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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書を撮影して画像データに変換する撮影手段と、
　前記撮影手段が変換した画像データを記録するための記録手段と、
　文書の定型サイズを選択する定型文書サイズ選択手段と、
　前記定型文書サイズ選択手段により選択された定型文書サイズのアスペクトに従って、
クリッピングの処理で切り取られる範囲を示すガイダンス枠を表示する表示手段と、
　撮影時のガイダンス枠種別を撮影した画像データと関連付けして前記記録手段に記録す
る記録制御手段と、
　前記記録された画像データに対して、撮影時のガイダンス枠に基づき領域を決定して切
り出すクリッピング処理手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記記録制御手段は、さらに、前記記録手段に撮影時の撮影倍率を撮影した画像データ
と関連付けして記録し、
　さらに、クリッピング処理を行った画像データを、撮影時の撮影倍率に基づき文書の実
サイズに近いサイズへ変倍するサイズ変換処理を行うサイズ変換手段を備えたことを特徴
とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　さらに、クリッピング処理を行った画像データを、文字認識によりテキストデータに変
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換するテキストデータ変換手段を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の撮像装置。
【請求項４】
　さらに、外部とデータ通信するためのデータ通信手段を備えたことを特徴とする請求項
１～請求項３のいずれか１つに記載の撮像装置。
【請求項５】
　さらに、宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、送信後に画像データを削除するか
否かを指定するための画像消去情報とが対応づけて記憶されるメモリと、
　前記メモリの画像消去フラグに従って、前記データ通信手段を介して送信した画像デー
タの消去を行う消去手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　さらに、送信先に応じて、前記データ通信手段を介して送信した画像データの消去を行
う消去手段を備えたことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記メモリの内容を操作者が任意に設定可能としたことを特徴とする請求項５に記載の
撮像装置。
【請求項８】
　さらに、撮影角度を検出する撮影角度検出手段と、
　を備え、
　前記撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始することを特徴とする請求項１～請
求項７のいずれか１つに記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記撮影角度検出手段は、撮影された被写体の形状を認識して前記撮影角度を検出する
ことを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　文書を撮影して画像データに変換する撮影ステップと、
　文書の定型サイズを選択する定型文書サイズ選択ステップと、
　前記定型文書サイズ選択ステップにより選択された定型文書サイズのアスペクトに従っ
て、クリッピングの処理で切り取られる範囲を示すガイダンス枠を表示する表示ステップ
と、
　撮影時のガイダンス枠種別を撮影した画像データと関連付けして、記録手段に記録する
記録ステップと、
　前記記録された画像データに対して、撮影時のガイダンス枠に基づき領域を決定して切
り出すクリッピングステップと、
　を含むことを特徴とする文書撮影方法。
【請求項１１】
前記記録ステップでは、前記記録手段に撮影時の撮影倍率を撮影した画像データと関連付
けして記録し、
　さらに、クリッピング処理を行った画像データを、撮影時の撮影倍率に基づき文書の実
サイズに近いサイズへ変倍するサイズ変換処理を行うサイズ変換ステップを含むことを特
徴とする請求項１０に記載の文書撮影方法。
【請求項１２】
さらに、クリッピング処理を行った画像データを、文字認識によりテキストデータに変換
するテキストデータ変換ステップを含むことを特徴とする請求項１０または請求項１１に
記載の文書撮影方法。
【請求項１３】
さらに、データ通信手段を介して、外部とデータ通信するデータ通信ステップを含むこと
を特徴とする請求項１０～請求項１２のいずれか１つに記載の文書撮影方法。
【請求項１４】
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さらに、宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、送信後に画像データを削除するか否
かを指定するための画像消去情報とが対応づけて、メモリに記録するステップと、
　前記メモリの画像消去フラグに従って、前記データ通信手段を介して送信した画像デー
タの消去を行う消去ステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１３に記載の文書撮影方法。
【請求項１５】
さらに、送信先に応じて、前記データ通信手段を介して送信した画像データの消去を行う
画像データ消去ステップを含むことを特徴とする請求項１３に記載の文書撮影方法。
【請求項１６】
前記メモリの内容を操作者が任意に設定可能としたことを特徴とする請求項１４に記載の
文書撮影方法。
【請求項１７】
さらに、撮影角度を検出する撮影角度検出ステップを含み、
　前記撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始することを特徴とする請求項１０～
請求項１６のいずれか１つに記載の文書撮影方法。
【請求項１８】
前記撮影角度検出ステップでは、撮影された被写体の形状を認識して前記撮影角度を検出
することを特徴とする請求項１７に記載の文書撮影方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、撮像装置および文書撮影方法に関し、詳細には、文書を撮影する撮像装置
および文書撮影方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近時、デジタルカメラの多機能化に伴い、通常のスナップ写真等の自然画像の撮影に対
応した通常の撮影モードとは別に、文字撮影モードを備え、かかる文字撮影モードでは、
文字の視認性を向上させるような画像処理を施すデジタルカメラがある。
【０００３】
　また、特開平８－１２５８７０号公報に記載された「デジタルスチルカメラ」では、通
常撮影モードと文書撮影モードとを有し、両モードを切替可能に構成し、通常撮影モード
を選択しているときには、自然画圧縮手段により、文書撮影モードを選択しているときに
は、文書圧縮用手段（無彩色小階調の画像に適合した圧縮方式）で圧縮により画像データ
の圧縮を行って画像データを外部メモリに記憶することにより、自然画撮影でも、文書撮
影でも、画質の劣化を招くことなく、効率的に画像データを圧縮できる旨が開示されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記従来のデジタルカメラにあっては、取り込んだ画像データを有効に
利用することができないという問題がある。具体的には、上述の文字撮影モードを備えた
デジタルカメラにあっては、例えば、取り込んだ画像をそのままファクシミリ送信等に利
用することはできない。従って、ファクシミリ送信等を行うためには、デジタルカメラで
撮影した画像を、一旦、コンピュータへ転送して、伸長・画像変換・圧縮等の工程を経た
後に送信しなければならないという問題がある。
【０００５】
　また、上記特開平８－１２５８７０号公報に記載された「デジタルスチルカメラ」にあ
っては、撮影モードに応じて一義的に圧縮方法が決定され、例えば、文書内に自然画が印
刷されているような文書（百科事典等）を撮影した場合には、文書モードで撮影してしま
うと、無彩色小階調の画像に適合した圧縮方式で圧縮されてしまい、自然画の部分を再生
することができない。従って、自然画の部分を再生するためには、利用者が同じ文書を通
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常撮影モードで撮影する必要があり、利用の目的に応じて使い分けなくてはならない。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされてものであり、文書撮影モードで撮影された画像の
利用性を向上させることが可能な撮像装置および文書撮影方法を提供することを目的とす
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備え
たデジタルカメラにおいて、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前
記撮像手段から出力される画像データを圧縮して圧縮画像データを生成する圧縮手段と、
前記圧縮画像データが格納される記憶手段と、前記圧縮画像データを伸長する伸長手段と
、前記通常撮影モードと前記文書撮影モードとを切り替える切替手段と、画像データに対
して画像処理を施す画像処理手段と、を備え、前記文書撮影モードで撮影されて前記記憶
手段に格納された圧縮画像データを、前記伸長手段で伸長した後、前記画像処理手段は、
送信先に応じた画像処理を施すものである。上記発明によれば、文書撮影モードで撮影さ
れて記憶手段に格納された圧縮画像データを、伸長手段で伸長した後、画像処理手段は、
送信先に応じた画像処理を施す。
【０００８】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記通常撮影モードと前記文
書撮影モードとを切り替える切替手段と、文書撮影モードで撮像された画像データに対し
て、送信先に応じた画像処理を施す画像処理手段と、を備えたものである。上記発明によ
れば、画像処理手段は、文書撮影モードで撮像された画像データに対して、送信先に応じ
た画像処理を施す。
【０００９】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記撮像手段から出力される
画像データを圧縮して圧縮画像データを生成する圧縮手段と、前記圧縮画像データが格納
される記憶手段と、前記圧縮画像データを伸長する伸長手段と、前記通常撮影モードと前
記文書撮影モードとを切り替える切替手段と、画像データに対して画像処理を施す画像処
理手段と、を備え、前記文書撮影モードで撮影されて前記記憶手段に格納された圧縮画像
データを、前記伸長手段で伸長した後、前記画像処理手段は、クリッピング・無彩色小階
調化・解像度変換等の処理を施し、さらに、再圧縮を行うものである。上記発明によれば
、文書撮影モードで撮影されて記憶手段に格納された圧縮画像データを、伸長手段で伸長
した後、画像処理手段は、クリッピング・無彩色小階調化・解像度変換等の処理を施し、
さらに、再圧縮を行う。
【００１０】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記通常撮影モードと前記文
書撮影モードとを切り替える切替手段と、文書撮影モードで撮像された画像データに対し
て、クリッピング・無彩色小階調化・解像度変換等の処理を施し、さらに、圧縮処理を行
う画像処理手段と、を備えたものである。上記発明によれば、画像処理手段は、文書撮影
モードで撮像された画像データに対して、クリッピング・無彩色小階調化・解像度変換等
の処理を施し、さらに、圧縮処理を行う。
【００１１】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記撮像手段から出力される
画像データを圧縮して圧縮画像データを生成する圧縮手段と、前記圧縮画像データが格納
される記憶手段と、前記圧縮画像データを伸長する伸長手段と、前記通常撮影モードと前
記文書撮影モードとを切り替える切替手段と、画像データに対して画像処理を施す画像処
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理手段と、を備え、前記文書撮影モードで撮影されて前記記憶手段に格納された圧縮画像
データを、前記伸長手段で伸長した後、前記画像処理手段は、クリッピング・無彩色小階
調化等の処理を施し、さらに、文字認識のデータ処理を施すものである。上記発明によれ
ば、文書撮影モードで撮影されて前記記憶手段に格納された圧縮画像データを、前記伸長
手段で伸長した後、前記画像処理手段は、クリッピング・無彩色小階調化等の処理を施し
、さらに、文字認識のデータ処理を施す。
【００１２】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記通常撮影モードと前記文
書撮影モードとを切り替える切替手段と、文書撮影モードで撮像された画像データに対し
て、クリッピング・無彩色小階調化等の処理を施し、さらに、文字認識のデータ処理を施
す画像処理手段と、を備えたものである。上記発明によれば、画像処理手段は文書撮影モ
ードで撮像された画像データに対して、クリッピング・無彩色小階調化等の処理を施し、
さらに、文字認識のデータ処理を施す。
【００１３】
　また、本発明は、前記文書撮影モードでは、圧縮画像データに対応させて撮影状況デー
タを前記記憶手段に記憶し、前記画像処理手段は、前記撮影状況データに基づいて画像デ
ータに対して画像処理を施すものである。上記発明によれば、圧縮画像データに対応させ
て撮影状況データを記憶手段に記憶し、画像処理手段は、撮影状況データに基づいて画像
データに対して画像処理を施す。
【００１４】
　また、本発明は、さらに、外部とデータ通信するためのデータ通信手段を備えたもので
ある。上記発明によれば、データ通信手段により外部とデータ通信を行う。
【００１５】
　また、本発明は、さらに、宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、および送信後に
画像データを削除するか否かを指定するための画像消去フラグとが対応づけて記憶される
メモリと、前記メモリの画像消去フラグに従って、前記データ通信手段を介して送信した
画像データの消去を行う消去手段と、を備えたものである。上記発明によれば、メモリに
宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、および送信後に画像データを削除するか否か
を指定するための画像消去フラグとを対応づけて記憶し、消去手段はメモリの画像消去フ
ラグに従って、データ通信手段を介して送信した画像データの消去を行う。
【００１６】
　また、本発明は、さらに、送信先に応じて、前記データ通信手段を介して送信した画像
データの消去を行う消去手段を備えたものである。上記発明によれば、消去手段は、送信
先に応じてデータ通信手段を介して送信した画像データの消去を行う。
【００１７】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記撮像手段から出力される
画像データを圧縮して圧縮画像データを生成する圧縮手段と、前記圧縮画像データが格納
される記憶手段と、前記通常撮影モードと前記文書撮影モードとを切り替える切替手段と
、撮影前の被写体の映像をモニター表示する表示手段と、を備え、前記文書撮影モードで
は、前記表示手段は、撮影前の被写体の映像をモニター表示している際に、文書の撮影状
況を報知するためのガイダンス表示を行うものである。上記発明によれば、文書撮影モー
ドでは、表示手段は、撮影前の被写体の映像をモニター表示している際に、文書の撮影状
況を報知するためのガイダンス表示を行う。
【００１８】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記通常撮影モードと前記文
書撮影モードとを切り替える切替手段と、撮影前の被写体の映像をモニター表示する表示
手段と、を備え、前記文書撮影モードでは、前記表示手段は、撮影前の被写体の映像をモ
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ニター表示している際に、文書の撮影状況を報知するためのガイダンス表示を行うもので
ある。上記発明によれば、文書撮影モードでは、表示手段は、撮影前の被写体の映像をモ
ニター表示している際に、文書の撮影状況を報知するためのガイダンス表示を行う。
【００１９】
　また、本発明は、前記ガイダンス表示は、利用者に定型用紙の領域を認識させるための
枠表示であることとした。上記発明によれば、ガイダンス表示として、利用者に定型用紙
の領域を認識させるための枠表示を行う。
【００２０】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記撮像手段から出力される
画像データを圧縮して圧縮画像データを生成する圧縮手段と、前記圧縮画像データが格納
される記憶手段と、前記通常撮影モードと前記文書撮影モードとを切り替える切替手段と
、被写体に対する撮影角度を検出する撮影角度検出手段と、を備え、前記文書撮影モード
では、前記撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始するものである。上記発明によ
れば、文書撮影モードでは、撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始する。
【００２１】
　また、本発明は、通常撮影モードと文書撮影モードとを備えたデジタルカメラにおいて
、被写体像を取り込んで画像データに変換する撮像手段と、前記通常撮影モードと前記文
書撮影モードとを切り替える切替手段と、被写体に対する撮影角度を検出する撮影角度検
出手段と、を備え、前記文書撮影モードでは、前記撮影角度が略垂直になった場合に、撮
影を開始するものである。上記発明によれば、文書撮影モードでは、前記撮影角度が略垂
直になった場合に、撮影を開始する。
【００２２】
　また、本発明は、前記撮影角度検出手段は、撮影された被写体の形状を認識して前記撮
影角度を検出するものである。上記発明によれば、撮影角度検出手段は、撮影された被写
体の形状を認識して撮影角度を検出する。
【００２３】
　また、本発明は、さらに、宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、および撮影時の
ガイダンス表示を行うか否かを指定するための枠表示情報とが対応づけて記憶されるメモ
リを備え、前記表示制御手段は、前記メモリの枠表示情報に従って、前記ガイダンス表示
の表示・非表示を制御するものである。上記発明によれば、メモリに宛先の名称と、電話
番号またはアドレスと、および撮影時のガイダンス表示を行うか否かを指定するための枠
表示情報とが対応づけて記憶し、表示制御手段は、メモリの枠表示情報に従って、ガイダ
ンス表示の表示・非表示を制御する。
【００２４】
　また、本発明は、前記表示制御手段は、送信先に応じて、前記表示手段への前記ガイダ
ンス表示の表示・非表示を制御するものである。上記発明によれば、表示制御手段は、送
信先に応じて、前記表示手段への前記ガイダンス表示の表示・非表示を制御する。
【００２５】
　また、本発明は、前記メモリの内容を操作者が任意に設定可能としたものである。上記
発明によれば、メモリの内容を操作者が任意に設定可能とした。
【００２６】
　また、本発明は、モニタリングの指示に応じて、被写体を表示手段にモニタリングする
ステップと、前記モニタリングの際に前記表示手段にガイダンス表示を行うステップと、
撮影の指示に応じて、画像データを取り込んで圧縮するステップと、圧縮された画像デー
タを記憶手段に記憶するステップと、送信の指示に応じて、記憶手段に格納された圧縮画
像データを読み出して伸長するステップと、伸長された画像データに対して送信先に応じ
た画像処理を施すステップと、画像処理の施された画像データを送信先に転送するステッ
プと、を含むものである。上記発明によれば、モニタリングの指示に応じて、被写体を表
示手段にモニタリングし、モニタリングの際に表示手段にガイダンス表示を行い、撮影の
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指示に応じて、画像データを取り込んで圧縮し、圧縮された画像データを記憶手段に記憶
し、送信の指示に応じて、記憶手段に格納された圧縮画像データを読み出して伸長し、伸
長された画像データに対して送信先に応じた画像処理を施し、画像処理の施された画像デ
ータを送信先に転送する。
【００２７】
　また、本発明は、モニタリングの指示に応じて、被写体を表示手段にモニタリングする
ステップと、前記モニタリングの際に前記表示手段にガイダンス表示を行うステップと、
撮影の指示に応じて、画像データを取り込むステップと、取り込んだ画像データに対して
送信先に応じた画像処理を施すステップと、画像処理の施された画像データを送信先に転
送するステップと、を含むものである。上記発明によれば、モニタリングの指示に応じて
、被写体を表示手段にモニタリングし、モニタリングの際に表示手段にガイダンス表示を
行い、撮影の指示に応じて、画像データを取り込み、取り込んだ画像データに対して送信
先に応じた画像処理を施し、画像処理の施された画像データを送信先に転送する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００２９】
　図１はデジタルカメラの構成を示す図である。同図において１００は、デジタルカメラ
を示している。デジタルカメラ１００は、同図に示す如く、デジタルカメラの装置全体の
制御を行うシステム制御部１０１と、被写体を撮像して画像データに変換する撮像部１０
２と、撮像部１０２から出力される画像データに対して画像処理等を行う画像処理部１０
３と、画像処理部１０３で処理された画像のＬＣＤ１０５への表示制御を行う表示制御部
１０４と、画像等が表示されるＬＣＤ１０５と、記録メディア１０７のインターフェイス
である記録メディアインターフェイス部１０６と、圧縮された画像データ等が格納される
記録メディア１０７と、操作部１０９のキー操作を検出するためのハードキーインターフ
ェイス部１０８と、利用者がデジタルカメラに動作指示を与えるための操作部１０９と、
データ通信するための通信インターフェイス部１１０を備えている。
【００３０】
　上記システム制御部１００は、上述したように、デジタルカメラの装置全体の制御をす
るものであり、ＲＯＭに格納されたプログラムに従ってデジタルカメラの装置全体を制御
するＣＰＵと、ＣＰＵを動作させるためのプログラムを格納したＲＯＭと、ＣＰＵのワー
クエリアとして使用されるＲＡＭと、および時間を計時するためのタイマー等を備える。
【００３１】
　上記撮像部１０２は、上述したように被写体を撮像して画像データを出力するためのも
のであり、被写体像を結像するためのレンズや該レンズを駆動するためのレンズ駆動モー
タ等の光学系部品、結像された被写体像を電気信号（アナログの画像データ）に変換する
ＣＣＤ、該ＣＣＤを駆動するためのＣＣＤ駆動回路、ＣＣＤから出力されるアナログの画
像データをデジタル信号（デジタル画像データ）に変換するＡ／Ｄ変換器等を備える。
【００３２】
　上記画像処理部１０３は、撮像部１０２で得られた画像データに種々の画像処理を施す
と共に、撮像部１０２のＣＣＤ駆動タイミングやレンズ駆動モータを制御してフォーカシ
ング、露出調整等を行い、また、画像データに対して圧縮／伸長処理を行う画像処理用Ｄ
ＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）や、メモリ等を備える。
【００３３】
　表示制御部１０４は、画像処理部１０３で処理された画像データをＬＣＤ１０５へ表示
するための信号処理を行い、また、ユーザーインターフェイスのための種々のグラフィッ
ク画像を生成しＬＣＤ１０５に表示するためのものである。ＬＣＤ１０５は、画像を表示
し、また、ユーザーインターフェイスのためのグラフィックを表示するためのものである
。
【００３４】
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　記録メディアインターフェイス部１０６は、記録メディア１０７とのインターフェイス
のために設けられたメモリカードコントローラ等からなる。記録メディア１０７は、圧縮
された画像データや画像に関連する種々の情報が記録される。
【００３５】
　ハードキーインターフェイス部１０８は、操作部１０９のキー、ダイアル等の利用者イ
ンターフェイスのためのハードウエアの状態を検出するために設けられたパラレルポート
等からなる。操作部１０９は、利用者がデジタルカメラに動作指示を与えるためのもので
あり、撮影を指示するレリーズボタン、自然画を撮影するための通常撮影モードと文字を
きれいに撮影するための文書撮影モードとを切り替える撮影モードキー、定型文書サイズ
（Ａ版、レター、リーガル等）を選択する定型文書サイズ設定キー等を備える。通信イン
ターフェイス１１０は、携帯電話２００等の通信装置を介して外部とデータ通信を行うた
めに設けられた通信コントローラ等からなる。
【００３６】
　また、同図において、２００は、デジタルカメラの通信インターフェイス部１１０に接
続され、外部とデータ通信するための携帯電話を示す。３００は電話通信網を示す。３０
１は電話通信網３００に接続されたファクシミリ装置を示す。３０２は、電話通信網３０
０に接続された専用端末（デジタルカメラからの画像を受信・蓄積して画像をテレビモニ
ターに表示する）を示す。
【００３７】
　また、４００は、電話通信網３００に接続されるインターネット４００を示す。４０１
は、インターネット４００に接続されるパーソナルコンピュータを示す。デジタルカメラ
１００は、携帯電話２００を介して、電話通信網３００に接続された装置（例えば、ファ
クシミリ装置３０１や専用端末３０２）やインターネット４００に接続された装置（例え
ば、パーソナルコンピュータ４０１）とデータ通信可能となっている。
【００３８】
　つぎに、上記構成のデジタルカメラ１００の撮影動作の概略を説明する。まず、利用者
は、撮影に先だって、操作部１０９の撮影モードキーを操作し、撮影モード（通常撮影モ
ード、文書撮影モード等）を設定する。操作部１０９の操作内容は、ハードキーインター
フェイス部１０８を介してシステム制御部１０１で判別され、システム制御部１０１は、
操作に応じて表示制御部１０４へガイダンスグラフィックを生成して、利用者に次操作を
促す。
【００３９】
　システム制御部１０１は、撮影モードが決定されると、モードに応じた処理パラメータ
を画像処理部１０３へ設定する。撮影の準備が整った後、図示しないレリーズボタンの半
押し状態が検出されると、その操作はモード設定と同様にしてハードキーインターフェイ
ス部１０８を通じてシステム制御部１０１で判別される。
【００４０】
　撮像部１０２は、画像処理部１０３の制御に従い、実際の撮影に先だって、プレビュー
画像をＬＣＤ１０５に表示するための撮像動作を開始する。撮像部１０２で撮像された画
像データは、連続的に画像処理部１０３へ送られ、画像処理部１０３で、色空間変換、ガ
ンマ補正、ホワイトバランス調整などの処理を施した後に、画像データを表示制御部１０
４へ転送する。また、この時、同時に画像処理部１０３では、フォーカス、露出の検出を
行い、撮像部１０２を制御してフォーカス、露出の調整を行う。
【００４１】
　表示制御部１０４は、画像データを信号処理してＬＣＤ１０５へ表示し、利用者へ撮像
状態を呈示する。続いて、操作部１０９のレリーズボタンが押下されると、その操作は同
様してハードキーインターフェイス部１０８を通じてシステム制御部１０１で判別される
。撮像部１０２は、画像処理部１０３の制御に従い、被写体の画像データを取り込んで画
像処理部１０３に出力し、画像処理部１０３は、撮影モードに応じた画像処理・圧縮処理
を行う。
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【００４２】
　システム制御部１０１は、画像処理部１０３で圧縮された圧縮画像データを読み出し、
この圧縮画像データにヘッダー情報を付加した後、画像ファイルとして記録メディアイン
ターフェイス部１０６を介して記録メディア１０７へ書き込む。ここで、ヘッダー情報に
は、選択された撮影モードの情報や撮影日時の情報等が含まれている。以上で、一連の撮
影動作が完了する。
【００４３】
　図２は、画像ファイルのフォーマットの一例を示す図である。画像ファイルは、同図に
示す如く、圧縮画像データとヘッダーからなり、ヘッダーには、撮影モード、撮影日時、
撮影倍率、および枠種別の情報等が含まれている。
【００４４】
　つぎに、上記デジタルカメラ１００のデータ通信の動作の概略を説明する。利用者は、
通信機能の利用に先だって、携帯電話２００をデジタルカメラ１００へ接続する。前述し
た撮影モードの設定と同様にして、利用者は、操作部１０９を操作して、画像の送信宛先
を指定すると共に、送信する画像を選択する。システム制御部１０１は、通信インターフ
ェイス部１１０を制御して、携帯電話２００を介して発呼して通信路が確定すると、記録
メディア１０７から指定された画像ファイルを読み出し、所定のプロトコルに従って画像
ファイルを送信する。
【００４５】
　次に、デジタルカメラ１００が、▲１▼ファクシミリ装置３０１、▲２▼パーソナルコ
ンピュータ４０１、▲３▼専用端末３０２とデータ通信する場合の概略動作について説明
する。
【００４６】
　デジタルカメラ１００が、▲１▼ファクシミリ装置３０１とデータ通信する場合（ファ
クシミリ送信）には、例えば、特開平８－１２５８７０号公報に記載された方法で、撮影
時に２値情報として圧縮・記憶した画像を、電話通信網３００上でファクシミリプロトコ
ルに従って、ファクシミリ３０１へ送信する。
【００４７】
　また、デジタルカメラ１００が、▲２▼パーソナルコンピュータ４０１とデータ通信す
る場合には、電話通信網３００およびインターネット４００を経由してパーソナルコンピ
ュータ４０１へ画像を送信するものであり、この場合には、通常の撮影モード（ＪＰＥＧ
圧縮）で圧縮・記憶した画像をＦＴＰ（ファイルトランスファープロトコル）や、メール
文書への添付ファイルとしてＳＭＴ（シンプルメールプロトコル）でパーソナルコンピュ
ータ４０１へ転送する。なお、この場合は、通常、インターネット４００に接続された図
示しないサーバへＰＰＰ（ポイントトウーポイントプロトコル）で接続する。
【００４８】
　また、デジタルカメラ１００が、▲３▼専用端末３０２とデータ通信する場合には、電
話通信網３００を経由して専用端末３０２へ画像を送信するものであり、独自のプロトコ
ルを使用してデータ通信を行う。これらの通信プロトコルの種別（宛先の属性）は、宛先
情報として電話番号やインターネットアドレスと１対１で記憶されており、利用者は送信
宛先を選択するだけで自動的に適合するプロトコルが選択・実行される。
【００４９】
　つぎに、図３～図５を参照して、文書撮影モードが選択された場合の撮影動作を説明す
る。図３は文書撮影モードが選択された場合の撮影動作を説明するためのフローチャート
、図４はＬＣＤ１０５のガイダンス表示の一例を示す図、図５は撮影角度の検出を説明す
るための説明図を示す。
【００５０】
　利用者は、文書撮影モードで撮影を行う場合には、操作部１０９の撮影モードキーで文
書撮影モードを選択し、更に、定型文書サイズ設定キーで取り込む画像の定型文書サイズ
（Ａ版、レター、リーガル等）を選択する。
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【００５１】
　図３において、まず、システム制御部１０１は、現在の撮影モードを判別し（ステップ
Ｓ１００）、通常撮影モードである場合には、ステップＳ１１０に移行し、通常の撮影・
記録を行う。
【００５２】
　他方、システム制御部１０１は、ステップＳ１００で、文書撮影モードであると判断し
た場合には、ハードキーインターフェイス部１０８からのキー情報を監視し、レリーズボ
タンが押下されたと判断した場合には（ステップＳ１０１）、利用者が文書の位置を固定
し易くするために、ＬＣＤ１０５に、ガイダンス枠の表示を行うと共に（ステップＳ１０
２）、撮像を開始してプレビュー画像の表示（被写体のモニター表示）を行う（ステップ
Ｓ１０３）。
【００５３】
　ここで、ガイダンス枠の表示について図４を参照して説明する。図４において、５０１
はＬＣＤ１０５の枠、５０２は表示されたガイダンス枠、５０３は撮影する文書、５０４
は後述するクリッピングの処理で切り取られる範囲を示している。ここで表示される枠は
、前述した文書撮影モード設定の際に、選択された定型文書サイズのアスペクトに従って
表示される。
【００５４】
　続いて、システム制御部１０１は、画像処理部１０３に被写体（文書）の撮影角度の検
出の指示を発し、これに応じて、画像処理部１０３では被写体の撮影角度を検出し、シス
テム制御部１０１は、検出された撮影角度を読み込む（ステップＳ１０４）。そして、シ
ステム制御部１０１は、撮影角度が垂直となっているか否かを判断する（ステップＳ１０
５）。ここで、図５を参照して撮影角度とその検出方法について説明する。
【００５５】
　図５において、１００はデジタルカメラ、６０２は文書６０３のおかれた台、６０３は
撮影する文書、６０４はデジタルカメラ１００の光軸、６０５は撮影角度、６０６はＬＣ
Ｄ１０５の枠、６０７は文書６０３の撮影状態の表示を示している。
【００５６】
　同図の（Ａ）は、撮影角度が垂直となっている場合を示しており、この場合は、長方形
の文書が正しく長方形として撮影可能な状態となっている。また、同図の（Ｂ）は、撮影
角度が傾いた場合を示しており、この場合は、長方形の文書が不正に台形となって捉えら
れた状態となっている。尚、図５では、理解を簡単にするために、文書の長手方向への傾
きを示したが、実際には、それと直角な方向への傾きもあり、その場合の撮影画像はより
崩れた四方形となり、また、この撮像画像は、デジタルカメラ１００の傾きに応じて連続
的に変化する。
【００５７】
　画像処理部１０３では、捉えられている文書の形状（実際の文書の形状ではなく、撮像
した文書の撮像イメージの形状）を認識して、図の（Ａ）の状態（撮影角度が垂直の状態
）を検出する。文書の形状を認識する方法としては、公知の方法を使用することができる
ので、その詳細な説明を省略する。
【００５８】
　さて、ステップＳ１０５で、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直でないと判断し
た場合は、処理はステップＳ１０６に移行し、レリーズボタンが押されているか否かを判
断し、レリーズボタンが押されていない場合には、ステップＳ１０１に戻る一方、レリー
ズボタンが押されている場合には、再度、撮影角度の検出を行う（ステップＳ１０４）。
【００５９】
　他方、ステップＳ１０５で、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直であると判断し
た場合は、通常の撮影でレリーズボタンが押下された場合と同様にして、撮像部１０２に
画像データを取り込ませ、画像処理部１０３に、取り込んだ画像データの圧縮を行わせ、
更に、記録メディアインターフェイス部１０６を介して記録メディア１０７へ記録を行う
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（ステップＳ１０７）。
【００６０】
　さらに、システム制御部１０１は、画像処理部１０３から撮影時のフォーカシングで検
出された被写体距離（デジタルカメラ１００から文書（被写体文書）までの距離）を読み
出し、撮影倍率（レンズの焦点距離／被写体距離）を計算し（ステップＳ１０８）、枠種
別の情報と併せて、撮影した画像と対応づけて画像ファイルとして、記録メディア１０７
に記録する（ステップＳ１０９）。
【００６１】
　以上説明したように、上記動作例によれば、文書撮影モードでの撮影時には、利用者が
文書の位置を固定するためのガイダンス表示を行うこととしたので、利用者は文書の位置
を固定することができ、利用者の操作性を向上できる。
【００６２】
　また、上記動作例によれば、ガイダンス表示として、利用者に定型用紙のアスペクト比
の領域を認識させるためのガイダンス枠を表示を行うこととしたので、利用者は、定型用
紙のサイズに応じて文書の位置を固定でき、より利用者の操作性を向上できる。
【００６３】
　また、上記動作例によれば、文書撮影モードでの撮影時には、撮影角度が文書に対して
垂直になった場合に、自動的に撮影するようにしたので、文書を正しい角度で撮影するこ
とができ、利用者の操作性を向上できる。
【００６４】
　また、上記動作例によれば、画像処理部１０３により、撮影角度を撮像した文書の撮像
イメージの形状を認識して検出することとしたので、撮影しようとする文書の状態によら
ず正しい撮影角度の検出が可能となり、また、簡単かつ安価な構成で撮影角度の検出が可
能となる。付言すると、例えば、一般的に文書は重力方向に対して水平か垂直に置かれる
ことを前提として、重力センサなどを用いて検出を行うことも考えられるが、かかる検出
方法に比して、画像処理により撮影角度する方法を採用した場合には装置の小型化・低コ
スト化が可能となる。
【００６５】
　また、上記動作例によれば、文書撮影モードでは、圧縮画像データに対応させて撮影状
況データ（撮影倍率、枠種別の情報（ガイダンス枠情報）を記録媒体１０７に記録するこ
ととしたので、画像を外部装置（例えば、ファクシミリやパーソナルコンピュータ等）に
送信する場合に、この撮影状況データを利用して、送信先に応じた画像処理を容易に行う
ことが可能となる。
【００６６】
　つぎに、撮影した画像を外部装置に転送する動作を図６を参照して説明する。図６は、
撮影した画像を外部装置に転送する場合の動作を説明するためのフローチャートを示す。
【００６７】
　図６において、まず、利用者により、操作部１０９が操作されて、送信宛先、送信画像
の選択が行われると（ステップＳ２００、Ｓ２０１）、システム制御部１０１は、選択さ
れた圧縮画像データを記録メディア１０７から読み出し（ステップＳ２０２）、その画像
のヘッダー情報から撮影された際の撮影モードを判別し、文書撮影モードで撮影された画
像であるか否かを判断する（ステップＳ２０３）。文書撮影モード以外で撮影された画像
であれば、ステップＳ２０７に移行して、送信宛先に従ったプロトコルによって、画像デ
ータがそのまま送信される。
【００６８】
　他方、ステップＳ２０３で、システム制御部１０１は、文書撮影モードで撮影された画
像である場合には、撮影時に記録した撮影倍率、枠種別を記録したファイルを記録メディ
ア１０７から読み出す（ステップＳ２０４）。そして、システム制御部１０１は、送信宛
先の属性がファクシミリであるか否かを判断する（ステップＳ２０５）。システム制御部
１０１は、送信宛先の属性が、ファクシミリである場合には、ステップＳ２１３に移行し
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、読み出した圧縮画像データを画像処理部１０３へ転送し、これに応じて、画像処理部１
０３は、圧縮画像データを伸長した後、クリッピングを行う（ステップＳ２１４）。この
クリッピングでは、先に読み出した枠種別から一義的に決定される領域を切り出して処理
される（図４参照）。
【００６９】
　ついで、画像処理部１０３は変倍の処理を行う（ステップＳ２１５）。この際、画像処
理部１０３は、先に読み出した撮影倍率の値を用いて、撮影された文書の実サイズに最も
近いサイズへの変換を行う。具体的には、例えば、Ａ４サイズの文書を撮影した場合には
Ａ４の原稿として、同じくＡ３サイズの文書を撮影した場合にはＡ３の原稿として送信す
べく変倍を行う。また、この場合、ファクシミリ通信で定められている解像度への変換も
行う。
【００７０】
　さらに、画像処理部１０３は、２値化の処理を行う（ステップＳ２１６）。ここで、２
値化の処理は、例えば、特開平８－１２５８７０号公報に記載されている方法を使用する
ことができる。次いで、画像処理部１０３は、２値化した画像データをファクシミリ通信
で用いられる圧縮方式で再圧縮を行う（ステップＳ２１７）。圧縮方式としては、通信開
始時のネゴシエーションにより決定される方式（ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ等）を使用する。そ
して、システム制御部１０１は、再圧縮された画像データを通信インターフェイス部１１
０を介してファクシミリ装置に送信し（ステップＳ２１８）、処理は完了する。
【００７１】
　他方、上記ステップＳ２０５で、送信宛先の属性がファクシミリ装置でない場合には、
ステップＳ２０６に移行し、システム制御部１０１は、送信宛先の属性が電子メールであ
るか否かを判断する。送信宛先の属性が電子メールであった場合には、ファクシミリ送信
の場合と同様にして、画像処理部１０３は、圧縮画像データの伸長、クリッピング、及び
２値化を行う（ステップＳ２０８～Ｓ２１０）。続いて、画像処理部１０３は、文字認識
によりテキスト文書への変換を行う（ステップＳ２１１）。
【００７２】
　そして、システム制御部１０１は、変換されたテキスト文書を電子メールの内容として
編集し、通信インターフェイス部１１０を介して送信し（ステップＳ２１２）、処理を終
了する。また、上記ステップＳ２０６で、送信宛先の属性が電子メールでない場合には、
送信宛先に従ったプロトコルによって、画像データがそのまま送信される（ステップＳ２
０７）。
【００７３】
　上記動作例によれば、画像処理部１０３は、文書撮影モードで撮影された画像を、利用
者により選択された送信先（ファクシミリ装置やパーソナルコンピュータ等）に応じたデ
ータ形式に変換することとしたので、文書撮影モードで撮影した画像を送信先に適した形
式に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能となる。
【００７４】
　また、上記動作例によれば、画像処理部１０３は、文書撮影モードで撮影された画像を
ファクシミリ装置に送信する場合には、記録メディア１０７に格納された圧縮画像データ
を伸長した後、クリッピング・２値化（無彩色小階調化）・解像度変換等の処理を施し、
さらに、ファクシミリ通信で用いられる圧縮方式で再圧縮を行うこととしたので、ファク
シミリ装置の適した画像に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可
能となる。
【００７５】
　また、上記動作例によれば、画像処理部１０３は、文書撮影モードで撮影された画像を
電子メールで送信する場合には、記録メディア１０７に格納された圧縮画像データを伸長
した後、クリッピング・２値化（無彩色小階調化）等の処理を行い、さらに、文字認識に
よりテキスト文書（テキストデータ）に変換することとしたので、電子メールに適したデ
ータ形式に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能となる。
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【００７６】
（実施の形態２）
　つぎに、図７～図１０を参照して実施の形態２にかかるデジタルカメラを説明する。図
７は、実施の形態２にかかるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。図７におい
て、図１に示した実施の形態１のデジタルカメラと同等機能を有する部分は同一符号を付
してある。図７に示す実施の形態２のデジタルカメラは、実施の形態１のデジタルカメラ
に送信先メモリ１１１を付加したものである。他の構成は実施の形態１と同様であるので
、その説明は省略し、異なる点についてのみ説明する。
【００７７】
　図８は、送信先メモリ１１１のデータ構成例を示す図である。送受信メモリ１１０は、
不揮発性のメモリで構成されており、画像データを送信する場合等の宛先の情報を管理す
るためのものである。送信先メモリ１１１は、同図に示す如く、”宛先の名称”、”宛先
の種類”、”電話番号”、”メールアドレス”、”ガイダンス枠表示情報”、”文書サイ
ズ”、および”画像消去フラグ”等の情報が対応づけて記憶されている。
【００７８】
　ここで、”ガイダンス枠表示情報”とは、文書撮影モードで撮影する場合に撮影者の便
宜のために文書サイズに応じて定型の枠をＬＣＤ１０５に表示するか否かを指示するため
のものである。”ガイダンス枠表示情報”が「１」の場合は、ガイダンス枠の表示を行い
、「０」の場合は、ガイダンス枠の表示を行わない。”文書サイズ”は、ガイダンス枠を
表示する場合のガイダンス枠の大きさを決定するためのものである。”画像消去フラグ”
は、記録メディア１０７に格納された画像データを操作者が選択した宛先に送信した場合
に、送信した画像データを消去するか否かを指示するためのものである。”画像消去フラ
グ”が「１」の場合は、送信した画像データを消去し、”画像消去フラグ”が「０」の場
合は、送信した画像データを消去しないでそのまま保存する。送信先メモリ１１１のデー
タの内容は、ＬＣＤ１０５に表示可能となっており、操作者が操作部を操作してＬＣＤ１
０５上で登録できるようになっている。
【００７９】
　図９は、実施の形態２における撮影時の動作を説明するためのフローチャートを示す。
図９において、まず、操作者は操作部１０９を操作して撮影モードを選択し（ステップＳ
３００）、送信先メモリ１１１に登録されている宛先を選択する（ステップＳ３０１）。
【００８０】
　システム制御部１０１は、現在の撮影モードを判別し（ステップＳ３０２）、文書撮影
モードではなく通常の撮影モードである場合には、ステップＳ３１３に移行し、通常の撮
影・記録を行う。
【００８１】
　他方、システム制御部１０１は、ステップＳ３０３で、文書撮影モードであると判断し
た場合には、ハードキーインターフェイス部１０８からのキー情報を監視し、レリーズボ
タンが押下されたと判断した場合には（ステップＳ３０３）、つぎに、送信先メモリ１１
１の選択された宛先に対応するガイダンス枠表示情報を参照して、ガイダンス枠表示の指
定があるか否かを判断する（ステップＳ３０４）。ガイダンス枠表示の指定がない場合に
は、ステップＳ３０６に移行する。
【００８２】
　ステップＳ３０４で、ガイダンス枠表示の指定がある場合には、例えば、図４に示すよ
うなガイダンス枠の表示を行い（ステップＳ３０５）、前述した手順で撮像、プレビュー
画像の表示を起動する（ステップＳ３０６）。ガイダンス枠の表示例は図４と同様である
。
【００８３】
　ガイダンス枠の表示については、実施の形態１と同様であるので、その説明は省略する
。ここで表示される枠は、前述した送信先メモリ１１１に格納されている宛先に対応した
文書サイズの定型アスペクト比に従って表示される。
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【００８４】
　続いて、システム制御部１０１は、画像処理部１０３へ撮影角度の検出を設定し、これ
に応じて、画像処理部１０３では撮影角度を検出し、システム制御部１０１は、検出され
た撮影角度を読み込む（ステップＳ３０７）。そして、システム制御部１０１は、撮影角
度が垂直となっているか否かを判断する（ステップＳ３０８）。撮影角度の検出方法は実
施の形態１（図５参照）と同様であるのでその説明は省略する。
【００８５】
　他方、ステップＳ３０８において、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直でないと
判断した場合は、処理はステップＳ３０９に移行し、レリーズボタンが押されているか否
かを判断し、レリーズボタンが押されていない場合には、ステップＳ３０３に戻る一方、
レリーズボタンが押されている場合には、例えば、撮影角度が垂直で無い旨を操作者に報
知し（ガイダンス表示等を行う）、再度、撮影角度の検出を行う（ステップＳ３０７）。
【００８６】
　ステップＳ３０８で、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直であると判断した場合
は、通常の撮影でレリーズボタンが押下された時と同様にして、撮像部１０２に画像の取
り込み、画像処理部１０３に取り込んだ画像の圧縮を行わせ、更に、記録メディアインタ
ーフェイス部１０６を介して記録メディア１０７へ記録を行う（ステップＳ３１０）。
【００８７】
　さらに、システム制御部１０１は、画像処理部１０３から撮影時のフォーカシングで検
出された被写体距離（デジタルカメラから文書までの距離）を読み出し、撮影倍率（レン
ズの焦点距離／被写体距離）を計算し（ステップＳ３１１）、枠種別の情報と合わせて、
撮影した画像と対応づけて記録メディア１０７に記録する（ステップＳ３１２）。なお、
ステップＳ３０４でガイダンス枠の表示を行わない場合は枠情報は記録されない。上記フ
ローにおいて、例えば、図８に示す送信先メモリ１１１で、宛先として山田太郎が選択さ
れた場合には、ガイダンス枠表示情報が「１」、文書サイズがＡ４となっているので、Ａ
４サイズのガイダンス枠の表示が行われる。
【００８８】
　以上説明したように、上記した実施の形態２においては、送信先メモリ１１１に、宛先
と対応させてガイダンス枠表示の有無を指定するためのガイダンス枠表示情報を記憶して
おき、文書撮影モードでは、送信先メモリ１１１を参照し、選択された宛先に対応したガ
イダンス枠表示情報に従って、ガイダンス枠の表示／非表示を行うこととしたので、送信
先に応じてガイダンス枠の表示／非表示を行うことができ、操作者の使い勝手が良くなる
。
【００８９】
　なお、上記した実施の形態２においては、システム制御部１０１は、送信先メモリ１１
１に格納された枠表示情報に従ってガイダンス枠の表示を行うか否かを決定することとし
たが、宛先の属性に応じてガイダンス枠の表示を行うか否かを自動的に判断することにし
ても良い。例えば、宛先の種類がプリンタの場合は、Ａ４サイズ等の紙サイズに合わせる
必要があるので、ガイダンス枠の表示を行い、他方、宛先の種類がＰＣの場合は、紙サイ
ズに合わせる必要がないのでガイダンス枠の表示をしないことにしたも良い。
【００９０】
　つぎに、実施の形態２における通信時の動作を説明する。図１０は、実施の形態２にお
ける通信時の動作を説明するためのフローチャートを示す。
【００９１】
　図１０において、まず、利用者により、送信先メモリ１１１に登録された宛先が選択さ
れ（ステップＳ４００）、さらに、送信画像の選択が行われると（ステップＳ４０１）、
システム制御部１０１は、選択された画像データを記録メディア１０７から読み出し（ス
テップＳ４０２）、その画像のヘッダー情報から撮影された際の撮影モードを判別し、文
書撮影モードで撮影された画像であるか否かを判断する（ステップＳ４０３）。文書撮影
モード以外で撮影された画像であれば、ステップＳ４０７に移行して、通信インターフェ
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イス部１１０を介して、送信宛先に従ったプロトコルによって、画像データがそのまま送
信される。
【００９２】
　他方、ステップＳ４０３で、システム制御部１０１は、文書撮影モードで撮影された画
像であった場合には、撮影時に記録した撮影倍率、枠種別を記録したファイルを記録メデ
ィア１０７から読み出す（ステップＳ４０４）。なお、ガイダンス枠を表示しなかった場
合は、枠種別は記録されていない。そして、システム制御部１０１は、送信宛先の属性が
ファクシミリであるか否かを判断する（ステップＳ４０５）。システム制御部１０１は、
送信宛先の属性が、ファクシミリであった場合には、ステップＳ４１３に移行し、読み出
した画像データを画像処理部１０３へ転送し、これに応じて、画像処理部１０３は、圧縮
されている画像データを伸長した後、クリッピングを行う（ステップＳ４１４）。このク
リッピングでは、先に読み出した枠種別から一義的に決定される領域を切り出して処理さ
れる。なお、枠種別が記録されていない場合はクリッピングは行わない。
【００９３】
　つづいて、画像処理部１０３は変倍の処理を行う（ステップＳ４１５）。この際、画像
処理部１０３は、先に読み出した撮影倍率の値を用いて、撮影された文書の実サイズに最
も近いサイズへの変換を行う。具体的には、例えば、Ａ４サイズの文書を撮影した場合に
はＡ４の原稿として、同じくＡ３サイズの文書を撮影した場合にはＡ３の原稿として送信
されるように変倍を行う。また、この場合、ファクシミリ通信で定められている解像度へ
の変換も行う。
【００９４】
　さらに、画像処理部１０３は、２値化の処理を行う（ステップＳ４１６）。ここで、２
値化の処理は、例えば、特開平６－２５６９０７号公報に記載されている方法を使用する
ことができる。次いで、画像処理部１０３は、２値化した画像データをファクシミリ通信
で用いられる圧縮方式で再圧縮を行う（ステップＳ４１７）。圧縮方式としては、通信開
始時のネゴシエーションにより決定される方式（ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ等）を使用する。そ
して、システム制御部１０１は、圧縮された画像データを通信インターフェイス部１１０
を介してファクシミリ装置に送信し（ステップＳ４１８）、処理は完了する。
【００９５】
　他方、上記ステップＳ４０５で、送信宛先の属性がファクシミリでない場合には、ステ
ップＳ４０６に移行し、システム制御部１０１は、送信宛先の属性が電子メールであるか
否かを判断する。送信宛先の属性が電子メールであった場合には、ファクシミリ送信の場
合と同様にして、画像処理部１０３は、画像データの伸長、クリッピング、及び２値化を
行う（ステップＳ４０８～Ｓ４１０）。なお、枠種別の情報が記録されていない場合はク
リッピングは行わない。
【００９６】
　続いて、画像処理部１０３は、文字認識によるテキスト文書への変換を行う（ステップ
Ｓ４１１）。そして、システム制御部１０１は、変換されたテキスト文書を電子メールの
内容として編集し、通信インターフェイス部１１０を介して送信し（ステップＳ４１２）
、処理を終了する。
【００９７】
　また、上記ステップＳ４０６で、送信宛先の属性が電子メールでない場合には、送信宛
先に従ったプロトコルによって、画像データがそのまま送信される（ステップＳ４０７）
。
【００９８】
　そして、システム制御部１０１は、送信先メモリ１１１を参照して、宛先に対応する画
像消去フラグが「１」に設定されているか否かを判断し（ステップＳ４１９）、宛先に対
応する画像消去フラグが「１」に設定されている場合には、記録メディア１０７に格納さ
れている送信済みの画像ファイルを削除する（ステップＳ４２０）。他方、画像消去フラ
グが「０」の場合は送信済みの画像ファイルを削除しないでそのまま保存する。以上によ
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り処理が完了する。上記フローにおいて、例えば、図８に示す送信先メモリ１１１で、宛
先として山田太郎が選択された場合には、画像消去フラグが「１」となっているので、送
信した画像ファイルが削除される。
【００９９】
　以上説明したように、上記した実施の形態２においては、送信先メモリ１１１に、宛先
と対応させて転送した画像ファイルの削除の有無を指定するための画像消去フラグを記憶
しておき、文書撮影モードでは、送信先メモリ１１１を参照し、選択された宛先に対応し
た画像消去フラグに従って、転送した画像ファイルの削除を行うこととしたので、送信先
に応じて転送した画像の削除／非削除を行うことができ、操作者の使い勝手が良くなる。
【０１００】
　なお、上記した実施の形態２においては、システム制御部１０１は、送信先メモリ１１
１に格納された宛先に対応する画像消去フラグに従って、送信した画像ファイルの消去を
行うか否かを決定することとしたが、宛先の種類に応じて、自動的に画像ファイルを削除
するか否かを決定することにしても良い。例えば、宛先の種類が、ＦＡＸの場合は受信Ｏ
Ｋの返信をするので、画像を消去しても問題無しとして送信した画像ファイルを削除する
。他方、宛先の種類がＰＣの場合は、受信ＯＫを返信しないので、受信されていないのに
画像を消去した場合に、画像がなくなってしまうため、問題ありとして送信した画像ファ
イルを削除しないことにしても良い。
【０１０１】
　（実施の形態３）
　つぎに、図１１および図１２を参照して実施の形態３にかかるデジタルカメラを説明す
る。実施の形態２のデジタルカメラは、実施の形態１のデジタルカメラと同様の構成であ
る。実施の形態３のデジタルカメラ（システム制御部１０１）においては、撮影した画像
を即時に指定した宛先に即時に送信する撮影・転送モードを備えている。
【０１０２】
　利用者は、文書撮影モードで画像を撮影して、即時に外部に転送する場合には、操作部
１０９を操作して、撮影・転送モードを選択すると共に、撮影モードキーで文書撮影モー
ドを選択し、また、定型文書サイズ設定キーで取り込む画像の定型文書サイズ（Ａ版、レ
ター、リーガル等）を選択し、さらに、送信先を選択する。
【０１０３】
　図１１において、まず、システム制御部１０１は、現在の撮影モードを判別し（ステッ
プＳ５００）、通常撮影モードである場合には、ステップＳ１１０に移行し、通常の撮影
・記録を行う。
【０１０４】
　他方、システム制御部１０１は、ステップＳ５００で、文書撮影モードであると判断し
た場合には、ハードキーインターフェイス部１０８からのキー情報を監視し、レリーズボ
タンが押下されたと判断した場合には（ステップＳ５０１）、例えば、図４に示すような
、ガイダンス枠の表示をＬＣＤ１０５に行うと共に（ステップＳ５０２）、撮像を開始し
てプレビュー画像の表示（被写体のモニター表示）を行う（ステップＳ５０３）。ガイダ
ンス枠の表示例は実施の形態１（図４）と同様である。
【０１０５】
　つづいて、システム制御部１０１は、画像処理部１０３に被写体（文書）の撮影角度の
検出の指示を発し、これに応じて、画像処理部１０３では被写体の撮影角度を検出し、シ
ステム制御部１０１は、検出された撮影角度を読み込む（ステップＳ５０４）。そして、
システム制御部１０１は、撮影角度が垂直となっているか否かを判断する（ステップＳ５
０５）。撮影角度の検出方法は実施の形態１（図５参照）と同様であるのでその説明は省
略する。
【０１０６】
　他方、ステップＳ５０５において、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直でないと
判断した場合は、処理はステップＳ５０６に移行し、レリーズボタンが押されているか否
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かを判断し、レリーズボタンが押されているいない場合には、ステップＳ５０１に戻る一
方、レリーズボタンが押されている場合には、例えば、撮影角度が垂直でない旨を操作者
に報知し（ガイダンス表示等を行う）、再度、撮影角度の検出を行う（ステップＳ５０４
）。
【０１０７】
　また、ステップＳ５０５で、システム制御部１０１は、撮影角度が垂直であると判断し
た場合は、通常の撮影でレリーズボタンが押下された場合と同様にして、撮像部１０２で
画像データを取り込む（ステップＳ５０７）。そして、システム制御部１０１は、画像処
理部１０３から撮影時のフォーカシングで検出された被写体距離（デジタルカメラ１００
から文書（被写体文書）までの距離）を読み出し、撮影倍率（レンズの焦点距離／被写体
距離）を計算する（ステップＳ５０８）。
【０１０８】
　図１２において、システム制御部１０１は、文書撮影モードで撮影された画像か否かを
判断し、文書撮影モード以外で撮影された画像であれば、ステップＳ５１４に移行して、
通信インターフェイス部１１０を介して、送信宛先に従ったプロトコルによって、画像デ
ータがそのまま送信される。
【０１０９】
　他方、ステップＳ５１１で、システム制御部１０１は、文書撮影モードで撮影された画
像である場合には、送信宛先の属性がファクシミリであるか否かを判断する（ステップＳ
５１２）。システム制御部１０１は、送信宛先の属性が、ファクシミリである場合には、
ステップＳ５１９に移行し、クリッピングを行う。このクリッピングでは、枠種別から一
義的に決定される領域を切り出して処理される。
【０１１０】
　ついで、画像処理部１０３は変倍の処理を行う（ステップＳ５２０）。この際、画像処
理部１０３は、撮影倍率の値を用いて、撮影された文書の実サイズに最も近いサイズへの
変換を行う。具体的には、例えば、Ａ４サイズの文書を撮影した場合にはＡ４の原稿とし
て、同じくＡ３サイズの文書を撮影した場合にはＡ３の原稿として送信すべく変倍を行う
。また、この場合、ファクシミリ通信で定められている解像度への変換も行う。
【０１１１】
　さらに、画像処理部１０３は、２値化の処理を行う（ステップＳ５２１）。ここで、２
値化の処理は、例えば、特開平８－１２５８７０号公報に記載されている方法を使用する
ことができる。次いで、画像処理部１０３は、２値化した画像データをファクシミリ通信
で用いられる圧縮方式で再圧縮を行う（ステップＳ５２２）。圧縮方式としては、通信開
始時のネゴシエーションにより決定される方式（ＭＨ、ＭＲ、ＭＭＲ等）を使用する。そ
して、システム制御部１０１は、再圧縮された画像データを通信インターフェイス部１１
０を介してファクシミリに送信し（ステップＳ５２３）、処理は完了する。
【０１１２】
　他方、上記ステップＳ５１２で、送信宛先の属性がファクシミリでない場合には、ステ
ップＳ５１３に移行し、システム制御部１０１は、送信宛先の属性が電子メールであるか
否かを判断する。送信宛先の属性が電子メールであった場合には、ファクシミリ送信の場
合と同様にして、画像処理部１０３は、クリッピング及び２値化を行う（ステップＳ５１
５、Ｓ５１６）。つづいて、画像処理部１０３は、文字認識によりテキスト文書への変換
を行う（ステップＳ５１７）。
【０１１３】
　そして、システム制御部１０１は、変換されたテキスト文書を電子メールの内容として
編集し、通信インターフェイス部１１０を介して送信し（ステップＳ５１８）、処理を終
了する。また、上記ステップＳ５１３で、送信宛先の属性が電子メールでない場合には、
送信宛先に従ったプロトコルによって、画像データがそのまま送信される（ステップＳ５
１４）。
【０１１４】
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　以上説明したように、本実施の形態３においては、撮影した画像を直ちに転送する文書
撮影・転送モードを備えているので、撮影した画像を直ぐに所望の宛先に送信することが
可能となり、操作者の使い勝手が良くなる。
【０１１５】
　なお、実施の形態３においても、上記実施の形態２のように送信先メモリ１１１（図８
参照）を設け、送信先メモリ１１１の宛先に対応するガイダンス枠表示情報に従って、送
信先に応じてガイダンス枠の表示／非表示を行うことにしても良く、また、宛先の属性に
応じてガイダンス枠の表示／非表示を自動的に行うことにしても良い。
【０１１６】
　また、実施の形態３においても、上記実施の形態２のように送信先メモリ１１１（図８
参照）を設け、送信先メモリ１１１の宛先に対応する画像消去フラグに従って、送信した
画像ファイルの消去を行うことにしても良く、また、宛先の属性に応じて、送信した画像
ファイルの消去を自動的に行うことにしても良い。
【０１１７】
　本発明は、上記した実施の形態に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範
囲で適宜変形可能である。
【０１１８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、文書撮影モードで撮影されて記憶手段に格納さ
れた圧縮画像データを、伸長手段で伸長した後、画像処理手段は、送信先に応じた画像処
理を施すこととしたので、文書撮影モードで撮影した画像を送信先に適した形式に変換す
ることができ、撮影した画像を有効に利用することが可能となる。
【０１１９】
　また、本発明によれば、画像処理手段は、文書撮影モードで撮像された画像データに対
して、送信先に応じた画像処理を施すこととしたので、文書撮影モードで撮影した画像を
送信先に適した形式に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能と
なる。
【０１２０】
　また、本発明によれば、文書撮影モードで撮影されて記憶手段に格納された圧縮画像デ
ータを、伸長手段で伸長した後、画像処理手段は、クリッピング・無彩色小階調化・解像
度変換等の処理を施し、さらに、再圧縮を行うこととしたので、文書撮影モードで撮影し
た画像を送信先（例えば、ファクシミリ装置）に適した形式に変換することができ、撮影
した画像を有効に利用することが可能となる。
【０１２１】
　また、本発明によれば、画像処理手段は、文書撮影モードで撮像された画像データに対
して、クリッピング・無彩色小階調化・解像度変換等の処理を施し、さらに、圧縮処理を
行うこととしたので、文書撮影モードで撮影した画像を送信先（例えば、ファクシミリ装
置）に適した形式に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能とな
る。
【０１２２】
　また、本発明によれば、文書撮影モードで撮影されて前記記憶手段に格納された圧縮画
像データを、前記伸長手段で伸長した後、前記画像処理手段は、クリッピング・無彩色小
階調化等の処理を施し、さらに、文字認識のデータ処理を施すこととしたので、文書撮影
モードで撮影した画像を送信先に適した形式（例えば、テキスト文書）に変換することが
でき、撮影した画像を有効に利用することが可能となる。
【０１２３】
　また、本発明によれば、画像処理手段は文書撮影モードで撮像された画像データに対し
て、クリッピング・無彩色小階調化等の処理を施し、さらに、文字認識のデータ処理を施
すこととしたので、文書撮影モードで撮影した画像を送信先に適した形式（例えば、テキ
スト文書）に変換することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能となる。
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【０１２４】
　また、本発明によれば、圧縮画像データに対応させて撮影状況データを記憶手段に記憶
し、画像処理手段は、撮影状況データに基づいて画像データに対して画像処理を施すこと
としたので、この撮影状況データを利用して、送信先に応じた画像処理を容易に行うこと
が可能となる。
【０１２５】
　また、本発明によれば、さらに、外部とデータ通信するためのデータ通信手段を備えて
いるので、外部とデータ通信することが可能となる。
【０１２６】
　また、本発明によれば、メモリに宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、および送
信後に画像データを削除するか否かを指定するための画像消去フラグとを対応づけて記憶
し、消去手段はメモリの画像消去フラグに従って、データ通信手段を介して送信した画像
データの消去を行うこととしたので、送信先に応じて転送した画像の削除／非削除を行う
ことができ、操作者の使い勝手が良くなる。
【０１２７】
　また、本発明によれば、消去手段は、送信先に応じてデータ通信手段を介して送信した
画像データの消去を行うこととしたので、請求項８に記載の発明の効果に加えて、送信先
に応じて転送した画像の削除／非削除を行うことができ、操作者の使い勝手が良くなる。
【０１２８】
　また、本発明によれば、文書撮影モードでは、表示手段は、撮影前の被写体の映像をモ
ニター表示している際に、文書の撮影状況を報知するためのガイダンス表示を行うことと
したので、利用者は文書の位置を固定することができ、利用者の操作性を向上できる。
【０１２９】
　また、本発明によれば、文書撮影モードでは、表示手段は、撮影前の被写体の映像をモ
ニター表示している際に、文書の撮影状況を報知するためのガイダンス表示を行うことと
したので、利用者は文書の位置を固定することができ、利用者の操作性を向上できる。
【０１３０】
　また、本発明によれば、ガイダンス表示として、利用者に定型用紙の領域を認識させる
ための枠表示を行うこととしたので、利用者は、定型用紙のサイズに応じて文書の位置を
固定でき、より利用者の操作性を向上できる。
【０１３１】
　また、本発明によれば、撮影角度を検出するための撮影角度検出手段を備え、文書撮影
モードでは、撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始することとしたので、文書を
正しい角度で撮影することができ、利用者の操作性を向上できる。
【０１３２】
　また、本発明によれば、撮影角度を検出するための撮影角度検出手段を備え、文書撮影
モードでは、撮影角度が略垂直になった場合に、撮影を開始することとしたので、文書を
正しい角度で撮影することができ、利用者の操作性を向上できる。
【０１３３】
　また、本発明によれば、撮影角度検出手段は、撮影された被写体の形状を認識して撮影
角度を検出することとしたので、撮影しようとする文書の状態によらず正しい撮影角度の
検出が可能となり、また、簡単かつ安価な構成で撮影角度の検出が可能となる。
【０１３４】
　また、本発明によれば、メモリに宛先の名称と、電話番号またはアドレスと、および撮
影時のガイダンス表示を行うか否かを指定するための枠表示情報とが対応づけて記憶し、
表示制御手段は、メモリの枠表示情報に従って、ガイダンス表示の表示・非表示を制御す
ることとしたので、送信先に応じてガイダンス表示の表示／非表示を行うことができ、操
作者の使い勝手が良くなる。
【０１３５】
　また、本発明によれば、表示制御手段は、送信先に応じて、前記表示手段への前記ガイ
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ダンス表示の表示・非表示を制御することとしたので、送信先に応じてガイダンス表示の
表示／非表示を行うことができ、操作者の使い勝手が良くなる。
【０１３６】
　また、本発明によれば、メモリの内容を操作者が任意に設定可能としたので、より操作
者の使い勝手が良くなる。
【０１３７】
　また、本発明によれば、モニタリングの指示に応じて、被写体を表示手段にモニタリン
グし、モニタリングの際に表示手段にガイダンス表示を行い、撮影の指示に応じて、画像
データを取り込んで圧縮し、圧縮された画像データを記憶手段に記憶し、送信の指示に応
じて、記憶手段に格納された圧縮画像データを読み出して伸長し、伸長された画像データ
に対して送信先に応じた画像処理を施し、画像処理の施された画像データを送信先に転送
することとしたので、画像を送信先に適した形式に変換して転送することができ、撮影し
た画像を有効に利用することが可能となる。
【０１３８】
　また、本発明によれば、モニタリングの指示に応じて、被写体を表示手段にモニタリン
グし、モニタリングの際に表示手段にガイダンス表示を行い、撮影の指示に応じて、画像
データを取り込み、取り込んだ画像データに対して送信先に応じた画像処理を施し、画像
処理の施された画像データを送信先に転送することとしたので、画像を送信先に適した形
式に変換して直ちに転送することができ、撮影した画像を有効に利用することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１にかかるデジタルカメラの構成を示す図である。
【図２】　画像ファイルのフォーマットの一例を示す図である。
【図３】　実施の形態１において、文書撮影モードが選択された場合の撮影動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図４】　ガイダンス表示の一例を示す図である。
【図５】　撮影角度を説明するための説明図である。
【図６】　実施の形態１において、撮影した画像を外部装置に転送する場合の動作を説明
するためのフローチャートである。
【図７】　実施の形態２にかかるデジタルカメラの構成を示す図である。
【図８】　図７の送信先メモリの構成例を示す図である。
【図９】　実施の形態２において、文書撮影モードが選択された場合の撮影動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図１０】　実施の形態２において、撮影した画像を外部装置に転送する場合の動作を説
明するためのフローチャートである。
【図１１】　実施の形態３において、文書撮影・転送モードが選択された場合の動作を説
明するためのフローチャートである。
【図１２】　実施の形態３において、文書撮影・転送モードが選択された場合の動作を説
明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
　１００　　デジタルカメラ
　１０１　　システム制御部
　１０２　　撮像部
　１０３　　画像処理部
　１０４　　表示制御部
　１０５　　ＬＣＤ
　１０６　　記録メディアインターフェイス部
　１０７　　記録メディア
　１０８　　ハードキーインターフェイス部
　１０９　　操作部
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　１１０　　通信インターフェイス部
　１１１　　送信先メモリ
　２００　　携帯電話
　３００　　電話通信網
　３０１　　ファクシミリ装置
　３０２　　専用端末
　４００　　インターネット
　４０１　　パーソナルコンピュータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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