
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

撮像された原画像
携帯電話の表示 サイズ 画像を生成する

を特徴とする画像 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、 画像を加工して携帯電話

に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、利用者の宅内で撮像した画像を利用者のパーソナルコンピュータに伝送し、このパ
ーソナルコンピュータでブラウザと呼ばれるプログラムを用いて表示することによって、
利用者は宅内を監視するようになっていた。また、静止画や動画を表示する機能を有した
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撮像装置により撮像された原画像から通信回線を介して接続された携帯電話に表示する画
像を生成する画像生成装置において、画像生成装置が、撮像装置により
の全部または一部から前記 画面 に合わせた表示用 機
能を備え、前記携帯電話上の縦３列×横３列で２次元に配列された操作キーの相対位置に
対応して前記原画像上に設けられた基準点に対し、基準点を含み、かつ隣接する画像が互
いに重複領域を含む９つの表示用画像を基準点毎に生成し、携帯電話の前記操作キーの指
示に従い、操作キーに対応する基準点を含む表示用画像を前記携帯電話に表示する画像と
すること 生成装置

撮像装置により、宅内その他の場所で撮像された の画
面に表示するための画像を生成する、画像生成装置



携帯電話の普及により、利用者の宅内で撮像した画像を利用者の携帯電話に伝送し、この
携帯電話で表示することによって、利用者は宅内を監視することが可能となった。
【０００３】
また、利用者が撮像画像の部分を確認したい場合には、利用者がパーソナルコンピュータ
や携帯電話を操作することにより、利用者が確認したい部分を拡大して表示するようにな
っていた。例えば、来訪者の顔や来訪者の所持品を確認したい場合や、異常事態発生時に
特定部分を確認したい場合には、利用者がパーソナルコンピュータや携帯電話を操作する
ことによって拡大表示を行う。
【０００４】
なお、携帯電話の表示の解像度は監視カメラの撮像の解像度と比較して一般に低いので、
監視カメラで撮像した原画像を携帯電話の表示サイズに縮小して解像度を落とした全体画
像を携帯電話に伝送し、携帯電話でこの全体画像の部分を拡大して表示するという方法が
ある。
【０００５】
また、まず監視カメラで撮像した原画像を携帯電話の表示サイズに縮小して解像度を落と
した全体画像を携帯電話に伝送し、次に、携帯電話から要求があった場合に解像度が高い
原画像を携帯電話に伝送するという方法がある。この方法の場合、利用者は、原画像の受
信完了を待って、スクロール操作によって見たい部分を表示させる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、監視カメラで撮像した原画像を携帯電話の表示サイズに縮小して解像度を
落とした全体画像を携帯電話に伝送し、携帯電話でこの全体画像の部分を拡大して表示す
る方法の場合、部分画像も実質的に解像度が落ちた画像となってしまうので、利用者は精
細な画像を見ることができないという問題があった。
【０００７】
また、まず監視カメラで撮像した原画像を携帯電話の表示サイズに縮小して解像度を落と
した全体画像を携帯電話に伝送し、次に、携帯電話から要求があった場合に解像度が高い
全体画像（すなわち原画像）を携帯電話に伝送するという方法では、解像度が高い全体画
像を伝送するのに時間がかかってしまうという問題があった。また、スクロール操作によ
って所望の部分を表示させるのに手間取ってしまうという問題があった。
【０００８】
本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、利用者が宅内における状況を
確認したいとき、利用者は携帯電話でズームインの操作をして精細な部分画像を見ること
ができ ズームインおよびズームアウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるように
することができ

画像 装置を提供するものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の画像 装置は、 撮像された原画像

する構成を有している。この構成により、利
用者携帯電話でズームインの操作をして精細な部分画像を見ることができ ズームインお
よびズームアウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるようにすることができ

することができる
【００３０】
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、
、しかも精細な部分画像間の境目に撮像されたものも寸断されず見やくす

ることのできる、 生成

生成 撮像装置により から通信回線を介して接続さ
れた携帯電話に表示する画像を生成する画像生成装置において、画像生成装置が、撮像装
置により撮像された原画像の全部または一部から前記携帯電話の表示画面サイズに合わせ
た表示用画像を生成する機能を備え、前記携帯電話上の縦３列×横３列で２次元に配列さ
れた操作キーの相対位置に対応して前記原画像上に設けられた基準点に対し、基準点を含
み、かつ隣接する画像が互いに重複領域を含む９つの表示用画像を基準点毎に生成し、携
帯電話の前記操作キーの指示に従い、操作キーに対応する基準点を含む表示用画像を前記
携帯電話に表示する画像とすることを特徴と

、
、しか

も精細な部分画像間の境目に撮像されたものも寸断されず見やすく 。



【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
【００３１】
（第１実施形態）
図１は本発明に係る画像伝送方法の第１実施形態を適用したホームセキュリティシステム
の構成図である。
【００３２】
利用者の宅内１００には、来訪者の来訪、侵入者の侵入、火災発生、ガス漏れ発生といっ
たイベントの発生を検知するセンサ１０１と、撮像を行う監視カメラ１０２と、画像発報
端末１０３とを設置している。画像発報端末１０３は、記憶手段１０４と、制御手段１０
５と、通信手段１０６とを有している。
【００３３】
サービスプロバイダには、サーバ２００（画像伝送装置）を設置している。サーバ２００
は、記憶手段２０１と、制御手段２０２と、通信手段２０３とを有している。
【００３４】
利用者は、携帯電話３００を携帯している。携帯電話３００は、記憶手段と、表示手段と
、テンキーその他を有した操作手段と、制御手段と、通信手段とを有している（各手段は
図示を省略）。
【００３５】
本実施形態において、センサ１０１がイベントの発生を検知したとき、画像発報端末１０
３は、通信手段１０６が、発生したイベントの種別とイベントが発生したときに監視カメ
ラ１０２によって撮像された原画像とをサーバ２００に送信する。
【００３６】
また、本実施形態において、サーバ２００は、通信手段２０３が、発生したイベントの種
別とイベントが発生したときに撮像された原画像とを画像発報端末１０３から受信する。
また、サーバ２００は、制御手段２０２が、原画像を利用者の携帯電話３００の表示サイ
ズに加工して１枚の全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し利用者の携帯電話
３００の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成する。また、サーバ２００は、制御
手段２０２が、イベントの発生を利用者の携帯電話３００に通知する電子メールを生成す
る。また、サーバ２００は、記憶手段２０１が、１枚の全体画像と複数の部分画像と電子
メールとを記憶する。また、サーバ２００は、通信手段２０３が、イベントの発生を電子
メールで利用者の携帯電話３００に通知する。また、サーバ２００は、通信手段２０３が
、利用者の携帯電話３００から画像要求を受信して、この画像要求にしたがって全体画像
または部分画像を利用者の携帯電話３００に送信する。
【００３７】
図２は本発明に係る画像伝送方法で生成した全体画像および部分画像の例を示す図である
。図２において、原画像４００は、利用者の宅内において監視カメラで撮像して得られた
画像データである。この原画像４００から、利用者の携帯電話の表示サイズに加工した全
体画像４１０と部分画像４１１とを生成する。なお、図２はひとつの部分画像のみ図示し
ている。
【００３８】
具体的には、例えば、原画像４００のサイズが利用者の携帯電話の表示サイズより大きい
場合、原画像４００を縮小して図４に示す携帯電話の表示サイズの全体画像４１０を得る
。また、図３に示すように、原画像４００において３×３配列の基準点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３
、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７、Ｐ８、Ｐ９をそれぞれ中心とした隣同士が互いに重なる９つ
の領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７、Ａ８、Ａ９を原画像から切り出した
後、この切り出した９つの領域Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７、Ａ８、Ａ９
のそれぞれについて、サイズを利用者の携帯電話の表示サイズに加工して、携帯電話の‘
１’キーから‘９’キーの配列の相対位置にそれぞれ対応する９つの部分画像を得る。
【００３９】
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図４は全体画像から部分画像にズームインする場合の例を示す図である。図４において、
利用者が携帯電話の‘７’キーを押下したとき、携帯電話は、全体画像４１０から‘７’
キーの相対位置に対応した部分画像４１１に表示を切り換える。
【００４０】
図５は部分画像から全体画像にズームアウトする場合の例を示す図である。図５において
、利用者が携帯電話の‘０’キーを押下したとき、携帯電話は、部分画像４１１から全体
画像４１０に表示を切り換える。
【００４１】
図６は本発明に係る画像伝送方法の第１実施形態を示すシーケンス図である。
【００４２】
まず、来訪者の来訪、侵入者の侵入、火災発生、ガス漏れ発生といったイベントの発生が
センサ１０１によって検知され、イベントの発生を画像発報端末１０３が認識する（Ｓ１
１１）。また、イベントが発生したときの原画像が監視カメラ１０２によって撮像され、
原画像を画像発報端末１０３が入力する（Ｓ１１２）。
【００４３】
サーバ２００は、通信手段が、発生したイベントの種別とイベントが発生したときに撮像
された原画像とを画像発報端末１０３から受信する（Ｓ１１３）。
【００４４】
また、サーバ２００は、制御手段が、原画像を利用者の携帯電話３００の表示サイズに加
工して１枚の全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し利用者の携帯電話３００
の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成する（Ｓ１１４）。また、サーバ２００は
、制御手段が、イベントの発生を利用者の携帯電話３００に通知する電子メールを生成す
る。また、サーバ２００は、記憶手段が、１枚の全体画像と複数の部分画像と電子メール
とを記憶する。
【００４５】
また、サーバ２００は、通信手段が、イベントの発生を電子メールで利用者の携帯電話３
００に通知する（Ｓ１１５）。また、サーバ２００は、通信手段が、利用者の携帯電話３
００から全体画像の要求を受信したとき（Ｓ１１６）、全体画像を利用者の携帯電話３０
０に送信する（Ｓ１１７）。また、サーバ２００は、通信手段が、携帯電話３００から部
分画像の要求を受信したとき（Ｓ１１８）、部分画像を利用者の携帯電話３００に送信す
る（Ｓ１１９）。
【００４６】
以上のように、本実施形態は、利用者の宅内で来訪者の来訪や異常事態の発生その他イベ
ントの発生があったとき、イベントが発生したときに撮像された原画像を利用者が持つ携
帯電話の表示サイズに加工して全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し携帯電
話の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成し、携帯電話に生成した全体画像および
部分画像を送信するようになっているので、利用者はイベントが発生したときに撮像され
た全体画像を携帯電話で見ることができるとともに、利用者は携帯電話でズームインの操
作をして精細な部分画像を見ることができ、しかも、利用者がズームインおよびズームア
ウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるようにすることができることとなる。また
、サービスプロバイダにおいて設置された画像伝送装置において全体画像と部分画像とを
生成するようになっているので、携帯電話を機種変更した場合であっても、宅内の画像発
報端末を変更することなく、新たな携帯電話に画像を伝送することができることとなる。
【００４７】
また、本実施形態は、携帯電話の‘１’キーから‘９’キーの配列の相対位置にそれぞれ
対応する部分画像を生成するとともに、携帯電話で‘１’キーから‘９’キーのいずれか
が押下されたとき、押下されたキーの相対位置に対応する部分画像を携帯電話に送信し、
携帯電話で‘０’キーが押下されたとき、全体画像を送信するようになっているので、利
用者は携帯電話のテンキーを操作して容易にズームインおよびズームアウトすることがで
き、利用者は見たい部分画像および全体画像を容易に選択することができることとなる。
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【００４８】
また、本実施形態は、原画像上の３×３配列の基準点をそれぞれ中心とした隣同士が互い
に重なる９つの領域を原画像から切り出して部分画像を生成するようになっているので、
監視カメラで撮像した画像のサイズが監視カメラ毎に異なる場合であっても、携帯電話で
表示する画像のサイズが携帯電話毎に異なる場合であっても、携帯電話の表示サイズに対
応した部分画像を容易に生成することができるとともに、隣あう部分画像同士が互いに重
なるようになっているので、寸断されてしまって確認できないような部分がないようにす
ることができることとなる。
【００４９】
また、本実施形態の画像伝送プログラムは、サーバ２００の記憶手段２０１に記録されて
いる。このような画像伝送プログラムは、予めサーバ２００の記憶手段２０１に記録され
ているものであってもよく、また、インターネット等のネットワークを介してサーバ２０
０の記憶手段２０１にダウンロードされるものであってもよい。また、本実施形態の画像
伝送プログラムは、どのような言語で記述されていてもよい。
【００５０】
（第２実施形態）
図１は本発明に係る画像伝送方法の第２実施形態を適用したホームセキュリティシステム
の構成図である。以下、本実施形態が第１実施形態と異なる点について説明する。
【００５１】
本実施形態において、センサ１０１がイベントの発生を検知したとき、画像発報端末１０
３は、制御手段１０５が、イベントが発生したときに監視カメラによって撮像された原画
像を利用者の携帯電話３００の表示サイズに加工して１枚の全体画像を生成するとともに
、原画像から切り出し利用者の携帯電話３００の表示サイズに加工して複数の部分画像を
生成する。
【００５２】
また、本実施形態において、サーバ２００は、通信手段２０３が、発生したイベントの種
別と全体画像と複数の部分画像とを画像発報端末１０３から受信する。また、サーバ２０
０は、制御手段２０２が、イベントの発生を利用者の携帯電話３００に通知する電子メー
ルを生成する。また、サーバ２００は、記憶手段が、１枚の全体画像と複数の部分画像と
電子メールとを記憶する。また、サーバ２００は、通信手段２０３が、イベントの発生を
電子メールで利用者の携帯電話３００に通知する。また、サーバ２００は、通信手段２０
３が、利用者の携帯電話３００から画像要求を受信して、この画像要求にしたがって全体
画像または部分画像を利用者の携帯電話３００に送信する。
【００５３】
図７は本発明に係る画像伝送方法の第２実施形態を示すシーケンス図である。
【００５４】
まず、来訪者の来訪、侵入者の侵入、火災発生、ガス漏れ発生といったイベントの発生が
センサ１０１によって検知され、イベントの発生を画像発報端末１０３が認識する（Ｓ２
１１）。また、イベントが発生したときの原画像が監視カメラ１０２によって撮像され、
原画像を画像発報端末１０３が入力する（Ｓ２１２）。
【００５５】
また、画像発報端末１０３は、制御手段が、原画像を利用者の携帯電話３００の表示サイ
ズに加工して１枚の全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し利用者の携帯電話
３００の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成する（Ｓ２１３）。
【００５６】
サーバ２００は、通信手段が、発生したイベントの種別とイベントが発生したときに撮像
された原画像を元にした全体画像と複数の部分画像とを画像発報端末１０３から受信する
（Ｓ２１４）。また、サーバ２００は、制御手段が、イベントの発生を利用者の携帯電話
３００に通知する電子メールを生成する。また、サーバ２００は、記憶手段が、１枚の全
体画像と複数の部分画像と電子メールとを記憶する。
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【００５７】
また、サーバ２００は、通信手段が、イベントの発生を電子メールで利用者の携帯電話３
００に通知する（Ｓ２１５）。また、サーバ２００は、通信手段が、利用者の携帯電話３
００から全体画像の要求を受信したとき（Ｓ２１６）、全体画像を利用者の携帯電話３０
０に送信する（Ｓ２１７）。また、サーバ２００は、通信手段が、携帯電話３００から部
分画像の要求を受信したとき（Ｓ２１８）、部分画像を利用者の携帯電話３００に送信す
る（Ｓ２１９）。
【００５８】
以上のように、本実施形態は、利用者の宅内で来訪者の来訪や異常事態の発生その他イベ
ントの発生があったとき、イベントが発生したときに撮像された原画像を利用者が持つ携
帯電話の表示サイズに加工して全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し携帯電
話の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成し、携帯電話に生成した全体画像および
部分画像を送信するようになっているので、利用者はイベントが発生したときに撮像され
た全体画像を携帯電話で見ることができるとともに、利用者は携帯電話でズームインの操
作をして精細な部分画像を見ることができ、しかも、利用者がズームインおよびズームア
ウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるようにすることができることとなる。また
、撮像場所に設置した画像発報端末において全体画像と部分画像とを生成するようになっ
ているので、イベントの発生が重なってサービスプロバイダへの発報が集中した場合であ
っても、サービスプロバイダに設置した画像伝送装置に画像生成処理の負荷が集中するの
を防ぐことができ、画像伝送の遅延を防ぐことができることとなる。
【００５９】
また、本実施形態の画像伝送プログラムは、画像発報端末１０３の記憶手段１０４に記録
されている。このような画像伝送プログラムは、予め画像発報端末１０３の記憶手段１０
４に記録されているものであってもよく、また、インターネット等のネットワークを介し
て画像発報端末１０３の記憶手段１０４にダウンロードされるものであってもよい。また
、本実施形態の画像伝送プログラムは、どのような言語で記述されていてもよい。
【００６０】
（第３実施形態）
図１は本発明に係る画像伝送方法の第３実施形態を適用したホームセキュリティシステム
の構成図である。以下、本実施形態が第１実施形態と異なる点について説明する。
【００６１】
本実施形態において、センサ１０１がイベントの発生を検知したとき、画像発報端末１０
３は、制御手段１０５が、イベントが発生したときに監視カメラ１０２によって撮像され
た原画像を利用者の携帯電話３００の表示サイズに加工して１枚の全体画像を生成すると
ともに、原画像から切り出し利用者の携帯電話３００の表示サイズに加工して複数の部分
画像を生成する。
【００６２】
また、本実施形態において、サーバ２００は、通信手段２０３が、発生したイベントの種
別を画像発報端末１０３から受信する。また、サーバ２００は、制御手段２０２が、イベ
ントの発生を利用者の携帯電話３００に通知する電子メールを生成する。また、サーバ２
００は、記憶手段２０１が、電子メールを記憶する。また、サーバ２００は、通信手段２
０３が、イベントの発生を電子メールで利用者の携帯電話３００に通知する。また、サー
バ２００は、利用者の携帯電話３００から画像要求を受信したとき、通信手段２０３が、
画像発報端末１０３に画像要求を送信し、画増発報端末１０３から受信した画像を利用者
の携帯電話３００に送信する。
【００６３】
図８は本発明に係る画像伝送方法の第３実施形態を示すシーケンス図である。
【００６４】
まず、来訪者の来訪、侵入者の侵入、火災発生、ガス漏れ発生といったイベントの発生が
センサ１０１によって検知され、イベントの発生を画像発報端末１０３が認識する（Ｓ３
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１１）。また、イベントが発生したときの原画像が監視カメラ１０２によって撮像され、
原画像を画像発報端末１０３が入力する（Ｓ３１２）。
【００６５】
また、画像発報端末１０３は、制御手段１０５が、原画像を利用者の携帯電話３００の表
示サイズに加工して１枚の全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し利用者の携
帯電話３００の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成する（Ｓ３１３）。
【００６６】
サーバ２００は、通信手段２０３が、発生したイベントの種別を画像発報端末１０３から
受信する（Ｓ３１４）。また、サーバ２００は、制御手段２０２が、イベントの発生を利
用者の携帯電話３００に通知する電子メールを生成する。また、サーバ２００は、記憶手
段２０１が、電子メールを記憶する。また、サーバ２００は、通信手段２０３が、イベン
トの発生を電子メールで利用者の携帯電話３００に通知する（Ｓ３１５）。
【００６７】
また、サーバ２００は、通信手段２０３が、利用者の携帯電話３００から全体画像の要求
を受信したとき（Ｓ３１６）、画像発報端末１０３に全体画像を要求する（Ｓ３１７）。
画像発報端末１０３は、サーバ２００から全体画像の要求を受信したとき、通信手段１０
６が、全体画像をサーバ２００に送信する（Ｓ３１８）。サーバ２００は、画像発報端末
１０３から全体画像を受信すると、全体画像を利用者の携帯電話３００に送信する（Ｓ３
１９）。
【００６８】
また、サーバ２００は、通信手段２０３が、利用者の携帯電話３００から部分画像の要求
を受信したとき（Ｓ３２０）、画像発報端末１０３に部分画像を要求する（Ｓ３２１）。
画像発報端末１０３は、サーバ２００から部分画像の要求を受信したとき、通信手段２０
３が、部分画像をサーバ２００に送信する（Ｓ３２２）。サーバ２００は、画像発報端末
１０３から部分画像を受信すると、部分画像を利用者の携帯電話３００に送信する（Ｓ３
２３）。
【００６９】
以上のように、本実施形態は、利用者の宅内で来訪者の来訪や異常事態の発生その他イベ
ントの発生があったとき、イベントが発生したときに撮像された原画像を利用者が持つ携
帯電話の表示サイズに加工して全体画像を生成するとともに、原画像から切り出し携帯電
話の表示サイズに加工して複数の部分画像を生成し、携帯電話に生成した全体画像および
部分画像を送信するようになっているので、利用者はイベントが発生したときに撮像され
た全体画像を携帯電話で見ることができるとともに、利用者は携帯電話でズームインの操
作をして精細な部分画像を見ることができ、しかも、利用者がズームインおよびズームア
ウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるようにすることができることとなる。また
、画像をサービスプロバイダに置かないようになっているので、利用者のプライバシーを
保護することができることとなる。
【００７０】
また、本実施形態の画像伝送プログラムは、画像発報端末１０３の記憶手段１０４に記録
されている。このような画像伝送プログラムは、予め画像発報端末１０３の記憶手段１０
４に記録されているものであってもよく、また、インターネット等のネットワークを介し
て画像発報端末１０３の記憶手段１０４にダウンロードされるものであってもよい。また
、本実施形態の画像伝送プログラムは、どのような言語で記述されていてもよい。
【００７１】
なお、前述した第１実施形態から第３実施形態において、部分画像のネストについて説明
を省略したが、本発明は部分画像のネストがないものに限るものではなく、部分画像のネ
ストが２以上であって、画像を生成するステップにおいて、ネストされた詳細な部分画像
も原画像から切り出して生成するようにするとよい。この構成により、利用者はネストさ
れた詳細な部分画像を見ることができるとともに、ネストされた詳細な部分画像も精細な
画像で見ることができることとなる。
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【００７２】
また、前述した第１実施形態から第３実施形態において、携帯電話３００には、記憶手段
に、利用者の宅内その他の撮像場所で撮像された原画像を利用者が持つ携帯電話の表示サ
イズに加工した全体画像と原画像から切り出し携帯電話の表示サイズに加工した複数の部
分画像とを所定のプロトコルを用いて所定のリソースから取得する表示画像取得機能と、
表示画像取得機能によって取得した全体画像または部分画像を表示する画像表示機能とを
携帯電話に実現させる監視プログラムが記録されている。この監視プログラムは、携帯電
話で‘１’キーから‘９’キーのいずれかが押下されたとき、表示画像取得機能によって
、押下されたキーの相対位置に対応する前記部分画像を取得するとともに、画像表示機能
によって、部分画像を表示する。また、この監視プログラムは、前記携帯電話で‘０’キ
ーが押下されたとき、前記表示画像取得機能によって前記全体画像を取得するとともに、
前記画像表示機能によって前記全体画像を表示する。
【００７３】
このような監視プログラムは、予め携帯電話の記憶手段に記録されているものであっても
よく、また、移動通信網を介して携帯電話の記憶手段にダウンロードされるものであって
もよい。また、ダウンロードのタイミングは、イベントの通知を受信した後、携帯電話が
サーバにアクセスしたときにダウンロードされるものであってもよい。また、記述言語は
ＪＡＶＡやＨＴＭＬ準拠のＰＨＰなどの言語に限るものではなくどのような言語で記述さ
れていてもよい。
【００７４】
また、本発明の監視プログラムは、まず、表示画像取得機能によって、全体画像と複数の
部分画像とを取得し、次に、画像表示機能よって、携帯電話で‘１’キーから‘９’キー
のいずれかが押下されたとき、押下されたキーの相対位置に対応する部分画像を表示し、
携帯電話で‘０’キーが押下されたとき、全体画像を表示するようになっていてもよい。
【００７５】
【発明の効果】
本発明 利用者は携帯電話でズームインの操作をして精細な部分画像を見ることが
でき ズームインおよびズームアウトの操作をしたとき画像が素早く切り換わるようにす
ることができ

優れた を提供することができる
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像伝送方法を適用したホームセキュリティシステムの構成図
【図２】本発明に係る画像伝送方法の全体画像の生成および部分画像の生成を示す図
【図３】本発明に係る画像伝送方法の画像の切り出しを示す図
【図４】本発明に係る画像伝送方法のズームインを示す図
【図５】本発明に係る画像伝送方法のズームアウトを示す図
【図６】本発明に係る画像伝送方法の第１実施形態を示すシーケンス図
【図７】本発明に係る画像伝送方法の第２実施形態を示すシーケンス図
【図８】本発明に係る画像伝送方法の第３実施形態を示すシーケンス図
【符号の説明】
１０１　センサ
１０２　監視カメラ
１０３　画像発報端末
１０４　画像発報端末の記憶手段
１０５　画像発報端末の制御手段
１０６　画像発報端末の通信手段
２００　サーバ（画像伝送装置）
２０１　サーバの記憶手段
２０２　サーバの制御手段
２０３　サーバの通信手段
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により、
、

、しかも精細な部分画像間の境目に撮像されたものも寸断されず見やすくす
ることのできる、 効果を有する画像生成装置 。



３００　携帯電話

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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