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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して伝送される撮影支援情報を利用して撮影支援を行う撮影支援システム
であって、
　前記通信回線に接続された撮影支援サーバと、
　前記通信回線を介して前記撮影支援サーバと情報の送受信が可能であり、かつデジタル
カメラと接続可能な携帯端末とを含み、
　前記撮影支援情報は、撮影地点指示情報又は撮影対象指示情報の少なくとも一方を含ん
でおり、
　前記携帯端末は、前記デジタルカメラによって撮影された任意の枚数の撮影画像を特定
する画像特定情報を前記撮影支援サーバに送信するものであり、
　前記撮影支援サーバは、前記携帯端末からの送信要求の受信時に前記撮影支援情報を当
該携帯端末に送信するとともに、前記撮影支援情報を送信済の前記携帯端末からの前記画
像特定情報の受信時に、次の前記撮影支援情報を当該携帯端末に送信するものであり、
　前記携帯端末が送信する前記画像特定情報は、前記携帯端末に接続されたデジタルカメ
ラから得られるものである撮影支援システム。
【請求項２】
　請求項１記載の撮影支援システムであって、
　前記画像特定情報は、前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報である撮影支援シス
テム。
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【請求項３】
　請求項１記載の撮影支援システムであって、
　前記画像特定情報は、前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報の付帯情報である撮
影支援システム。
【請求項４】
　請求項３記載の撮影支援システムであって、
　前記付帯情報は、撮影地点情報を含む撮影支援システム。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれか１項記載の撮影支援システムであって、
　前記携帯端末は、位置検出機能を有し、前記画像特定情報を前記撮影支援サーバに送信
するに際して、前記位置検出機能によって得た位置情報を合わせて送信するものである撮
影支援システム。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれか１項記載の撮影支援システムであって、
　前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域の複数箇所には、前記携帯端末又は前
記デジタルカメラの存在を検知し、前記存在検知時に存在検知信号を前記撮影支援サーバ
に送信する通信装置が設置され、
　前記撮影支援サーバは、前記画像特定情報と前記存在検知信号を受信した時に前記撮影
支援情報を前記携帯端末に送信するものである撮影支援システム。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項記載の撮影支援システムであって、
　前記撮影支援情報に基づいて撮影された撮影画像情報を編集する画像編集装置をさらに
含み、
　前記画像編集装置は、前記撮影支援情報に含まれる撮影地点指示情報又は撮影対象指示
情報に関連した画像情報又はテキスト情報を含む編集を行うものである撮影支援システム
。
【請求項８】
　請求項７記載の撮影支援システムであって、
　前記画像編集装置によって得られる編集画像は、前記撮影画像情報に基づく画像を、前
記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域のエリアマップの、前記撮影支援情報に対
応する位置にマッピングした画像である撮影支援システム。
【請求項９】
　請求項７記載の撮影支援システムであって、
　前記撮影支援情報は、撮影地点又は撮影対象を間接的に示すヒント情報であり、
　前記画像編集装置によって得られる編集画像は、前記ヒント情報に基づく撮影地点又は
撮影対象を示す情報を含む画像である撮影支援システム。
【請求項１０】
　請求項７ないし９のいずれか１項記載の撮影支援システムであって、
　前記撮影支援サーバは、前記画像編集装置を兼ねる撮影支援システム。
【請求項１１】
　通信回線を介して携帯端末に撮影支援情報を送信する撮影支援サーバであって、
　前記携帯端末は、デジタルカメラと接続可能であり、
　前記撮影支援情報は、撮影地点指示情報又は撮影対象指示情報の少なくとも一方を含ん
でおり、
　前記携帯端末から前記撮影支援情報の送信要求を受信した時に、当該携帯端末に前記撮
影支援情報を送信するとともに、前記撮影支援情報を送信済の前記携帯端末から前記デジ
タルカメラによって撮影された任意の枚数の撮影画像を特定する画像特定情報を受信した
時に、当該送信済の前記携帯端末に次の前記撮影支援情報を送信する撮影支援サーバ。
【請求項１２】
　請求項１１記載の撮影支援サーバであって、
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　前記画像特定情報は、前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報である撮影支援サー
バ。
【請求項１３】
　請求項１１記載の撮影支援サーバであって、
　前記画像特定情報は、前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報の付帯情報である撮
影支援サーバ。
【請求項１４】
　請求項１３記載の撮影支援サーバであって、
　前記付帯情報は、撮影地点情報を含む撮影支援サーバ。
【請求項１５】
　請求項１１ないし１３のいずれか１項記載の撮影支援サーバであって、
　前記携帯端末は、位置検出機能を有し、
　前記画像特定情報とともに、前記位置検出機能によって得た位置情報を合わせて受信す
る撮影支援サーバ。
【請求項１６】
　請求項１１ないし１３のいずれか１項記載の撮影支援サーバであって、
　前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域の複数箇所に設置された、前記携帯端
末又は前記デジタルカメラの存在を検知機能を有する通信装置からの存在検知信号と、前
記画像特定情報を受信した時に前記撮影支援情報を前記携帯端末に送信する撮影支援サー
バ。
【請求項１７】
　請求項１１ないし１６のいずれか１項記載の撮影支援サーバであって、
　前記撮影支援情報に基づいて撮影された撮影画像情報を編集する画像編集機能を有し、
　前記画像編集機能によって得られる編集画像は、前記撮影支援情報に含まれる撮影地点
指示情報又は撮影対象指示情報に関連した画像情報又はテキスト情報を含む画像である撮
影支援サーバ。
【請求項１８】
　請求項１７記載の撮影支援サーバであって、
　前記編集画像は、前記撮影画像情報に基づく画像を、前記撮影支援情報に基づいて撮影
を行う撮影領域のエリアマップの、前記撮影支援情報に対応する位置にマッピングした画
像である撮影支援サーバ。
【請求項１９】
　請求項１７項記載の撮影支援サーバであって、
　前記撮影支援情報は、撮影地点又は撮影対象を間接的に示すヒント情報であり、
　前記編集画像は、前記ヒント情報に基づく撮影地点又は撮影対象を示す情報を含む画像
である撮影支援サーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信回線を介して伝送される撮影支援情報を利用して撮影支援を行う撮影支援
システム及び撮影支援情報を送信する撮影支援サーバに関する。
【０００２】
【従来の技術】
カメラの軽量小型化、及び操作の簡単化が進み、観光地、テーマパーク、動物園等での写
真撮影も、手軽に行われるようになっている。しかし、撮影者は、撮影地点、撮影時間等
撮影に関する情報のないまま、撮影を行うことが多く、必ずしも満足のいく撮影画像が得
られない。満足のいく画像を得るには、事前に観光地等の情報を書籍等により把握してお
く必要があるが、事前に必要な情報を適確に得ることは簡単ではなく、得られる情報も最
新のものとは限らない。
【０００３】
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携帯電話等の携帯端末の普及に伴い、観光スポット等の情報を携帯端末に提示する情報サ
ービスも実現しているが、およその観光地を紹介するだけであり、撮影地点や撮影対象等
のカメラによる撮影支援を行うものではない。また、提示される情報は、ポイントの紹介
にとどまるものが多く、移動経路を提示するものも典型的な移動経路を紹介するだけで面
白みに欠ける。
【０００４】
撮影対象物及び撮影に関する情報を提供するシステムとしては、特開平９－２３３４６５
号公報に記載された「案内撮影システム」がある。このシステムは、基本的に観光スポッ
ト等に設置された端末装置及び撮影手段を用いて、その観光スポットにおける撮影を行う
ものであり、ユーザの所有するカメラによる撮影を想定しておらず、また、複数箇所での
連携した撮影及び複数箇所での撮影画像を編集した編集画像の取得が不可能である。
【０００５】
複数箇所での撮影画像を編集するシステムとしては、特開平１０－１８１２４１号公報に
記載された「パーソナル旅行アルバム作製システム」がある。このシステムは、撮影時に
画像情報とともに撮影地点情報を自動的に記録し、その撮影地点を包含するエリアマップ
を自動的に出力して、撮影画像をエリアマップ上の撮影地点に自動的にレイアウトして出
力するものである。しかし、複数画像の編集を行うためには、位置検出手段を有するカメ
ラを利用する必要があり、しかも、予め定められた地点での撮影画像を編集するものであ
るので、得られた編集画像が画一的なものとなる。また、撮影完了後に編集処理を行うも
のであるため、編集画像を短時間で取得できない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、複数撮影地点又は複数撮影対象の撮影支援を
ゲーム性を付加しつつ行うことができる撮影支援システムを提供するものである。また、
複数の撮影画像の編集画像を短時間で簡単に取得することができる撮影支援システムを提
供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の撮影支援システムは、通信回線を介して伝送される撮影支援情報を利用して撮
影支援を行うものであって、前記通信回線に接続された撮影支援サーバと、前記通信回線
を介して前記撮影支援サーバと情報の送受信が可能であり、かつデジタルカメラと接続可
能な携帯端末とを含み、前記撮影支援情報は、撮影地点指示情報又は撮影対象指示情報の
少なくとも一方を含んでおり、前記携帯端末は、前記デジタルカメラによって撮影された
任意の枚数の撮影画像を特定する画像特定情報を前記撮影支援サーバに送信するものであ
り、前記撮影支援サーバは、前記携帯端末からの送信要求の受信時に前記撮影支援情報を
当該携帯端末に送信するとともに、前記撮影支援情報を送信済の前記携帯端末からの前記
画像特定情報の受信時に、次の前記撮影支援情報を当該携帯端末に送信するものであり、
前記携帯端末が送信する前記画像特定情報は、前記携帯端末に接続されたデジタルカメラ
から得られるものである。このシステムによれば、撮影支援情報が、順次送信されるため
、ゲーム性が付加された撮影を楽しむことができる。
【０００８】
本発明の撮影支援システムにおける前記画像特定情報としては、前記デジタルカメラで撮
影した撮影画像情報、又は前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報の付帯情報が利用
されるものである。また、前記画像特定情報として付帯情報が利用される場合、付帯情報
には撮影地点情報が含まれるものである。
【０００９】
本発明の撮影支援システムにおける前記携帯端末は、位置検出機能を有し、前記画像特定
情報を前記撮影支援サーバに送信するに際して、前記位置検出機能によって得た位置情報
を合わせて送信するものである。
【００１０】
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本発明の撮影支援システムは、さらに、前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域
の複数箇所には、前記携帯端末又は前記デジタルカメラの存在を検知し、前記存在検知時
に存在検知信号を前記撮影支援サーバに送信する通信装置が設置されており、前記撮影支
援サーバは、前記画像特定情報と前記存在検知信号を受信した時に前記撮影支援情報を前
記携帯端末に送信するものである。こうすると、携帯端末から送信される画像特定情報と
、撮影支援情報に基づいて撮影すべき地点で得られた情報であるかどうかを確認すること
ができるため、よりゲーム性が向上する。
【００１１】
本発明の撮影支援システムは、前記撮影支援情報に基づいて撮影された撮影画像情報を編
集する画像編集装置をさらに含み、前記画像編集装置は、前記撮影支援情報に含まれる撮
影地点指示情報又は撮影対象指示情報に関連した画像情報又はテキスト情報を含む編集を
行うものである。
【００１２】
また、本発明の撮影支援システムにおける前記編集画像は、前記撮影画像情報に基づく画
像を、前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域のエリアマップの、前記撮影支援
情報に対応する位置にマッピングして得られるものである。
【００１３】
また、本発明の撮影支援システムにおける前記撮影支援情報は、撮影地点又は撮影対象を
間接的に示すヒント情報であり、前記編集画像は、前記ヒント情報に基づく撮影地点又は
撮影対象を示す情報を含むものである。
【００１４】
本発明の撮影支援システムにおける前記撮影支援サーバは、前記画像編集装置を兼ねるも
のである。このシステムによれば、システム構成が簡単になるとともに、前記画像特定情
報として画像情報を用いることにより、編集画像の取得がさらに簡単になる。
【００１５】
　本発明の撮影支援サーバは、通信回線を介して携帯端末に撮影支援情報を送信するもの
であって、前記携帯端末は、デジタルカメラと接続可能であり、前記撮影支援情報は、撮
影地点指示情報又は撮影対象指示情報の少なくとも一方を含んでおり、前記携帯端末から
前記撮影支援情報の送信要求を受信した時に、当該携帯端末に前記撮影支援情報を送信す
るとともに、前記撮影支援情報を送信済の前記携帯端末から前記デジタルカメラによって
撮影された任意の枚数の撮影画像を特定する画像特定情報を受信した時に、当該送信済の
前記携帯端末に次の前記撮影支援情報を送信するものである。
【００１６】
本発明の撮影支援サーバにおける前記画像特定情報としては、前記デジタルカメラで撮影
した撮影画像情報、又は前記デジタルカメラで撮影した撮影画像情報の付帯情報が利用さ
れるものである。また、前記画像特定情報として付帯情報が利用される場合、付帯情報に
は撮影地点情報が含まれるものである。
【００１７】
本発明の撮影支援サーバにおける前記携帯端末は、位置検出機能を有し、前記画像特定情
報とともに、前記位置検出機能によって得た位置情報を合わせて受信するものである。
【００１８】
本発明の撮影支援サーバは、前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域の複数箇所
に設置された、前記携帯端末又は前記デジタルカメラの存在を検知機能を有する通信装置
からの存在検知信号と、前記画像特定情報を受信した時に前記撮影支援情報を前記携帯端
末に送信するものである。こうすると、携帯端末から送信される画像特定情報と、撮影支
援情報に基づいて撮影すべき地点で得られた情報であるかどうかを確認することができる
ため、よりゲーム性が向上する。
【００１９】
本発明の撮影支援サーバは、前記撮影支援情報に基づいて撮影された撮影画像情報を編集
する画像編集機能を有し、前記画像編集機能によって得られる編集画像は、前記撮影支援
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情報に含まれる撮影地点指示情報又は撮影対象指示情報に関連した画像情報又はテキスト
情報を含むものである。
【００２０】
また、本発明の撮影支援サーバにおける前記編集画像は、前記撮影画像情報に基づく画像
を、前記撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域のエリアマップの、前記撮影支援情
報に対応する位置にマッピングして得られるものである。
【００２１】
また、本発明の撮影支援サーバにおける前記撮影支援情報は、撮影地点又は撮影対象を間
接的に示すヒント情報であり、前記編集画像は、前記ヒント情報に基づく撮影地点又は撮
影対象を示す情報を含むものである。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施の形態の撮
影支援システムの概略構成を示す図である。図１のシステムは、撮影支援サーバ１、携帯
端末２、デジタルカメラ３、存在検知／通信装置４、画像編集装置５、プリンタ６を含む
。
【００２３】
撮影支援サーバ１は、通信回線８を介して携帯端末２と情報の送受信を行うもので、撮影
支援情報を携帯端末２に対して送信し、デジタルカメラ３によって撮影した撮影画像を特
定する画像特定情報を携帯端末２から受信する。そして、画像特定情報を画像編集装置に
送るものである。撮影支援情報は、観光地、テーマパーク、動物園等の撮影エリアにおけ
る撮影地点を指示する撮影地点指示情報、又は撮影対象を指示する撮影対象指示情報の少
なくとも一方を含んでいる。撮影地点及び撮影対象は、必ずしも直接、地名、対象物名等
で指定する必要はなく、撮影地点又は撮影対象を間接的に示すヒント情報で指示すること
も可能である。また、画像特定情報としては、デジタルカメラによって撮影された撮影画
像情報自体を用いてもよいし、撮影画像情報の一部を構成する付帯情報を用いてもよい。
デジタルカメラ３が位置検出機能を有する場合は、付帯情報に位置情報すなわち撮影地点
情報を付加するのが好ましい。
【００２４】
撮影支援サーバ１から携帯端末２への撮影支援情報の送信は、携帯端末２からの送信要求
又は画像特定情報の受信時に行われる。すなわち、１地点又は１対象の撮影指示を含む撮
影支援情報を送信後、その撮影支援情報に基づく撮影が行われ、撮影された画像を特定す
る画像特定信号を受信した時に、次の撮影地点又は撮影対象を指示する撮影支援情報が送
信される。送信される撮影支援情報は、基本的にランダムに選択されるので、利用者毎に
異なる経路で移動し、撮影される画像も異なるものとなる。
【００２５】
携帯端末２は、例えば携帯電話装置であり、通信回線８を介して撮影支援サーバ１は情報
の送受信が可能である。携帯端末は、撮影支援サーバ１から撮影支援情報を受信し、出力
する。出力形式は、携帯端末の表示部（図示せず）に表示させる形式でもよいし、音声信
号でユーザに出力してもよい。また、携帯端末２は、デジタルカメラ３と接続され、デジ
タルカメラ３で撮影した撮影画像を特定する画像特定情報を受け取り、通信回線８を介し
て撮影支援サーバ１に送信する。携帯端末２が位置検出機能を有する場合、画像特定情報
を撮影支援サーバ１に送信するに際して、位置検出機能によって得た位置情報を合わせて
送信するのが好ましい。
【００２６】
デジタルカメラ３は、画像の撮影を行うものであり、携帯端末２が受信した撮影支援情報
に基づいた画像の撮影を行う。画像の撮影後、撮影画像を特定する画像特定情報を、携帯
端末２に送信し、画像特定情報は、さらに撮影支援サーバ１に送信される。なお、デジタ
ルカメラ３と携帯端末２との間の情報の授受は、ケーブル等用いるてもよいし、bluetoot
h等の近距離無線通信を用いてもよい。
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【００２７】
存在検知／通信装置４は、撮影支援情報に基づいて撮影を行う撮影領域、例えば観光地、
テーマパーク、動物園等の複数の撮影スポットに固定設置され、携帯端末２又はデジタル
カメラ３が、近傍に存在するかどうかを判断し、近傍に存在する場合には存在検知信号を
撮影支援サーバ１に送信するものである。存在検知／通信装置４における存在検知は、携
帯端末２又はデジタルカメラ３との間でbluetooth等の近距離無線通信を用いて通信を行
うことにより、行うことができる。
【００２８】
存在検知／通信装置４は、撮影支援サーバ１と通信回線を介して接続されており、設置位
置近傍に存在する携帯端末２又はデジタルカメラ３の識別情報を撮影支援サーバ１に送信
する。なお、存在検知／通信装置４は、携帯端末から送信される画像特定情報と、撮影支
援情報に基づいて撮影すべき地点で得られた情報であるかどうかを確認するために設ける
ものであり、厳密なゲーム性を求めない場合は省略することも可能である。
【００２９】
画像編集装置５は、撮影支援情報に基づいて撮影された撮影画像情報を編集するものであ
る。編集対象となる撮影画像情報は、画像特定情報として撮影画像情報画像を利用する場
合、撮影支援サーバ１から得る。画像特定情報として撮影画像情報の付帯情報を利用する
場合、システム利用者のデジタルカメラあるいは画像記録媒体から直接取得してもよいし
、図示しない利用者のパソコン及びネットワークを」介して取得してよい。その場合、取
得した画像情報は、画像特定情報として取得済の付帯情報とマッチングをとって利用する
。
【００３０】
画像編集装置５が行う画像編集は、撮影支援情報に含まれる撮影地点指示情報又は撮影対
象指示情報に関連した関連した画像を生成するものである。一例として、撮影画像情報に
、撮影地点指示情報又は撮影対象指示情報に関連するテンプレート画像又はテキスト情報
を合成した画像が採用できる。また、他の例として、撮影支援情報に基づいて撮影を行う
撮影領域のエリアマップを用意しておき、撮影支援情報に対応する位置に撮影画像をマッ
ピング合成した画像が採用できる。また、撮影支援情報として撮影地点又は撮影対象を間
接的に示すヒント情報を利用した場合には、編集画像に、ヒント情報に基づく撮影地点又
は撮影対象を示す情報を合成した画像を採用することもできる。
【００３１】
画像編集装置５で得られた編集画像は、プリンタ６によって写真プリントとして出力され
、利用者に供給される。また、編集画像は、写真プリントとして供給するだけでなく、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等のメディアの利用、画像蓄積サーバへのアップロードサービス等、電子情報
による供給も採用できる。
【００３２】
以上、撮影支援システムの構成を、機能的に説明したが、各構成要素はいずれも周知のも
のを採用できるので、その具体的構成の説明は省略する。デジタルカメラ３としては、外
部接続インタフェースを有するもの、携帯端末２としては、デジタルカメラ３との接続イ
ンタフェースを有するものから適宜選択する。また、撮影支援サーバ１のソフトウエアは
、既述の機能を奏するためのものを開発する。その際、利用者の情報を蓄積する利用者情
報ファイル、撮影支援情報として送信する撮影地点又は撮影対象を蓄積する撮影支援情報
ファイルを設けるのが好ましい。
【００３３】
画像編集装置５としては、各種ハードウェア及びソフトウェアが流通しているので、適宜
採用可能である。画像編集装置５は、撮影支援情報に対応するテンプレート画像情報を蓄
積したテンプレート画像ファイルを用意しておくのが好ましい。なお、図１のシステムで
は、撮影支援サーバ１と画像編集装置５とを別体の装置として記載したが、ハードウェア
を兼用し、撮影支援サーバ１で画像編集を行うようにしてもよい。
【００３４】
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次に、本システムを利用して写真撮影を行う際の動作を、図２の概略動作フロー図を用い
て説明する。なお、図２のフローでは、存在検知／通信装置４が設置されていないものと
して説明する。また、利用者は、予め登録を済ましており、利用者に関する情報（利用者
氏名、携帯端末のＩＤ等）は、撮影支援サーバ１の利用者ファイルに蓄積されているもの
とする。
【００３５】
観光地、テーマパーク、動物園等で撮影支援サービスを受けようとする利用者は、携帯端
末２を用いて、撮影支援サーバ１に接続し（ステップ２０１）、利用者認証を受ける。こ
の場合、利用者情報が利用者ファイルに登録されているのでサービスが受けられる。なお
、未登録の場合は、この時点で、携帯端末２を用いて利用者登録可能とすることも可能で
ある。利用者登録は、観光地、テーマパーク、動物園等の案内所によって登録を行うこと
も可能である。
【００３６】
利用者認証の終了後、ステップ２０２で、撮影支援情報の送信要求を撮影支援サーバに送
信する。撮影支援サーバ１が、複数撮影支援エリア（例えば、複数の観光地、複数のテー
マパーク、複数の動物園等）の撮影支援を行うものである場合、撮影支援を受けたいエリ
アを選択する。また、撮影画像の編集サービスを行う場合は、編集サービスの種類（編集
画像の種類、出力形態等）を選択する。
【００３７】
撮影支援情報の送信要求があると、撮影支援サーバ１は、選択された撮影支援エリアの撮
影支援情報を、撮影支援情報ファイルからランダムに抽出し、携帯端末２に送信する（ス
テップ２０３）。ただし、撮影支援エリアが広い場合等は、利用者の現在位置を検出ある
いは入力してもらい、現在位置に応じて選択される撮影支援情報からランダムに選択する
ようにしてもよい。ここで、送信される撮影支援情報は、例えば、「Ａ地点のＢ方向から
Ｃ湖を撮影しなさい。」（観光地の場合）、「Ｘ地点周辺でいるＹを撮影しなさい。」（
テーマパークの場合）、「百獣の王を撮影しなさい。」（動物園の場合）のようなもので
ある。撮影支援情報は、テキスト情報、画像情報等の電子情報でも、音声情報でもよい。
また、送信済の撮影支援情報は、利用者毎に管理される。
【００３８】
撮影支援情報を受信すると（ステップ３０４）、携帯端末２は、撮影支援情報を表示（電
子情報の場合）、又は音声出力する。受信した撮影支援情報は、携帯端末２に保持され、
必要な時に出力可能とするのが好ましい。次いで、利用者は、撮影支持情報にしたがった
撮影地点に移動し、撮影支援情報で指示された被写体の撮影を行う（ステップ３０５）。
撮影する画像の枚数は任意である。撮影終了後、撮影画像を特定する画像特定情報、例え
ば撮影画像情報を送信する（ステップ２０６）。撮影画像情報の送信は、デジタルカメラ
３で送信すべき画像情報を選択し、デジタルカメラ３を携帯端末２に接続し、携帯端末２
を撮影支援サーバ１に接続して行う。
【００３９】
ステップ２０７で画像特定情報を受信すると、撮影支援サーバ１は、受信した画像特定情
報を、利用者毎の撮影支援情報に対応させて登録するとともには、撮影支援情報の撮影済
フラグをオンにする（ステップ２０８）。そして、ステップ２０９で撮影支援完了かどう
かを判断し、完了でない場合は、ステップ２０３に戻って同様の処理を繰り返す。撮影支
援完了の判断は、送信すべき撮影支援情報の有無、利用者からの撮影支援終了要求信号の
有無によって判断する。利用者からの撮影支援終了要求信号は、ステップ２０６の画像特
定情報の送信時に付加可能とするのが好ましい。
【００４０】
ステップ２０３に戻って、新たな撮影支援情報を送信する場合、未送信の撮影支援情報の
中から、ランダムに選択したものを送信する。この場合も、現在位置に応じて選択される
撮影支援情報からランダムに選択するようにしてもよい。ステップ２０９で撮影支援完了
と判断された場合、撮影支援サーバ１は、撮影支援終了情報を携帯端末２に送信する（ス
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テップ２１０）。そして、携帯端末２は、撮影支援終了情報を受信し（ステップ２１１）
、処理を終了する。その後、必要なら撮影画像を利用いた編集画像出力を受領する。プリ
ント画像は、案内所等での受領、あるいは配送による受領を選択可能とすることができる
。
【００４１】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、複数撮影地点又は複数撮影対象の撮影
支援をゲーム性を付加しつつ行うことができる撮影支援システムを提供できる。また、複
数の撮影画像の編集画像を短時間で簡単に取得することができる撮影支援システムを提供
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の撮影支援システムの概略構成を示す図
【図２】本システムを利用して、写真撮影を行う際の概略動作フローを示す図
【符号の説明】
１・・・撮影支援サーバ
２・・・携帯端末
３・・・デジタルカメラ
４・・・存在検知／通信装置
５・・・画像編集装置
６・・・プリンタ

【図１】 【図２】
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