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(57)【要約】
【課題】カメラ付き携帯電話側において撮影後の写真を
配信するための特別な操作を行うことなく、写真の被写
体となった配信希望者に対して自動的に写真を配信可能
にする。
【解決手段】このカメラ付き携帯電話は、他の電話機か
らの着信による遠隔操作で撮影できる着信レリーズモー
ドを有しており、この着信レリーズモードの設定中に他
の電話機から着信があり（ステップＳ１０、Ｓ１２）、
その後、レリーズ＆メールコマンドを受信すると（ステ
ップＳ１４、Ｓ１６）、所定の遅延時間経過後に撮影動
作を開始する（ステップＳ１８、Ｓ２０）。一方、着信
時に他の電話機の電話番号を取得し、この電話番号に基
づいて内蔵のアドレス帳から該電話番号と関連付けられ
た電子メールアドレスを取得し（ステップＳ２２）、撮
影画像を電子メールに添付して前記電子メールアドレス
を使用して自動送信する（ステップＳ２４）。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被写体を撮影して被写体を示す画像を取得する撮影手段と、
他の電話機からの着信により前記撮影手段による撮影動作を開始させる着信レリーズモ
ードを有し、該着信レリーズモードの設定を行うモード設定手段と、
前記着信レリーズモードの設定中に着信した他の電話機の電話番号に基づいてアドレス
帳から該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを取得するアドレス取得手段と、
前記着信レリーズモードの設定中に他の電話機からの着信により撮影動作が行われると
、該撮影動作によって取得した画像を電子メールに添付し、該電子メールを前記アドレス
取得手段によって取得した電子メールアドレスを使用して自動送信する電子メール送信手
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段と、
を備えたことを特徴とするカメラ付き携帯電話。
【請求項２】
前記モード設定手段によって設定される着信レリーズモードは、該着信レリーズモード
の設定中に所定のコマンドを受信すると、前記撮影手段による撮影動作を開始させること
を特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯電話。
【請求項３】
前記モード設定手段によって設定される着信レリーズモードは、前記所定のコマンドを
受信してから予め設定した遅延時間経過後に前記撮影手段による撮影動作を開始させるこ
とを特徴とする請求項２に記載のカメラ付き携帯電話。
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【請求項４】
被写体を撮影して被写体を示す画像を取得する撮影手段と、
他の電話機からの着信により前記撮影手段により取得した画像の配信予約を行う着信配
信モードを有し、該着信配信モードの設定を行うモード設定手段と、
前記着信配信モードの設定中に着信した他の電話機の電話番号に基づいてアドレス帳か
ら該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを取得するアドレス取得手段と、
前記着信配信モードの設定中に撮影動作が行われると、該撮影動作によって取得した画
像を電子メールに添付し、該電子メールを前記アドレス取得手段によって取得した電子メ
ールアドレスを使用して自動送信する電子メール送信手段と、
を備えたことを特徴とするカメラ付き携帯電話。
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【請求項５】
前記モード設定手段によって設定される着信配信モードは、該着信配信モードの設定中
に所定のコマンドを受信すると、前記撮影手段により取得した画像の配信予約を行うこと
を特徴とする請求項４に記載のカメラ付き携帯電話。
【請求項６】
前記アドレス取得手段は、前記着信配信モードの設定中に着信した他の電話機の電話番
号に基づいて該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを記憶するとともにメール
送信フラグをＯＮにし、前記電子メール送信手段は、前記メール送信フラグがＯＮになっ
ている電子メールアドレスを使用して画像が添付された電子メールを自動送信することを
特徴とする請求項４又は５に記載のカメラ付き携帯電話。
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【請求項７】
前記アドレス取得手段は、前記着信配信モードの設定が解除され、又は前記電子メール
が送信されると、前記メール送信フラグをＯＦＦにすることを特徴とする請求項６に記載
のカメラ付き携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はカメラ付き携帯電話に係り、特に撮影画像の送受信が可能なカメラ付き携帯電
話に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来、カメラ付き携帯電話がカメラモードに設定された状態で、他の電話機からの着信
があると、その着信信号に基づいて、あるいは、その着信信号に応答してその後受信され
る特定の信号に基づいてシャッターが自動的に切れるようにしたカメラ付き携帯電話が提
案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３−１８２５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、例えば集合写真をカメラ付き携帯電話で撮影し、撮影後の写真を被写体
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となった人たちの携帯電話等に配信するためには、撮影を行ったカメラ付き携帯電話をメ
ール送信画面に設定して各自の電子メールアドレスを入力し、電子メールに撮影した写真
を添付して送信する必要があり、操作が煩雑であるという問題があった。
【０００４】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、集合写真等の撮影を行ったカメラ付
き携帯電話側において撮影後の写真を配信するための特別な操作を行うことなく、写真の
被写体となった配信希望者に対して自動的に写真を配信することができるカメラ付き携帯
電話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】
【０００５】
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前記目的を達成するために請求項１に係るカメラ付き携帯電話は、被写体を撮影して被
写体を示す画像を取得する撮影手段と、他の電話機からの着信により前記撮影手段による
撮影動作を開始させる着信レリーズモードを有し、該着信レリーズモードの設定を行うモ
ード設定手段と、前記着信レリーズモードの設定中に着信した他の電話機の電話番号に基
づいてアドレス帳から該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを取得するアドレ
ス取得手段と、前記着信レリーズモードの設定中に他の電話機からの着信により撮影動作
が行われると、該撮影動作によって取得した画像を電子メールに添付し、該電子メールを
前記アドレス取得手段によって取得した電子メールアドレスを使用して自動送信する電子
メール送信手段と、を備えたことを特徴としている。
【０００６】
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即ち、請求項１に係るカメラ付き携帯電話は、他の電話機からの着信による遠隔操作で
撮影できる着信レリーズモードを有しており、この着信レリーズモードの設定中に他の電
話機からの着信によって撮影が行われると、他の電話機の電話番号を取得し、その電話番
号に基づいてアドレス帳から該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを取得する
。尚、前記電話番号と関連付けられた電子メールアドレスが、あるグループに属する場合
には、そのグループ全体の電子メールアドレスを取得するようにしてもよい。そして、前
記着信による撮影動作によって取得した画像を電子メールに添付し、この電子メールを前
記取得した電子メールアドレスを使用して自動送信するようにしている。これにより、他
の電話機からの着信による遠隔操作で撮影された画像を、その遠隔操作した他の電話機の
ユーザー等に自動的に配信できるようにしている。
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【０００７】
請求項２に示すように請求項１に記載のカメラ付き携帯電話において、前記モード設定
手段によって設定される着信レリーズモードは、該着信レリーズモードの設定中に所定の
コマンドを受信すると、前記撮影手段による撮影動作を開始させることを特徴としている
。これにより、カメラ付き携帯電話での撮影開始を所望のタイミングで行うことができる
とともに、着信レリーズモードの設定中に偶然に通話のための着信があった場合に、撮影
動作や画像の配信が行われないようにすることができる。
【０００８】
請求項３に示すように請求項２に記載のカメラ付き携帯電話において、前記モード設定
手段によって設定される着信レリーズモードは、前記所定のコマンドを受信してから予め
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設定した遅延時間経過後に前記撮影手段による撮影動作を開始させることを特徴としてい
る。
【０００９】
請求項４に係るカメラ付き携帯電話は、被写体を撮影して被写体を示す画像を取得する
撮影手段と、他の電話機からの着信により前記撮影手段により取得した画像の配信予約を
行う着信配信モードを有し、該着信配信モードの設定を行うモード設定手段と、前記着信
配信モードの設定中に着信した他の電話機の電話番号に基づいてアドレス帳から該電話番
号と関連付けられた電子メールアドレスを取得するアドレス取得手段と、前記着信配信モ
ードの設定中に撮影動作が行われると、該撮影動作によって取得した画像を電子メールに
添付し、該電子メールを前記アドレス取得手段によって取得した電子メールアドレスを使

10

用して自動送信する電子メール送信手段と、を備えたことを特徴としている。
【００１０】
即ち、請求項４に係るカメラ付き携帯電話は、他の電話機からの着信により撮影画像の
配信予約を行う着信配信モードを有しており、この着信配信モードの設定中に他の電話機
からの着信があると、他の電話機の電話番号を取得し、その電話番号に基づいてアドレス
帳から該電話番号と関連付けられた配信先の電子メールアドレスを取得し、その後に撮影
される画像の配信が予約される。そして、上記のようにして配信が予約された後に着信配
信モードの設定中にカメラ付き携帯電話にて撮影が行われると、その撮影動作によって取
得した画像を電子メールに添付し、この電子メールを配信予約された配信先の電子メール
アドレスを使用して自動送信するようにしている。これにより、着信配信モードの設定中
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に他の電話機からの着信による配信予約が行われると、その後の撮影動作で取得された画
像を、配信予約した他の電話機のユーザー等に自動的に配信できるようにしている。
【００１１】
請求項５に示すように請求項４に記載のカメラ付き携帯電話において、前記モード設定
手段によって設定される着信配信モードは、該着信配信モードの設定中に所定のコマンド
を受信すると、前記撮影手段により取得した画像の配信予約を行うことを特徴としている
。これにより、着信配信モードの設定中に偶然に通話のための着信があった場合に、その
後に撮影された画像を、その着信のあった電話機のユーザーに配信しないようにすること
ができる。
【００１２】
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請求項６に示すように請求項４又は５に記載のカメラ付き携帯電話において、前記アド
レス取得手段は、前記着信配信モードの設定中に着信した他の電話機の電話番号に基づい
て該電話番号と関連付けられた電子メールアドレスを記憶するとともにメール送信フラグ
をＯＮにし、前記電子メール送信手段は、前記メール送信フラグがＯＮになっている電子
メールアドレスを使用して画像が添付された電子メールを自動送信することを特徴として
いる。
【００１３】
請求項７に示すように請求項６に記載のカメラ付き携帯電話において、前記アドレス取
得手段は、前記着信配信モードの設定が解除され、又は前記電子メールが送信されると、
前記メール送信フラグをＯＦＦにすることを特徴としている。
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【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、着信レリーズモード又は着信配信モードの設定中に他の電話機からの
着信があると、その電話機の電話番号に基づいてアドレス帳から該電話番号と関連付けら
れた電子メールアドレスを取得し、撮影画像付きの電子メールを前記取得した電子メール
アドレスを使用して自動送信するようにしたため、集合写真等の撮影を行ったカメラ付き
携帯電話側では、画像付きの電子メールを被写体となった人たちに手動動作によって送信
するための手間を省くことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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以下添付図面に従って本発明に係るカメラ付き携帯電話の好ましい実施の形態について
詳説する。
【００１６】
図１は本発明に係るカメラ付き携帯電話の外観図であり、カメラ付き携帯電話Ａによっ
て撮影した画像を、電子メールに添付してカメラ付き携帯電話Ｂに送信する場合に関して
示している。
【００１７】
カメラ付き携帯電話Ａは、テンキー、十字キー、電源ボタン、通話ボタン等の操作部１
２及びマイク１４等を有するキー操作部側本体１０と、液晶ディスプレイ２２、スピーカ
２４及びカメラ部２６等を有する表示部側本体２０とをヒンジ部３０で折り畳める構造と
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なっており、カメラ部２６は、液晶ディスプレイ２２が設けられた面とは反対側の面に設
けられている。
【００１８】
カメラ付き携帯電話Ｂは、カメラ付き携帯電話Ａと同じ構成のものであるが、カメラ部
を持たないものでもよい。また、カメラ付き携帯電話Ａ，Ｂは、折り畳み式のものに限ら
ない。
【００１９】
図２は上記カメラ付き携帯電話Ａの内部構成の実施の形態を示すブロック図である。
【００２０】
同図に示すように、カメラ付き携帯電話Ａは、図１に示した操作部１２、マイク１４、
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液晶ディスプレイ２２、スピーカ２４、及びカメラ部２６の他に、中央処理装置（ＣＰＵ
）４０、メモリ４２、音声処理部４４、送受信回路４６等を有し、通常の電話機能ととも
に、電子メールを送受信するための機能を備えている。
【００２１】
ＣＰＵ４０は、所定のプログラムに従ってカメラ付き携帯電話Ａの全体の動作を制御す
る制御部として機能するとともに、各種演算を行う演算装置として機能する。即ち、ＣＰ
Ｕ４０は、操作部１２から入力される指令信号に基づいてカメラ付き携帯電話Ａ内の各回
路を制御し、通信制御、撮影動作制御、画像処理制御、液晶ディスプレイ２２の表示制御
、メモリ４２の読み書き制御及びアドレス帳の管理などを行う。
【００２２】
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ＣＰＵ４０はバス３９を介してメモリ４２と接続されている。メモリ４２は、ＣＰＵ４
０が実行するプログラム及び制御に必要な各種データなどが格納される不揮発性メモリ（
ＲＯＭ）領域と、プログラムの展開領域及びＣＰＵ４０の演算作業用領域として利用され
る揮発性メモリ（ＲＡＭ）領域とを含むブロックである。ＲＯＭ領域は、アドレス帳や通
話履歴のデータ記憶領域として利用されるとともに、音声や画像の保存領域として利用さ
れる。また、ＲＡＭ領域は、画像データの一時記憶領域としても利用される。
【００２３】
音声処理部４４は、ＣＰＵ４０と連携して音声信号を処理又は変換する手段である。音
声処理部４４は、送受信回路４６から受入したデータの復号化処理及び送受信回路４６を
通じて送信するデータの符号化処理を行うとともに、マイク１４からの入力音声信号の符
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号化処理、スピーカ２４への出力信号生成処理などを行う。
【００２４】
通話モード（電話機能を使用するモード）において、通信相手との通信接続が確立され
ると、マイク１４から入力される音声は電気信号に変換され、音声処理部４４に送られる
。音声処理部４４はマイク１４から入力された音声信号をデジタル信号に変換（Ａ／Ｄ変
換）した後、所要の信号処理を行い、所定形式の音声データに変換する。音声処理部４４
で処理された音声データ（送信用のデータ）は、バス３９を介して送受信回路４６に送ら
れ、所定の送信用信号形式に変換された後、アンテナ４８から送信される。
【００２５】
アンテナ４８によって受波された信号は、送受信回路４６において復調され、音声処理
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部４４に送られる。音声処理部４４は、送受信回路４６から受入した音声信号を所定形式
の音声データに変換する。音声処理部４４で生成された音声データ（受信データ）は、ア
ナログ音声信号に変換（Ｄ／Ａ変換）された後、スピーカ２４に送られる。こうして、通
話相手の音声がスピーカ２４から可聴出力される。
【００２６】
また、このカメラ付き携帯電話Ａは、音声データのみならず、電子メール機能やインタ
ーネットのブラウザ機能などを利用して画像データ、文書データ、プログラムデータなど
種々のデータを送受信することが可能である。
【００２７】
更に、カメラ付き携帯電話Ａは、撮影レンズ５０とＣＣＤイメージセンサ（以下、ＣＣ
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Ｄという）５２を有し、ＣＣＤ５２から得られる画像信号を処理するためのアナログ処理
部５４、Ａ／Ｄ変換器５５、画像処理部５６、圧縮伸張部５７を備えている。
【００２８】
撮影レンズ５０を通過した光はＣＣＤ５２の受光面の上に焦点を結ぶ。ＣＣＤ５２の受
光面には多数のフォトセンサ（受光素子）が平面的に配列され、各フォトセンサに対応し
て赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の原色カラーフィルタが所定の配列構造で配置されてい
る。
【００２９】
ＣＣＤ５２の受光面に結像された被写体像は、各フォトセンサによって入射光量に応じ
た量の信号電荷に変換される。ＣＣＤ５２は、シャッタゲートパルスのタイミングによっ
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て各フォトセンサの電荷蓄積時間（シャッタスピード）を制御する電子シャッタ機能を有
している。
【００３０】
ＣＣＤ５２の各フォトセンサに蓄積された信号電荷は、ＣＰＵ４０の指令に従いタイミ
ングジェネレータ（ＴＧ）５８から与えられるパルス（水平駆動パルスφＨ，垂直駆動パ
ルスφＶ，オーバーフロードレインパルス）に基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像
信号）として順次読み出される。ＣＣＤ５２から出力された画像信号は、アナログ処理部
４４に送られ、相関二重サンプリング（ＣＤＳ）処理やゲイン調整などの所要の処理が施
された後、Ａ／Ｄ変換器５５によってデジタル信号に変換される。デジタル化された画像
データは画像処理部５６に送られる。
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【００３１】
画像処理部５６は、同時化回路（単板ＣＣＤのカラーフィルタ配列に伴う色信号の空間
的なズレを補間して各点の色を計算する処理回路）、輝度・色差信号生成回路、ガンマ補
正回路、輪郭補正回路、ホワイトバランス補正回路等を含むデジタル画像信号処理手段で
あり、ＣＰＵ４０からのコマンドに従ってメモリ４２を活用しながら画像信号を処理する
。
【００３２】
画像処理部５６において、ホワイトバランス調整処理、ガンマ変換処理、輝度信号（Ｙ
信 号 ） 及 び 色 差 信 号 （ Ｃ r,Ｃ b 信 号 ） へ の 変 換 処 理 （ Ｙ Ｃ 処 理 ） な ど 、 所 定 の 処 理 が 施 さ
れて生成された画像データはメモリ４２に一時的に記憶される。ここで、撮影中の映像を
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液晶ディスプレイ２２に表示させる場合には、このメモリ４２の内容を読み出して表示回
路６０に送り、表示回路６０において表示用の信号形式に変換した後、液晶ディスプレイ
２２に供給する。これにより、ＣＣＤ５２が捉えているリアルタイム映像（スルー画）が
液晶ディスプレイ２２に表示され、撮影者は液晶ディスプレイ２２の表示映像によって撮
影画角（構図）を確認できる。
【００３３】
操作部２０の撮影ボタン（例えば、撮影モード時に割り当てられた操作部１２のうちの
いずれかのボタン、又は専用の撮影ボタン）が押され、又は後述する着信レリーズモード
の設定中に着信があると、ＣＰＵ４０はこれを検知して、撮影動作を実行する。即ち、Ｃ
ＣＤ５２の露光制御及び電荷の読み出し制御が行われる。こうして取り込まれた画像デー
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タは、画像処理部５６においてＹＣ処理その他の所定の信号処理を経た後、圧縮伸張部５
７ に 送 ら れ 、 こ こ で 所 定 の 圧 縮 フ ォ ー マ ッ ト （ 例 え ば 、 JPEG形 式 ) に 従 っ て 圧 縮 さ れ る 。
圧縮された画像データは、メモリ４２の画像保存領域に格納される。
【００３４】
画像再生時には、ユーザーのファイル選択操作に応じて、または自動的にメモリ４２か
ら画像ファイルのデータが読み出される。メモリ４２から読み出された圧縮データは、圧
縮伸張部５７によって伸張され、表示回路６０を介して表示用の信号に変換された後、液
晶ディスプレイ２２に出力される。これにより、当該ファイルの画像内容が液晶ディスプ
レイ２２上に表示される。
【００３５】
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本発明に係るカメラ付き携帯電話Ａは、上述した標準装備の機能に加えて、撮影画像を
自動的に他の携帯電話に電子メールに添付して配信するためのアプリケーションプログラ
ム（以下、画像配信アプリケーションという）が組み込まれている。
【００３６】
以下、この画像配信アプリケーションの内容について説明する。
【００３７】
［着信レリーズモードが設定された場合の第１の実施の形態］
このカメラ付き携帯電話Ａは、他の電話機（例えば、カメラ付き携帯電話Ｂ）からの着
信があると、それに同期してシャッターを切る着信レリーズモードを有している。
【００３８】
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図３は着信レリーズモードの設定（ＯＮ）時に機能する画像配信アプリケーションの内
容を示すフローチャートである。
【００３９】
同図において、カメラ付き携帯電話Ａのメニュー設定手段等によって着信レリーズモー
ドがＯＮされると（ステップＳ１０）、他の電話機からの着信待ちとなる（ステップＳ１
２）。ここで、カメラ付き携帯電話Ｂからの着信があると、これに自動的に応答して電話
回線を開き、コマンドの受信待ちとなる（ステップＳ１４）。また、カメラ付き携帯電話
Ａは、カメラ付き携帯電話Ｂからの着信があると、着信信号とともに送信される発呼者の
電話番号を取り込む。
【００４０】
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その後、カメラ付き携帯電話Ｂから所定のコマンド（レリーズ＆メールコマンド（例え
ば、０２♯））を受信すると（ステップＳ１６）、カメラ付き携帯電話Ａは、遅延タイマ
ーのカウントを開始する（ステップＳ１８）。そして、レリーズ＆メールコマンド（０２
♯）を受信してから予めセットされている遅延時間Ｔｗに達すると、内蔵のカメラ部２６
にて撮影を行う（ステップＳ２０）。
【００４１】
上記撮影の終了後、カメラ付き携帯電話Ａは、内蔵のアドレス帳に登録されている電話
番号と着信時に取得した電話番号とを照合する（ステップＳ２２）。そして、着信した電
話番号に関連付けて電子メールアドレスがアドレス帳に登録されている場合には、その電
子メールアドレスを画像の配信先の電子メールアドレスとして使用し、ステップＳ２０で
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撮影した画像を電子メールに添付してカメラ付き携帯電話Ｂに自動送信する（ステップＳ
２４）。この場合、アドレス帳の照合は撮影の前、例えば遅延タイマーカウント中に行っ
てもよい。
【００４２】
また、集合写真の撮影時のようにカメラ付き携帯電話Ａの着信レリーズモードがＯＮに
設定されている時に、複数の携帯電話からレリーズ＆メールコマンドを繰り返し受信する
場合には、それぞれの携帯電話に対して上記と同様にして撮影画像を送信する。更に、レ
リーズ＆メールコマンドを送信した携帯電話の電話番号と関連付けられた電子メールアド
レスが、あるグループ（例えば、同窓会、同好会等）に属する場合には、そのグループ全
体の電子メールアドレスを取得し、これらの電子メールアドレスを使用してグループ全員
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に撮影画像を配信するようにしてもよい。特に、グループの構成員を撮影した集合写真を
配信する場合に有効である。
【００４３】
また、この実施の形態では、レリーズ＆メールコマンドを受信してから遅延時間Ｔｗの
経過後に撮影動作を行うようにしたが、これに限らず、レリーズ＆メールコマンドを受信
した時点で撮影動作を行ってもよいし、着信レリーズモードＯＮ中に着信があったときに
撮影動作を行ってもよい。
【００４４】
［着信配信モードが設定された場合の第２の実施の形態］
このカメラ付き携帯電話Ａは、他の電話機（例えば、カメラ付き携帯電話Ｂ）からの着
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信があると、その後撮影した画像を発呼元の他の電話機に対して自動配信する着信配信モ
ードを有している。
【００４５】
図４及び図５はそれぞれ着信配信モードの設定（ＯＮ）時に機能する画像配信アプリケ
ーションの内容を示すフローチャートである。
【００４６】
図４において、カメラ付き携帯電話Ａのメニュー設定手段等によって着信配信モードが
ＯＮされると（ステップＳ３０）、他の電話機からの着信待ちとなる（ステップＳ３２）
。ここで、カメラ付き携帯電話Ｂからの着信があると、これに自動的に応答して電話回線
を開き、コマンドの受信待ちとなる（ステップＳ３４）。また、カメラ付き携帯電話Ａは

20

、カメラ付き携帯電話Ｂからの着信があると、着信信号とともに送信される発呼者の電話
番号を取り込む。
【００４７】
その後、カメラ付き携帯電話Ｂから所定のコマンド（メール配信コマンド（例えば、０
３♯））を受信すると（ステップＳ３６）、カメラ付き携帯電話Ａは、内蔵のアドレス帳
に登録されている電話番号と着信時に取得した電話番号とを照合する（ステップＳ３８）
。そして、着信した電話番号に関連付けて電子メールアドレスがアドレス帳に登録されて
いる場合には、その電子メールアドレスを記憶するとともに、メール送信フラグをＯＮに
する（ステップＳ４０）。これにより、その後撮影される画像のメール配信の予約が行わ
れる。
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【００４８】
ここで、記憶する電子メールアドレスは複数あってもよい。即ち、カメラ付き携帯電話
Ａの着信配信モードがＯＮに設定されている状態で、複数の携帯電話から繰り返しメール
配信コマンドを受けた場合には、それぞれの電子メールアドレスを記憶する。
【００４９】
その後、図５に示すようにカメラ付き携帯電話Ａの着信配信モードがＯＮに設定されて
いる状態で撮影ボタンが押されると（ステップＳ５０）、通常の撮影が行われる（ステッ
プＳ５２）。
【００５０】
次に、メール送信フラグがＯＮになっているか否かを判別し（ステップＳ５４）、ＯＮ
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になっている場合には、撮影した画像を電子メールに添付し、着信配信モード中に記憶し
たカメラ付き携帯電話Ｂの電子メールアドレスを使用してカメラ付き携帯電話Ｂに自動送
信する（ステップＳ５６）。
【００５１】
尚、カメラ付き携帯電話Ａの着信配信モードがＯＮに設定されている時に、複数の携帯
電話からメール配信コマンドを繰り返し受信している場合には、それぞれの携帯電話に対
して上記と同様にして撮影画像を送信する。また、メール配信コマンドを送信した携帯電
話の電話番号と関連付けられた電子メールアドレスが、あるグループに属する場合には、
そのグループ全体の電子メールアドレスを記憶し、これらの電子メールアドレスを使用し
てグループ全員に撮影画像を配信するようにしてもよい。
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【００５２】
画像付きの電子メールの送信後、カメラ付き携帯電話Ａは、着信配信モードがＯＦＦに
されるまで前記メール送信フラグのＯＮを保持するようにしてもよいし、１枚撮影するご
とにメール送信フラグをリセット（ＯＦＦ）にしてもよく、あるいは両者を予め選択でき
るようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は本発明に係るカメラ付き携帯電話の外観図である。
【図２】図２は図１に示したカメラ付き携帯電話の内部構成を示すブロック図である。
【図３】図３は着信レリーズモードの設定時に機能する画像配信アプリケーションの内容
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を示すフローチャートである。
【図４】図４は着信配信モードの設定時に機能する画像配信アプリケーションの内容を示
すフローチャートであり、特に配信予約までの動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は着信配信モードの設定時に機能する画像配信アプリケーションの内容を示
すフローチャートであり、特に撮影後の画像のメール送信を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
１２…操作部、１４…マイク、２２…液晶ディスプレイ、２４…スピーカ、２６…カメ
ラ部、４０…中央処理装置（ＣＰＵ）、４２…メモリ、４４…音声処理部、４６…送受信
回路、４８…アンテナ、５０…撮影レンズ、５２…ＣＣＤイメージセンサ、Ａ、Ｂ…カメ
ラ付き携帯電話

【図１】

【図２】
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【図５】

【図４】
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