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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置と一の携帯電話とが互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の
携帯電話と上記一の携帯電話とが通話可能な画像通信システムにおいて、上記一の携帯電
話から上記画像処理装置に画像データ減少指令が送信され、
　上記画像処理装置が、
　上記一の携帯電話から送信される画像データ減少指令を受信する指令受信手段、
　上記指令受信手段によって受信した画像データ減少指令に応じて、画像処理装置に記憶
されている画像データのデータ量を減少させるデータ量減少手段、および
　上記データ量減少手段によってデータ量が減少した画像データを上記一の携帯電話に送
信する第１の画像データ送信手段を備え、
　上記一の携帯電話が、
　上記画像処理装置の第１の画像データ送信手段から送信された画像データを受信する画
像データ受信手段、および
　上記画像データ受信手段によって受信した画像データを上記電話回線を通して送信する
第２の画像データ送信手段、
　を備えた画像通信システム。
【請求項２】
　上記画像処理装置の上記データ量減少手段が、
　画像データによって表される画像のリサイズ処理、画像データのデータ圧縮処理および
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画像データの下位ビットを削減するビット落とし処理のうち少なくとも一つの処理である
、請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項３】
　上記画像処理装置が、
　画像データ減少指令を入力する入力手段をさらに備え、
　上記画像処理装置の上記画像データ減少手段は、
　上記入力手段から入力された画像データ減少指令および上記指令受信手段によって受信
した画像データ減少指令のうち少なくとも一方の指令にもとづいて画像データ減少処理を
行うものである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項４】
　上記画像処理装置が、
　画像データの送信モードを設定する手段をさらに備え、
　上記画像処理装置の上記画像データ送信手段が、
　上記送信モードが設定されているときに画像データを上記携帯電話に送信するものであ
り、
　上記送信モードが設定されているときには、上記指令受信手段によって受信した画像デ
ータ減少指令に応じて画像データ減少処理が行われるものである、
　請求項３に記載の画像通信システム。
【請求項５】
　上記一の携帯電話が、
　上記電話回線を通して上記他の携帯電話から送信される減少率を表すデータを受信する
減少率受信手段、および
　上記減少率受信手段によって受信した減少率データを上記画像処理装置に送信する減少
率送信手段をさらに備え、
　上記画像処理装置が、
　上記一の携帯電話の上記減少率送信手段によって送信された減少率データを受信する減
少率データ受信手段をさらに備え、
　上記データ量減少手段が、
　上記現象率データ受信手段によって受信した減少率データにもとづく減少率によって画
像データを減少するものである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項６】
　上記一の携帯電話および上記画像処理装置の少なくとも一方が、
　上記電話回線におけるデータ通信速度を検出する検出手段をさらに備え、
　上記画像処理装置の上記データ量減少手段が、上記検出手段により検出された通信速度
が遅いほどデータ減少する量を多くするものである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項７】
　上記一の携帯電話は、
　画像データの上記減少処理を含む上記一の携帯電話において利用可能なモードを報知す
るモード報知手段をさらに備え、
　上記モード報知手段によって報知されたモードの中から画像データ送信モードが選択さ
れたことにより、上記画像データ減少指令を上記画像処理装置に送信するものである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項８】
　上記画像処理装置は、
　与えられる画像データをデータ圧縮して記録媒体に記録する画像データ記録装置であり
、
　上記画像データ減少手段は、
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　上記記録媒体の記録時におけるデータ圧縮の圧縮率よりも高い圧縮率で画像データを圧
縮することにより画像データのデータ量を減少するものである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項９】
　上記画像処理装置は、
　与えられる画像データをデータ圧縮して記録媒体に記録する画像データ記録装置であり
、
　上記画像データ減少手段は、
　上記記録媒体に記録時におけるデータ圧縮の方式と異なる方式によりデータ圧縮するも
のである、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項１０】
　上記データ減少手段によりデータ量を減少すべき画像データにサムネイル画像データが
付随しており、
　上記画像処理装置の上記第１の画像送信手段が、
　上記データ量減少手段によるデータ量減少後の画像データのデータ量が上記サムネイル
画像データのデータ量近傍のときには、上記サムネイル画像データを送信するものである
、
　請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項１１】
　上記一の携帯電話が、
　プリント用の画像データの送信指令を上記画像処理装置に送信する手段をさらに備え、
　上記画像処理装置が、
　上記一の携帯電話から送信されるプリント用画像データ送信指令を受信する手段、およ
び
　上記プリント用画像データ送信指令の受信に応じて上記画像データ減少手段におけるデ
ータ量減少処理を停止し、データ減少処理前の画像データを上記一の携帯電話に送信する
制御手段、
　を備えた請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項１２】
　上記一の携帯電話が、
　プリンタにより画像をプリントするプリント・モードを設定するプリント・モード設定
手段をさらに備え、
　上記画像処理装置が、
　上記一の携帯電話においてプリント・モードが設定されたことに応じて、上記携帯電話
に送信すべき画像データを、上記プリンタの出力形態に適したデータに変換する画像デー
タ変換手段、
　をさらに備えた請求項１に記載の画像通信システム。
【請求項１３】
　一の携帯電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上記一
の携帯電話とが通話可能な画像通信システムを構成するディジタル・カメラにおいて、
　上記一の携帯電話から送信される画像データ減少指令を受信する指令受信手段、
　上記指令受信手段によって受信した画像データ減少指令に応じて、ディジタル・カメラ
に記憶されている画像データのデータ量を減少させるデータ量減少手段、および
　上記データ量減少手段によってデータ量が減少した画像データを上記一の携帯電話に送
信する画像データ送信手段、
　を備えたディジタル・カメラ。
【請求項１４】
　一の携帯電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上記一
の携帯電話とが通話可能な画像通信システムを構成するディジタル・カメラにおいて、
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　上記一の携帯電話のプリント・モードが設定されたことに応じて、プリンタの出力形態
に適したデータに画像データを変換する画像データ変換手段、および
　上記画像データ変換手段によって変換された画像データを上記一の携帯電話に送信する
送信手段、
　を備えたディジタル・カメラ。
【請求項１５】
　一の携帯電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上記一
の携帯電話とが通話可能な画像通信システムを構成するディジタル・カメラにおいて、
　上記一の携帯電話から送信される画像データ減少指令を受信し、
　受信した画像データ減少指令に応じて、ディジタル・カメラに記憶されている画像デー
タのデータ量を減少し、
　データ量が減少した画像データを上記一の携帯電話に送信する、
　ディジタル・カメラの動作制御方法。
【請求項１６】
　一の携帯電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上記一
の携帯電話とが通話可能な画像通信システムを構成するディジタル・カメラにおいて、
　上記一の携帯電話のプリント・モードが設定されたことに応じて、プリンタの出力形態
に適したデータに画像データを変換し、
　変換された画像データを上記一の携帯電話に送信する、
　ディジタル・カメラの動作制御方法。
【請求項１７】
　ディジタル・カメラと互いに通信可能な一の携帯電話であって、電話回線を通じて他の
携帯電話と通信可能な携帯電話において、
　他の携帯電話との通信速度に対応した画像データのデータ量の減少率を示す画像データ
減少指令を上記ディジタル・カメラに送信する指令送信手段、
　上記指令送信手段により送信された画像データ減少指令に応じて、上記ディジタル・カ
メラにおいてデータ量が減少させられ、かつ上記ディジタル・カメラから送信された画像
データを受信する受信手段、および
　上記受信手段によって受信した画像データを上記他の携帯電話に送信する画像データ送
信手段、
　を備えた携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
この発明は、画像処理装置と一の携帯電話とが互いにデータ通信可能であり、電話回線を
通して他の携帯電話と一の携帯電話とが通話可能な画像通信システムならびに画像通信シ
ステムを構成する画像処理装置および方法に関する。
【０００２】
【発明の背景】
ネットワークの整備により電話回線を用いて画像データを送信することが可能となってき
ている。電話回線を用いて画像データを送信する場合、電話回線の使用時間に応じて電話
料金が課金される。
【０００３】
画像データは、一般的にそのデータ量が多い。このために電話回線を使用して画像データ
を送信すると料金が高額となってしまう。また、画像データの受信側においても受信時間
が長くなる。画像データを受信する装置が画像データの受信に占有される時間が長くなっ
てしまう。
【０００４】
また、画像データの受信側の装置によっては、受信した画像データによって表される画像
をそのまま印刷、表示等してもその受信側の装置に適したものとならないことがある。た
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とえば、受信した画像データによって表される画像をプリンタを用いて印刷しても、その
プリンタ特性によっては、適正な画像が印刷されないことがある。
【０００５】
このような場合は、受信側のユーザが適正な画像がプリントされるように画像データの変
換処理をしなければならない。画像処理に不慣れなユーザにとっては面倒な処理となる。
【０００６】
【発明の開示】
この発明は、比較的短時間で画像データを送信することを目的とする。
【０００７】
また、この発明は、受信側の装置に適した画像を表す画像データを送信できるようにする
ことを目的とする。
【０００８】
第１の発明は、画像処理装置と一の携帯電話とが互いにデータ通信可能であり、電話回線
を通して他の携帯電話（電話，データ受信装置）と上記一の携帯電話とが通話可能な画像
通信システムである。この画像通信システムにおいて、上記一の携帯電話から上記画像処
理装置に画像データ減少指令が送信される。
【０００９】
上記画像処理装置には、上記一の携帯電話から送信される画像データ減少指令を受信する
指令受信手段、上記指令受信手段によって受信した画像データ減少指令に応じて画像デー
タのデータ量を減少させるデータ量減少手段、および上記データ量減少手段によってデー
タ量が減少した画像データを上記一の携帯電話に送信する第１の画像データ送信手段を備
える。
【００１０】
上記携帯電話には、上記画像処理装置の第１の画像データ送信手段から送信された画像デ
ータを受信する画像データ受信手段、および上記画像データ受信手段によって受信した画
像データを上記電話回線を通して送信する第２の画像データ送信手段をさらに備える。
【００１１】
この発明は、上記画像通信システムを構成する画像処理装置も提供している。
【００１２】
さらに、この発明は、上記画像処理装置に適した方法も提供している。すなわち、この方
法は、一の携帯電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上
記一の携帯電話とが通話可能な画像通信システムを構成する画像処理装置において、上記
一の携帯電話から送信される画像データ減少指令を受信し、受信した画像データ減少指令
に応じて画像データのデータ量を減少し、データ量が減少した画像データを上記一の携帯
電話に送信するものである。
【００１３】
この発明によると、上記一の携帯電話から上記画像処理装置に画像データ減少指令が送信
される。
【００１４】
上記画像処理装置において、上記一の携帯電話から送信された画像データ減少指令が受信
される。画像データ減少指令が受信されると、画像データ量の減少処理（たとえば、画像
データによって表される画像のリサイズ処理、画像データのデータ圧縮処理、画像データ
の下位ビットを削減するビット落とし処理などの減少処理）が行われる。データ量が減少
した画像データが上記画像処理装置から上記一の携帯電話に送信される。
【００１５】
データ量が減少した画像データが上記一の携帯電話において受信されると、上記電話回線
を通してその受信した画像データが，たとえばサーバに送信される。
【００１６】
電話回線を通じて送信する画像データのデータ量は減少しているので、データ量の減少前
の画像データをそのまま送信する場合に比べて迅速に送信することができる。送信時間が
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短くなるので、時間に応じて電話回線の使用料が課金される場合であっても料金を安く抑
えることができる。
【００１７】
上記画像処理装置に、画像データ減少指令を入力する入力手段をさらに備えてもよい。こ
の場合、上記画像処理装置の上記画像データ減少手段は、上記入力手段から入力された画
像データ減少指令および上記指令受信手段によって受信した画像データ減少指令のうち少
なくとも一方の指令にもとづいて画像データ減少処理を行うこととなろう。
【００１８】
上記画像処理装置から画像データ減少指令を入力することもできるし、上記一の携帯電話
から画像データ減少指令を入力することもできるようになる。
【００１９】
上記画像処理装置に、画像データの送信モードを設定する手段をさらに備えてもよい。こ
の場合には、上記画像処理装置の上記画像データ送信手段は、上記送信モードが設定され
ているときに画像データを上記携帯電話に送信し、上記送信モードが設定されているとき
には、上記指令受信手段によって受信した画像データ減少指令に応じて画像データ減少処
理を行なうものとなろう。
【００２０】
上記一の携帯電話に、上記電話回線を通して上記他の携帯電話から送信される減少率を表
すデータを受信する減少率受信手段、および上記減少率受信手段によって受信した減少率
データを上記画像処理装置に送信する減少率送信手段をさらに備えてもよい。
【００２１】
上記画像処理装置には、上記一の携帯電話の上記減少率送信手段によって送信された減少
率データを受信する減少率データ受信手段をさらに備える。この場合、上記データ量減少
手段は、上記減少率データ受信手段によって受信した減少率データにもとづく減少率によ
って画像データを減少することとなろう。
【００２２】
他の携帯電話のユーザが画像データの減少率を設定できる。他の携帯電話のユーザの所望
のデータ量の画像データを受信することができるようになる。
【００２３】
上記一の携帯電話および上記画像処理装置の少なくとも一方に、上記電話回線におけるデ
ータ通信速度を検出する検出手段をさらに備えてもよい。この場合、上記画像処理装置の
上記データ量減少手段は、上記検出手段により検出された通信速度が遅いほどデータ減少
する量を多くすることが好ましい。
【００２４】
上記電話回線の通信速度が遅いほど画像データの送信時間が長くなる。上記電話回線の通
信速度が遅いほど、データ量を減少する量を多くしている（画像データの量を少なくして
いる）ので、上記電話回線の通信速度が遅くとも送信時間を短くできる。
【００２５】
上記一の携帯電話に、画像データの上記減少処理を含む上記一の携帯電話において利用可
能なモードを報知するモード報知手段をさらに設けても良い。この場合、上記指令受信手
段は、上記モード報知手段によって報知されたモードの中から画像データ送信モードが選
択されたことにより、上記画像データ減少指令を上記画像処理装置に送信することとなろ
う。
【００２６】
上記画像処理装置は，たとえば、与えられる画像データをデータ圧縮して記録媒体に記録
する画像データ記録装置である。
【００２７】
この場合、上記画像データ減少手段は、上記記録媒体の記録時におけるデータ圧縮の圧縮
率よりも高い圧縮率で画像データを圧縮することにより画像データのデータ量を減少する
ものとなろう。
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【００２８】
記録媒体に画像データを記録するときの圧縮率よりも高い圧縮率により圧縮された画像デ
ータが送信されることとなる。より短時間で画像データを送信することができる。
【００２９】
また、上記画像処理装置が画像データを記録する装置のときは、上記画像データ減少手段
を、上記記録媒体に記録時におけるデータ圧縮の方式と異なる方式によりデータ圧縮する
ようにしてもよい。
【００３０】
たとえば、上記記録媒体に画像データを記録するときのデータ圧縮は、圧縮率の高い圧縮
方式を用いることができ、画像データを送信するときの圧縮は、標準的な圧縮方式のデー
タ圧縮を用いることができる。
【００３１】
上記データ減少手段によりデータ量を減少すべき画像データにサムネイル画像データが付
随しているときには、上記画像処理装置の上記第１の画像送信手段は、上記データ量減少
手段によるデータ量減少後の画像データのデータ量が上記サムネイル画像データのデータ
量近傍のとき（データ量減少後の画像データによって表される画像のサイズが，サムネイ
ル画像のサイズ近傍のとき）には、上記サムネイル画像データを送信するようにしてもよ
い。データ減少処理が不要となる。
【００３２】
上記一の携帯電話に、上記プリント用の画像データの送信指令を上記画像処理装置に送信
する手段をさらに備えてもよい。
【００３３】
上記画像処理装置には、上記一の携帯電話から送信されるプリント用画像データ送信指令
を受信する手段、および上記プリント用画像データ送信指令の受信に応じて上記画像デー
タ減少手段におけるデータ量減少処理を停止し、データ減少処理前の画像データを上記一
の携帯電話に送信する制御手段を備える。
【００３４】
画質の高い画像をプリントするときには、高解像度の画像データが必要である。プリント
用の画像データの送信指令があったときには、データ減少前の画像データを送信するので
、受信側の装置では、高解像度の画像データを得ることができる。高画質のプリントが得
られる。
【００３５】
上記一の携帯電話に、プリンタにより画像をプリントするプリント・モードを設定するプ
リント・モード設定手段をさらに備えてもよい。
【００３６】
この場合、上記画像処理装置には、上記一の携帯電話においてプリント・モードが設定さ
れたことに応じて，上記携帯電話に送信すべき画像データを，上記プリンタの出力形態に
適したデータに変換する画像データ変換手段をさらに備える。
【００３７】
画像データの出力形態に適した画像データが送信されるので、画像データの受信側におい
て、出力形態に適した画像データに変換する（表示装置の表示可能な色数に減少する処理
，色空間に変換する処理，出力可能な画像フォーマットに変換する処理など）必要がない
。比較的簡単に受信側の装置に適した画像を得ることができる。
【００３８】
第２の発明は、画像処理装置と一の携帯電話とが互いにデータ通信可能であり、電話回線
を通して他の携帯電話と上記一の携帯電話とが通話可能な画像通信システムである。上記
一の携帯電話において、プリンタにより画像をプリントするプリント・モードが設定され
る。
【００３９】
上記画像処理装置には、上記一の携帯電話のプリント・モードが設定されたことに応じて
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上記プリンタの出力形態に適したデータに画像データを変換する画像データ変換手段、お
よび上記画像データ変換手段によって変換された画像データを上記一の携帯電話に送信す
る第１の送信手段を備える。
【００４０】
上記一の携帯電話には、上記画像処理装置の上記第１の送信手段から送信された画像デー
タを受信する受信手段、および上記受信手段によって受信した画像データを上記電話回線
を通じて送信する第２の送信手段を備える。
【００４１】
この発明は、上記画像データ通信システムを構成する画像処理装置も提供している。
【００４２】
また、この発明は、上記画像処理装置に適した方法も提供している。すなわち、一の携帯
電話と互いにデータ通信可能であり、電話回線を通して他の携帯電話と上記一の携帯電話
とが通話可能な画像通信システムを構成する画像処理装置において、上記一の携帯電話の
プリント・モードが設定されたことに応じて上記プリンタの出力形態に適したデータに画
像データを変換し、変換された画像データを上記一の携帯電話に送信するものである。
【００４３】
この発明によると、上記一の携帯電話のプリント・モードが設定されたことに応じて、上
記画像処理装置において、画像データが上記プリンタの出力形態に適するように変換され
る。変換された画像データが上記画像処理装置から上記一の携帯電話に送信される。
【００４４】
変換された画像データが上記携帯電話において受信されると、上記一の携帯電話から電話
回線を通して，たとえばサーバに送信される。
【００４５】
画像データの受信側においては、プリンタの出力形態に適した（階調、色空間、データ・
フォーマットなどが適切な）画像データを受信できる。受信した画像データをプリンタに
与えるだけでそのプリンタに適した画像をプリントすることができる。
【００４６】
【実施例の説明】
図１は、この発明の実施例を示すもので、画像通信システムの概要を示している。
【００４７】
画像通信システムは、互いにデータ通信可能な送受信システム80Ａと送受信システム80Ｂ
とサーバ90から構成されている。送受信システム80Ａおよび80Ｂは、画像データの送信お
よび受信が可能である。サーバ90には、プリンタ100が接続されている。
【００４８】
この実施例においては、一方の送受信システム80Ａからネットワークを介してサーバ90に
一旦画像データが送信される。画像データがサーバ90を介して他方の送受信システム80Ｂ
に送信される。もっとも、サーバ90を介さずに一方の送受信システム80Ａからネットワー
クを介して他方の送受信システム80Ｂに送信することもできるのはうまでもない。
【００４９】
また、この実施例においては、便宜的に一方の送受信システム80Ａから他方の送受信シス
テム80Ｂに画像データを送信することとしているが、他方の送受信システム80Ｂから一方
の送受信システム80Ａに画像データを送信することもできるのはいうまでもない。さらに
、送受信システム80Ａおよび80Ｂは、いずれも画像データの送受信が可能であるが、一方
のシステムを送信専用とし、他方のシステムを受信専用としてもよい。
【００５０】
送受信システム80Ａは、互いにデータ通信可能なディジタル・スチル・カメラ１Ａと携帯
電話40Ａとから構成されている。この実施例においては、ディジタル・スチル・カメラ１
Ａと携帯電話40Ａとの間のデータ通信は、無線通信であるが有線通信でもよい。送受信シ
ステム80Ｂも送受信システム80Ａと同様にディジタル・スチル・カメラ１Ｂと携帯電話40
Ｂとから構成されている。ディジタル・スチル・カメラ１Ａと１Ｂとは同じ構成である。
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また、携帯電話40Ａと40Ｂとも同じ構成である。
【００５１】
図２は、ディジタル・スチル・カメラ１Ａの外観を背面から見た図である。
【００５２】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａの上面には、その右側に操作スイッチ群15が形成されて
いる。操作スイッチ群15には、シャッタ・レリーズ・ボタン２，画像の消去指令を与える
消去ボタン３、設定ボタン４、インクレメント・ボタン５デクレメント・ボタン６および
モード設定ダイアル（モードには、セットアップ・モード、画像再生モード、撮影モード
、通信モードなどがある）７が含まれている。
【００５３】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａの背面には、そのほぼ全面に液晶表示装置の表示画面９
が形成されている。この表示画面９に画像が表示される。表示画面９には、さらに、現在
設定されているモードを表示する領域10，表示している画像の駒番号を表示する領域11、
表示画面９に表示されている画像が高精細の撮影モードで撮影されたものか、標準モード
で撮影されたものか，より高い圧縮率で画像データを圧縮するエコノミー・モードで撮影
されたものかを示す領域12が含まれている。また、表示画面９には、現在の日時を示す領
域14が含まれている。
【００５４】
さらに、ディジタル・スチル・カメラ１Ａの後面の上部には、電源スイッチ８が形成され
ている。またディジタル・スチル・カメラ１Ａの左側面（図２において手前の側面とは反
対側の側面）には携帯電話40Ａとデータ通信するための無線通信用アンテナが設けられて
いる。
【００５５】
図３は、ディジタル・スチル・カメラ１Ａの電気的構成を示すブロック図である。
【００５６】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａの全体の動作は、ＣＰＵ20によって統括される。
【００５７】
上述した操作スイッチ群15に含まれる各スイッチの押し下げ等を示す信号はＣＰＵ20に入
力する。
【００５８】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａには、コネクタ28が形成されている。このコネクタ28に
メモリ・カード35が着脱自在に装着される。
【００５９】
さらに、ディジタル・スチル・カメラ１Ａには、携帯電話40Ａとデータ通信をするために
通信インターフェイス29が設けられている。通信インターフェイス29に携帯電話40Ａとデ
ータ通信するための無線通信用アンテナ（図示略）が含まれている。
【００６０】
モード設定ダイアル７により撮影モードが設定されると、撮像レンズ21によって光学的な
被写体像が固体電子撮像素子22の受光面上に結像する。固体電子撮像素子21から被写体像
を表す映像信号が出力され、アナログ／ディジタル変換回路23に入力する。アナログ／デ
ィジタル変換回路23においてアナログ映像信号がディジタル画像データに変換される。
【００６１】
ディジタル画像データは、画像処理回路27において白バランス調整、ガンマ補正などの所
定の信号処理が行われる。画像処理回路27から出力した画像データは、ディジタル／アナ
ログ変換回路30に入力し、アナログ映像信号に戻される。アナログ映像信号が表示装置９
（表示装置も表示画面と同じ符号を用いる）に与えられることにより被写体像が表示され
る。
【００６２】
シャッタ・レリーズ・ボタン２が押されると、被写体像を表す画像データは、メモリ・バ
ッファ33に一時的に記憶される。画像データがメモリ・バッファ33から読み出され画像処



(10) JP 4039775 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

理回路27に与えられる。画像データは、画像処理回路27においてデータ圧縮が施される。
圧縮された画像データは、コネクタ28を介してメモリ・カード35に与えられ、記録される
。
【００６３】
モード設定ダイアル７により再生モードが設定されると、メモリ・カード35に記録されて
いる画像データが読みだされ、第１の圧縮伸長回路25に入力する。第１の圧縮伸長回路25
において圧縮画像データが伸長される。伸長された画像データは、ディジタル／アナログ
変換回路30に入力しアナログ映像信号に変換される。アナログ映像信号が画像表示装置９
に与えられ、再生画像が表示装置９の表示画面上に表示される。
【００６４】
モード設定ダイアル７により通信モードが設定されると、画像の送信時は、メモリ・カー
ド35に記録されている画像データが読みだされ、上述した再生モードにおける処理と同様
にして伸長される。伸長された画像データが変更処理回路24に与えられる。変更処理回路
24において送信すべき画像データのデータ量が少なくなるようにリサイズ処理（間引きな
どにより画像の大きさを縮小してから再度圧縮する処理）が行われる。リサイズ処理され
た画像データが通信インターフェイス29に与えられる。リサイズされた画像データが通信
インターフェイス29によってディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話40Ａに送信さ
れる。
【００６５】
画像データの受信時は、通信インターフェイス29によって携帯電話１Ａから送信されてく
る画像データが受信される。受信した画像データは、コネクタ28を介してメモリ・カード
35に与えられ、記録される。
【００６６】
第１の圧縮伸長回路25はパラメータの設定変更により圧縮率を高くすることができる。さ
らに、ディジタル・スチル・カメラ１Ａには、第２の圧縮伸長回路26が設けられている。
第２の圧縮伸長回路26は、第１の圧縮伸長回路25におけるデータ圧縮の方式と異なる圧縮
方式でデータ圧縮するものである。
【００６７】
さらに、ディジタル・スチル・カメラ１Ａには、カメラの機種コード、メーカ名などの属
性情報を記憶する属性レジスタ31が含まれている。また、電源回路32が含まれており、こ
の電源回路32によって各回路に電源が供給される。
【００６８】
図４は，携帯電話40Aの外観を前面から見たものである。
【００６９】
携帯電話40Aの上部には，ネットワークを介して他の携帯電話40B，サーバ100 などとデー
タ通信（通話）するためのアンテナ41が形成されている。
【００７０】
携帯電話40A の前面の上部には，音声を出力するためのスピーカ42が設けられている。
【００７１】
スピーカ42の下には，液晶表示画面43が形成されている。この液晶表示画面43には，携帯
電話40Aの電池の残容量を示す領域46，携帯電話40Aの電波の受信の程度を示す領域47およ
び現在設定されているメニュー（モード）を示す領域45が含まれている。また，液晶表示
画面43には，サムネイル画像を表示する領域44および選択できる画像の駒番号，選択でき
るメニューなどを表示する選択領域48が含まれている。選択される駒番号等を示すための
カーソル（枠）49も表示される。
【００７２】
液晶表示画面43の下には，記憶されている電話番号を表示画面43に一覧表示するときにユ
ーザによって押される電話帳ボタン51，設定指令を与えるときにユーザによって押される
設定ボタン52およびメニューを液晶表示画面43に表示するときにユーザによって押される
メニュー・ボタン53が設けられている。
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【００７３】
これらのボタン51，52および53の下には，上下左右ボタン54が配置されている。上下左右
ボタン54上には，上矢印，下矢印，左矢印および右矢印が形成されている。これらの矢印
上を押すことができる。これらの矢印上を押すことにより，どの矢印が押されたかを示す
信号が入力される。また上下左右ボタン54の中央を押すことも可能である。この中央が押
されたことにより確定指令が入力される（確定ボタン50）。
【００７４】
上下左右ボタン54の下には，発呼ボタン55，クリアボタン56および切断ボタン57が形成さ
れている。これらのボタン55，56および57の下にテン・キー58が形成されている。
【００７５】
携帯電話40A の前面の下側には，音声を入力するためのマイクロフォン59が形成されてい
る。
【００７６】
図５は，携帯電話40Aの電気的構成を示すブロック図である。
【００７７】
携帯電話40Aの全体の動作は，ＣＰＵ60によって統括される。
【００７８】
このＣＰＵ60には，電話番号，電子メール・アドレス，ＵＲＬ(Uniform　resource　loca
ter)が記憶されている不揮発性メモリ65が接続されている。
【００７９】
ＣＰＵ60には，種々のデータを一時的に記憶するメモリ66が外付けされている。
【００８０】
上述した各スイッチ等（操作スイッチ群67）の押し下げを示す信号は，ＣＰＵ60に入力す
る。
【００８１】
マイクロフォン59から入力した音声は，変調回路73において変調されて，アナログ／ディ
ジタル変換回路74に与えられる。アナログ／ディジタル変換回路74において音声のアナロ
グ信号がディジタルの音声データに変換される。
【００８２】
音声データは，送受信バッファ63および送受信回路64を介して内蔵アンテナ41から相手の
電話に送信される。
【００８３】
相手の電話から送信された音声データは，内蔵アンテナ41を介して送受信回路64において
受信される。音声データは，送受信バッファ63を介してディジタル／アナログ変換回路72
に与えられる。音声データがディジタル／アナログ変換回路72において，アナログ音声信
号に変換される。変換されたアナログ音声信号が復調回路71において復調され，スピーカ
42から音声として出力される。
【００８４】
画像送信モードが設定されると，ディジタル・スチル・カメラ１Ａから送信された画像デ
ータは，内蔵アンテナ61によって受信され，送受信回路62において復調される。画像デー
タは，送受信回路62から出力され，送受信バッファ63に一時的に記憶される。
【００８５】
画像データは，送受信バッファ63から出力され，送受信回路64に与えられる。送受信回路
64において，1.5GHzの搬送波が画像データによって変調される。変調された画像データが
内蔵アンテナ41に与えられる。内蔵アンテナ41によって，ネットワークを介してサーバ10
0または携帯電話40Bに送信される。
【００８６】
画像受信モードが設定されると，ネットワークを介して送信されてくる画像データは，内
蔵アンテナ41によって受信され，送受信回路64において復調される。画像データは，送受
信回路64から出力され，送受信バッファ63に与えられて一時的に記憶される。
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【００８７】
画像データは，送受信バッファ63から出力され，送受信回路62に与えられる。送受信回路
62は送受信回路64の搬送波と異なる周波数（2.4GHz）の搬送波を有している。2.4GHzの搬
送波が画像データによって変調される。変調された画像データが内蔵アンテナ61に与えら
れる。画像データは，内蔵アンテナ61によってディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信さ
れる。
【００８８】
図６から図９は、携帯電話40Ｂの表示画面43の一例を示している。
【００８９】
図43は、メニュー画像の一例である。
【００９０】
携帯電話40Ａのメニュー・スイッチ53が押されることにより図６に示すメニュー画像が表
示画面43上に現れる。
【００９１】
この実施例による携帯電話40Ａでは、１．画像サービス、２．音楽サービスおよび３．ニ
ュースの各サービスを選択することができる。
【００９２】
表示画面43には、カーソル49が表示されている。上下左右ボタン54の上矢印が押されるこ
とにより、カーソル49は、上方向に移動する。上下左右ボタン54の下矢印が押されること
により、カーソル49は、下方向に移動する。カーソル49が「画像サービス」を囲んでいる
ときに携帯電話40Ａのユーザによって確定ボタン50が押されると表示画面43は、図７に示
す画像サービス・メニュー画像に切り替わる。
【００９３】
図７において、表示画面43には、画像サービス・メニューとして１．プリント、２．画像
メール，３．写真アップロード，４．カメラ送信および５．拡大指令が表示されている。
「１．プリント」は、サーバ70に接続されているプリンタ80によって画像をプリントする
ときにユーザによって選択されるサービスである。「２．画像メール」は、送受信システ
ム60Ｂに画像データを送信するときにユーザによって選択されるサービスである。「３．
写真アップロード」は、画像データをサーバ70にアップロードするときにユーザによって
選択されるサービスである。「４．カメラ送信」は受信した画像データをディジタル・ス
チル・カメラに送信するときにユーザによって選択されるサービスである。「５．拡大指
令」は後述するように高画質の画像を要求するときにユーザによって選択される。
【００９４】
カーソル49が「画像メール」を囲んでいるときに携帯電話40Ａのユーザによって確定ボタ
ン50が押されると表示画面43は、図８に示す画像選択メニュー画像に切り替わる。
【００９５】
選択メニュー画像においては、選択可能な画像の駒番号を表示する領域48およびカーソル
49により囲んでいる駒番号によって特定される画像のサムネイル画像を表示する領域44が
含まれている。確定ボタン50が押されるときにカーソル49によって囲まれている駒番号の
画像が送信される画像データによって表される画像となる。選択可能な駒番号は、あらか
じめディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話40Ａに送信されているのはいうまでも
ない。
【００９６】
図９は、送受信システム60Ａと送受信システム60Ｂとの間のデータ通信の処理手順を示す
フローチャートである。
【００９７】
上述のようにしてディジタル・スチル・カメラ１Ａによって被写体が撮影され、被写体像
が表示装置９の表示画面上に表示される。また、被写体像を表す画像データが画像処理装
置27においてデータ圧縮され、メモリ・カード35に記録される。
【００９８】
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携帯電話40Ａにおいて画像サービスの中の「２．画像メール」が選択され、画像データを
送信すべき相手の携帯電話40Ｂの電話番号がテン・キー58を用いて入力される。発呼ボタ
ン55が押され、画像データを送信すべき相手の携帯電話40Ｂと携帯電話40Ａとの通信が接
続される。
【００９９】
送信側の携帯電話40Ａにおいて、送信すべき画像データが上述のようにして選択される。
選択された画像の駒番号を表すデータが携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１
Ａに送信される。
【０１００】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、携帯電話40Ａから送信された駒番号を表わす
データが受信される。すると、その駒番号に対応する画像データがメモリ・カード35から
読みだされ、第１の圧縮伸長回路25に与えられる。第１の圧縮伸長回路25において、圧縮
されている画像データがデータ伸長される。伸長された画像データは、ディジタル・カメ
ラ１Ａのメモリ・バッファ33に一時的に記憶される。
【０１０１】
携帯電話40Ａにおいてリサイズ指示が発生する。発生したリサイズ指示を表すデータは、
携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信される。
【０１０２】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、リサイズ指示を表すデータが受信されると、
メモリ・バッファ33に一時的に記憶されているデータが読みだされ変更処理回路24に与え
られる。変更処理回路24において画像データのデータ量が少なくなるようにリサイズ処理
が行われる。リサイズ処理された画像データは、第１の圧縮伸張回路25に入力する。第１
の圧縮伸張回路27において圧縮パラメータが変更され、メモリ・カード35への記録時のデ
ータ圧縮の圧縮率よりも高い圧縮率でデータ圧縮が行われる。
【０１０３】
リサイズされ、かつデータ圧縮された画像データ（リサイズ済画像データ）は、通信イン
ターフェイス29によってディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話40Ａに送信される
。
【０１０４】
携帯電話40Ａにおいて、ディジタル・スチル・カメラ１Ａから送信されたリサイズ済画像
データが受信されると、そのリサイズ済画像データがネットワークを介して受信側の携帯
電話40Ｂに送信される。
【０１０５】
受信側の携帯電話40Ｂにおいてリサイズ済画像データが受信されると、送受信バッファ63
に一時的に記憶される。リサイズ済画像データが送受信バッファ63から読みだされ、携帯
電話40Ｂの表示装置に与えられる。リサイズ済画像データによって表されるリサイズ済画
像が表示装置の表示画面上に表示される。携帯電話40Ｂのユーザは、表示されたリサイズ
済画像を確認すると画像サービス・メニューの中から「４．カメラ送信」を選択する。す
ると、送受信バッファ63からリサイズ済画像データが読みだされ、受信側のディジタル・
スチル・カメラ１Ｂに送信される（カメラ１Ｂには特定の識別コードが付与されており，
その識別コードにもとづいて送信対象となるカメラ１Ｂに画像データが送信されるのはい
うまでもない）。
【０１０６】
リサイズ済画像データがディジタル・スチル・カメラ１Ｂにおいて受信されると、リサイ
ズ済画像データが表示装置に与えられ、リサイズ済画像データによって表される画像が表
示装置の表示画面に表示される。さらにリサイズ済画像データがディジタル・スチル・カ
メラ１Ｂのメモリ・カードに記録される。
【０１０７】
画像データを送受信システム60Ａから60Ｂに送信する場合であっても、送受信システム60
Ａを構成するディジタル・スチル・カメラにおいて、送信すべき画像データのデータ量が
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少なくなるようにリサイズ処理されているので、送信時間が短くなる。また、リサイズ済
画像データは、メモリ・カード35への記録時の圧縮率よりも高い圧縮率により再圧縮され
ているので、送信時間が短縮される。
【０１０８】
上述した実施例においては、送信側のディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて画像のリ
サイズ処理と再圧縮処理とを行っているが少なくともいずれか一方が行われればよい。
【０１０９】
さらに、上述した実施例においては画像データは、サーバ70を介さずに送信側の携帯電話
40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信しているように示されているがサーバ70を介して送
信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに画像データが送信されているのはいうま
でもない。もっとも、サーバ70を介さずに直接に送信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯
電話40Ｂに画像データを送信してもよい。
【０１１０】
図10は、受信側のディジタル・スチル・カメラ１Ｂのメモリ・カードのディレクトリ構造
を示している。
【０１１１】
ROOTディレクトリによって「IMAGE」のディレクトリ名のディレクトリが管理されている
。この「IMAGE」のディレクトリ名をもつディレクトリによって送信された画像データが
管理されている。「IMAGE」のディレクトリ名をもつディレクトリによって個々に管理さ
れているサブ・ディレクトリ名によって管理されている画像データ（画像ファイル）が一
度の送信によって送信された画像データである。
【０１１２】
たとえば、サブ・ディレクトリ名「DS302004-990501-0001」によって管理される画像ファ
イル（ファイル名「IMGE0001.JPG」、「IMAGE0002.JPG」など）が一度の送信で送信され
た画像ファイルである。サブ・ディレクトリ名は、送信側のディジタル・スチル・カメラ
１Ａの機種コード（DS302004）と送信日付（990501）とディレクトリ番号（0001）とから
構成されている。ディジタル・スチル・カメラ１Ａの属性レジスタ31に格納さている属性
情報が画像データとともに送信され、この属性情報から機種コードをサブ・ディレクトリ
名に用いることができるのはいうまでもない。
【０１１３】
また、サブ・ディレクトリ名に、画像データを送信した携帯電話40Ａの電話番号を用いて
もよい。サブ・ディレクトリ名を確認することにより画像データを送信した携帯電話40Ａ
の電話番号が分かる。
【０１１４】
図11は、受信側のディジタル・スチル・カメラ１Ｂのメモリ・カードに記録された画像フ
ァイル（IMAGE0001.JPG）のファイル構成を示している。
【０１１５】
画像ファイルは、ヘッダと画像データ記録領域とから構成されている。
【０１１６】
画像データ記録領域には、上述したようにリサイズ済画像データが記録される。
【０１１７】
ヘッダには、画像データのフォーマットを示すヘッダ（ここでは、ＪＰＥＧ（joint phot
ographic coding experts group）ヘッダ）記録領域、画像属性情報記録領域およびサム
ネイル・データ記録領域が含まれている。
【０１１８】
画像属性情報記録領域には、記録日時、撮像条件および通信履歴情報が格納されている。
通信履歴情報には、送信日、送信した携帯電話のメーカ名、送信した携帯電話の電話番号
およびリサイズ前の画像の画素数を表すデータがある。画像データが送受信システム60Ａ
から送受信システム60Ｂに送信されることにより、通信履歴情報が画像ファイルに格納さ
れる。
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【０１１９】
サムネイル・データ記録領域には、サムネイル画像ヘッダとサムネイル画像データとが格
納されている。
【０１２０】
上述した実施例においては変更処理回路24におけるリサイズ処理により送信すべき画像デ
ータのデータ量を減少させているが，画像データの下位ビットを削除すること（いわゆる
ビット落とし処理）により画像データの量を減少させてもよい。このビット落とし処理は
変更処理回路24において行われることとなろう。
【０１２１】
また上述した実施例ではメモリ・カード35への画像データの記録時においては第１の圧縮
伸長回路25を用いてデータ圧縮していたが，メモリ・カード35への画像データの記録時に
は第２の圧縮伸長回路26を用いてデータ圧縮してもよい。第２の圧縮伸長回路26の圧縮方
式が特殊な圧縮方式であっても画像データ送信時には第１の圧縮伸長回路25によって標準
的なデータ圧縮をして送信する。受信側は標準的な圧縮方式の画像データを受信するので
データ伸張も可能となる。
【０１２２】
さらにカメラ１Ａにリサイズ指令を与えるスイッチを設けてもよい。携帯電話40Ａからの
リサイズ指令がなくとも画像のリサイズが可能となる。この場合もカメラ１Ａの変更処理
回路24においてリサイズ処理が行われることとなろう。
【０１２３】
上述した実施例においては、ネットワークの通信速度にかかわらず、画像データをによっ
て表される画像をリサイズし、リサイズした画像データを送信しているが、ネットワーク
のデータ通信速度に応じてリサイズの比率を変えることもできる。
【０１２４】
図12および図13は、通信速度とリサイズの比率との関係を示している。図12は、画像が水
平方向1280画素垂直方向960画素の場合を示し、図13は、画像が水平方向2560画素垂直方
向1920画素の場合を示している。
【０１２５】
画像が水平方向1280画素垂直方向960画素の場合、画像が水平方向2560画素垂直方向1920
画素の場合のいずれの場合も通信速度が高くなるほどリサイズ率が大きくなっている。す
なわち減少量が少なくなっている。通信速度が高いほど画像データの量が多くても短時間
で画像データの送信を終了できるからである。
【０１２６】
図14は、送受信システム60Ａから送受信システム60Ｂに画像データを送信するときの処理
手順を示すフローチャートである。
【０１２７】
この処理においては、ネットワークのデータ通信速度に応じてリサイズの比率を変えるも
のである。
【０１２８】
上述したように送信側の携帯電話40Ａにおいて、受信側の携帯電話40Ｂの電話番号が入力
される。送信側の携帯電話40Ａにおいて、送信すべき画像が選択され、選択された画像の
駒番号を表すデータが携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信される。
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいては、送信すべき画像データがデータ伸張される
。
【０１２９】
また、送信側の携帯電話40Ａにおいて通信速度が最高速度（たとえば２Mbps）に設定され
、その応答リクエストが送信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信される。
【０１３０】
送信側の携帯電話40Ａからの応答リクエストにしたがった通信速度で画像データの受信が
可能であれば、受信側の携帯電話40Ｂから送信側の携帯電話40Ａに応答が行われる（正常
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応答）。送信側の携帯電話40Ａからの応答リクエストにしたがった通信速度で画像データ
の受信が不可能であれば、受信側の携帯電話40Ｂから送信側の携帯電話40Ａに応答は行わ
れない。応答なしとして一定時間経過するとタイムアウトとなり。送信側の携帯電話40Ａ
においてリクエストした通信速度ではデータ通信できないことが認識される。
【０１３１】
すると、通信速度が一段階下げられる。ここでは、384kbpsに通信速度が下げられる。再
び、送信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに応答リクエストが送信される。
【０１３２】
リクエストに応じた通信速度での通信が可能であれば、受信側の携帯電話40Ｂから送信側
の携帯電話40Ａに正常応答が行われる。
【０１３３】
送信側の携帯電話40Ａにおいて、正常応答が受信されると送信側の携帯電話40Ａから送信
側のディジタル・スチル・カメラ１Ａに選択され、送信すべき画像の画素数の問い合わせ
が行われる。
【０１３４】
携帯電話40Ａからの問い合わせに応じて、ディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話
40Ａに画素数を表すデータが送信される。ここでは、水平方向2560画素垂直方向1920画素
の画像が選択されたものとする。
【０１３５】
携帯電話40Ａにおいて画素数を表すデータが受信されると、受信側の携帯電話40Ｂに送信
可能な通信速度に応じてリサイズ指示が携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１
Ａに送信される。この実施例においては、通信速度は、384kbps、選択された画像の画素
数は、水平方向2560画素垂直方向1920画素であるから図13を参照して水平方向の画素数が
１／４、垂直方向の画素数が１／４となるようにリサイズ指示が携帯電話40Ａからディジ
タル・スチル・カメラ１Ａに送信される。
【０１３６】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、受信したリサイズ指示にしたがってリサイズ
処理が行われる。リサイズされた画像データが上述したようにディジタル・スチル・カメ
ラ１Ａから携帯電話40Ａに送信される。
【０１３７】
リサイズ済画像データが送信側の携帯電話40Ａにおいて受信されると、送信側の携帯電話
40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信される。その後、リサイズ済画像データが受信側の
携帯電話40Ｂからディジタル・スチル・カメラ１Ｂに送信され、メモリ・カードに記録さ
れるのは上述した実施例と同様である。
【０１３８】
図15は、さらに他の実施例を示すもので、送受信システム60Ａと送受信システム60Ｂとの
通信処理手順を示すフローチャートである。
【０１３９】
図15に示す処理においては、受信側の携帯電話40Ｂからの指示にもとづいてリサイズ率を
決定するものである。
【０１４０】
上述したように送信すべき画像が選択され、選択された画像の駒番号を表すデータが送信
側の携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信される。その後、携帯電話
40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに選択した画像の画素数が問い合わせられる。
【０１４１】
すると、ディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話40Ａに画素数を表すデータが送信
される（たとえば、水平方向2560画素垂直方向1920画素）。その後、選択された画像のサ
ムネイル画像を表すデータがディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電話40Ａに送信さ
れる。
【０１４２】
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送信側の携帯電話40Ａにおいて、サムネイル画像データが受信されると、その受信したサ
ムネイル画像データが受信側の携帯電話40Ｂに送信される。
【０１４３】
受信側の携帯電話40Ｂにおいて、サムネイル画像データが受信されると、携帯電話40Ｂの
表示画面にその受信したサムネイル画像データによって表されるサムネイル画像が表示さ
れる。ユーザは、表示画面に表示されているサムネイル画像によって送信された画像デー
タによって表される画像を確認する。サムネイル画像よりも解像度の良い画像を表す画像
データを受信側のディジタル・スチル・カメラ１Ｂに記録するのであれば、受信側の携帯
電話40Ｂに拡大要求が入力される（上述したように，拡大指令の選択，図７参照）。入力
された拡大要求を表すデータは、受信側の携帯電話40Ｂから送信側の携帯電話40Ａに送信
される。
【０１４４】
送信側の携帯電話40Ａにおいて、拡大要求を示すデータが受信されると、リサイズ指示（
たとえば、水平方向１／８，垂直方向１／８）が送信側の携帯電話40Ａから受信側のディ
ジタル・スチル・カメラ１Ａに送信される。
【０１４５】
送信側のディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、リサイズ指示が受信されると、その
リサイズ指示にしたがって選択された画像を表す画像データのリサイズ処理が行われる。
リサイズ済画像データ（たとえば、水平方向320画素垂直方向240画素）が送信側のディジ
タル・スチル・カメラ１Ａから送信側の携帯電話40Ａに送信される。
【０１４６】
送信側の携帯電話40Ａにおいてリサイズ済画像データが受信されると、その受信したリサ
イズ済の画像データが、送信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信される。
【０１４７】
リサイズ済の画像データが受信側の携帯電話40Ｂにおいて受信されると、そのリサイズ済
の画像データが表示装置に与えられ、新たな解像度の画像が表示される。新たな表示され
た画像の解像度が満足するものでなければ、再び受信側の携帯電話40Ｂのユーザによって
拡大要求が入力される。
【０１４８】
拡大要求が受信側の携帯電話40Ｂから送信側の携帯電話40Ａに送信される。拡大要求に応
じて、送信側の携帯電話40Ｂから送信側のディジタル・スチル・カメラに再びリサイズ指
示が送信される。このリサイズ指示は、解像度がさらに良くなるようなものとなる。たと
えば、水平方向１／４垂直方向１／４となるようなリサイズ指示が送信側にのディジタル
・スチル・カメラ１Ａに送信される。
【０１４９】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、リサイズ指示にしたがってリサイズ処理が行
われる。リサイズ済画像データが送信側のディジタル・スチル・カメラ１Ａから送信側の
携帯電話40Ａに送信される。
【０１５０】
リサイズ済の画像データは、送信側の携帯電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信され
る。リサイズ済の画像データが再び受信側の携帯電話40Ｂの表示装置に与えられ、さらに
画質のよい画像が表示される。
【０１５１】
受信側ユーザが満足するまで、拡大要求が送信側の携帯電話40Ａに送信され、リサイズ処
理が繰り返される。
【０１５２】
受信側のユーザが満足すると、受信側の携帯電話40Ｂに送信指示が与えられる（カメラ送
信の選択，図７参照）。受信側の携帯電話40Ｂから受信側のディジタル・スチル・カメラ
１Ｂにリサイズ済の画像データが送信され、ディジタル・スチル・カメラ１Ｂのメモリ・
カードに記録される。
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【０１５３】
画像データを受信する側のユーザによってリサイズ率、すなわち、画像の画質を指示する
ことができるようになる。
【０１５４】
図16は、さらに他の実施例を示すもので、送受信システム60Ａと送受信システム60Ｂとの
間の通信処理手順を示すフローチャートである。図14に示す処理と異なる処理について説
明する。ここでは最初の通信速度を図14と異なり，384kbpsに設定している。
【０１５５】
この実施例においては、送信側の携帯電話40Ａから送信側のディジタル・スチル・カメラ
１Ａにリサイズ指示が送信される。
【０１５６】
送信側のディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいてリサイズ指示が受信されると、そのリ
サイズ後の画像の画素数が算出される。算出されたリサイズ後の画素数と選択された画像
のサムネイル画像の画素数とが比較され、リサイズ後の画像データを送信するかサムネイ
ル画像データを送信するかが判断される。
【０１５７】
リサイズ後の画素数と選択された画像のサムネイル画像の画素数との差が小さければ、サ
ムネイル画像データが受信側の携帯電話40Ｂに送信される。具体的には、リサイズ後の水
平方向の画素数をNoh，リサイズ後の垂直方向の画素数をNovとしたときに、第１式および
第２式を満足するとサムネイル画像データを送信する。
【０１５８】
８０＜Noh＜２００・・・第１式
【０１５９】
６０＜Nov＜１８０・・・第２式
【０１６０】
たとえば、選択された画像の画素数が水平方向1280画素垂直方向960画素のものであり、
リサイズ指示が水平方向１／８、垂直方向１／８とするとリサイズ後の画素数は、水平方
向160画素（1280／８＝160）垂直方向120画素（960／８＝120）となるから第１式および
第２式のいずれも満足するものとなる。したがってサムネイル画像データが送信側の携帯
電話40Ａから受信側の携帯電話40Ｂに送信されることとなる。
【０１６１】
図17から図23は、さらに他の実施例を示すものである。
【０１６２】
図17は、サーバ90およびプリンタ100の電気的構成を示すブロック図である。
【０１６３】
サーバ90の全体の動作は、ＣＰＵ91によって統括される。
【０１６４】
サーバ90には、ハードディスク94が含まれておりのこのハードディスク94に所定のプログ
ラムその他のデータが格納されている。
【０１６５】
さらに、サーバ90には、データを一時的に格納するためのＲＡＭ92，ＢＩＯＳ（basic in
put/output system）が格納されているＲＯＭ93およびデータ通信のためのインターフェ
ィス95が含まれている。
【０１６６】
また、サーバ90には、携帯電話40Ａおよび40Ｂとデータ通信を行うための無線受信装置96
が接続されているる
【０１６７】
このようなサーバ90がプリンタ100と接続されている。
【０１６８】
プリンタ100の全体の動作は、ＣＰＵ101によって統括される。
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【０１６９】
プリンタ100には、サーバ90と通信を行うためのインターフェイス102が含まれている。
【０１７０】
また、プリンタ100には、データを一時的に記憶するためのＲＡＭ106、プリンタの属性情
報を記憶するプリンタ属性ＲＯＭ107が含まれている。さらに、プリンタ100には、給紙装
置103、プリント・エンジン104およびプリントを仕分けをするためのプリント出力仕分け
装置105が含まれている。
【０１７１】
図18は、サーバ90のハードディスク94に格納されているデータの構造を示している。
【０１７２】
ハードディスク94には、携帯電話40Ａまたは40Ｂから送信された画像ファイルを格納する
領域、ユーザ情報を格納する領域およびプログラム領域がある。ユーザ情報には、サーバ
70にアクセスする権限を有するユーザの氏名、電話番号、住所およびプリンタ100により
プリントを行ったときの料金の合計を表すデータが格納されている。ユーザ氏名、電話番
号および住所を表すデータは、あらかじめ登録されている。
【０１７３】
図19は、プリンタ100のプリンタ属性ＲＯＭ107に格納されているプリンタ属性情報の一例
を示している。
【０１７４】
プリンタ属性情報には、プリンタ・メーカ名、プリンタ機種名、バージョン、プリンタが
対応することのできる色空間および対応可能な画像データのフォーマットを表すデータが
格納されている。
【０１７５】
図20から図22は、プリンタ100によって画像のプリントを注文するときの携帯電話の表示
画面43の一例を示している。
【０１７６】
プリントを注文するときには、図６に示したようにメニュー画像において「１．画像サー
ビス」が選択される。画像サービスが選択されると、携帯電話の表示画面は、図20に示す
ように画像サービス・メニュー画像が現れる。プリント注文を行うときには画像サービス
・メニューにおいて「１．プリント」サービスがユーザによって選択される。すると、携
帯電話の表示画面は、図21に示すように画像選択画像に切り替わる。
【０１７７】
図21において、プリントすべき画像の駒番号をカーソル49で囲む。その画像のプリント枚
数が携帯電話のテン・キーから入力される。入力されたプリント枚数が枚数表示領域50に
表示される。ユーザによって確認ボタン50が押されると携帯電話の表示画面43は、図22に
示す確認画像に切り替わる。
【０１７８】
図22を参照して確認画像においては、プリントすべき画像として選択された画像が領域51
に一覧で表示される。また、その選択された画像のプリンタ枚数が画像に対応して表示さ
れる（領域52）。
【０１７９】
さらに、確認画像には、上下左右ボタン54の左矢印が押されるとカーソル49が確定を囲み
、右矢印が押されるとカーソル49が取消を囲む。「確定」の文字がカーソル49によって囲
まれているときにユーザによって確定ボタン50が押されると、画像のプリント枚数が確定
する。「取消」の文字がカーソル49によって囲まれているときにユーザによって確定ボタ
ン50が押されると、すべてのプリント注文が取り消される。もっとも、特定の画像につい
てのみプリント注文が取り消されるようにしてもよい。
【０１８０】
図23は、送受信システム60Ａとサーバ90およびプリンタ100との通信処理手順を示すフロ
ーチャートである。
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【０１８１】
送信側の携帯電話40Ａによってサーバ90と接続される。携帯電話40Ａとサーバ90とが接続
されると、サーバ90からプリンタ100にプリンタ属性の問い合わせが行われる。
【０１８２】
プリンタ100がサーバ90からプリンタ属性の問い合わせを受信すると、プリンタ属性ＲＯ
Ｍ107に格納されているプリンタ属性を表すデータがプリンタ100からサーバ90に送信され
る。
【０１８３】
サーバ90において、プリンタ100から送信されたプリンタ属性を表すデータが受信される
と、その受信したプリンタ属性を表すデータが携帯電話40Ａに送信される。
【０１８４】
携帯電話40Ａにおいて上述したようにしてプリントすべき画像が選択される。選択された
画像の駒番号を表すデータが携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信さ
れる。
【０１８５】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、選択された画像の駒番号を表すデータが受信
されると、その駒番号に対応する画像を表す画像データが伸長される。
【０１８６】
携帯電話40Ａにおいて受信したプリンタ属性にもとづいて、プリンタ80によってプリント
するのに適した画像データとなるように階調変換指示が生成される。生成された階調変換
指示を示すデータが携帯電話40Ａからディジタル・スチル・カメラ１Ａに送信される。
【０１８７】
ディジタル・スチル・カメラ１Ａにおいて、階調変換指示にもとづいて、伸張された画像
データが変換処理回路24において階調変換処理が行われる。また、必要に応じて、プリン
タ80が処理可能な画像データのフォーマットにフォーマット変換処理，色空間変換処理な
どが行われる。階調変換された画像データがディジタル・スチル・カメラ１Ａから携帯電
話40Ａに送信される。
【０１８８】
携帯電話40Ａにおいて、階調変換された画像データが受信されると、その階調変換された
画像データと携帯電話40Ａの電話番号を表すデータとがサーバ70に送信される。
【０１８９】
サーバ90において、階調変換された画像データが受信されると、その受信された画像デー
タは、プリンタ100に与えられ、プリント指定枚数にしたがってプリントされる。プリン
トは，プリント出力仕分け装置105において１注文ごとにソーティングされる。また、電
話番号を表すデータがサーバ90において受信されると、格納されているユーザ情報にもと
づいてユーザの住所が検索される。プリンタ100によるプリントがプリントを注文したユ
ーザのもとに郵送されることとなる。もっとも，プリント注文に応じてサーバ90からプリ
ンタにプリント注文者の住所を表わすデータが送信されることにより，その住所を封筒に
印刷し，プリントとともに注文ごとにソーティングするようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】画像通信システムの概要を示している。
【図２】ディジタル・スチル・カメラの背面から見た斜視図である。
【図３】ディジタル・スチル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。
【図４】携帯電話の外観を示している。
【図５】携帯電話の電気的構成を示すブロック図である。
【図６】携帯電話の表示画面の一例である。
【図７】携帯電話の表示画面の一例である。
【図８】携帯電話の表示画面の一例である。
【図９】画像データの通信処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】メモリ・カードのディレクトリ構造を示している。
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【図１１】画像ファイルの構造を示している。
【図１２】通信速度とリサイズの比率を示している。
【図１３】通信速度とリサイズの比率を示している。
【図１４】画像データの通信処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】画像データの通信処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】画像データの通信処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】サーバとプリンタの電気的構成を示すブロック図である。
【図１８】サーバのハードディスクに格納されているデータの構造を示している。
【図１９】プリンタ属性の一例である。
【図２０】携帯電話の表示画面の一例である。
【図２１】携帯電話の表示画面の一例である。
【図２２】携帯電話の表示画面の一例である。
【図２３】画像データの通信処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ　ディジタル・スチル・カメラ
９，43　表示装置
20，60，71,81　ＣＰＵ
22　固体電子撮像素子
24　変更処理回路
25，26　圧縮伸長回路
27　画像処理回路
29　通信インターフェイス
40Ａ，40Ｂ　携帯電話
41，61　内蔵アンテナ
62，64　送受信回路
60Ａ，60Ｂ　送受信システム
70　サーバ
80　プリンタ
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