、施設内画像情報の提供を受けたいと所望する施設の
施設サイトＳ２を指定することも出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態における携帯電話機の一例を開閉カバーが閉じられた状態で
示す正面図である。
【図２】同携帯電話機を開閉カバーが開かれた状態で示す正面図である。
【図３】同携帯電話機の制御部を示すブロック図である。
【図４】同例におけるアプリケーション画面の配列のイメージを示す説明図である。
【図５】同例におけるアプリケーション画面の例を示す説明図である。
【図６】同例におけるアプリケーション画面の表示形態を説明するための概念図である。
【図７】同例におけるアプリケーション画面の形態を説明するための概念図である。
【図８】同例における各アプリケーションの入力編集画面の配列のイメージを示す説明図
である。
【図９】この発明による施設内画像情報提供システムの実施形態における一例を示すシス
テム構成図である。
【図１０】同例の携帯電話機の制御部において行われる画面表示制御のメインルーチンを
示すフローチャートである。
【図１１】同例において携帯電話機のディスプレイパネルに表示される画面の一例を示す
図である。
【図１２】この発明による施設内画像情報提供システムの実施形態における他の例を示す
システム構成図である。
【符号の説明】
１０　　…携帯電話機（携帯情報端末機）
１１　　…本体ケーシング
１２　　…ディスプレイパネル（表示部）
１３　　…開閉カバー
１４　　…操作盤
１９　　…スペクトルダイヤル（操作部）
３０　　…ＣＰＵ
３１　　…ＬＣＤドライバ
３４　　…タッチパネル
３７　　…ＳＲＡＭ
３８　　…ＲＯＭ
３９　　…ＧＰＳ回路（位置検出信号出力手段）
Ｓ１　　…施設内画像情報提供サイト
Ｓ１ａ　…管理制御サーバ（判定手段，送信手段）
Ｓ１ｂ　…プログラムデータベース
Ｓ１ｃ　…登録施設データベース
Ｓ２　　…施設サイト
Ｓ２ａ　…施設サーバ
Ｓ２ｂ　…駆動装置
Ｓ２ｃ　…ＣＣＤカメラ（撮像手段）
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Ｓ３　　…地図データベースサイト
Ｓ３ａ　…地図サーバ
Ｓ３ｂ　…地図データベース
Ｓ３ｃ　…施設データベース
Ｓ３ｄ　…住所データベース
Ａ　　　…電話画面
Ｂ　　　…新着情報画面
Ｃ　　　…メール画面
Ｄ　　　…ウェブ画面
Ｅ　　　…音楽／画像画面
Ｆ　　　…ＰＩＭ画面
Ｔ　　　…回線接続端子
Ｎ　　　…移動体通信網
Ｉ　　　…インターネット（コンピュータネットワーク）

【図１】 【図２】
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