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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバーに対して画像の記録領域と配信先の予約を行う予約ステップを有する第１の情
報機器と連携する第２の情報機器の制御方法であって、
　被写体像を撮影して撮影画像を取得する撮影モードか、上記撮影画像を再生する再生モ
ードか否かを判定する第１判定ステップと、
　上記第１判定ステップの結果、上記撮影モードでも上記再生モードでもない場合に、上
記サーバーに通信可能であるかを判定する第２判定ステップと、
　上記第２判定ステップの結果、上記サーバーに対して通信可能と判定された時に、上記
記録領域と配信先を示す情報画像と、上記撮影画像の両方の画像の送信を行う送信ステッ
プと、
　を備えたことを特徴とする第２の情報機器の制御方法。
【請求項２】
　上記第２の情報機器が再生モードの場合に、
　上記第２の情報機器が撮影した撮影画像を再生表示するステップと、
　上記サーバーの予約された記録領域および配信先と、上記表示された撮影画像を関連づ
けるステップと、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の第２の情報機器の制御方法。
【請求項３】
　上記予約ステップにおいて上記記録領域の予約を行うと、上記サーバーが上記記録領域
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予約を受けることによって上記記録領域用に付与されたアドレス情報を送信した結果を、
上記第１の情報機器が情報画像として取得し表示する取得・表示ステップと、
　上記第２の情報機器が上記表示を撮影する撮影ステップと、
　を、さらに有し、
　上記撮影ステップは、
　上記第１の情報機器が上記情報画像を表示し、上記第２の情報機器が上記情報画像を撮
影する際に、撮影モードを選択するステップと、
　上記選択された撮影モードを利用して上記第１の情報機器に表示された上記アドレス情
報に基づくアドレス表示を撮影するステップと、
　からなることを特徴とする請求項１に記載の第２の情報機器の制御方法。
【請求項４】
　上記送信ステップは、上記サーバーが、予約された上記記録領域に上記画像を記録した
時に、上記画像を上記配信先に配信するように、上記サーバーに画像送信することを特徴
とする請求項１に記載の第２の情報機器の制御方法。
【請求項５】
　上記取得・表示ステップにおいて、上記情報画像としての表示は、上記サーバーの記録
領域のアドレスを文字・数字を表した画像、または、記号やバーコード、ＱＲコード（登
録商標）等の二次元コード等で表現した画像であることを特徴とする請求項３に記載の第
２の情報機器の制御方法。
【請求項６】
　上記予約ステップにおいて、第２の情報機器は、本人認証用の情報を取得し、
　上記サーバーに画像アクセスがあった場合に、上記本人認証用の情報が一致しない場合
には、上記サーバーは上記撮影画像の再生を許可しない、
　ことを特徴とする請求項１に記載の第２の情報機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部と通信機能を有する第１の情報機器と第２の情報機器とが連携しながら
、第２の情報機器によって送信された情報を外部の記録装置の予め予約された記録領域に
記録するようにした該第２の情報機器の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットに接続された環境下のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などを用いて、
コンテンツを作成し、ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）など
に記事をアップロードするサービスは充実してきており、コンシューマージェネレーテッ
ドメディア（ＣＧＭ）と呼ばれ、新しいメディアの形で定着してきている。そして、移動
中などインターネットに接続しにくい環境であっても、メディア発信や閲覧を試みる人が
増加していることから、今後、こうしたサービスは、携帯電話の通信網と連携する方向で
進展していくと思われる。
【０００３】
　しかし、携帯電話などの操作部は小さく、また搭載された機能もシンプルなものが多い
ことから、ユーザーの希望するようなコンテンツを作成することは困難である。一方、デ
ジタルカメラで撮影した高画質の画像などを即座にネットワークを使って、特定領域にア
ップロードするのは大変な手間隙がかかってしまう。
【０００４】
　そこで、インターネットと非接続状態で作成されたコンテンツを、無線ＬＡＮを利用し
たインターネットへの接続サービスであるホットスポットや公衆無線ＬＡＮなどを通じて
ネットワークに接続し、サーバーなどの特定の領域に、特定の画像のみを記録したり、特
定の相手にのみ送信することが考えられる。しかし、単純にサーバーに記録するだけなら
ともかく、上述したような種々の処理を行うとすると、大変面倒であり、また即時性に欠
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ける場合が多い。
【０００５】
　また、近年、インターネットに簡単にアクセスできる技術が種々検討されており、例え
ば、文献１には、カメラによって撮像された画像から文字列を抽出し、その抽出された文
字列がＵＲＬであるか否かを判断し、ＵＲＬの場合にはそのアドレスにアクセスできるよ
うにしたＵＲＬ取得しシステムが開示されている。
【特許文献１】特開２００２－１６３６０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示の技術では、カメラ等の機器自体が、文字認識機能がないと、ＵＲＬ
を抽出することができず、装置が大型化し、また高価となってしまう。また、簡単にＵＲ
Ｌにアクセスすることができたとしても、特定の画像のみを記録したり、また場合によっ
ては特定のユーザーにアップロードしたコンテンツを配信することは、大変面倒であり、
また困難である。
【０００７】
　すなわち、カメラは撮影機能に特化した設計になっており、携帯電話のようにどこでも
ネットワークにアクセスできるような構成でもなく、またキーボードのような設定操作部
も有していない。このため、一般的なカメラでは、撮影することは簡単であっても、設定
操作部材を有さないことから、撮影現場で撮像画像を友人等に送信することは簡単なこと
ではない。
【０００８】
　本願発明は、このような事情を鑑みてなされたものであり、デジタルカメラで撮影され
た画像などのコンテンツを、外部の記録装置にデジタルカメラによって面倒な設定を行う
ことなく記録できる画像管理システムにおいて有効な携帯端末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】
【０００９】
　上記目的を達成するため第１の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、サーバーに
対して画像の記録領域と配信先の予約を行う予約ステップを有する第１の情報機器と連携
する第２の情報機器の制御方法であって、被写体像を撮影して撮影画像を取得する撮影モ
ードか、上記撮影画像を再生する再生モードか否かを判定する第１判定ステップと、上記
第１判定ステップの結果、上記撮影モードでも上記再生モードでもない場合に、上記サー
バーに通信可能であるかを判定する第２判定ステップと、上記第２判定ステップの結果、
上記サーバーに対して通信可能と判定された時に、上記記録領域と配信先を示す情報画像
と、上記撮影画像の両方の画像の送信を行う送信ステップと、を備えたことを特徴とする
。
　上記目的を達成するため第２の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、第１の発明
において、上記第２の情報機器が再生モードの場合に、上記第２の情報機器が撮影した撮
影画像を再生表示するステップと、上記サーバーの予約された記録領域および配信先と、
上記表示された撮影画像を関連づけるステップと、を有することを特徴とする。
　上記目的を達成するため第３の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、第１の発明
において、上記予約ステップにおいて上記記録領域の予約を行うと、上記サーバーが上記
記録領域予約を受けることによって上記記録領域用に付与されたアドレス情報を送信した
結果を、上記第１の情報機器が情報画像として取得し表示する取得・表示ステップと、上
記第２の情報機器が上記表示を撮影する撮影ステップと、をさらに有し、上記撮影ステッ
プは、上記第１の情報機器が上記情報画像を表示し、上記第２の情報機器が上記情報画像
を撮影する際に、撮影モードを選択するステップと、上記選択された撮影モードを利用し
て上記第１の情報機器に表示された上記アドレス情報に基づくアドレス表示を撮影するス
テップと、からなることを特徴とする。
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　上記目的を達成するため第４の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、第１の発明
において、上記送信ステップは、上記サーバーが、予約された上記記録領域に上記画像を
記録した時に、上記画像を上記配信先に配信するように、上記サーバーに画像送信するこ
とを特徴とする。
　上記目的を達成するため第５の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、第３の発明
において、上記取得・表示ステップにおいて、上記情報画像としての表示は、上記サーバ
ーの記録領域のアドレスを文字・数字を表した画像、または、記号やバーコード、ＱＲコ
ード（登録商標）等の二次元コード等で表現した画像であることを特徴とする。
　上記目的を達成するため第６の発明に係わる第２の情報機器の制御方法は、第１の発明
において、上記予約ステップにおいて、第２の情報機器は、本人認証用の情報を取得し、
上記サーバーに画像アクセスがあった場合に、上記本人認証用の情報が一致しない場合に
は、上記サーバーは上記撮影画像の再生を許可しない、ことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、デジタルカメラ等の第２の情報機器で撮影された高画質の画像などの
コンテンツを、外部の記録部に第２の情報機器によって面倒な設定を行うことなく記録で
きるようにした画像管理システムに有効な情報機器の制御方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面に従って本発明を適用した情報記録システムを用いて好ましい実施形態につ
いて説明する。本実施形態においては、インターネットのように、ホットスポットのよう
な特定環境下でしか接続することのできない第１の通信手段を有する機器（ここではデジ
タルカメラ）と、移動途中でも容易に通信網に接続することのできる第２の通信手段（こ
こでは携帯電話のネットワーク）を有する機器とから構成される。そして、第２の通信手
段の機器によって、第１の通信手段の機器で生成したコンテンツを格納するサーバー等の
領域を指定し、第１の通信手段がホットスポット等において、通信が確立したときに、指
定されたサーバー等の記録領域に前述のコンテンツを記録することができ、また、所定の
送り先にコンテンツを配信することも可能な構成となっている。
【００１２】
　本実施形態における情報記録システムの構成を、図１を用いて説明する。ユーザーＡの
使用するデジタルカメラ３は撮像機能を有し、これによって被写体を撮影し、画像８ａを
取得することができる。また、デジタルカメラ３は、ユーザーＡが使用する携帯電話４に
表示される画面２ｂを撮像することもできる。なお、この画面２ｂには、後述するように
、画像管理サーバー１に画像８ａを記録する領域（アドレス）が表示され、また必要に応
じて画像８ａを配信するユーザーＢの送信先が文字等によって表示される。また、このデ
ジタルカメラ３は、ホットスポット５に置かれた場合には、無線通信網およびインターネ
ットを介して、画像管理サーバー１にアクセスするための通信機能を有している。
【００１３】
　ユーザーＡが使用する携帯電話４は、基地局５ａを介し、携帯ネットワークを利用して
、画像管理サーバー１と接続可能である。画像管理サーバー１は携帯ネットワーク通信部
１ａによって、携帯電話４と通信が可能になっている。なお、携帯ネットワーク通信部１
ａは、画像管理サーバー１内に設けられていなくても良く、別のサーバーによって構成さ
れていても良い。また、画像管理サーバー１は携帯ネットワーク通信部１ａを介して、後
述するユーザーＢの携帯電話とも通信が可能となっている。
【００１４】
　画像管理サーバー１内には、前述の携帯ネットワーク通信部１ａと協働し、インターネ
ットを通じて外部のＰＣと通信を行なう通信部１ｂが設けられている。これらの携帯ネッ
トワーク通信部１ａおよび通信部１ｂに、アドレス付与部１ｆ、暗証部１ｈおよび画像判
定部１ｃが接続されている。
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【００１５】
　アドレス付与部１ｆは、携帯ネットワーク通信部１ａを介して画像の記録予約のために
アクセスしてきた携帯電話４に対して、後述する画像記録部１ｅの空き領域情報に基づい
てアドレスを付与する。この付与された記録領域のアドレスは、携帯ネットワーク通信部
１ａを介して携帯電話４に返信される。暗証部１ｈは、ユーザーＡがユーザーＢに対して
、画像の送信を許可する場合に、必要に応じて、ユーザーＢに対するアクセス時の暗証番
号等を付与する。この付与された暗証番号等は、記録領域用のアドレスをユーザーＡに返
信する際に、一緒に返信する。画像判定部１ｃは、通信部１ｂを介してデジタルカメラ３
が送信してきた画像の内容を判定する。このときの画像の中からアドレスを表す文字・数
字を判別する。
【００１６】
　また、画像管理サーバー１内には、アドレス検出部１ｄ、画像記録部１ｅおよび送信制
御部１ｇが設けられている。アドレス検出部１ｄは、受信した予約画像を画像判定部１ｃ
によって判定し、文字・数字列が含まれている場合に、その中から画像記録部１ｅのアド
レスの検出を行う。画像記録部１ｅは、デジタルカメラ３から送信されてきた画像８ａを
記録する記録領域であり、アドレス検出部１ｄによって検出されたアドレスに対応する記
録領域に画像を記憶する。
【００１７】
　送信制御部１ｇは、インターネットまたは携帯電話ネットワークを介して、ユーザーＢ
の携帯電話やＰＣ等の端末６に対して、ユーザーＡによる画像８ａの送信制御を行う。こ
の場合、ユーザーＡが事前にユーザーＢに画像８ａの記録されている画像記録部１ｅのア
ドレスを連絡している場合であって、ユーザーＢからそのアドレスにアクセスがあった場
合には、画像８ａに対応する画像８ｂをユーザーＢの端末６に配信する。
【００１８】
　なお、この場合、通信部１ｂが、ユーザーＡが指定した送り先を判定し、それに従って
、送信制御部１ｇは、携帯電話４の画面２ｂに表示されたユーザーＢ（画面２ｂで設定し
たＴｏ  Ｂさん）に対して、画像８ａが画像記録部１ｅに記録されると、この画像記録部
１ｅのアドレスをユーザーＢの端末６に自動的に送信するように構成してもよい。このと
き、誤った相手に送り、プライバシーが漏洩することを防止するために、暗証部１ｈが、
ユーザーＡの携帯４に暗証を送り、それを、ユーザーＡがユーザーＢの端末６に送ってい
ないと、その画像８ｂが再生されないように構成してもよい。
【００１９】
　次に、図２を用いて、この本実施形態における情報記録システムの操作について、説明
する。ユーザーＡ２０が、図２（ａ）に示すように、デジタルカメラ３を構え、被写体表
示用の表示パネル８を見ながら、レリーズスイッチ３ａを操作することにより被写体の画
像を取得する。
【００２０】
　続いて、ユーザーＡ２０は、図２（ｂ）に示すように、携帯電話４を操作し、撮影画像
の配信先を設定し、所定のサービスを行う画像管理サーバー１に送信する。これは、メー
ル形式で送信してもよいし、携帯電話サービスで行われているインターネットサービスを
介して行うものでもよい。
【００２１】
　この操作によって、所定のアドレスで表わされる画像管理サーバー１の画像記録部１ｅ
のメモリ領域が確保され、同時にその旨（予約表示）が携帯電話４に返信されてくる。こ
の時の返信画面を、図２（ｃ）に示すように、ユーザーＡ２０は、カメラ３によって撮影
する。この時、スイッチ３ｂを押しながら撮影を行うと、例えば、その前に撮影された画
像や再生された画像と、この画面が関連付けられるように構成しておく。このようにして
本実施形態における上述のサービスに送られる画像が決まる。
【００２２】
　通常、デジタルカメラ３はスタンドアロンで撮影に使われているが、ホットスポット５
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などにおいてネットワークに接続すると、画像管理サーバー１に対して画像送信が可能と
なる。デジタルカメラ３から送られた画像には、画像管理サーバー１から携帯電話４に送
信した予約表示画像が添付されているので、画像管理サーバー１は、それが先に確保した
画像記録部１ｅのメモリ領域に記憶する画像と判定し、指定されたメモリ領域に格納する
。
【００２３】
　次に、ユーザーＢへの画像の送信について、データの流れを示す図３を用いて説明する
。まず、デジタルカメラ３を所持するユーザーＡは、ユーザーＡの所持する携帯電話４を
用いて、画像記録領域と画像の配信先の予約を、画像管理サーバー１に対して行う。この
予約時における携帯電話４の画面は、例えば画面２ａのように、送信相手と送信画像を表
示する。画像管理サーバー１は、この予約処理を受けると、画像記録部１ｅの記録領域の
アドレスを示す画像２ｂを、ユーザーＡの携帯電話４に返信する（図３（ア）参照）。
【００２４】
　画像管理サーバー１から返信された記録領域のアドレスを示す画像２ｂは、携帯電話４
の表示部に表示可能であり、ユーザーＡは、この画像２ｂをカメラ３で撮影する（図３（
イ）参照）。携帯電話４は、予約時の画像２ａや記録領域アドレスを示す画像２ｂを表示
する表示部を有する。
【００２５】
　なお、カメラ３は、２通りの撮影モードのいずれかを選択可能で、一つは通常のカメラ
撮影である。この時は、通常のカメラと同様に、レリーズスイッチ３ａを操作することに
より被写体の撮影を行うことができる。他の撮影モードは、携帯電話４の画面を撮影する
モードである。このような撮影モードを設けているのは、デジタルカメラ３と携帯電話４
を関連付けさせるためである。即ち、カメラ３のスイッチ３ｂを操作しながら携帯電話４
の表示部に表示される画像の記録領域を表すアドレスを示す予約表示画像を撮影すること
により、アドレスを示す情報画像を取り込んでいる。
【００２６】
　次に、携帯電話４の予約表示を撮影したデジタルカメラ３の画像は、デジタルカメラ３
がホットスポット５に置かれる等によりネットに接続すると、画像管理サーバー１の画像
記録部１ｅの予約領域に記録される（図３（ウ）参照）。このとき、画像管理サーバー１
は、画像に添付されるアドレスを画像判定部１ｃおよびアドレス検出部１ｄによって検出
し、画像記録部１ｅの予約領域に記録を行う。
【００２７】
　前述したように、送信相手と送信画像は、携帯電話４によって事前に送信されているの
で（図３（ア）参照）、画像管理サーバー１の送信制御部１ｇは、送信相手と送信する画
像の情報に基づいて、ユーザーＢの携帯電話６（複数でも可）に、指定された画像を送信
する（図３（エ）参照）。
【００２８】
　図２および図３において説明した本実施形態における情報記録システムの動作手順は、
概ね次の通りである。
（１）コンテンツ作成用に画像入力を行う場合には、まずデジタルカメラ３を利用して撮
影操作を行う。
（２）携帯電話４を操作し、撮影した画像の記録を画像管理サーバー１に対して予約する
。
（３）画像管理サーバー１は記録予約に応じ、記録領域のアドレスを示す文字・数字列等
を画像で、携帯電話４に返信する。
【００２９】
　（４）ユーザーはデジタルカメラ３のスイッチ３ｂを操作しながら、レリーズスイッチ
３ａを操作する。これによって、携帯電話４の表示部に表示された配信先を示す予約表示
画像（情報画像）が撮影される。
（６）デジタルカメラ３が、ホットスポット５等において、通信可能な環境になると、こ
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のサービスを行う画像管理サーバー１に画像の送信制御が行われる。これによって、配信
先が関連付けられた画像が画像管理サーバー１に送信される。この画像は、すでに携帯電
話４で予約してある記録領域に格納される。
（７）画像管理サーバー１の送信制御部１ｇは、画像に添付されている配信先に基づいて
、画像記録部１ｅに格納された画像を端末６に送信し、ユーザーＢの端末６に画像８ｂが
表示される。なお、配信は画像８ｂに限らず、画像８ｂが記録されている画像記録部１ｅ
のアドレスでもよい。
【００３０】
　このように、ユーザーＡは、ネット接続環境下で面倒な手続きを行なわなくても、携帯
電話４が接続できる環境下なら、どこででも、撮影画像の記録領域の設定と、配信先の設
定を行っておくことができる。このためデジタルカメラ３は、画像の記録領域の設定や送
信先の設定を行なう必要がない。そしてデジタルカメラ３を、ホットスポット５のような
ネット接続できる環境におくだけで、簡単に画像をユーザーＢ等とシェアすることが可能
となる。
【００３１】
　このためデジタルカメラ３の内部・外部構成を単純化することができ、特別な設定部は
必要なく、デジタルカメラ３は、ホットスポット５等からの送信機能は必要であるが、特
殊な通信機能を具備する必要はないことから、撮影操作や撮影画質の向上に注力すること
ができる。また、ユーザーＢの操作を簡単にするために、ユーザーＡが送信先を設定する
だけで、ユーザーＢは、特段設定動作を必要はなく、簡単に画像を閲覧することができる
。
【００３２】
　次に、図４に示すフローチャートを用いて、デジタルカメラ３の制御動作について説明
する。まず、撮影を行うか否かについて判定を行う（Ｓ１）。レリーズスイッチ３ａが全
押しされている場合には、撮影動作を行うと判定し、デジタルカメラ３による撮影を行う
（Ｓ２）。撮影動作は、デジタルカメラ３内の撮像素子によって被写体像を光電変換し、
画像データを記録媒体に記録する。
【００３３】
　ステップＳ１の判定の結果、撮影動作ではない場合には、次に、再生動作を行うか否か
の判定を行なう（Ｓ１１）。この判定は、デジタルカメラ３の不図示の再生釦が操作され
たか否かによって行う。判定の結果、再生釦が操作された場合には、デジタルカメラ３に
設けられた液晶モニタ等の表示パネル８に、記録媒体等に記録されている画像データに基
づいて画像を表示する（Ｓ１２）。
【００３４】
　再生画像を見て、ユーザーが他のユーザーに送信を望む場合は、ユーザーは、前述した
ように、携帯電話４を介して画像管理サーバー１にアクセスし、その画像の記録領域のア
ドレスと送信先を表す画像を取得する。携帯電話４の画面上に表示される記録領域のアド
レスと配信先の情報画像を、デジタルカメラ４によって撮影したか否かを判定する（Ｓ１
３）。このアドレス等を表す情報画像を撮影する場合には、前述したように、スイッチ３
ｂを操作しながら行なうので、ステップＳ１３の判定は、スイッチ３ｂが操作されている
か否かを検出することによって行なう。
【００３５】
　判定の結果、情報画像の撮影を行った場合には、ステップＳ１２において再生表示され
た再生画像に対して配信先および記録領域アドレスの関連付けを行なう（Ｓ１４）。ステ
ップＳ１１の判定の結果、再生動作ではなかった場合には、ホットスポット５等において
通信可能な環境下にあるか否かの判定を行なう（Ｓ１５）。
【００３６】
　判定の結果、通信可能であれば、ステップＳ１４において、関連付けられた画像を画像
管理サーバー１に画像送信を行なう（Ｓ１６）。ここでは、前述したように、デジタルカ
メラ３の記録媒体に記録された撮影画像と、携帯電話４の画面２ｂ（図１、図３参照）か
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ら取得した配信先と記録領域を示すアドレスを示す情報画像を関連付けて送信する。なお
、無線や有線でネットワークに接続される環境であれば、ホットスポット５に限らない。
ステップＳ２、Ｓ１４、Ｓ１５、Ｓ１６での処理が終わると、メインルーチンに戻る。
【００３７】
　次に、図５に示すフローチャートを用いて、画像管理サーバー１の画像管理動作につい
て説明する。まず、インターネットを介して通信部１ｂに画像を入力したか否かの判定を
行なう（Ｓ１０１）。
【００３８】
　ステップＳ１０１の判定の結果、画像を入力した場合には、画像照合を行う（Ｓ１０２
）。入力画像は、配信先および記録領域のアドレスを表す情報画像と、撮影画像とが関連
付けられているので、画像判定部１ｃにおいて、これらの画像を分離し、先に送信した予
約表示と情報画像を照合し、記録領域と配信先を抽出する。
【００３９】
　続いて、これらの照合結果に従って、記録領域を決定する（Ｓ１０３）。すなわち、ス
テップＳ１０２において抽出されたアドレスに従って、撮影画像を記録する画像記録部１
ｅの領域を決定する。続いて、この決定した記録領域に撮影画像を記録する（Ｓ１０４）
。情報画像からの文字・数字列などを判定する場合には、一般的には誤差が大きいが、画
像管理サーバー１が自ら送信した画像と比較するので、通常の判定より格段に高い精度で
はんていすることが可能である。
【００４０】
　画像記録が終わると、次に、情報画像の照合結果（記録領域のアドレス）に基づいて、
配信予約がなされているか否かの判定を行なう（Ｓ１０５）。後述するステップＳ１１２
において、記録領域のアドレスと撮影画像の配信先を記憶しているので、判定の結果、配
信予約がなされている場合には、記憶した配信先に、指定された撮影画像を、送信制御部
１ｇを介して送信する（Ｓ１０６）。ユーザーＢは、その配信された画像を見て、ユーザ
ーＡが作成したコンテンツ（ここでは画像）を楽しむことができる。
【００４１】
　ステップＳ１０１における判定の結果、画像入力ではない場合は、ユーザーＡの携帯電
話４から記録予約がなされているか否かの判定を行う（Ｓ１１１）。これは、図３の（ア
）において示したように、携帯電話４から画像記録部１ｅに画像記録することの予約がな
されているか否かの判定である。
【００４２】
　判定の結果、記録予約がなされている場合には、指定送り先の記憶を行う（Ｓ１１２）
。ここでは、画像の記録を行う画像記録部１ｅの記録領域を表すアドレスを決定すると共
に、撮影画像の送り先の記憶を行なう。また、プライバシー保護のために、本人認証用の
暗証番号を設定する場合には、このステップで暗証番号を決定し、ユーザーＡに返信する
。なお、ここで記憶した記憶領域のアドレスと配信先の情報に基づいて、前述したステッ
プＳ１０６において、撮影画像を送信する。続いて、記録領域のアドレスと撮影画像の配
信先を表示した情報画像を返信する（Ｓ１１３）。
【００４３】
　ステップＳ１１１の判定の結果、記録予約ではない場合には、次に、撮影者とは異なる
ユーザーＢの端末６から、画像アクセスがあるか否かの判定を行なう（Ｓ１２１）。判定
の結果、画像アクセスがない場合には、前述のステップＳ１０１に戻り、前述のステップ
を繰り返す。
【００４４】
　ステップＳ１２１における判定の結果、画像アクセスがあった場合には、次に、暗証番
号が入力されているか否かの判定を行なう（Ｓ１２２）。判定の結果、暗証番号が一致し
ない場合には、前述のステップＳ１０１に戻り、画像表示を許可しない。一方、判定の結
果、暗証番号が一致した場合には、画像記録部１ｅの記録領域に記録されている撮影画像
の表示を許可し、ユーザーＢの端末６において、撮影画像８ｂの画像再生を行なう（Ｓ１
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２３）。暗証番号が一致する場合のみ画像再生を許可することにより、間違ったユーザー
に送られたりしてプライバシーが漏洩したりすることを防止することができる。
【００４５】
　次に、図６に示すフローチャートを用いて、携帯電話４の動作について説明する。まず
、図３（ア）に示した記録予約の操作を行なっているか否かの判定を行う（Ｓ２１）。こ
こでは、前述したように、画像管理サーバー１に画像配信先を予約する操作をユーザーが
行ったかどうかを判定する。
【００４６】
　ステップＳ２１の判定の結果、記録予約の操作を行っている場合には、画像管理サーバ
ー１の携帯ネットワーク通信部１ａにアクセスし、撮影画像の記録を予約する（Ｓ２２）
。このとき、他のユーザー（ユーザーＢ等）に撮影画像を送信したい場合には、撮影画像
の送信先も一緒に送信しても良い。
【００４７】
　ステップ２１の判定の結果、記録予約の操作を行っていない場合には、携帯電話４が外
部から受信しているか否かの判定を行なう（Ｓ２５）。判定の結果、受信している場合に
は、記録予約の受信か否かの判定を行なう（Ｓ２６）。判定の結果、記録予約の場合には
、受信した記録予約を表示する（Ｓ２７）。
【００４８】
　すなわち、画像管理サーバー１は、記録予約を受け付けると、撮影画像を記録する記録
領域のアドレスを表す画像２ｂを送り返すので、この画像２ｂを携帯電話４の表示画面に
表示する。なお、この画像２ｂは、前述したように、ユーザーＡのデジタルカメラ３によ
って撮影され（図４Ｓ２）、この画像２ｂは撮影画像８ａとともに、画像管理サーバー１
に送られる（図４Ｓ１６）。
【００４９】
　ステップ２６における判定の結果、記録予約の返信ではなかった場合には、携帯電話４
を使ったメールまたは電話と判断し、メールや通話など、通常の携帯電話の機能の受信モ
ードでの動作となる。
【００５０】
　ステップＳ２５における判定の結果、受信ではなかった場合には、その他の機能かを判
定し（Ｓ３５）、いずれでもない場合には、ステップＳ２１に戻る。一方、その他の機能
の場合には、メール作成や電話をかけるような一般的な携帯電話としての機能の利用が可
能となる（Ｓ３６）。
【００５１】
　このような本実施形態によれば、デジタルカメラ３に特別な設定部がなくとも、特定の
ユーザーに個々の画像を送ったり、一枚一枚の画像ごとに、閲覧可能な状態に記録したり
することが可能となる。すなわち、携帯電話４のように、各種キーを備え、また通信機能
が優れた装置を用いて、画像管理サーバー１に撮影画像の記録領域を予約している。そし
て、画像管理サーバー１は記録領域のアドレスを示す情報画像を携帯電話４に送信し、こ
の情報画像をデジタルカメラ３は撮影し、この情報画像と共に撮影画像を画像管理サーバ
ー１に送信している。このように、本実施形態では、携帯電話によって記録予約を行なう
ことができることから、デジタルカメラ３に効果で複雑な通信や設定機能を持たせる必要
がない。
【００５２】
　以上、説明したように本実施形態に係わる情報記録システムは、外部と通信機能を有す
る第1の情報機器（携帯電話４）と第２の情報機器（デジタルカメラ３）とが連携しなが
ら、第２の情報機器によって送信された情報（撮影画像）を外部の記録装置（画像管理サ
ーバー１）の予め予約された記録領域（画像記録部１ｅの記録領域）に記録するためのシ
ステムであって、記録部の記録領域を予約するための第１の情報機器（携帯電話４）と、
予約による確定した記録領域に関するアドレス情報を取得するとともに、情報を送信する
第２の情報機器（デジタルカメラ３）と、第２の情報機器から送信された情報をこのアド
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レス情報による指定される記録領域に記録する記録装置を備えている。
【００５３】
　本実施形態によれば、第２の情報機器は記録装置に対して記録領域の予約を行なうため
の複雑で高価な装置を持つことがなく、外部の記録装置の予約した記録領域に情報を記録
することができる。
【００５４】
　また、本実施形態によれば、第１の情報機器（携帯電話４）は記録装置（画像管理サー
バー１）にアクセス可能な携帯電話であり、第２の情報機器はホットスポット５を介して
記録装置にアクセスすることが可能なカメラ（デジタルカメラ３）である。このため、携
帯電話４の通信機能と各種キーによる設定機能を活かして、カメラの取得した情報を記録
することができ、またカメラは複雑かつ高価な装置とはならない。
【００５５】
　さらに、本実施形態によれば、第１の情報機器（携帯電話４）は情報を記録するための
記録領域を予約するとともに、情報の配信先を指定している（図６のＳ２２参照）。この
ため、情報の記録領域を簡単に設定できると共に、特定のユーザーの配信先も簡単に設定
できる。さらに、本実施形態によれば、記録装置（画像管理サーバー１）はさらに配信先
を表す情報に基づいて情報を配信するための情報配信部（送信制御部１ｇ）を備えている
。このため、個々のユーザーと情報を簡単に共有することができる。
【００５６】
　さらに、本実施形態によれば、第１の情報機器（携帯電話４）から送信された際に、本
人認証用の情報（暗証番号）を作成し、第１の情報機器に返信するための暗証部１ｈを備
えている。このため、他のユーザーから撮影画像の表示請求があった際に、誤って撮影画
像を表示することはなく、プライバシーの漏洩を防止することができる。
【００５７】
　なお、本実施形態においては、携帯電話４で記録予約する際に、送信先を画像管理サー
バー１に告知し、また暗証番号を取得しているが、単に撮影画像を画像管理サーバー１に
記録するだけで良いのであれば、これらの両方または一方を省略することができる。また
、配信先の設定と暗証番号の取得は、撮影画像の記録予約時に行っているが、別々のタイ
ミングで行なうようにしても良い。この場合には、図６のフローにおいて別途、設定し、
これをデジタルカメラ３で撮影するようにする。
【００５８】
　また、本実施形態においては、画像記録部１ｅの記録領域のアドレスを文字・数字を表
した画像で携帯電話４の表示面に表示しているが、文字・数字以外にも、記号やバーコー
ド、ＱＲコード（登録商標）等の二次元コード等の画像を表示するようにしても勿論構わ
ない。さらに、送信先は、携帯電話４から記録予約した際に、記憶するようにしているが
、これに限らず、デジタルカメラ３から送信される情報画像から判別するようにしても良
い。さらに、再生画像１コマごとに記録予約をせずに、サムネール画像を再生表示し、複
数の撮影画像をまとめて記録予約しても良い。
【００５９】
　さらに、本実施形態では、第１の情報機器として、携帯電話４を用いた例について説明
したが、これに限らず、携帯情報端末（ＰＤＡ）のように、通信機能や情報設定機能を有
する携帯端末であれば良い。また、第２の情報機器として、デジタルカメラ３を用いた例
について説明したが、デジタルカメラとしては、所謂コンパクトタイプでも一眼レフタイ
プのカメラのいずれでもよく、また、各種装置に取り付ける専用カメラでも良い。
【００６０】
　さらに、画像の格納先として、インターネット上のサイトを例に挙げて説明したが、こ
れに限らず、ネットワーク等の通信網を介して接続された画像格納用領域を持つシステム
であればよい。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
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【図１】本発明の一実施形態に係わる情報記録システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係わる情報記録システムの操作について説明する図である
。
【図３】本発明の一実施形態に係わる情報記録システムおいて、ユーザーＢに画像を送信
する際のデータの流れを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態において、カメラの制御を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態において、画像管理サーバーの画像管理を示すフローチャー
トである。
【図６】本発明の一実施形態において、携帯制御電話の制御を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００６２】
１・・・画像管理サーバー、１ａ・・・携帯ネットワーク通信部、１ｂ・・・通信部、１
ｃ・・・画像判定部、１ｄ・・・アドレス検出、１ｅ・・・画像記録部、１ｇ・・・送信
制御部、１ｈ・・・暗証部、２ａ・・・画面（画像）、２ｂ・・・画面（画像）、３・・
・デジタルカメラ、３ａ・・・レリーズスイッチ、３ｂ・・・スイッチ、４・・・携帯電
話、５・・・ホットスポット、５ａ・・・基地局、８・・・表示パネル、８ａ・・・画像
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