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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話を介してネットワーク上の通信機器と画像等の情報を送受信することが可能な
通信端末において、
　携帯電話からネットワーク上の通信機器に通信接続する際の通信先のメニューを受信す
る受信手段と、
　前記携帯電話から受信したメニューを表示手段に表示し、該表示したメニューの中から
ネットワーク上の所望の通信機器を選択する入力手段と、
　前記選択したネットワーク上の通信機器の情報を携帯電話に送信して、該携帯電話から
ダイヤルアップ電話番号、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮＳ
等の接続情報を前記選択したネットワーク上の通信機器に対して送信させ、以降選択した
ネットワーク上の通信機器と通信を接続して画像等の情報を送受信する送受信手段と、
　予め送信するファイル名を記載したバッチファイルを記録する記録手段を備え、
　前記送受信手段は、情報を送受信するネットワーク上の通信機器と関連のあるバッチフ
ァイルを前記記録手段から読み出して、前記バッチファイルとともに該バッチファイルに
記載されたファイル名の情報を前記ネットワーク上の通信機器に送信することを特徴とす
る通信端末。
【請求項２】
　携帯電話を介してネットワーク上の通信機器と画像等の情報を送受信することが可能な
通信システムにおいて、
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　ネットワーク上の通信機器に通信接続する際の通信先のメニュー、ダイヤルアップ電話
番号、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮＳ等の接続情報を関連
付けて記録する記録手段と、前記メニューを通信端末に送信する送信手段と、前記通信端
末により選択したネットワーク上の通信機器の情報又は画像等の情報を受信する第１の受
信手段と、前記通信端末により選択したネットワーク上の通信機器の情報を受信すると該
ネットワーク上の前記選択した通信機器に対してダイヤルアップ接続を行い、属性情報、
ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮＳ等の接続情報を送信して以降ネットワ
ーク上の通信機器と情報の送受信を行う第１の送受信手段とを備えた携帯電話と、
　前記携帯電話からネットワーク上の通信機器に通信接続する際の通信先のメニューを受
信する第２の受信手段と、前記携帯電話から受信したメニューを表示手段に表示し、該表
示したメニューの中からネットワーク上の所望の通信機器を選択する入力手段と、前記選
択したネットワーク上の通信機器の情報を携帯電話に送信して該選択したネットワーク上
の通信機器と通信を接続して画像等の情報を送受信する第２の送受信手段とを備えた通信
端末と、からなり、
　前記通信端末は、予め送信するファイル名を記載したバッチファイルを記録する記録手
段を備え、
　前記第２の送受信手段は、情報を送受信するネットワーク上の通信機器と関連のあるバ
ッチファイルを前記記録手段から読み出して、前記バッチファイルとともに該バッチファ
イルに記載されたファイル名の情報を前記ネットワーク上の通信機器に送信することを特
徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信端末及び通信システムに係り、特に携帯電話を介してネットワーク上の通
信機器と画像等の情報を送受信することが可能な通信端末及び通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
被写体を撮像する電子撮像装置であって、該電子撮像装置への所定の操作に基づき、通信
装置と無線通信を行う携帯端末を制御する制御情報を出力する電子撮像装置が特開平１０
－３４１３０２号の公報に示されている。
【０００３】
また、撮影した電子画像情報に、その情報の送信先である固有の指定先番号情報（ＩＤナ
ンバー、電話番号等）を関連付けて、当該電子画像情報と指定先番号情報とともに記憶す
るように構成した電子カメラが、特開平１１－１３６６１２号の公報に示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平１０－３４１３０２号の公報に示されている電子撮像装置では、電
子撮像装置が主たるユーザーインターフェースとなって携帯電話を制御するものである。
そして、必要に応じて電子撮像装置は電話番号を記憶しておくことが可能であるが、無線
通信が主な機能ではない電子撮像装置にて電話番号を管理するのはシステムの構成上無駄
が多く発生する。また、インターネット等に接続して情報の送受信を行うためには、ＴＣ
Ｐ／ＩＰ等の設定及びダイヤルアップ用の設定を行わねばならず、一般に専用の文字入力
キー等を備えていない電子撮像装置の入力手段や、確認用の表示手段を介してこれらの情
報を入力して設定するのはたいへん難しく煩わしいという不具合を生じていた。
【０００５】
また、特開平１１－１３６６１２号の公報に示されている電子カメラでは、記録した画像
データとともに画像の送信先の電話番号を記録しておき、何らかの送信手段を用いてその
電話番号の送信先に画像を送信するものである。しかし、この発明に係る電子カメラを用
いても、無線通信が主な機能ではない電子撮像装置にて電話番号を管理するのはシステム
の構成上無駄が多く発生するとともに、インターネット等に接続する際の諸設定を行わね
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ばならず、たいへん難しく煩わしいという不具合を生じていた。
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、通信端末からインターネット等のネ
ットワーク上の通信機器にダイヤルアップ接続を行う際に、通信端末において通信関連の
面倒な設定入力を不要にすることが可能な通信端末及び通信システムを提供することを目
的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために請求項１に記載の発明は、携帯電話を介してネットワーク上
の通信機器と画像等の情報を送受信することが可能な通信端末において、携帯電話からネ
ットワーク上の通信機器に通信接続する際の通信先のメニューを受信する受信手段と、前
記携帯電話から受信したメニューに基づいてネットワーク上の通信機器を指定する入力手
段と、前記指定したネットワーク上の通信機器の情報を携帯電話に送信して、携帯電話か
らダイヤルアップ電話番号、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮ
Ｓ等の接続情報をネットワーク上の通信機器に対して送信させ、以降指定したネットワー
ク上の通信機器と通信を接続して画像等の情報を送受信する送受信手段と、を備えたこと
を特徴としている。
【０００８】
　本発明によれば、通信端末において通信関連の面倒な設定入力を不要にすることが可能
となる。
【０００９】
　また、前記目的を達成するために請求項３に記載の発明は、携帯電話を介してネットワ
ーク上の通信機器と画像等の情報を送受信することが可能な通信システムにおいて、ネッ
トワーク上の通信機器に通信接続する際の通信先のメニュー、ダイヤルアップ電話番号、
属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮＳ等の接続情報を関連付けて
記録する記録手段と、前記メニューを通信端末に送信する送信手段と、前記通信端末から
指定のネットワーク上の通信機器の情報又は画像等の情報を受信する第１の受信手段と、
前記通信端末から指定のネットワーク上の通信機器の情報を受信すると該ネットワーク上
の通信機器に対してダイヤルアップ接続を行い、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲー
トウェイ情報、ＤＮＳ等の接続情報を送信して以降ネットワーク上の通信機器と情報の送
受信を行う第１の送受信手段とを備えた携帯電話と、前記携帯電話からネットワーク上の
通信機器に通信接続する際の通信先のメニューを受信する第２の受信手段と、ネットワー
ク上の通信機器を指定する入力手段と、前記指定したネットワーク上の通信機器の情報を
携帯電話に送信して該指定したネットワーク上の通信機器と通信を接続して画像等の情報
を送受信する第２の送受信手段とを備えた通信端末と、からなることを特徴としている。
【００１０】
　本発明によれば、通信端末において通信関連の面倒な設定入力を不要にすることが可能
となる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って、本発明に係る通信端末及び通信システムの好ましい実施の形態に
ついて詳説する。
【００１２】
図１に、本発明に係る通信端末と携帯電話とを含む通信システムを示す。
【００１３】
同図によれば通信システムは、撮像手段と無線通信手段等を備えた通信端末である電子カ
メラ１０と、無線通信手段及び記録手段等を備えた通信機器である携帯電話４０と、携帯
電話４０の直接の公衆回線接続先となる基地局４２、４２…と、携帯電話４０用の携帯電
話公衆回線４４と、電子カメラ１０がネットワークとダイヤルアップ接続する際のアクセ
スポイント４６と、インターネット４８等のネットワーク通信網と、電子カメラ１０と画
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像等の情報を送受信する通信先となるサーバである写真共有サービス９０、写真ラボ９２
…とから構成されている。
【００１４】
電子カメラ１０は近距離の無線通信手段により携帯電話４０と画像等の情報の送受信が可
能となっている。また、携帯電話４０は携帯電話公衆回線４４の通信手段によりアクセス
ポイント４６と情報の送受信を行うことが可能となっている。したがって電子カメラ１０
は、携帯電話４０と携帯電話公衆回線４４とを介してアクセスポイント４６までＰＰＰ（
Point to Point Protocol ）接続し、インターネット４８にてＴＣＰ／ＩＰを用いて接続
し、写真共有サービス９０のサーバや写真ラボ９２等と画像データやサービス情報等の送
受信を行うことが可能となっている。
【００１５】
図２に、無線による通信手段を備えた通信端末の一形態である電子カメラの外観斜視図を
示す。
【００１６】
同図によれば、電子カメラ１０には、被写体像を撮像手段に結像させる撮影レンズ１０２
と、画像データや通信状況及びコマ番号表示１０４など各種情報を表示する表示手段１６
８と、電子カメラ１０の機能の起動及び停止を入力する電源スイッチ１０６と、利用者が
撮影を指示するレリーズボタン１０７と、電子カメラ１０に備えられている各種のモード
を切り替えて設定するモード切替ダイヤル１０８と、表示手段１６８に表示されている項
目から所望の項目を消去する際に指定する消去ボタン１０９と、表示手段１６８に表示さ
れている項目から所望の項目を指定する設定ボタン１１０と、表示手段１６８に表示され
ているコマ番号等をインクレメントする場合に操作するインクレメントボタン１１１と、
表示手段１６８に表示されているコマ番号等をデクレメントする場合に操作するデクレメ
ントボタン１１２とが設けられている。
【００１７】
また、画像データや音声データ等の情報を無線通信によって外部の通信機器と送受信する
場合に、搬送波及びデータを送受信するアンテナ１５６と、有線の通信を行う際に用いる
通信コネクタ１６２と、画像等の情報を記録する挿抜可能な記録媒体１７７とが設けられ
ている。
【００１８】
図３は、モード切替ダイヤル１０８に設けられている各種設定モードの表示を示す図であ
る。
【００１９】
同図によれば、モード切替ダイヤル１０８には、近傍に存在する他の通信機器と無線通信
を実施するとともにインターネット等のネットワークと通信可能な通信モード（図３には
、Ｗｉｒｅｌｅｓｓと記載）と、撮影を実施する撮影モード（図３には、Ｃａｍと記載）
と、記録されている画像の再生を実施する再生モード（図３には、Ｐｌａｙと記載）と、
日付、撮影モード、撮影画素数、電源のオートオフ時間の設定、警告音の音量等を設定す
るセットアップモードとが記載されており、利用者がモード切替ダイヤル１０８を切り替
えることによって電子カメラ１０の処理モードを所定のモードに設定することが可能とな
っている。
【００２０】
図４は、電子カメラ１０の信号処理系ブロック図である。
【００２１】
電子カメラ１０の画像処理部には、被写体の像を受光面に結像させて光電変換し、画像信
号として出力する撮像手段１５０と、画像サイズの変更、シャープネス補正、ガンマ補正
、コントラスト補正、ホワイトバランス補正等の処理を行う画像処理手段１５３と、アナ
ログの画像信号をデジタルの画像データに変換するＡ／Ｄ変換器１５４とが設けられてい
る。
【００２２】
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また、画像データ等の情報を通信によって他の通信機器と送受信する電子カメラ１０の通
信手段は、画像データ等の情報を電波等の搬送波に乗せて送信又は受信する近距離用の送
受信手段１５７（送信手段及び受信手段の機能を含む）と、搬送波及びデータを送受信す
るアンテナ１５６と、画像データ等の情報を通信ケーブルを介して他の通信機器に送信す
る通信コネクタ１６２とから構成されている。
【００２３】
また、電子カメラ１０には、画像データ等の情報をＪＰＥＧやモーションＪＰＥＧに代表
される手法で圧縮制御したり圧縮したデータを伸張展開制御する処理を行う圧縮伸張手段
１６７と、表示手段１６８に表示する各種の文字やメッセージのデータ等を画像とともに
オンスクリーンディスプレイするＯＳＤ１６９と、デジタルの画像データを表示用のＹＣ
信号又はＲＧＢ信号等に変換するＤ／Ａ変換器１７０と、画像データを一時的に記憶して
おくフレームメモリ１７１とが設けられている。
【００２４】
また、電子カメラ１０には、レリーズボタンや通信ボタン、送信ボタン、ファンクション
スイッチ、十字キー、確定スイッチ、モード切り換えスイッチ等が設けられている入力手
段１７２と、入力手段１７２の設定情報等を入出力するインターフェースであるＩ／Ｏ１
７３と、記録媒体１７７を着脱可能に装着する記録媒体装着部１７８と、記録媒体１７７
に対して画像データ等の情報を記録したり読み出したりする記録媒体インターフェース１
７９とが設けられている。なお、記録媒体１７７は、メモリーカード等の半導体や、ＭＯ
等に代表される磁気記録式、光記録式等に代表される着脱可能な記録媒体である。
【００２５】
また、電子カメラ１０には、電子カメラ１０全体の制御を行うとともに画像データのサン
プリングタイミング制御、画像データの記録制御、画像データの図形認識、電子カメラ１
０の機種情報又は機器固有の識別情報の読み込み処理、識別用乱数の発生処理、通信制御
、表示制御等の制御を行う情報処理手段１８０と、電子カメラ１０の機種名、製造番号等
の固有の識別情報、動作プログラム、各定数が記憶されているＲＯＭ及びプログラム実行
時の作業領域となる記憶手段であるＲＡＭにより構成されているシステムメモリ１８１と
、情報の書き換えが可能であるとともに記憶した情報を電源遮断後も記憶し続けることが
可能な不揮発性メモリ１８２とが設けられている。
【００２６】
なお、前記システムメモリ１８１には、ダイヤルアップのためのプロトコルスタック（Ｐ
ＰＰ、ＴＣＰ／ＩＰ）ソフトウェア、パケットドライバ、ブラウザソフトウエア、漢字フ
ォント等も記録することが可能である。
【００２７】
また、電子カメラ１０には、時を刻むカレンダ時計１９０と、撮影時に被写体に光を発光
して光量不足を補う発光手段１９３と、該発光手段１９３の発光タイミングや発光する光
量の調節を行う発光制御手段１９４とが設けられている。
【００２８】
電子カメラ１０の情報処理手段１８０とその周辺の回路はバス１９９で接続されており、
互いに情報の伝達を高速で行うことが可能となっている。
【００２９】
上記のとおり構成された電子カメラ１０の撮影処理について説明する。
【００３０】
撮影する像はレンズ１０２によって撮像手段１５０の受光面に結像され、結像した被写体
像は光電変換されて画像処理手段１５３に出力される。画像処理手段１５３では、この画
像信号に対して増幅やノイズの低減処理を実施し、Ａ／Ｄ変換器１５４にてデジタルデー
タに変換した後に一時期フレームメモリ１７１に記憶する。
【００３１】
情報処理手段１８０は、フレームメモリ１７１に記憶されている画像データを逐次Ｄ／Ａ
変換器１７０に伝達する指示を行い、ＯＳＤ１６９から発生される情報とともに表示手段
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１６８に表示している。
【００３２】
利用者が入力手段１７２に設けられているレリーズボタン１０７を押すと、情報処理手段
１８０は被写体を撮影するモードに入る。すると情報処理手段１８０はフレームメモリ１
７１に記憶されている画像データを圧縮伸張手段１６７に転送して、所定の条件で画像デ
ータの圧縮処理を実施する指令を出力する。そして、記録媒体インターフェース１７９に
対して画像データを順次記録媒体１７７に記録する処理を行う。
【００３３】
なお、上記の説明では通信端末を電子カメラとした実施の形態で説明したが、本発明は電
子カメラに限定されるものではなく、無線通信機能を備えるとともに音声情報を記録する
ことが可能なオーディオプレーヤ等の通信端末であっても本発明の目的を達成することが
可能である。
【００３４】
図５は携帯電話の外観図である。
【００３５】
同図に示すように、携帯電話４０には、公衆回線と無線通信するためのアンテナ４５２と
、近距離に存在する電子カメラ１０等と情報の送受信を実施するためのアンテナ４５６と
、通信情報やスケジュール等の各種情報を表示する表示手段４６８と、電話番号、文字、
スケジュール等の個人情報の入力、指定及び選択を行う入力手段４７２、４７２…と、電
話の受話器となるとともに音声を出力するスピーカ４９５と、音声を入力するマイク４９
７とが設けられている。
【００３６】
図６は、携帯電話の信号処理系のブロック図である。
【００３７】
同図によれば、携帯電話４０の情報送受信部には、公衆回線と無線通信するためのアンテ
ナ４５２、公衆回線用の送受信手段４５３（送信手段及び受信手段の機能を含む）及びリ
アルタイムにて送受信する情報を一時的に記憶する送受信バッファ４５４と、近距離用無
線通信手段として用いるアンテナ４５６、送受信手段４５７（送信手段及び受信手段の機
能を含む）及び送受信バッファ４５８とが設けられている。
【００３８】
また、携帯電話４０には、画像や文字等の情報を表示する表示手段４６８と、情報処理手
段の指令に基づいて表示手段４６８に対して表示用の画像信号を出力する表示制御手段４
６９と、利用者が入力手段４７２を介して入力した各種情報を読み取って後述する情報処
理手段に伝達したり、情報処理手段からの指示に基づいてＬＥＤ等の通知手段に表示指令
を出力するＩ／Ｏ４７３とが設けられている。
【００３９】
また、携帯電話４０には、携帯電話４０の全体の制御を行う情報処理手段（ＣＰＵ）４８
０と、携帯電話の処理に関する各種定数やネットワーク上の通信機器に通信接続する際の
ダイヤルアップ電話番号、属性情報、ＵＲＬ（Uniform Resource Locators ）、ＩＰ（In
ternet Protocol ）アドレス、ゲートウェイ情報ＤＮＳ（Domain Name System）等の接続
情報を記録する書き換え可能な不揮発性メモリ４８２と、情報処理手段４８０を動作させ
るプログラムや各種定数が記録されているＲＯＭや情報処理手段４８０が処理を実行する
際の作業領域となる記憶手段であるＲＡＭとから構成されるメモリ４８４と、時刻を刻む
カレンダ時計４９０と、情報処理手段４８０を含む各回路に電源を供給する電源４９１と
が設けられている。
【００４０】
携帯電話４０内の情報処理手段４８０と、送受信バッファ４５４、送受信バッファ４５８
、表示制御手段４６９、Ｉ／Ｏ４７３、不揮発性メモリ４８２、メモリ４８４、カレンダ
時計４９０等を含む各周辺回路は、バス４９９で接続されており、情報処理手段４８０は
各々の周辺回路を制御することが可能となっている。
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【００４１】
近距離用の無線通信手段は、電波、超音波、赤外線等の光、搬送波を用いた通信手段であ
る。電波を用いる場合には、無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）等の無線通信の
仕様に基づいてもよい。
【００４２】
なお、上記の説明では携帯電話を用いた例で説明したが、記録手段、通信手段等を備えた
通信機器であれば、パソコン、電子手帳等の通信端末であってもよい。
【００４３】
図７の図表に、携帯電話４０の不揮発性メモリ４８２が記録している電話帳の情報を示す
。
【００４４】
同図に示されるように電話帳の情報には、電話、ＦＡＸ、ダイヤルアップ等の通信手段の
分類が記載されている属性の項目と、通信先の名称が記載されている名称の項目と、通常
の電話番号やダイヤルアップ接続のためのアクセスポイントの電話番号等が記載されてい
る電話番号の項目と、ネットワークパラメータを自動設定するか否か等の情報を記載する
ＩＰアドレスの項目と、通信先のＤＮＳ情報等が記載されているＤＮＳの項目と、コンピ
ュータ名をＩＰアドレスに変換する際のアドレス情報の記載項目と、ゲートウェイ情報が
記載されている項目と、インターネットに接続後最初にアクセスするデフォルトのＵＲＬ
が記載されている項目等の、ダイヤルアップ接続に際して必要な設定情報が記載されてい
る。
【００４５】
以下に、利用者が電子カメラ１０の記録媒体１７７に記録されている画像を携帯電話４０
を介して写真ラボ９２に送信して、プリントサービスを受ける手順について説明する。
【００４６】
利用者は、携帯電話４０の電源を投入して、近距離無線通信及び携帯電話公衆回線４４を
介して通信が可能な状態に設定しておく。次に、電子カメラ１０のモード切替ダイヤル１
０８を操作して通信モードに設定し、電源スイッチ１０６を操作して電子カメラ１０を起
動状態にする。
【００４７】
電子カメラ１０は近傍に存在する利用者の携帯電話４０と自動で無線の通信を開始し、お
互いの通信機器間で無線通信を確立する。相互の機器間で以降通信が実施可能な状態にな
ると、携帯電話４０の情報処理手段４８０は不揮発性メモリ４８２に記録されているダイ
ヤルアップの属性情報等の電話帳の情報を読み出して送受信手段４５７を介して電子カメ
ラ１０に送信する。
【００４８】
該電話帳の情報を電子カメラ１０の送受信手段１５７が受信すると、情報処理手段１８０
は表示手段１６８に対して、受信した電話帳の情報を表示する指示を行う。
【００４９】
図８は、電子カメラの表示手段に表示されているダイヤルアップ接続先の選択メニューで
ある。
【００５０】
同図によれば電子カメラ１０の表示手段１６８には、佐藤写真ラボと画像共有サービス等
の通信先のサーバの名称が記載されており、利用者がインクレメントボタン１１１、デク
レメントボタン１１２及び設定ボタン１１０等を操作することによって、所望の通信先を
容易に選択することが可能となっている。
【００５１】
利用者が所望の通信先を選択すると、電子カメラ１０の処理プログラムはブラウザのソフ
トウェア、プロトコルスタック、パケットドライバ等の通信に必要なソフトウェアを起動
し、携帯電話４０から受信したダイヤルアップ属性の番号等の電話帳の情報を用いて携帯
電話４０を経由してアクセスポイント４６との接続を開始する。
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【００５２】
電子カメラ１０とアクセスポイント４６とが携帯電話４０を経由して直接通信を開始する
と、利用者の契約ＩＤ及びパスワードをアクセスポイント４６側に送信して、インターネ
ット４８に対しての接続が可能となる。
【００５３】
また上記のように、電子カメラ１０が携帯電話４０からインターネット４８に接続する電
話帳の情報を受信して、直接電子カメラ１０からダイヤルアップ接続を行う代わりに、携
帯電話４０がダイヤルアップ接続の処理を行ってもよい。
【００５４】
その場合には、利用者が所望の通信先を選択すると電子カメラ１０の処理プログラムはブ
ラウザのソフトウェア、プロトコルスタック、パケットドライバ等の通信に必要なソフト
ウェアを起動し、携帯電話４０に対しては選択した通信先のサーバの名称に関する情報を
送信する。該通信先のサーバに関する情報を受信した携帯電話は、対応する電話帳のダイ
ヤルアップ用の電話番号を読み出して携帯電話公衆回線４４を介してアクセスポイント４
６との接続を開始する。該接続が完了して通信が確立すると、携帯電話４０は通信を電子
カメラ１０に開放するので、電子カメラ１０とアクセスポイント４６とが直接通信を実施
することが可能となる。
【００５５】
なお、インターネット４８と接続する際の契約ＩＤ及びパスワードは、携帯電話４０の不
揮発性メモリ４８２等にて記録しておき、アクセスポイント４６と通信接続した際に読み
出して携帯電話４０が送信して通信を確立するようにしてもよいし、電子カメラ１０の不
揮発性メモリに記録しておいてもよい。
【００５６】
上記のようにして通信が確立されると、電子カメラ１０がインターネット４８に接続され
、先に利用者が指定した通信先のサーバ名称をＵＲＬ又はドメイン名に変換した宛て先情
報と、送信元の電子カメラ１０のアドレス情報とデータとをインターネット上に送信する
。
【００５７】
すると、電子カメラ１０は携帯電話４０を経由して、例えば接続先の写真ラボ９２からメ
ニュー情報を受信し、電子カメラ１０のブラウザソフトウェアは図９に示すサービスメニ
ューを表示手段１６８に表示する。利用者は表示されたサービスメニューの中から所望の
サービスを選択したり、Ｗｅｂのメニューに従って画像を閲覧したり、電子カメラ１０に
記録されている画像や音声情報をアップロードしたりして、容易にアップロード、ダウン
ロード等の種々のサービスを受けることが可能となる。
【００５８】
以下に、通信端末及び通信システムの他の実施の形態について説明する。
【００５９】
上記の実施の形態では、電子カメラ１０とインターネット４８とが接続されてから、利用
者が希望するサービスメニューを選択していたが、予め利用者側で受けるサービスが決ま
っている場合には、以下に示すように予め受けるサービス情報が記載されたバッチファイ
ルを作成しておき、インターネット４８と接続を開始する。
【００６０】
図１０に電子カメラ１０の記録媒体１７７に予め記録されている画像ファイル及びプリン
ト注文ファイルのディレクトリ構造を示す。
【００６１】
同図に示されるように、記録媒体１７７（記録手段）のディレクトリ「￥Ｒｏｏｔ￥ＯＲ
ＤＥＲ」には、プリント注文ファイル「ＰＲＴ－ＩＮＦＯ．ＴＸＴ」（処理の内容を記述
したバッチファイルの一形態）が格納されている。また、「￥Ｒｏｏｔ￥ＩＭＡＧＥ」に
は、各種の画像ファイルが記録されている。
【００６２】
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図１１に、プリント注文ファイルの記述例を示す。
【００６３】
同図に示すようにプリント注文ファイルには、各ジョブ毎にファイル名、プリント枚数、
プリントタイプ等の情報が記載されている。携帯電話４０からネットワーク上の通信機器
に通信接続する際の通信先メニューを受信すると、電子カメラ１０の情報処理手段１８０
は通信先のメニュー情報を、表示手段１６８に表示する。利用者が入力手段１７２を介し
て所望の通信先を指定すると、電子カメラ１０の情報処理手段１８０は、前記指定したネ
ットワーク上の通信機器と通信を接続する指示を行う。
【００６４】
そして、前記指定した通信先のネットワーク上の機器と関連のあるプリント注文ファイル
及び該プリント注文ファイルに記述されている画像ファイルとを前記記録媒体１７７から
読み出すとともにネットワーク上の通信機器に送信する。
【００６５】
このように、電子カメラ１０がダイヤルアップ接続後に自動でこの予め作成しておいたプ
リント注文ファイルと画像ファイルとを写真ラボ９２に送信するようにしておくことによ
って、利用者の操作負荷が軽減される。なお、画像や音楽情報のダウンロードを行う場合
には、バッチファイルのみをネットワーク上の所定のサーバ（通信機器）に送信して、所
望の画像ファイル又は音楽情報等を自動でダウンロードすることが可能となる。
【００６６】
また、図１２に示すように、携帯電話４０に記録されている電話帳の属性を、サービスの
名称を記載する項目、サーバの種類を記載する項目、通信のプロトコルを記載する項目等
を加えて細分化しておき、携帯電話４０が電子カメラ１０からプリント注文サービスの情
報を受信した場合には「Ｐｒｉｎｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ」の接続先として「○×写真ラボ」
を自動で選択して、前記プリント注文ファイルと画像ファイルとを自動でアップロードす
るようにしてもよい。
【００６７】
また、携帯電話４０にＩＰアドレスやＤＮＳ番号等のＴＣＰ／ＩＰ情報を入力する際に、
図１３に示されるようなパソコン画面上で設定したＴＣＰ／ＩＰ情報を、パソコンから直
接通信にて伝送すると、間違いがなく正確な情報を入力することが可能となる。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る通信端末によれば、携帯電話からネットワーク上の通信
機器に通信接続する際のダイヤルアップ電話番号、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲ
ートウェイ情報、ＤＮＳ等の接続情報を受信する受信手段と、前記携帯電話から受信した
接続情報に基づいてネットワーク上の通信機器と画像等の情報を送受信する送受信手段と
を備えたので、通信端末からインターネット等にダイヤルアップ接続を行う際に、通信端
末において通信関連の面倒な設定入力を不要にすることが可能となる。
【００６９】
また、本発明に係る通信システムによれば、ネットワーク上の通信機器に通信接続する際
のダイヤルアップ電話番号、属性情報、ＵＲＬ、ＩＰアドレス、ゲートウェイ情報、ＤＮ
Ｓ等の接続情報を記録する記録手段と、前記接続情報を通信端末に送信する送信手段と、
前記通信端末から画像等の情報を受信する第１の受信手段と、前記ネットワーク上の通信
機器と情報の送受信を行う第１の送受信手段とを備えた携帯電話と、前記携帯電話からネ
ットワーク上の通信機器に通信接続する際の接続情報を受信する第２の受信手段と、前記
携帯電話から受信した接続情報に基づいてネットワーク上の通信機器と画像等の情報を送
受信する第２の送受信手段とを備えた通信端末とから構成されているので、通信端末から
インターネット等にダイヤルアップ接続を行う際に、通信端末において通信関連の面倒な
設定入力を不要にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電子カメラと携帯電話とを含む通信システムを示す図
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【図２】電子カメラの外観斜視図
【図３】モード切替ダイヤルに設けられている各種設定モードの表示を示す図
【図４】電子カメラの信号処理系ブロック図
【図５】携帯電話の外観図
【図６】携帯電話の信号処理系ブロック図
【図７】携帯電話の不揮発性メモリが記録している電話帳の情報を示す図表
【図８】電子カメラの表示手段に表示されているダイヤルアップ接続先の選択メニューを
示す図
【図９】電子カメラの表示手段に表示されるブラウザソフトウェアの表示例
【図１０】電子カメラの記録媒体に記録されている画像ファイル及びプリント注文ファイ
ルのディレクトリ構造を示す図
【図１１】プリント注文ファイルの記述例を示す図
【図１２】携帯電話の不揮発性メモリが記録している電話帳の情報を示す図表
【図１３】パソコン画面上で設定するＴＣＰ／ＩＰ情報を示す図
【符号の説明】
１０…電子カメラ、４０…携帯電話、４２…基地局、４４…携帯電話公衆回線、４６…ア
クセスポイント、４８…インターネット、９０…写真共有サービス、９２…写真ラボ、１
０２…レンズ、１０４…コマ番号表示、１０６…電源スイッチ、１０７…レリーズボタン
、１０８…モード切替ダイヤル、１０９…消去ボタン、１１０…設定ボタン、１１１…イ
ンクレメントボタン、１１２…デクレメントボタン、１５０…撮像手段、１５３…画像処
理手段、１５４…Ａ／Ｄ変換器、１５６…アンテナ、１５７…送受信手段、１６２…通信
コネクタ、１６７…圧縮伸張手段、１６８…表示手段、１６９…ＯＳＤ、１７０…Ｄ／Ａ
変換器、１７１…フレームメモリ、１７２…入力手段、１７３…Ｉ／Ｏ、１７７…記録媒
体、１７８…記録媒体装着部、１７９…記録媒体インターフェース、１８０…情報処理手
段、１８１…システムメモリ、１８２…不揮発性メモリ、１９０…カレンダ時計、１９３
…発光手段、１９４…発光制御手段、１９９…バス、４５２…アンテナ、４５３…送受信
手段、４５４…送受信バッファ、４５６…アンテナ、４５７…送受信手段、４５８…送受
信バッファ、４６８…表示手段、４６９…表示制御手段、４７２…入力手段、４７３…Ｉ
／Ｏ、４８０…情報処理手段、４８２…不揮発性メモリ、４８４…メモリ、４９０…カレ
ンダ時計、４９１…電源、４９５…スピーカ、４９７…マイク、４９９…バス
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