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(57)【要約】
【課題】本発明は、上述の背景に鑑みてなされたもので
あって、旅行先等で撮影した複数の画像を地図上に表示
させることができる旅行情報表示システムの提供を課題
とする。
【解決手段】旅行先等において携帯電話端末１で人物や
風景等を撮影し、その撮影した各画像に対応するように
撮影場所の位置データ、撮影した日時データ、撮影時の
コメント情報を関連付けながら旅行情報として記憶する
。サーバ２では、旅行情報に基づいて地図データ上にお
いて、各画像が対応する撮影場所に表示された地図情報
画面を作成し、ＰＣ端末の閲覧に供する。これにより、
旅行者は自ら辿った旅行工程を画像により確認したり、
さらには第三者に対する旅行情報を提供することが可能
となる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバと複数の携帯電話端末および複数のＰＣ端末とがネットワークを介して通信可能
な状態で接続された画像付き地図情報表示システムであって、
　前記携帯電話端末は、
　人物や風景等の画像を撮影する撮影手段と、
　撮影場所の位置データを取得する位置データ取得手段と、
　前記撮影手段により撮影された画像と、前記位置データ取得手段に取得された撮影場所
の位置データとを互いに関連付けながら旅行情報として記憶する旅行情報記憶手段と、
　該旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情報を前記サーバに送信する旅行情報送信手
段とを備え、
　前記サーバは、
　前記携帯電話端末から送信されてきた旅行情報を受信する旅行情報受信手段と、
　該旅行情報受信手段により受信された旅行情報を記憶する旅行情報記憶手段と、
　地図データを取得する地図データ取得手段と、
　前記旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情報に基づいて、前記地図データ取得手段
により取得された地図データ上において、各画像が対応する撮影場所に表示された地図情
報画面を作成する地図情報画面作成手段と、
　前記ＰＣ端末の要求に応じて、地図情報画面を当該ＰＣ端末に送信して表示させる地図
情報画面送信手段とを備えることを特徴とする画像付き地図情報表示システム。
【請求項２】
　さらに、画像が撮影された日時データを取得する日時データ取得手段を備え、地図情報
画面において各画像が日時データに基づいて時系列的に表示されるものとなされている請
求項１に記載の画像付き地図情報表示システム。
【請求項３】
　さらに、画像に対応するコメント情報が入力されるコメント情報入力手段を備え、地図
情報画面において各コメント情報が対応する各画像に付加して表示されるものとなされて
いる請求項１または請求項２に記載の画像付き地図情報表示システム。
【請求項４】
　携帯電話端末を、
　人物や風景等の画像を撮影する撮影手段、
　撮影場所の位置データを取得する位置データ取得手段、
　前記撮影手段により撮影された画像と、前記位置データ取得手段に取得された撮影場所
の位置データとを互いに関連付けながら旅行情報として記憶する旅行情報記憶手段、
　該旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情報を前記サーバに送信する旅行情報送信手
段として機能させるプログラム。
【請求項５】
　携帯電話端末を、
　人物や風景等の画像を撮影する撮影手段、
　撮影場所の位置データを取得する位置データ取得手段、
　前記撮影手段により撮影された画像と、前記位置データ取得手段に取得された撮影場所
の位置データとを互いに関連付けながら旅行情報として記憶する旅行情報記憶手段、
　該旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情報を前記サーバに送信する旅行情報送信手
段として機能させるプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、旅行先等で撮影した画像や経路の旅行情報等を地図データ上に表示させる画
像付き地図情報表示システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、携帯電話端末の技術の向上に伴って、多くの機種の携帯電話端末において、通話
を行うための音声通話機能だけでなく、電子メールを行うメール機能、インターネットに
接続するネット機能、あるいは人物や風景等の画像を撮影するカメラ機能などが付加され
ている。
【０００３】
　これにより、例えば旅行先等において、人物や風景等の画像をタイムリーに撮影して端
末内に保存したり、さらには当該画像を他の携帯電話端末や通常のパソコン等の情報端末
に電子メールで送信することが行われる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の携帯電話端末で撮影した画像を後で閲覧した場合、その画像がど
の場所で撮影されたものなのかがわからなくなることが多かった。また、その画像を撮影
した日時もわからなくなったり、そのときに感じたことなどをタイムリーに記憶させるこ
とが難しいものであった。
【０００５】
　ところで、インターネットの普及に伴って、インターネット上において地図データを表
示させるサービスが知られている。このサービスは、所望の住所、郵便番号、あるいは施
設名等を情報端末から指定すると、サーバにおいて該当する地図データを取得して情報端
末に表示させるというものである。
【０００６】
　しかしながら、このサービスは、単に地図データを表示させたり、その地図上の店舗な
どの施設を表示させるものにすぎなかった。
【０００７】
　本発明は、上述の背景に鑑みてなされたものであって、旅行先で撮影した複数の画像を
地図上に表示させることができる画像付き地図情報表示システムの提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するために、サーバと複数の携帯電話端末および複数のＰＣ
端末とがネットワークを介して通信可能な状態で接続された画像付き地図情報表示システ
ムであって、前記携帯電話端末は、人物や風景等の画像を撮影する撮影手段と、撮影場所
の位置データを取得する位置データ取得手段と、前記撮影手段により撮影された画像と、
前記位置データ取得手段に取得された撮影場所の位置データとを互いに関連付けながら旅
行情報として記憶する旅行情報記憶手段と、該旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情
報を前記サーバに送信する旅行情報送信手段とを備え、前記サーバは、前記携帯電話端末
から送信されてきた旅行情報を受信する旅行情報受信手段と、該旅行情報受信手段により
受信された旅行情報を記憶する旅行情報記憶手段と、地図データを取得する地図データ取
得手段と、前記旅行情報記憶手段に記憶されている旅行情報に基づいて、前記地図データ
取得手段により取得された地図データ上において、各画像が対応する撮影場所に表示され
た地図情報画面を作成する地図情報画面作成手段と、前記ＰＣ端末の要求に応じて、地図
情報画面を当該ＰＣ端末に送信して表示させる地図情報画面送信手段とを備えることを特
徴とする。これによれば、旅行先等で撮影した複数の画像を地図上に表示させることがで
きる。
【０００９】
　また、画像が撮影された日時データを取得する日時データ取得手段を備え、地図情報画
面において各画像が日時データに基づいて時系列的に表示されるものとなされているのが
好ましい。これによれば、各画像を地図上に時系列的にも表示させることができる。
【００１０】
　また、画像に対応するコメント情報が入力されるコメント情報入力手段を備え、地図情
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報画面において各コメント情報が対応する各画像に付加して表示されるものとなされてい
るのが好ましい。これによれば、各画像に対するコメント情報も表示させることができる
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、旅行先等で撮影した複数の画像を地図上に表示させることができる。
また、撮影した画像の日時データを取得するものとすれば、各画像を経路で結ぶなどして
時系列的に表示させることができる。さらに、撮影した画像に対してコメント情報を入力
するものとすれば、撮影時に感じたことなどを画像に付加して表示させることができる。
このため、旅行者は自ら辿った旅行工程を画像により確認したり、さらには第三者に対す
る旅行情報を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に本発明の一実施形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る画像付き地図情報表示システムの構成概略図である。
【００１４】
　この画像付き地図情報表示システムは、インターネットに接続可能な携帯電話端末（１
）と、インターネット上のサーパコンピュータ（以下、サーバという）（２）と、インタ
ーネットに接続可能なパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ端末という）（３）とを備え
、サーバ（２）と携帯電話端末（１）およびＰＣ端末（３）とがインターネットを介して
通信可能な状態で接続されている。なお、説明の便宜上、携帯電話端末（１）およびＰＣ
端末（３）はいずれも一つのみ表示しているが、実際には複数のものが接続されている。
【００１５】
　図２は、前記携帯電話端末（１）のハードウェア構成を示す概略図である。
【００１６】
　この携帯電話端末（１）は、一般に使用されている携帯電話端末（１）と同様に、図１
に示すように、外部に液晶モニタ等の表示部（１００）、数字のキーボタン（１０１）、
通話するための音声部（１０２）などが設けられており、インターネットに接続したり、
電子メールを送受信できるようになっている。
【００１７】
　また、この携帯電話端末（１）は、人物や風景等の画像を撮影するカメラとなる撮影部
（１１）と、位置データを取得する位置データ取得部（１２）と、コメント情報が入力さ
れるコメント情報入力部（１３）と、日時データを取得する日時データ取得部（１４）と
、それら画像、位置データ、コメント情報および日時データを互いに関連付けながら旅行
情報として記憶する旅行情報記憶部（１５）と、旅行情報を前記サーバ（２）に送信する
旅行情報送信部（１６）と、各部を統括的に制御する制御部（１７）とを備えている。こ
れら各部の機能は、サーバ（２）から配信されたプログラムにより実行可能なものとなさ
れている。
【００１８】
　前記撮影部（１１）は、携帯電話の表面に設けられており、人物や風景等に向けてキー
ボタンを所定の操作を行うことにより撮影するものである。撮影された画像は、図４に示
すように、入力画面において表示される。なお、画像は、静止画または動画のいずれであ
ってもよいし、さらに音声情報を付加するものとしてもよい。
【００１９】
　前記位置データ取得部（１２）は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）や基地局データにより携帯電話端末（１）の位置データを取得するもので
ある。本実施形態では、前記撮影部（１１）により画像が撮影された場合、図４の入力画
面において最下部の「位置データを取得する」をクリックすることにより撮影場所の位置
データを自動的に取得するようになっており、撮影された画像とその位置データとが対応
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するように関連付けられる。
【００２０】
　前記コメント情報入力部（１３）は、撮影した画像に対応するコメント情報が入力され
るものである。例えば、図４の入力画面において、「コメント」欄においてキーボタンを
操作することにより撮影した画像に対応するコメント情報を入力することができる。なお
、本実施形態では、コメント情報の他に、ジャンルを選択したり、画像のタイトルを入力
したり、画像に関係する場所の電話番号を入力したり、当該場所のオススメ度を入力する
ことができるようにもなっている。
【００２１】
　前記日時データ取得部（１４）は、撮影した画像に対応する日時データを取得するもの
である。携帯電話端末（１）には、通常、日時を計測する機能を有しているので、画像を
撮影した日時データを自動的に取得するようになっている。
【００２２】
　前記旅行情報記憶部（１５）は、上述の画像、位置データ、コメント情報および日時デ
ータを互いに関連付けながら旅行情報として記憶するものである。特に各画像が同じ旅行
で撮影した場合など、各画像が一連のカテゴリにおいて撮影された場合には、各画像をカ
テゴリごとに記憶するようになっている。なお、カテゴリごとに記憶した場合には、図４
の入力画面の画像上部においてカテゴリ名（例えば「能登一周グルメ旅」）と当該カテゴ
リ内の画像の枚数及び順番が表示されるようになっている。
【００２３】
　前記旅行情報送信部（１６）は、前記旅行情報記憶部（１５）に一時的に記憶されてい
る旅行情報を前記サーバ（２）に対してインターネットを介して送信するものである。な
お、旅行情報は撮影ごとにサーバ（２）に送信しても、あるいはカテゴリ毎など一定量ま
で記憶されてからサーバ（２）に送信してもよい。
【００２４】
　図３は、前記サーバ（２）のハードウェア構成を示す概略図である。
【００２５】
　このサーバ（２）は、旅行情報を受信する旅行情報受信部（２１）と、旅行情報を記憶
する旅行情報記憶部（２２）と、地図データを取得する地図データ取得部（２３）と、画
像付きの地図情報画面を作成する地図情報画面作成部（２４）と、画像付きの地図情報画
面をＰＣ端末（３）などに送信して表示させる地図情報画面送信部（２５）と、各部を統
括的に制御する制御部（２６）とを備える。
【００２６】
　前記旅行情報受信部（２１）は、前記携帯電話端末（１）からインターネットを介して
送信されてきた旅行情報を受信するものである。旅行情報の受信に際しては、一定期間ご
とに受信するものとしてもよいし、サーバ（２）から携帯電話端末（１）に要求して受信
してもよいし、あるいはユーザの携帯電話端末（１）の操作により送信したものを受信す
るものとしてもよい。
【００２７】
　前記旅行情報記憶部（２２）は、前記旅行情報受信部（２１）により受信された旅行情
報を記憶するものである。この旅行情報は、上述のように携帯電話端末（１）においてカ
テゴリごとに画像、位置データ、コメント情報および日時データを互いに関連付けられた
ものであり、サーバ（２）においても同様に関連付けられた状態で記憶されている。
【００２８】
　前記地図データ取得部（２３）は、旅行情報の位置データに基づいて周辺の地図データ
を取得する地図データを取得するものである。地図データの取得に際しては、ＧＩＳ（Ｇ
ｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を通じて取得すると
よい。地理情報システムとも呼ばれ、デジタル化された地図（地形）データと、統計デー
タや位置の持つ属性情報などの位置に関連したデータとを、統合的に扱う情報システムで
ある。
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【００２９】
　前記地図情報画面作成部（２４）は、旅行情報記憶部（１５）に記憶されている旅行情
報に基づいて、前記地図データ取得部（２３）により取得された地図データ上において、
各画像が対応する撮影場所に表示された地図情報画面を作成するものである。
【００３０】
　例えば、図５に示すように、各カテゴリごとに取得した地図データ上において、撮影し
た各画像を所定の場所にそれぞれに表示するとともに、各画像に対応するコメント情報や
その他の対応情報を表示する。また、本実施形態では、旅行情報の各画像の日時データに
基づいて各画像を撮影した経路（図５の→点線）を表示することにより、各画像を時系列
的に表示するようになっている。また、地図データの右部には各画像を順番に整理して表
示するものとしてもよい。
【００３１】
　前記地図情報画面送信部（２５）は、前記ＰＣ端末（３）の要求に応じて画像付きの地
図情報画面をＰＣ端末（３）に送信し、当該ＰＣ端末（３）において画像付きの地図情報
画面を表示させるものである。これにより携帯電話端末（１）のユーザまたは許可された
第三者が、自己のＰＣ端末（３）を介して地図情報画面を閲覧することができる。
【００３２】
　次に上記画像付き地図情報表示システムの動作を図６のフローチャートを用いて説明す
る。なお、以下の説明および図面において、「ステップ」を「Ｓ」と略記する。
【００３３】
　まず、携帯電話端末（１）において、Ｓ１では、前記撮影部（１１）が、人物や風景等
に向けてキーボタンを所定の操作を行うことにより撮影し、Ｓ２に進む。
【００３４】
　Ｓ２では、前記位置データ取得部（１２）は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や基地局データにより携帯電話端末（１）の位置データを取得
し、Ｓ３に進む。
【００３５】
　Ｓ３では、前記コメント情報入力部（１３）は、撮影した画像に対応するコメント情報
が入力され、Ｓ４に進む。
【００３６】
　Ｓ４では、前記旅行情報記憶部（１５）が、上述の画像、位置データ、コメント情報お
よび日時データを互いに関連付けながら旅行情報として記憶し、Ｓ５に進む。
【００３７】
　Ｓ５では、前記旅行情報送信部（１６）が、前記旅行情報記憶部（１５）に一時的に記
憶されている旅行情報を前記サーバ（２）に対してインターネットを介して送信し、Ｓ６
に進む。
【００３８】
　次に、サーバ（２）において、Ｓ６では、前記旅行情報受信部（２１）は、前記携帯電
話端末（１）からインターネットを介して送信されてきた旅行情報を受信し、Ｓ７に進む
。
【００３９】
　Ｓ７では、前記旅行情報記憶部（２２）は、前記旅行情報受信部により受信された旅行
情報を記憶し、Ｓ８に進む。
【００４０】
　Ｓ８では、前記地図データ取得部（２３）は、旅行情報の位置データに基づいて地図デ
ータを取得する地図データを取得し、Ｓ９に進む。
【００４１】
　Ｓ９では、前記地図情報画面作成部（２４）は、旅行情報記憶部（１５）に記憶されて
いる旅行情報に基づいて、前記地図データ取得部（２３）により取得された地図データ上
において、各画像が対応する撮影場所に表示された地図情報画面（図５）を作成し、Ｓ１
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０に進む。
【００４２】
　Ｓ１０では、前記地図情報画面送信部（２５）は、前記ＰＣ端末（３）の要求に応じて
画像付きの地図情報画面をＰＣ端末（３）に送信し、Ｓ１１に進む。
【００４３】
　次に、ＰＣ端末（３）において、Ｓ１１では、前記サーバ（２）から送信されてきた画
像付きの地図情報画面を受信して、モニタ等に表示させ、ユーザの閲覧に供する。
【００４４】
　このように、旅行先等で撮影した複数の画像を地図上に表示させることができる。また
、撮影した画像の日時データを取得することにより、各画像を経路で結ぶなどして時系列
的に表示させることができる。さらに、撮影した画像に対してコメント情報を入力するこ
とにより、撮影時に感じたことなどを画像に付加して表示させることができる。このため
、旅行者は自ら辿った旅行工程を画像により確認したり、さらには第三者に対する旅行情
報を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本実施形態に係る画像付き地図情報表示システムの構成概略図である。
【図２】携帯電話端末のハードウェア構成を示す概略図である。
【図３】サーバのハードウェア構成を示す概略図である。
【図４】入力画面の一例を示す図である。
【図５】地図情報画面の一例を示す図である。
【図６】本システムの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４６】
１・・・携帯電話端末
２・・・サーバ
３・・・ＰＣ端末
Ｇ・・・画像
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