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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグ
リーダーと、撮影画像を送信可能な携帯端末と、前記タグリーダーから前記タグＩＤを受
け付け、前記携帯端末から前記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記サーバーと通信可
能な資料コンテンツ格納装置と、を含むアルバム作成システムであって、
　前記タグリーダーは、
　タグリーダー識別用のリーダーＩＤを格納するリーダーＩＤ格納手段と、
　前記タグから前記タグＩＤを読み取り、該タグＩＤを前記リーダーＩＤとともに前記サ
ーバーに送信するタグリーダー送信手段と、を含み、
　前記資料コンテンツ格納装置は、前記タグリーダーの設置場所に関するコンテンツを前
記リーダーＩＤに対応づけて格納し、
　前記携帯端末は、
　利用者識別用の利用者ＩＤを格納する利用者ＩＤ格納手段と、
　前記撮影画像を前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信する携帯端末送信手段と、
を含み、
　前記サーバーは、
　前記タグＩＤと前記利用者ＩＤとが対応付けられて格納されている対応関係格納手段と
、
　アルバムデータを格納するアルバム格納手段と、
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　前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利
用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する撮
影画像格納制御手段と、
　前記タグリーダーから前記タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信手段
と、
　前記タグデータ受信手段が受信したタグＩＤに対応する利用者ＩＤを、前記対応関係格
納手段を参照して特定する利用者特定手段と、
　前記タグデータ受信手段が受信したリーダーＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コ
ンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、前記利用者特定手段が特定した利用者Ｉ
Ｄに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテン
ツ格納制御手段と、を含む、アルバム作成システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のアルバム作成システムにおいて、
　前記携帯端末は、コメントを受け付ける入力手段をさらに含み、
　前記携帯端末送信手段は、前記撮影画像および前記コメントを、前記利用者ＩＤととも
に前記サーバーに送信し、
　前記撮影画像格納制御手段は、前記携帯端末から、前記撮影画像、前記コメントおよび
前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像および該コメントを該利用者ＩＤに対応づけて
、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する、アルバム作成システム
。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のアルバム作成システムにおいて、
　前記タグから前記タグＩＤを読み取る印刷用タグリーダーと、前記印刷用タグリーダー
から前記タグＩＤを受け付ける印刷端末と、をさらに含み、
　前記印刷端末は、
　前記印刷用タグリーダーから受け付けたタグＩＤを前記サーバーに送信するタグデータ
送信手段と、
　前記サーバーから送信されたアルバムデータを印刷する印刷手段と、を含み、
　前記サーバーは、
　前記印刷端末から前記タグＩＤを受信すると、該タグＩＤに対応する前記利用者ＩＤを
、前記対応関係格納手段を参照して特定する印刷利用者特定手段と、
　前記印刷利用者特定手段にて特定された利用者ＩＤに対応するアルバムデータを前記ア
ルバム格納手段から読み出し、該アルバムデータを前記印刷端末に送信するアルバムデー
タ送信手段と、をさらに含む、アルバム作成システム。
【請求項４】
　タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記タグから前記タグＩＤを読み取りかつ
タグリーダー識別用のリーダーＩＤを格納するタグリーダーと、利用者識別用の利用者Ｉ
Ｄを格納し撮影画像を送信可能な携帯端末と、前記タグＩＤと前記利用者ＩＤとを対応づ
けて格納し、かつ、前記タグリーダーから前記タグＩＤを受け付け、前記携帯端末から前
記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記タグリーダーの設置場所に関するコンテンツを
前記リーダーＩＤに対応づけて格納し前記サーバーと通信可能な資料コンテンツ格納装置
と、を含むアルバム作成システムが行うアルバム作成方法であって、
　前記携帯端末が、前記撮影画像を前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信する携帯
端末送信ステップと、
　前記サーバーが、前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影
画像受信ステップと、
　前記サーバーが、前記撮影画像を前記利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして
格納する撮影画像格納ステップと、
　前記タグリーダーが、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグＩＤ読取ステップと、
　前記タグリーダーが、前記読み取られたタグＩＤを前記リーダーＩＤとともに前記サー
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バーに送信するタグリーダー送信ステップと、
　前記サーバーが、前記タグリーダーから前記タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタ
グデータ受信ステップと、
　前記サーバーが、前記受信されたタグＩＤに対応する利用者ＩＤを特定する利用者特定
ステップと、
　前記サーバーが、前記受信されたリーダーＩＤに対応するコンテンツを前記資料コンテ
ンツ格納装置から取得するコンテンツ取得ステップと、
　前記サーバーが、前記取得されたコンテンツを、前記特定された利用者ＩＤに対応づけ
て、前記アルバムデータとして格納するコンテンツ格納ステップと、を含む、アルバム作
成方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のアルバム作成方法において、
　前記携帯端末が、コメントを受け付けるコメント入力ステップをさらに含み、
　前記携帯端末送信ステップでは、前記撮影画像および前記コメントを、前記利用者ＩＤ
とともに前記サーバーに送信し、
　前記撮影画像受信ステップでは、前記携帯端末から、前記撮影画像、前記コメントおよ
び前記利用者ＩＤを受信し、
　前記撮影画像格納ステップでは、前記撮影画像および前記コメントを前記利用者ＩＤに
対応づけて、前記アルバムデータとして格納する、アルバム作成方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載のアルバム作成方法において、
　前記アルバム作成システムは、前記タグから前記タグＩＤを読み取る印刷用タグリーダ
ーと、前記印刷用タグリーダーから前記タグＩＤを受け付ける印刷端末と、をさらに含み
、
　前記印刷端末が、前記印刷用タグリーダーから受け付けたタグＩＤを前記サーバーに送
信するタグデータ送信ステップと、
　前記サーバーが、前記印刷端末から前記タグＩＤを受信する印刷用タグＩＤ受信ステッ
プと、
　前記サーバーが、前記受信されたタグＩＤに対応する前記利用者ＩＤを特定する印刷利
用者特定ステップと、
　前記サーバーが、前記特定された利用者ＩＤに対応するアルバムデータを読み出し、該
アルバムデータを前記印刷端末に送信するアルバムデータ送信ステップと、
　前記印刷端末が、前記サーバーから送信されたアルバムデータを印刷する印刷ステップ
と、をさらに含む、アルバム作成方法。
【請求項７】
　タグからタグ識別用のタグＩＤを読み取ると該タグＩＤとタグリーダー識別用のリーダ
ーＩＤを送信するタグリーダーと、前記タグリーダーの設置場所に関するコンテンツを前
記リーダーＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納装置と、撮影画像と利用者識別
用の利用者ＩＤを送信する携帯端末と、に通信可能なサーバーであって、
　前記タグＩＤと前記利用者ＩＤとが対応づけて格納されている対応関係格納手段と、
　アルバムデータを格納するアルバム格納手段と、
　前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利
用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する撮
影画像格納制御手段と、
　前記タグリーダーから前記タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信手段
と、
　前記タグデータ受信手段が受信したタグＩＤに対応する利用者ＩＤを、前記対応関係格
納手段を参照して特定する利用者特定手段と、
　前記タグデータ受信手段が受信したリーダーＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コ
ンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、前記利用者特定手段が特定した利用者Ｉ
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Ｄに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテン
ツ格納制御手段と、を含むサーバー。
【請求項８】
　タグからタグ識別用のタグＩＤを読み取ると該タグＩＤとタグリーダー識別用のリーダ
ーＩＤを送信するタグリーダーと、前記タグリーダーの設置場所に関するコンテンツを前
記リーダーＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納装置と、撮影画像と利用者識別
用の利用者ＩＤを送信する携帯端末と、に通信可能なコンピュータにアルバム作成処理を
実行させるプログラムであって、
　前記タグＩＤと前記利用者ＩＤとを対応づけて格納する対応関係格納処理と、
　前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信処理と、
　前記撮影画像を前記利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして格納する撮影画像
格納処理と、
　前記タグリーダーから前記タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信処理
と、
　前記受信されたタグＩＤに対応する利用者ＩＤを特定する利用者特定処理と、
　前記受信されたリーダーＩＤに対応するコンテンツを前記資料コンテンツ格納装置から
取得するコンテンツ取得処理と、
　前記取得されたコンテンツを、前記特定された利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバム
データとして格納するコンテンツ格納処理と、を含むアルバム作成処理を、前記コンピュ
ータに実行させるプログラム。
【請求項９】
　タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグ
リーダーと、前記タグリーダーが読み取ったタグＩＤと撮影画像を送信可能な携帯端末と
、前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記サー
バーと通信可能な資料コンテンツ格納装置と、を含むアルバム作成システムであって、
　前記資料コンテンツ格納装置は、前記タグの設置場所に関するコンテンツを前記タグＩ
Ｄに対応づけて格納し、
　前記タグリーダーは、前記タグから前記タグＩＤを読み取り該タグＩＤを前記携帯端末
に送信するタグＩＤ送信手段を含み、
　前記携帯端末は、
　利用者識別用の利用者ＩＤを格納する利用者ＩＤ格納手段と、
　前記タグリーダーから前記タグＩＤを受け付けるタグＩＤ受付手段と、
　前記タグＩＤを前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信し、また、前記撮影画像を
前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信する携帯端末送信手段と、を含み、
　前記サーバーは、
　アルバムデータを格納するアルバム格納手段と、
　前記携帯端末から、前記タグＩＤ、前記利用者ＩＤおよび前記撮影画像を受信する受信
手段と、
　前記受信手段が前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利用
者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する撮影
画像格納制御手段と、
　前記受信手段が前記タグＩＤおよび前記利用者ＩＤを受信すると、該タグＩＤに対応す
るコンテンツを、前記資料コンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、該利用者Ｉ
Ｄに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテン
ツ格納制御手段と、を含む、アルバム作成システム。
【請求項１０】
　タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグ
リーダーと、前記タグリーダーが読み取ったタグＩＤと撮影画像を送信可能な携帯端末と
、前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記タグ
の設置場所に関するコンテンツを前記タグＩＤに対応づけて格納し前記サーバーと通信可
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能な資料コンテンツ格納装置と、を含むアルバム作成システムが行うアルバム作成方法で
あって、
　前記携帯端末が、前記撮影画像を前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信する携帯
端末送信ステップと、
　前記サーバーが、前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影
画像受信ステップと、
　前記サーバーが、前記撮影画像を前記利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして
格納する撮影画像格納ステップと、
　前記タグリーダーが、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグＩＤ読取ステップと、
　前記タグリーダーが、前記読み取られたタグＩＤを前記携帯端末に送信するタグリーダ
ー送信ステップと、
　前記携帯端末が、前記タグリーダーから前記タグＩＤを受信するタグＩＤ受信ステップ
と、
　前記携帯端末が、前記タグＩＤを前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信するタグ
ＩＤ送信ステップと、
　前記サーバーが、前記携帯端末から前記タグＩＤと前記利用者ＩＤを受信するタグデー
タ受信ステップと、
　前記サーバーが、前記受信されたタグＩＤに対応するコンテンツを前記資料コンテンツ
格納装置から取得するコンテンツ取得ステップと、
　前記サーバーが、前記取得されたコンテンツを、前記利用者ＩＤに対応づけて、前記ア
ルバムデータとして格納するコンテンツ格納ステップと、を含む、アルバム作成方法。
【請求項１１】
　撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信し、また、タグから読み取られたタグ識別
用のタグＩＤと該利用者ＩＤを送信する携帯端末と、前記タグの設置場所に関するコンテ
ンツを前記タグＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納装置と、に通信可能なサー
バーであって、
　アルバムデータを格納するアルバム格納手段と、
　前記携帯端末から、前記タグＩＤ、前記利用者ＩＤおよび前記撮影画像を受信する受信
手段と、
　前記受信手段が前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利用
者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する撮影
画像格納制御手段と、
　前記受信手段が前記タグＩＤおよび前記利用者ＩＤを受信すると、該タグＩＤに対応す
るコンテンツを、前記資料コンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、該利用者Ｉ
Ｄに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテン
ツ格納制御手段と、を含むサーバー。
【請求項１２】
　撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信し、また、タグから読み取られたタグ識別
用のタグＩＤと該利用者ＩＤを送信する携帯端末と、前記タグの設置場所に関するコンテ
ンツを前記タグＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納装置と、に通信可能なコン
ピュータに、アルバム作成処理を実行させるプロクラムであって、
　前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信処理と、
　前記受信された撮影画像を前記受信された利用者ＩＤに対応づけてアルバムデータとし
て格納する撮影画像格納処理と、
　前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記利用者ＩＤを受信するタグＩＤ受信処理と、
　前記受信されたタグＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コンテンツ格納装置から取
得する取得処理と、
　前記取得されたコンテンツを、前記受信された利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバム
データとして格納するコンテンツ格納処理と、を含むアルバム作成処理を、前記コンピュ
ータに実行させるプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アルバム作成システム、サーバー、アルバム作成方法およびプログラムに関
し、例えば、ユビキタス環境下で、個人のアルバムを制作するアルバム作成システム、サ
ーバー、アルバム作成方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機にカメラ機能が搭載され、携帯電話機とサーバーとのデータ通信が可能にな
ってから、携帯電話機またはデジタルカメラで撮影した映像を、携帯電話機のデータ通信
を使って、インターネット上にあるサーバーのデータストレージに蓄積型で格納し、これ
らのデータを印刷またはWebブラウザに公開することにより、紙のアルバムまたはWebのア
ルバムを作成するサービスが提案されている。
【０００３】
　また、特許文献１（特開２００２－３５８３１０号公報）には、自動的にコンテンツを
取得して、魅力のあるオリジナルアルバムを作成することが可能な電子アルバム作成シス
テムが記載されている。
【０００４】
　この電子アルバム作成システムでは、観光地などで観光客がカメラで撮影を行うと、カ
メラは、観光地に設置された機器からイベントＩＤを取得し、そのイベントＩＤを撮影画
像とともにサーバーに送信する。サーバーは、そのイベントＩＤに対応づけられているコ
ンテンツを読み出し、そのコンテンツをアルバムに付加する。
【０００５】
　なお、イベントＩＤは、カメラに着脱可能な記録媒体に記録される。また、イベントＩ
Ｄとして、携帯電話機またはＰＨＳが基地局からの位置情報をもとに割り出した利用者の
位置が用いられる場合もある。
【特許文献１】特開２００３－３５８３１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　第１の問題点は、上記提案されているサービスでは、コンテンツを利用者自身が作り出
す必要があるため、最終的にできあがるアルバムの完成度が低いことである。
【０００７】
　その原因は、このサービスでは、個人が、アルバムの構成要素である写真（コンテンツ
）を撮影し、さらに、アルバムの構成要素である文字（コンテンツ）を作成していたから
である。
【０００８】
　特に、旅行中に作成するようなアルバムに関して言えば、旅行者は携帯電話機で撮影し
た写真をサーバーに送信し、サーバーは、受信した写真画像を蓄積し、旅行の最後に、そ
の蓄積した画像データを印刷サービスに転送して、アルバム形式に製本していた。
【０００９】
　このような個人が撮影した画像データが連続的に並べられる（もしくは選択的に並べら
れる）と、個人の撮影技量、携帯電話機のカメラ性能、撮影場所および撮影日時の制約な
どで、アルバムの画像の品質、コンテンツの充実度などの面で、高い完成度のアルバム制
作は期待できなかった。
【００１０】
　第２の問題点は、アルバムの完成度を高めるために、第三者が撮影した画像や文章をア
ルバム中に組み込む場合、利用者は、そのようなコンテンツを簡単な手順で獲得できなか
ったことである。
【００１１】
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　例えば、利用者は、パーソナルコンピュータを用いてインターネット上のコンテンツを
探索し購入するか、パンフレットのような紙の資料をスキャナを用いて電子化し、サーバ
ーに送信するというような手段しかなかった。
【００１２】
　特に、旅行者のようなユビキタス環境下で、このようなコンテンツを探索し獲得するこ
とは困難であった。
【００１３】
　写真および印刷物を用いてアルバム編集する場合も、印刷物のコンテンツを収集し、貼
り合わせて、ひとつのアルバムを作成するという手法しかなかった。
【００１４】
　特許文献１に記載の電子アルバム作成システムは、以下の問題を有する。
【００１５】
　カメラに着脱可能な記録媒体が用いられる場合、その記録媒体にイベントＩＤを記録す
るための装置（例えば、コンビニエンスストアに設置されている情報端末のようなもの）
が必要となり、設置コストが大きい。また、イベントＩＤを取得するための利用者の操作
も複雑となる。
【００１６】
　また、イベントＩＤとして、基地局からの位置情報をもとに割り出された利用者の位置
が用いられる場合、利用者がいる地点に関連するコンテンツが必ずあるという保証ができ
ない仕組みとなる。このため、利用者がイベントＩＤに関連するコンテンツを取得する操
作をしても、位置情報からコンテンツを獲得できないという事態が生ずる可能性がある。
これを回避するには、コンテンツを取得可能な位置であることを示す何らかの情報が必要
であるが、基地局からの位置情報では、この情報を獲得するのは困難である。
［発明の目的］
　本発明の目的は、利用者が旅行中などのユビキタス環境下でも、観光地などにおいて、
あらかじめ用意された高品質の画像データまたは文章等のコンテンツを、簡単な操作で利
用者が獲得でき、高品質のアルバムを簡単に作成できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明のアルバム作成システムは、タグ識別用のタグＩＤが
記録されたタグと、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグリーダーと、撮影画像を送
信可能な携帯端末と、前記タグリーダーから前記タグＩＤを受け付け、前記携帯端末から
前記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記サーバーと通信可能な資料コンテンツ格納装
置と、を含むアルバム作成システムであって、前記タグリーダーは、タグリーダー識別用
のリーダーＩＤを格納するリーダーＩＤ格納手段と、前記タグから前記タグＩＤを読み取
り、該タグＩＤを前記リーダーＩＤとともに前記サーバーに送信するタグリーダー送信手
段とを含み、前記資料コンテンツ格納装置は、前記タグリーダーの設置場所に関するコン
テンツを前記リーダーＩＤに対応づけて格納し、前記携帯端末は、利用者識別用の利用者
ＩＤを格納する利用者ＩＤ格納手段と、前記撮影画像を前記利用者ＩＤとともに前記サー
バーに送信する携帯端末送信手段とを含み、前記サーバーは、前記タグＩＤと前記利用者
ＩＤとが対応づけられて格納されている対応関係格納手段と、アルバムデータを格納する
アルバム格納手段と、前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると
、該撮影画像を該利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格
納手段に格納する撮影画像格納制御手段と、前記タグリーダーから前記タグＩＤと前記リ
ーダーＩＤを受信するタグデータ受信手段と、前記タグデータ受信手段が受信したタグＩ
Ｄに対応する利用者ＩＤを、前記対応関係格納手段を参照して特定する利用者特定手段と
、前記タグデータ受信手段が受信したリーダーＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コ
ンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、前記利用者特定手段が特定した利用者Ｉ
Ｄに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテン
ツ格納制御手段とを含む。
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【００１８】
　また、本発明のアルバム作成方法は、タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記
タグから前記タグＩＤを読み取りかつタグリーダー識別用のリーダーＩＤを格納するタグ
リーダーと、利用者識別用の利用者ＩＤを格納し撮影画像を送信可能な携帯端末と、前記
タグＩＤと前記利用者ＩＤとを対応づけて格納し、かつ、前記タグリーダーから前記タグ
ＩＤを受け付け、前記携帯端末から前記撮影画像を受け付けるサーバーと、前記タグリー
ダーの設置場所に関するコンテンツを前記リーダーＩＤに対応づけて格納し前記サーバー
と通信可能な資料コンテンツ格納装置と、を含むアルバム作成システムが行うアルバム作
成方法であって、前記携帯端末が、前記撮影画像を前記利用者ＩＤとともに前記サーバー
に送信する携帯端末送信ステップと、前記サーバーが、前記携帯端末から前記撮影画像お
よび前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信ステップと、前記サーバーが、前記撮影画像
を前記利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして格納する撮影画像格納ステップと
、前記タグリーダーが、前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグＩＤ読取ステップと、
前記タグリーダーが、前記読み取られたタグＩＤを前記リーダーＩＤとともに前記サーバ
ーに送信するタグリーダー送信ステップと、前記サーバーが、前記タグリーダーから前記
タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信ステップと、前記サーバーが、前
記受信されたタグＩＤに対応する利用者ＩＤを特定する利用者特定ステップと、前記サー
バーが、前記受信されたリーダーＩＤに対応するコンテンツを前記資料コンテンツ格納装
置から取得するコンテンツ取得ステップと、前記サーバーが、前記取得されたコンテンツ
を、前記特定された利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして格納するコンテ
ンツ格納ステップとを含む。
【００１９】
　また、本発明のサーバーは、タグからタグ識別用のタグＩＤを読み取ると該タグＩＤと
タグリーダー識別用のリーダーＩＤを送信するタグリーダーと、前記タグリーダーの設置
場所に関するコンテンツを前記リーダーＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納装
置と、撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信する携帯端末と、に通信可能なサーバ
ーであって、前記タグＩＤと前記利用者ＩＤとが対応づけられて格納されている対応関係
格納手段と、アルバムデータを格納するアルバム格納手段と、前記携帯端末から前記撮影
画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利用者ＩＤに対応づけて、前記
アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納する撮影画像格納制御手段と、前記
タグリーダーから前記タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信手段と、前
記タグデータ受信手段が受信したタグＩＤに対応する利用者ＩＤを、前記対応関係格納手
段を参照して特定する利用者特定手段と、前記タグデータ受信手段が受信したリーダーＩ
Ｄに対応するコンテンツを、前記資料コンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、
前記利用者特定手段が特定した利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前
記アルバム格納手段に格納するコンテンツ格納制御手段とを含む。
【００２０】
　上記発明によれば、利用者が、撮影場所の近くに設置されているタグリーダーにタグの
タグＩＤを読み取らせ、また、携帯端末から撮影画像を利用者ＩＤとともにサーバーに送
信すれば、サーバーは、その撮影場所に関するコンテンツと撮影画像とを関連づけて格納
する。
【００２１】
　このため、利用者は、観光地などでも、あらかじめ用意された高品質の画像データまた
は文章などのコンテンツを簡単に獲得でき、そのコンテンツをアルバムデータとして用い
ることが可能になる。よって、利用者は高品質のアルバムを簡単に作成することが可能に
なる。
【００２２】
　なお、前記携帯端末は、コメントを受け付ける入力手段をさらに含み、前記携帯端末送
信手段は、前記撮影画像および前記コメントを、前記利用者ＩＤとともに前記サーバーに
送信し、前記撮影画像格納制御手段は、前記携帯端末から、前記撮影画像、前記コメント
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および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像および該コメントを該利用者ＩＤに対応
づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納することが望ましい。
【００２３】
　上記発明によれば、アルバムデータにコメントを付けることが可能になる。
【００２４】
　また、前記タグから前記タグＩＤを読み取る印刷用タグリーダーと、前記印刷用タグリ
ーダーから前記タグＩＤを受け付ける印刷端末と、をさらに含み、前記印刷端末は、前記
印刷用タグリーダーから受け付けたタグＩＤを前記サーバーに送信するタグデータ送信手
段と、前記サーバーから送信されたアルバムデータを印刷する印刷手段と、を含み、前記
サーバーは、前記印刷端末から前記タグＩＤを受信すると、該タグＩＤに対応する前記利
用者ＩＤを、前記対応関係格納手段を参照して特定する印刷利用者特定手段と、前記印刷
利用者特定手段にて特定された利用者ＩＤに対応するアルバムデータを前記アルバム格納
手段から読み出し、該アルバムデータを前記印刷端末に送信するアルバムデータ送信手段
と、をさらに含むことが望ましい。
【００２５】
　上記発明によれば、アルバムデータを、容易に印刷することが可能になる。
【００２６】
　また、本発明のプログラムは、タグからタグ識別用のタグＩＤを読み取ると該タグＩＤ
とタグリーダー識別用のリーダーＩＤを送信するタグリーダーと、前記タグリーダーの設
置場所に関するコンテンツを前記リーダーＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格納
装置と、撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信する携帯端末と、に通信可能なコン
ピュータにアルバム作成処理を実行させるプログラムであって、前記タグＩＤと前記利用
者ＩＤとを対応づけて格納する対応関係格納処理と、前記携帯端末から前記撮影画像およ
び前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信処理と、前記撮影画像を前記利用者ＩＤに対応
づけて、アルバムデータとして格納する撮影画像格納処理と、前記タグリーダーから前記
タグＩＤと前記リーダーＩＤを受信するタグデータ受信処理と、前記受信されたタグＩＤ
に対応する利用者ＩＤを特定する利用者特定処理と、前記受信されたリーダーＩＤに対応
するコンテンツを前記資料コンテンツ格納装置から取得するコンテンツ取得処理と、前記
取得されたコンテンツを、前記特定された利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータ
として格納するコンテンツ格納処理と、を含むアルバム作成処理を、前記コンピュータに
実行させる。
【００２７】
　上記発明によれば、上記アルバム作成処理をコンピュータに実行させることが可能にな
る。
【００２８】
　また、本発明のアルバム作成システムは、タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、
前記タグから前記タグＩＤを読み取るタグリーダーと、前記タグリーダーが読み取ったタ
グＩＤと撮影画像を送信可能な携帯端末と、前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記撮
影画像を受け付けるサーバーと、前記サーバーと通信可能な資料コンテンツ格納装置と、
を含むアルバム作成システムであって、前記資料コンテンツ格納装置は、前記タグの設置
場所に関するコンテンツを前記タグＩＤに対応づけて格納し、前記タグリーダーは、前記
タグから前記タグＩＤを読み取り該タグＩＤを前記携帯端末に送信するタグＩＤ送信手段
を含み、前記携帯端末は、利用者識別用の利用者ＩＤを格納する利用者ＩＤ格納手段と、
前記タグリーダーから前記タグＩＤを受け付けるタグＩＤ受付手段と、前記タグＩＤを前
記利用者ＩＤとともに前記サーバーに送信し、また、前記撮影画像を前記利用者ＩＤとと
もに前記サーバーに送信する携帯端末送信手段とを含み、前記サーバーは、アルバムデー
タを格納するアルバム格納手段と、前記携帯端末から、前記タグＩＤ、前記利用者ＩＤお
よび前記撮影画像を受信する受信手段と、前記受信手段が前記撮影画像および前記利用者
ＩＤを受信すると、該撮影画像を該利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして
、前記アルバム格納手段に格納する撮影画像格納制御手段と、前記受信手段が前記タグＩ
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Ｄおよび前記利用者ＩＤを受信すると、該タグＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コ
ンテンツ格納装置から取得し、該コンテンツを、該利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバ
ムデータとして、前記アルバム格納手段に格納するコンテンツ格納制御手段とを含む。
【００２９】
　また、本発明のアルバム作成方法は、タグ識別用のタグＩＤが記録されたタグと、前記
タグから前記タグＩＤを読み取るタグリーダーと、前記タグリーダーが読み取ったタグＩ
Ｄと撮影画像を送信可能な携帯端末と、前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記撮影画
像を受け付けるサーバーと、前記タグの設置場所に関するコンテンツを前記タグＩＤに対
応づけて格納し前記サーバーと通信可能な資料コンテンツ格納装置と、を含むアルバム作
成システムが行うアルバム作成方法であって、前記携帯端末が、前記撮影画像を前記利用
者ＩＤとともに前記サーバーに送信する携帯端末送信ステップと、前記サーバーが、前記
携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信ステップと、前
記サーバーが、前記撮影画像を前記利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして格納
する撮影画像格納ステップと、前記タグリーダーが、前記タグから前記タグＩＤを読み取
るタグＩＤ読取ステップと、前記タグリーダーが、前記読み取られたタグＩＤを前記携帯
端末に送信するタグリーダー送信ステップと、前記携帯端末が、前記タグリーダーから前
記タグＩＤを受信するタグＩＤ受信ステップと、前記携帯端末が、前記タグＩＤを前記利
用者ＩＤとともに前記サーバーに送信するタグＩＤ送信ステップと、前記サーバーが、前
記携帯端末から前記タグＩＤと前記利用者ＩＤを受信するタグデータ受信ステップと、前
記サーバーが、前記受信されたタグＩＤに対応するコンテンツを前記資料コンテンツ格納
装置から取得するコンテンツ取得ステップと、前記サーバーが、前記取得されたコンテン
ツを、前記利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして格納するコンテンツ格納
ステップとを含む。
【００３０】
　また、本発明のサーバーは、撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信し、また、タ
グから読み取られたタグ識別用のタグＩＤと該利用者ＩＤを送信する携帯端末と、前記タ
グの設置場所に関するコンテンツを前記タグＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ格
納装置と、に通信可能なサーバーであって、アルバムデータを格納するアルバム格納手段
と、前記携帯端末から、前記タグＩＤ、前記利用者ＩＤおよび前記撮影画像を受信する受
信手段と、前記受信手段が前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信すると、該撮影画像
を該利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム格納手段に格納
する撮影画像格納制御手段と、前記受信手段が前記タグＩＤおよび前記利用者ＩＤを受信
すると、該タグＩＤに対応するコンテンツを、前記資料コンテンツ格納装置から取得し、
該コンテンツを、該利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして、前記アルバム
格納手段に格納するコンテンツ格納制御手段とを含む。
【００３１】
　上記発明によれば、利用者が、撮影場所の近くに設置されているタグのタグＩＤをタグ
リーダーで読み取り、携帯端末からタグＩＤを利用者ＩＤとともにサーバーに送信し、ま
た、携帯端末から撮影画像を利用者ＩＤとともにサーバーに送信すれば、サーバーは、そ
の撮影場所に関するコンテンツと撮影画像とを関連づけて格納する。
【００３２】
　このため、利用者は、観光地などでも、あらかじめ用意された高品質の画像データまた
は文章などのコンテンツを簡単に獲得でき、そのコンテンツをアルバムデータとして用い
ることが可能になる。よって、利用者は高品質のアルバムを簡単に作成することが可能に
なる。
【００３３】
　また、本発明のプログラムは、撮影画像と利用者識別用の利用者ＩＤを送信し、また、
タグから読み取られたタグ識別用のタグＩＤと該利用者ＩＤを送信する携帯端末と、前記
タグの設置場所に関するコンテンツを前記タグＩＤに対応づけて格納する資料コンテンツ
格納装置と、に通信可能なコンピュータに、アルバム作成処理を実行させるプロクラムで
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あって、前記携帯端末から前記撮影画像および前記利用者ＩＤを受信する撮影画像受信処
理と、前記受信された撮影画像を前記受信された利用者ＩＤに対応づけてアルバムデータ
として格納する撮影画像格納処理と、前記携帯端末から前記タグＩＤおよび前記利用者Ｉ
Ｄを受信するタグＩＤ受信処理と、前記受信されたタグＩＤに対応するコンテンツを、前
記資料コンテンツ格納装置から取得する取得処理と、前記取得されたコンテンツを、前記
受信された利用者ＩＤに対応づけて、前記アルバムデータとして格納するコンテンツ格納
処理と、を含むアルバム作成処理を、前記コンピュータに実行させる。
【００３４】
　上記発明によれば、上記アルバム作成処理をコンピュータに実行させることが可能にな
る。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、利用者が、自己が作成した撮影画像に、あらかじめ用意されているコ
ンテンツを加えたアルバムを容易に作成でき、このため、利用者は、高画質の写真または
詳細な説明文などのコンテンツを含む、高品質のアルバムを簡単に製作することが可能に
なることである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００３７】
　まず、本実施形態の概要を説明する。図１は、本発明の一実施形態のアルバム作成シス
テムの概要を示すブロック図である。
【００３８】
　図１において、アルバム作成システムは、タグ001と、受付端末100と、タグリーダー11
0と、印刷タグリーダー120と、タグリーダー130と、携帯端末200と、サーバー300と、印
刷端末400と、資料コンテンツ格納装置800とを含む。
【００３９】
　タグ001と携帯端末200は、１対の機器として、個人（エンドユーザ、利用者）に常時携
帯されている。タグ001には、タグ識別用のタグIDが記録されている。携帯端末200には、
利用者識別用の利用者IDが記録されている。
【００４０】
　本実施形態では、携帯端末200として、電子メールを利用可能なカメラ付き携帯電話機
が用いられる。この場合、カメラ付携帯電話機200のメールアドレス204が、利用者IDとし
て使用される。なお、メールアドレス204は、携帯端末200識別用の携帯端末IDにもなる。
【００４１】
　タグリーダー110には、タグリーダー識別用のリーダー識別データ（リーダーID）112が
記録されている。
【００４２】
　資料コンテンツ格納装置800は、リーダー識別データ112と、そのリーダー識別データ11
2にて特定されるタグリーダー110の設置場所に関するコンテンツと、を関連づけて格納す
る資料コンテンツDB320を有する。
【００４３】
　利用者は、タグ001を受付端末100のタグリーダー130にかざしてタグIDを読み込ませ、
受付端末100にカメラ付携帯電話機200のメールアドレス204を登録することにより、タグ0
01（タグID）とカメラ付き携帯電話機200（メールアドレス204）を対応づける。
【００４４】
　タグ001（タグID）とカメラ付き携帯電話機200（メールアドレス204）との対応関係は
、受付端末100からサーバー300に送信され、サーバー300は、その対応関係を格納する。
【００４５】
　次に、利用者は、カメラ付携帯電話機200で写真を撮影し、その後、その撮影画像にコ
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メントを付加する。利用者は、コメントが付加された撮影画像をメールアドレス204とと
もにカメラ付携帯電話機200からサーバー300に送信する。
【００４６】
　サーバー300は、コメントが付加された撮影画像を受信すると、メールアドレス204に対
応づけられた利用者別アルバムコンテンツDB330に、順次、それらをアルバムデータとし
て蓄積していく。
【００４７】
　次に、利用者は、観光ポイントなどに設置されたタグリーダー110にタグ001をかざして
タグIDを読み込ませる。読み込まれたタグIDは、タグリーダー110からサーバー300に送信
される。
【００４８】
　サーバー300は、資料コンテンツ格納装置800内の資料コンテンツDB320から、タグリー
ダー110が設置されている場所に対応した画像やテキスト等のコンテンツを特定し、その
コンテンツを利用者別アルバムコンテンツDB330のアルバムデータに複製追加していく。
【００４９】
　利用者は、例えば旅行中、自分でコンテンツを制作する作業と、各観光ポイントでおの
おののタグリーダー110に対しタグ001のタグIDを読み込ませる動作を繰り返す。
【００５０】
　その後、利用者が、印刷端末400に接続された印刷タグリーダー120にタグ001のタグID
を読み込ませると、タグIDがサーバー300に送信される。
【００５１】
　サーバー300は、タグIDに基づいて利用者（メールアドレス204）を特定すると、利用者
別アルバムコンテンツDB330に蓄積されている、その利用者のアルバムデータを印刷端末4
00に送信する。
【００５２】
　印刷端末400は、そのアルバムデータをアルバム形式に編集して、その編集結果を印刷
する。
【００５３】
　なお、タグリーダー110と資料コンテンツ格納装置800は、例えば自治体1001にて管理さ
れ、サーバー300は、例えばＩＳＰ1002にて管理され、印刷タグリーダー120と印刷端末40
0は、例えばアルバム印刷業者1003にて管理され、タグ001と、受付端末100と、タグリー
ダー130と、カメラ付携帯電話機200は、例えば利用者1004にて管理される。
【００５４】
　次に、本実施形態について、より詳細に説明する。
【００５５】
　図２は、本実施形態の構成を示すブロック図である。なお、図２において、図１に示し
たものと同一のものには同一符号を付してある。
【００５６】
　図２において、受付端末100は、タグ利用者対応手段101と、送信手段102とを含む。
【００５７】
　タグ利用者対応手段101は、タグ001のタグIDと、カメラ付携帯端末200を特定する情報
（メールアドレス204）と、を関連づけた対応表103を生成する。
【００５８】
　送信手段102は、サーバー300に対し通信網700を介して対応表103を送信する。
【００５９】
　カメラ付携帯端末200は、メールアドレス格納部204aと、撮影手段201と、テキスト入力
手段202と、送信手段203とを含む。
【００６０】
　メールアドレス格納部204aは、メールアドレス204を格納する。
【００６１】
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　撮影手段201は、カメラを有し、そのカメラの機能を使って撮影を行い、画像データ（
撮影画像）211を生成する。
【００６２】
　テキスト入力手段202は、例えば入力ボタンで、撮影した画像に対してテキスト入力を
受け付け、テキストデータ212を生成する。
【００６３】
　送信手段203は、画像データ211とテキストデータ212をメールアドレス204とともに携帯
通信網600を介してサーバー300に送信する。
【００６４】
　タグリーダー110は、例えば、観光地ごとに設置され、リーダー識別データ格納部112a
と、タグデータ・リーダー識別データ送信手段111を含む。
【００６５】
　リーダー識別データ格納部112aは、タグリーダー110が固有に有しているリーダー識別
データ112を格納する。
【００６６】
　タグデータ・リーダー識別データ送信手段111は、タグ001に記載されているタグIDを読
み込み、そのタグIDとリーダー識別データ112を、通信網500を介してサーバー300に送信
する。
【００６７】
　なお、タグリーダー110は１つの観光地に１台ずつ設置されてもよいし、１つの観光地
に複数台設置されてもよい。なお、１つの観光地に複数台のタグリーダー110が設置され
る場合、資料コンテンツ格納装置800で管理されている、各タグリーダー110に対応するコ
ンテンツは、互いに異なることが望ましい。
【００６８】
　資料コンテンツ格納装置800内の資料コンテンツDB320は、タグリーダー110が設置され
ている場所に関連する資料画像コンテンツ321および資料テキストコンテンツ322を、各タ
グリーダー110のリーダー識別データ112に対応づけて格納する。
【００６９】
　サーバー300は、インターネットなどの通信網からアクセス可能であり、対応表構築手
段309と、タグデータ受信手段301と、利用者判定手段302と、利用者別アルバムコンテン
ツDB330と、個人コンテンツ受信手段304と、対応コンテンツ選択手段303と、印刷利用者
特定手段307と、アルバムデータ送信手段308と、対応表格納部310aとを含む。
【００７０】
　対応表構築手段309は、受付端末100のタグ利用者対応手段101から得られる対応表103を
蓄積して対応表310を生成する。
【００７１】
　対応表格納部310aは、対応表310を格納する。
【００７２】
　個人コンテンツ受信手段304は、カメラ付き携帯端末200から送信された画像データ211
、テキストデータ212およびメールアドレス204を受信し、利用者別アルバムコンテンツDB
330に、画像データ211およびテキストデータ212を、メールアドレス204と関連づけてアル
バムデータとして格納する。
【００７３】
　タグデータ受信手段301は、タグリーダー110から送信されるタグIDとリーダー識別デー
タ112を受信する。
【００７４】
　利用者判定手段302は、受信したタグIDを用いて対応表310を検索し、タグIDに関連づけ
られた利用者（メールアドレス204）を特定する。
【００７５】
　対応コンテンツ選択手段303は、リーダー識別データ112で特定された場所の資料画像コ
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ンテンツ321および資料テキストコンテンツ322を、資料コンテンツ格納装置800内の資料
コンテンツDB320から取得する。
【００７６】
　対応コンテンツ選択手段303は、その取得された資料画像コンテンツ321および資料テキ
ストコンテンツ322を、利用者判定手段302で判定された利用者の利用者別アルバムコンテ
ンツDB330に、その利用者を特定するメールアドレス204と関連づけて、アルバムデータと
して追加格納する。
【００７７】
　印刷利用者特定手段307は、印刷端末400からタグ001のタグIDをインターネット等の通
信網700を経由して受信し、そのタグIDに対応する利用者（メールアドレス204）を、対応
表310を用いて特定する。
【００７８】
　アルバムデータ送信手段308は、印刷利用者特定手段307により特定された利用者（メー
ルアドレス204）の利用者アルバムコンテンツDB330に格納されているアルバムデータ、具
体的には、アルバムコンテンツDB330に、その特定されたメールアドレス204に関連づけて
格納されているアルバムデータを、格納された順に順次、印刷端末400に、インターネッ
ト等の通信網700を経由して送信する。
【００７９】
　印刷端末400には、印刷タグリーダー120が接続されている。
【００８０】
　印刷タグリーダー120は、利用者のタグ001からタグIDを読み込むと、そのタグIDを印刷
端末400に送信するタグデータ送信手段121を有する。
【００８１】
　印刷端末400は、タグデータ送信手段401と、アルバム印刷手段402とを含む。
【００８２】
　タグデータ送信手段401は、印刷タグリーダー120からタグIDを受信し、インターネット
等の通信網700を経由してタグIDをサーバー300に送信する。
【００８３】
　アルバム印刷手段402は、サーバー300のアルバムデータ送信手段308から受信する画像
コンテンツ（アルバムデータ）331とテキストコンテンツ（アルバムデータ）332を、受信
順に印刷してアルバム410を生成する。
〔実施例〕
　次に、本発明を実施するための実施例ついて図面を参照して詳細に説明する。
【００８４】
　以下では、利用者が、カメラ付き携帯電話機200とタグ001を所持して旅行を行う場合を
想定する。
【００８５】
　図３は、タグ001と携帯端末200の対応をとる動作を説明するための構成図である。なお
、図３において、図２に示したものと同一のものには同一符号を付してある。
【００８６】
　図３において、タグ001は、RFIDなどの非接触ICにより構成される。タグ001は、非接触
ICに限らず適宜変更可能であり、例えば、磁気カード、または、一次元バーコードあるい
は二次元バーコードが印刷された印刷物でもよい。
【００８７】
　携帯端末200の一例として、カメラ付き携帯電話機が用いられる。なお、携帯端末200は
、カメラ付き携帯電話機に限らず、デジタルカメラで撮影した映像（撮影画像）を通信可
能な、携帯電話機またはポータブルのパーソナルコンピュータで代替することもできる。
【００８８】
　また、カメラ付き携帯電話機200の利用者を特定する情報、さらに言えば、アルバム作
成システムの利用者を特定する情報として、携帯電話機のメールアドレス204が用いられ
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る。なお、利用者を特定する情報は、メールアドレス204に限らず、例えば、サーバー300
の管理者から付与されたユーザIDが用いられてもよい。この場合、ユーザIDは、メールア
ドレス204の代わりに格納部204aに格納される。
【００８９】
　受付端末100は、例えばPCであり、インターネットなどの通信環境に接続可能である。
受付端末100は、タグ001がRFIDの場合はRFIDリーダー、タグ001が磁気カードの場合は磁
気カードリーダー、タグ001が一次元バーコードまたは二次元バーコードの場合はバーコ
ードリーダーをそれぞれ接続可能である。
【００９０】
　なお、携帯端末200として、タグ内蔵の携帯電話機が用いられた場合（例えばFeliCa携
帯電話機など）は、タグ001として、携帯電話機に内蔵されているタグを利用できる。
【００９１】
　次に、動作を説明する。
【００９２】
　利用者Xは、タグ001をタグリーダー130に読み込ませ、タグ001に記載されたタグID（１
００１）を受付端末100に入力するとともに、カメラ付き携帯電話機200のメールアドレス
（user@album.jp）を受付端末100に入力する。
【００９３】
　受付端末100のタグ利用者対応手段１０１は、タグIDとメールアドレスを受け付けると
、対応表103として、＜１００１：user@album.jp＞の対応データを生成し、その対応表10
3を、通信網700を経てサーバー300に送信する。
【００９４】
　利用者は、この操作を、旅行を始める前に行う。
【００９５】
　図４は、利用者Xがアルバムコンテンツを生成していく動作を説明するための構成図で
ある。なお、図４において、図２に示したものと同一のものには同一符号を付してある。
【００９６】
　利用者Xは、観光地などを移動しながら、観光地ポイントＡ地点で、カメラ付き携帯電
話機200の撮影手段201を用いて、そこの風景等を撮影し画像データＡを作成する。
【００９７】
　また、利用者Xは、カメラ付き携帯電話機200のテキスト入力手段202を使って、その場
の感想等のコメントなどを記したテキストデータＡを作成する。
【００９８】
　利用者Xは、カメラ付き携帯電話機200の送信手段203を用いて、通信網600経由で、画像
データＡとテキストデータＡとカメラ付き携帯電話機200のメールアドレス204をサーバー
300に送信する。
【００９９】
　なお、撮影手段201は、カメラ付き携帯電話機200のカメラ機能で実現され、テキスト入
力手段202は、テンキー入力による日本語入力などの機能で実現され、送信手段203は、i
モードなど携帯電話機のデータ通信手段により実現される。
【０１００】
　このポイントＡ地点にはタグリーダー110Ａが設置されており、タグリーダー110Ａは、
タグIDを読み込む機能の他に、タグリーダー固有に付与されたリーダー識別データ102で
ある＜R-a＞を機器の内部に保有している。なお、＜R-a＞は、ポイントＡ地点に対応する
。
【０１０１】
　タグリーダー110Ａでは、タグデータ・リーダー識別データ送信手段111は、タグ001か
らタグID＜１００１＞を読み込むと、リーダー識別データ112とタグIDとの対のデータ＜R
-a:1001＞を、インターネットまたは公衆回線などの通信網500を用いて、サーバー300に
送信する。
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【０１０２】
　なお、受付端末100の場合と同じく、タグ001は、RFID、磁気カード、バーコード、また
は、携帯電話内のタグであってもかまわない。
【０１０３】
　次に、利用者XがポイントＢ地点でも同様の動作を繰り返すと、ポイントＢに設置され
ているタグリーダー110Ｂは、＜R-b:1001＞というデータをサーバー300に対して送信する
。なお、＜R-b＞は、ポイントＢ地点に対応する。
【０１０４】
　図５は、資料コンテンツ格納装置800の資料コンテンツDB320の具体的な例を示した説明
図である。
【０１０５】
　資料コンテンツDB320は、タグリーダー110が設置された各ポイント323で得ることがで
きる特有の画像321と、それを説明するテキストデータ322から構成されている。
【０１０６】
　資料コンテンツDB320に格納されている画像321は、真夜中しか見られないなどの時間的
制約、動物の出現などの偶発的制約、居住者しか公開されていないなどの閲覧制約など、
利用者がそのポイントに居たとしても、必ずしも撮影することができない写真や、プロの
写真家が撮影したクオリティの高い写真、イラストなどで構成されている。
【０１０７】
　おのおのの画像321とテキストコンテンツ322は、タグリーダー110が設置されている観
光地ポイント323、具体的には、その観光地ポイントに設定されているタグリーダー110の
リーダー識別データ112に関連づけて格納されている。
【０１０８】
　例では、ポイントAでは、季節によりツキノワグマが見られることから、ツキノワグマ
が出現したときの画像と、その説明文が、画像データとテキストデータで格納されている
。これらの画像は、利用者がポイントAに来ても必ず撮影できるというものではなく、ポ
イントAをアルバムに掲載する場合に、アルバムの品質を高める役割を果たす。
【０１０９】
　図６は、サーバー300内の利用者別アルバムコンテンツDB330の具体的な例を示した説明
図である。
【０１１０】
　サーバー300の個人コンテンツ受信手段304は、図４で観光地ポイントAから送信された
、画像データAとテキストデータAとメールアドレス＜user@album.jp＞とを受信すると、
画像データAとテキストデータAを、メールアドレス＜user@album.jp＞に関連づけてアル
バムコンテンツDB330に格納する。
【０１１１】
　次に、利用者Xがタグ001のタグIDをタグリーダー110Ａに読み込ませ、タグリーダー110
Ａが＜R-a:1001＞のデータをサーバー300に送信すると、サーバー300のタグデータ受信手
段301が＜R-a:1001＞のデータを受信する。
【０１１２】
　続いて、利用者判定手段302は、対応表310を参照して、タグID＜１００１＞と対応する
メールアドレス＜user@album.jp＞を認識する。
【０１１３】
　また、対応コンテンツ選択手段303は、受信された＜R-a＞より、タグIDを読み込まされ
た地点がAであることを認識する。
【０１１４】
　続いて、対応コンテンツ選択手段303は、ポイントAに対応する資料コンテンツ＜熊の画
像と、「○○自然公園のツキノワグマ　公園内には約100頭が生息しており、秋は川を遡
上する鮭などを捕獲して・・・・」＞というコンテンツを、資料コンテンツ格納装置800
から取得し、そのコンテンツを、利用者判定手段302が認識したメールアドレス＜user@al
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bum.jp＞に関連づけて、アルバムコンテンツDB330の次のレコードに格納する。
【０１１５】
　続いて、利用者Xが観光地ポイントBで同様の動作を繰り返すと、利用者XがポイントBで
撮影した画像データBとテキストデータBが、さらに次のレコードに格納され、つづいて資
料コンテンツの観光地ポイントBに対応したコンテンツが格納される。
【０１１６】
　なお、利用者が撮影した画像やテキストと資料コンテンツが１対になる必要はなく、例
えば、ポイントCでは、利用者が撮影した画像データだけ、ポイントDでは資料コンテンツ
だけという場合も、サーバー300は、携帯電話機もしくはポイントに設置されたタグリー
ダー110からのデータを受信すると、それらをメールアドレス＜user@album.jp＞に関連づ
けて、アルバムコンテンツDB330に順次追加していく。
【０１１７】
　図７は、利用者Xが、利用者別アルバムコンテンツDB330に格納したコンテンツを印刷形
式のアルバムとして出力する動作を説明するための構成図である。なお、図７において、
図２に示したものと同一のものには同一符号を付してある。
【０１１８】
　利用者Xは、アルバム印刷が可能な店舗等へ移動し、そこに設置してある印刷タグリー
ダー120にタグ001のタグIDを読み込ませる。印刷タグリーダー120は印刷端末400に接続さ
れている。印刷タグリーダー120と印刷端末400も、RFIDリーダーとPCなどの組み合わせで
実現される。
【０１１９】
　印刷タグリーダー120のタグデータ送信手段121が、タグID＜１００１＞を印刷端末400
に送ると、印刷端末400のタグデータ送信手段401は、通信網700を経由してサーバー300に
タグID＜１００１＞を送信する。
【０１２０】
　サーバー300の利用者特定手段307は、対応表310を用いて、タグID＜１００１＞に対応
する＜user@album.jp＞メールアドレスを認識し、アルバムデータ送信手段308に対して、
利用者Xの利用者別アルバムコンテンツDB320のデータ、具体的には、＜user@album.jp＞
に関連づけられたアルバムデータを印刷端末400に対して送信するよう指示を出す。
【０１２１】
　アルバムデータ送信手段400は、図６に示される、利用者Xの利用者別アルバムコンテン
ツDB320、具体的には、＜user@album.jp＞に関連づけられたアルバムデータを、格納され
た順に、タグデータを送信してきた印刷端末400に送信する。
【０１２２】
　印刷端末400のアルバム印刷手段402は、受信した利用者別アルバムコンテンツDB330の
データを印刷レイアウトに変換し、紙媒体に印刷する。
【０１２３】
　図８は、印刷レイアウトに変換されたアルバムイメージを示した説明図である。
【０１２４】
　アルバム印刷手段402では、利用者Xが作成した画像データと、資料コンテンツDB320の
コンテンツとが、アルバムコンテンツDB330に格納された順番に従ってレイアウトされ、
印刷製本される。
【０１２５】
　同様のシステム構成で、旅行における旅行アルバム製作だけでなく、美術館、博物館、
展示会場などにおいて、利用者が撮影した写真とコメントと、主催者が用意している資料
画像と資料テキストが混在した調査資料の作成が容易に行える。
【０１２６】
　本実施形態によれば、利用者は、撮影場所の近くに設置されているタグリーダー110に
タグ001のタグIDを読み取らせ、携帯端末200から撮影画像をサーバー300に送信すれば、
サーバー300は、その撮影場所に関するコンテンツと撮影画像とを関連づけて格納する。
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【０１２７】
　このため、個人が作成するアルバムでも、高品質の画像データと文章を、自らが作成し
たコンテンツと混在表示させることによって、アルバムの完成度を高めることができる。
また、観光地などにおいて、利用者が欲するコンテンツを有償販売することが可能になる
。
【０１２８】
　また、例えば、コンテンツを、利用者のアルバムに組み込み可能な形式で獲得する方法
が、タグをコンテンツが得られる地点に設置してあるタグリーダーに読み込ませるという
行為で代替できるため、簡単に利用者が居る場所に関するコンテンツを獲得できることで
ある。
【０１２９】
　また、本実施形態では、サーバー300は、コメント付のアルバムデータを格納する。こ
のため、利用者は、コメント付のアルバムを簡単に作成することができる。
【０１３０】
　また、本実施形態では、サーバー300は、印刷端末400からタグIDを受け付けると、その
タグIDに関連づけられたアルバムデータを印刷端末400に提供し、印刷端末400は、そのア
ルバムデータを印刷する。このため、利用者は、アルバムデータを、容易に印刷すること
が可能になる。
【０１３１】
　以上説明した実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構
成に限定されるものではない。
【０１３２】
　例えば、上記実施形態では、利用者が、観光地等に設置されたタグリーダー110に、タ
グのタグIDを読ませるようにしたが、観光地等にタグが設置され、利用者がタグリーダー
でタグからタグIDを読み取り、そのタグIDを携帯端末からサーバーに送信してもよい。こ
の場合、タグリーダーは、携帯端末に接続されていてもよいし、携帯端末に含まれていて
もよい。
【０１３３】
　図９は、この場合の動作を説明するための説明図である。
【０１３４】
　なお、この場合、図２に示したアルバム作成システムは、以下のように変形される。
【０１３５】
　資料コンテンツDB320には、タグの設置場所に関するコンテンツが、そのタグのタグID
に対応づけて格納される。
【０１３６】
　タグリーダーのタグデータ・リーダー識別データ送信手段111は、観光地に設置された
タグからタグIDを読み取り、そのタグIDを携帯端末200に送信する。
【０１３７】
　携帯端末200の送信手段203は、タグリーダーからタグIDを受け付け、また、タグIDを利
用者ＩＤとともに通信網600を介してサーバー300に送信し、また、撮影画像を利用者ＩＤ
とともに通信網600を介してサーバー300に送信する（図９参照）。
【０１３８】
　サーバー300は、携帯端末200から、タグID、利用者ＩＤおよび撮影画像を受信する受信
部を新たに有する。
【０１３９】
　個人コンテンツ受信手段304は、受信部が撮影画像および利用者ＩＤを受信すると、受
信部から撮影画像および利用者ＩＤを受け付け、その撮影画像をその利用者ＩＤに対応づ
けて、アルバムデータとして、アルバムコンテンツDB330に格納する。
【０１４０】
　対応コンテンツ選択手段303は、受信部がタグIDおよび利用者ＩＤを受信すると、その
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タグIDに対応するコンテンツを、資料コンテンツ格納装置800から取得し、そのコンテン
ツを、利用者ＩＤに対応づけて、アルバムデータとして、アルバムコンテンツDB330に格
納する。
【０１４１】
　この場合、利用者が、撮影場所の近くに設置されているタグのタグIDをタグリーダーで
読み取り、携帯端末200からタグIDを利用者ＩＤとともにサーバー300に送信し、また、携
帯端末200から撮影画像を利用者ＩＤとともにサーバー300に送信すれば、サーバー300は
、その撮影場所に関するコンテンツと撮影画像とを関連づけて格納する。
【０１４２】
　このため、利用者は、観光地などでも、あらかじめ用意された高品質の画像データまた
は文章などのコンテンツを簡単に獲得でき、そのコンテンツをアルバムデータとして用い
ることが可能になる。よって、利用者は高品質のアルバムを簡単に作成することが可能に
なる。
【０１４３】
　なお、サーバー300として、メモリを含むコンピュータが用いられ、このコンピュータ
が、そのメモリに格納されたプログラムを実行することによって、上記動作（処理）を実
行してもよい。
【０１４４】
　なお、本発明は、利用者が、移動中に自分で製作したコンテンツと、現地で用意されて
いる資料コンテンツを混在させた高品位のアルバムや資料を印刷物として製作する分野で
利用することができる。また、資料コンテンツをアルバム印刷するときに料金を課すこと
で、新たなコンテンツ販売の方法を創出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】本発明の実施形態の概要を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態を示すブロック図である。
【図３】タグと携帯端末の対応をとる構成図である。
【図４】利用者Xがアルバムコンテンツを生成していく動作を説明するための構成図であ
る。
【図５】サーバー300の資料コンテンツDB320の具体的な例を示している。
【図６】サーバー300内の利用者別アルバムコンテンツDB330の具体的な例を示している。
【図７】利用者Xが利用者別アルバムコンテンツDB330に格納したコンテンツを印刷形式の
アルバムとして出力するときの構成図である。
【図８】印刷レイアウトに変換されたアルバムイメージである。
【図９】利用者Xがアルバムコンテンツを生成していく他の動作を説明するための構成図
である。
【符号の説明】
【０１４６】
001    タグ
100    受付端末
101    タグ利用者対応手段
102    送信手段
103    対応表
110    タグリーダー
111    タグデータ・リーダー識別データ送信手段
112    リーダー識別データ
112ａ　リーダー識別データ格納部
120    印刷タグリーダー
121    タグデータ送信手段
200    カメラ付携帯端末
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201    撮影手段
202    テキスト入力手段
203    送信手段
204    メールアドレス
204ａ　メールアドレス格納部
300    サーバー
301    タグデータ受信手段
302    利用者判定手段
303    対応コンテンツ選択手段
304    個人コンテンツ受信手段
307    印刷利用者特定手段
308    アルバムデータ送信手段
309    対応表構築手段
310ａ　対応表格納部
320    資料コンテンツDB
321    資料画像コンテンツ
322    資料テキストコンテンツ
330    利用者別アルバムコンテンツDB
331    画像コンテンツ
332    テキストコンテンツ
400    印刷端末
401    タグデータ送信手段
402    アルバム印刷手段
410    アルバム
500    通信網
600    通信網
700    通信網
800    資料コンテンツ格納装置
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