
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 通信及び
装置間通信を行う通信装置と 装置間通信を行う通信手段と、
　 前記通信装置から通知された
前記通信装置 通信に関する情報に応じて
、前記通信手段を用いて 前記通信装置に送信する画像の容量を
変更する変更手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記通信装置 通信に関する情報は、前
記通信装置が 通信する際の受信電界強度に関する
情報であることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記通信装置 通信に関する情報は、前
記通信装置が 通信する際のエラーレートに関する
情報であることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記通信装置 通信に関する情報は、前
記通信装置が 通信する際のデータ伝送容量に関す
る情報であることを特徴とする請求項１記載の撮像装置。
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第１の通信方式による基地局との 前記基地局を介さない第２の通信方式による
前記第２の通信方式により

前記第２の通信方式による装置間通信により 情報であり、
と前記基地局との間の前記第１の通信方式による

前記第２の通信方式により

と前記基地局との間の前記第１の通信方式による
前記基地局と前記第１の通信方式により

と前記基地局との間の前記第１の通信方式による
前記基地局と前記第１の通信方式により

と前記基地局との間の前記第１の通信方式による
前記基地局と前記第１の通信方式により



【請求項５】
　前記データ伝送容量は、通信事業者が提供す 信網への接続サービスにおけるデータ
伝送容量であることを特徴とする請求項４記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記変更手段は、前記通信装置から指示された画像の容量を変更することを特徴とする
請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　
　 ための第１の通信手段と、
　 撮像装置と装置間通信を行うための第２の
通信手段と、
　前記撮像装置が 送信する
画像の容量を変更できるように、前記第１の通信手段の

との通信に関する情報を前記第２の通信手段 装置間通信
により前記撮像装置に通知する通知手段とを有することを特徴とする通信装置。
【請求項８】
　前記第１の通信手段の との通信に関する情報は、
前記第１の通信手段が と通信する際の受信電界強度
に関する情報であることを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項９】
　前記第１の通信手段の との通信に関する情報は、
前記第１の通信手段が と通信する際のエラーレート
に関する情報であることを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記第１の通信手段の との通信に関する情報は、
前記第１の通信手段が と通信する際のデータ伝送容
量に関する情報であることを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記データ伝送容量は、通信事業者が提供する への接続サービスにおけるデータ
伝送容量であることを特徴とする請求項 記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記第１の通信手段の との通信に関する情報に基
づく画像 サイズであり、前記撮像装置が との装
置間通信により送信する画像のサイズを表示する表示手段と、
　前記表示手段によりサイズが表示された画像の前記撮像装置による送信を承諾するか否
かをユーザに選択させるための選択手段とを有することを特徴とする請求項 乃至 の
いずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　 通信及び
装置間通信を行う通信装置と 装置間通信を行う通信工程と、
　 前記通信装置から通知された
前記通信装置 通信に関する情報に応じて
、前記通信工程において 前記通信装置に送信する画像の容量を
変更する変更工程とを有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１４】
　 通信及び

装置間通信を行うことが可能な通信装置の制御方法において、
　前記撮像装置が 装置間通信 送信する
画像の容量を変更できるように、 との通信に関する
情報を 装置間通信により前記撮像装置に通知する通知工程とを
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る通

通信装置において、
第１の通信方式により基地局と通信する
前記基地局を介さずに第２の通信方式により

前記第２の通信方式により前記通信装置と装置間通信する際に
前記第１の通信方式による前記基

地局 の前記第２の通信方式による

前記第１の通信方式による前記基地局
前記第１の通信方式により前記基地局

７

前記第１の通信方式による前記基地局
前記第１の通信方式により前記基地局

７

前記第１の通信方式による前記基地局
前記第１の通信方式により前記基地局

７

通信網
１０

前記第１の通信方式による前記基地局
の 前記第２の通信方式による前記通信装置

７ １１

第１の通信方式による基地局との 前記基地局を介さない第２の通信方式による
前記第２の通信方式により

前記第２の通信方式による装置間通信により 情報であり、
と前記基地局との間の前記第１の通信方式による

前記第２の通信方式により

第１の通信方式による基地局との 前記基地局を介さずに第２の通信方式により
撮像装置と

前記第２の通信方式により前記通信装置と する際に
前記第１の通信方式による前記基地局

前記第２の通信方式による



有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１５】
　 通信及び
装置間通信を行う通信装置と 装置間通信を行うことが可能な撮
像装置を制御するためのプログラムを記憶したコンピュータにより読み取り可能な記憶媒
体において、
　前記プログラムは、
　 装置間通信により前記通信装置から通知された
前記通信装置 通信に関する情報に応じて
、 装置間通信により前記通信装置に送信する画像の容量を変更
する変更モジュールを有することを特徴とする記憶媒体。
【請求項１６】
　 通信及び

装置間通信を行うことが可能な通信装置を制御するためのプログラムを記憶し
たコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体において、
　前記プログラムは、
　前記撮像装置が 装置間通信 送信する
画像の容量を変更できるように、 との通信に関する
情報を 装置間通信により前記撮像装置に通知する通知モジュー
ルを有することを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像装置及び方法、並びに記憶媒体、並びに通信装置及び方法、並びに記憶媒
体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、半導体技術等の進歩によって、携帯無線通信装置の普及にはめざましいものがある
。そして、携帯無線通信装置である携帯電話を用いたコミュニケーションは、電話番号に
対する通話（Ｃａｌｌ  ｔｏ  ｎｕｍｂｅｒ）から人に対する通話（Ｃａｌｌ  ｔｏ  ｐｅｒ
ｓｏｎ）に移りつつある。
【０００３】
さらに、携帯型無線通信装置のほとんどが音声通話に加えて、文字メール機能や簡易的な
Ｗｅｂブラウザ機能を実現できるようになっているが、次世代携帯型無線通信装置の更な
るコミュニケーション能力を向上をさせるためには、画像の撮影機能とその通信機能の能
力向上が重要になってくるものと思われる。
【０００４】
従来、カメラで撮影した画像をデジタル化した後、デジタル化された画像を携帯型無線通
信装置によって電話網に伝送することが試みられており、近年の携帯型無線通信装置の通
信速度の向上とデジタルカメラの高画質化とによって、その実用性は一段と向上している
。特にデジタルカメラは、画像の高画質化に関する性能が飛躍的に向上し、いわゆるＬサ
イズ程度の印字であれば、銀塩フィルムを用いたカメラである銀塩カメラに近い画質で撮
影を行うことができる。
【０００５】
したがって、銀塩カメラを用いて撮影し、ミニラボ等で現像し、且つ焼き付けを行うこと
によって得られた画像をスキャナ等で画像データにデジタル化した後に携帯型無線通信装
置によって電話網に伝送する画像通信方法に要する時間や手間を考えると、デジタルカメ
ラを用いて撮影することによって得られたデジタル化済みの画像データを携帯型無線通信
装置によって電話網に伝送する画像通信方法は極めて効率的であると言える。
【０００６】
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第１の通信方式による基地局との 前記基地局を介さない第２の通信方式による
前記第２の通信方式により

前記第２の通信方式による 情報であり、
と前記基地局との間の前記第１の通信方式による

前記第２の通信方式による

第１の通信方式による基地局との 前記基地局を介さずに第２の通信方式により
撮像装置と

前記第２の通信方式により前記通信装置と する際に
前記第１の通信方式による前記基地局

前記第２の通信方式による



また、上述したデジタルカメラと携帯型無線通信装置とを使用した画像通信方法は、通信
需要の多様化、マルチメディア化という現代社会の方向性にも合致するものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したデジタルカメラと携帯型無線通信装置とを使用した画像通信方法
においては下記のような問題点がある。
【０００８】
（１）画像データを電話網に伝送する際に、電話網の回線品質が劣化すると、受信エラー
となった画像データの再送回数が増大して画像通信に時間がかかることになる。特に、も
ともと画像通信に時間がかかるデータサイズが大きい画像データを伝送する際には、更に
画像通信に時間がかかることになるので、特定の無線周波数又はチャネルを長時間占有（
浪費）し、電力（電池）の消費量が増大するという問題がある。
【０００９】
（２）電話網のデータ伝送容量（データ転送速度）が小さいときに、データサイズが大き
い画像データを伝送すると画像通信に時間がかかることになるので、特定の無線周波数又
はチャネルを長時間占有（浪費）し、電力（電池）の消費量が増大するという問題がある
。
【００１０】
（３）携帯型無線通信装置の電池残量が低下した状態で無線部を長時間動作させるような
データサイズが大きい画像データを伝送すると、電池の負荷が増大して、電池の劣化を促
進したり、回路電圧の低下が原因の回路の誤動作により通信が断になるという問題がある
。
【００１１】
　本発明の目的は、

通信装置
に応じた最適な容量の画像を撮像装置から通信装置に送れるようにすることで

ある
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上述の目的を達成するために、請求項１記載の撮像装置によれば、

通信及び 装置間通信を行う通信
装置と 装置間通信を行う通信手段と、

前記通信装置から通知された 前記通信装置
通信に関する情報に応じて、前記通信手段を用いて

前記通信装置に送信する画像の容量を変更する変更手段とを有す
ることを特徴とする。
【００１４】
　請求項２記載の撮像装置は、請求項１記載の撮像装置において、前記通信装置

通信に関する情報は、前記通信装置が
通信する際の受信電界強度に関する情報であることを特徴と

する。
　また、請求項３記載の撮像措置は、請求項１記載の撮像装置において、前記通信装置

通信に関する情報は、前記通信装置が
通信する際のエラーレートに関する情報であることを

特徴とする。
　また、請求項４記載の撮像装置は、請求項１記載の撮像装置において、前記通信装置

通信に関する情報は、前記通信装置が
通信する際のデータ伝送容量に関する情報であること

を特徴とする。
【００１５】

10

20

30

40

50

(4) JP 3748509 B2 2006.2.22

第１の通信方式により基地局と通信し且つ第２の通信方式により基地
局を介さないで撮像装置と装置間通信する と基地局との間の第１の通信方式によ
る通信環境

。

第１の通信方式によ
る基地局との 前記基地局を介さない第２の通信方式による

前記第２の通信方式により 前記第２の通信方式によ
る装置間通信により 情報であり、 と前記基地局
との間の前記第１の通信方式による 前
記第２の通信方式により

と前記基
地局との間の前記第１の通信方式による 前記基地局
と前記第１の通信方式により

と
前記基地局との間の前記第１の通信方式による 前記
基地局と前記第１の通信方式により

と
前記基地局との間の前記第１の通信方式による 前記
基地局と前記第１の通信方式により



　請求項５記載の撮像装置は、請求項４記載の撮像装置において、前記データ伝送容量は
、通信事業者が提供す 信網への接続サービスにおけるデータ伝送容量であることを特
徴とする。
　請求項６記載の撮像装置は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の撮像装置において
、前記変更手段は、前記通信装置から指示された画像の容量を変更することを特徴とする
。
【００１７】
　請求項 記載の通信装置は、

ための第１の通信手段と、 撮像装置と装置
間通信を行うための第２の通信手段と、前記撮像装置が

送信する画像の容量を変更できるように、前記第１の通信手
段の との通信に関する情報を前記第２の通信手段

装置間通信により前記撮像装置に通知する通知手段とを有する
ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項 記載の通信装置は、請求項 記載の通信装置において、前記第１の通信手段の

との通信に関する情報は、前記第１の通信手段が
と通信する際の受信電界強度に関する情報であること

を特徴とする。
　また、請求項 記載の通信装置は、請求項 記載の通信装置において、前記第１の通信
手段の との通信に関する情報は、前記第１の通信手
段が と通信する際のエラーレートに関する情報であ
ることを特徴とする。
　また、請求項 記載の通信装置は、請求項 記載の通信装置において、前記第１の通
信手段の との通信に関する情報は、前記第１の通信
手段が と通信する際のデータ伝送容量に関する情報
であることを特徴とする。
【００１９】
　請求項 記載の通信装置は、請求項 記載の通信装置において、前記データ伝送容
量は、通信事業者が提供する への接続サービスにおけるデータ伝送容量であること
を特徴とする。
　請求項 記載の通信装置は、請求項 乃至 のいずれか１項に記載の通信装置にお
いて、前記第１の通信手段の との通信に関する情報
に基づく画像 サイズであり、前記撮像装置が と
の装置間通信により送信する画像のサイズを表示する表示手段と、前記表示手段によりサ
イズが表示された画像の前記撮像装置による送信を承諾するか否かをユーザに選択させる
ための選択手段とを有することを特徴とする。
【００２１】
　請求項 記載の撮像装置の制御方法は、通 通信及び

装置間通信を行う通信装置と
装置間通信を行う通信工程と、 前

記通信装置から通知された 前記通信装置
通信に関する情報に応じて、前記通信工程において

前記通信装置に送信する画像の容量を変更する変更工程とを有することを特徴とする
【００２２】
　請求項 記載の通信装置の制御方法は、 通信及び

装置間通信を行うことが可能な通信
装置の制御方法において、前記撮像装置が 装置
間通信 送信する画像の容量を変更できるように、

との通信に関する情報を 装置間通信により前記撮像装置
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７ 通信装置において、第１の通信方式により基地局と通信す
る 前記基地局を介さずに第２の通信方式により

前記第２の通信方式により前記通
信装置と装置間通信する際に

前記第１の通信方式による前記基地局 の
前記第２の通信方式による

８ ７
前記第１の通信方式による前記基地局 前
記第１の通信方式により前記基地局

９ ７
前記第１の通信方式による前記基地局

前記第１の通信方式により前記基地局

１０ ７
前記第１の通信方式による前記基地局

前記第１の通信方式により前記基地局

１１ １０
通信網

１２ ７ １１
前記第１の通信方式による前記基地局

の 前記第２の通信方式による前記通信装置

１３ 第１の通信方式による基地局との
前記基地局を介さない第２の通信方式による 前記第２の通信
方式により 前記第２の通信方式による装置間通信により

情報であり、 と前記基地局との間の前記第１の通
信方式による 前記第２の通信方式によ
り 。

１４ 第１の通信方式による基地局との 前
記基地局を介さずに第２の通信方式により撮像装置と

前記第２の通信方式により前記通信装置と
する際に 前記第１の通信方式による前記

基地局 前記第２の通信方式による



に通知する通知工程とを有することを特徴とする
【００２３】
　請求項 記載の記憶媒体は、 通信及び

装置間通信を行う通信装置と 装
置間通信を行うことが可能な撮像装置を制御するためのプログラムを記憶したコンピュー
タにより読み取り可能な記憶媒体において、前記プログラムは、

装置間通信により前記通信装置から通知された 前記通信装置
通信に関する情報に応じて、

装置間通信により前記通信装置に送信する画像の容量を変更する変更モジュールを有す
ることを特徴とする。
【００２４】
　請求項 記載の記憶媒体は、 通信及び

装置間通信を行うことが可能な通信装置を制御
するためのプログラムを記憶したコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体において、
前記プログラムは、前記撮像装置が 装置間通信

送信する画像の容量を変更できるように、
との通信に関する情報を 装置間通信により前記撮像装置に通知
する通知モジュールを有することを特徴とする。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置を図面に基づいて詳細に説
明する。
【００２６】
図１は、本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置の全体構成を示す図であ
る。
図１において、撮像装置１００と通信装置３００とは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格等に基づ
くスペクトラム拡散方式の無線通信（以下「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信等の装置間通信」と
する）を表す装置間通信により相互にコマンド、撮影画像を含むデータを送受信すること
ができる。また、通信装置３００は、電話網と無線通信を行うことができる。
【００２７】
図２は、図１における撮像装置１００及び通信装置３００の外観図である。
【００２８】
図２において、撮像装置１００は、フラッシュ４８、モードダイアル６０、シャッタスイ
ッチ６２、６４、単写／連写スイッチ６６、圧縮モードスイッチ６８、操作部７０、メイ
ンスイッチ７２、光学ファインダ１０４、通信手段１１０、アンテナ１１２、撮影レンズ
１０等を筺体各部に装備し、通信装置３００は、マイク３１０、スピーカ３１８、通信手
段３２６、アンテナ３２８、通信手段３３０、アンテナ３３２、表示手段３６０、操作手
段３６２等を筺体各部に装備している。また、撮像装置１００はスロットを有し、記録媒
体１２０をスロットの中に収容することができ、同様に、通信装置３００はスロットを有
し、記録媒体２００をスロットの中に収容することができる。
【００２９】
図３は、図１における撮像装置１００の詳細構成を示すブロック図である。
【００３０】
図３において、撮像装置１００は、保護手段１０２、撮影レンズ１０、シャッタ１２、撮
像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２０、メモリ制
御回路２２、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、画像表示手段２８、メモリ３０、
圧縮・伸長回路３２、光学ファインダ１０４、通信手段１１０、アンテナ１１２、システ
ム制御回路５０、露光制御手段４０、測距制御手段４２、ズーム制御手段４４、バリア制
御手段４６、フラッシュ４８、電源制御手段８０、コネクタ８２、８４、電源８６、メモ
リ５２、表示手段５４、不揮発性メモリ５６、識別情報５８、モードダイアルスイッチ６
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１５ 第１の通信方式による基地局との 前記基地局を
介さない第２の通信方式による 前記第２の通信方式により

前記第２の通信方式によ
る 情報であり、 と前記基地局
との間の前記第１の通信方式による 前記第２の通信方式によ
る

１６ 第１の通信方式による基地局との 前記基地局を
介さずに第２の通信方式により撮像装置と

前記第２の通信方式により前記通信装置と
する際に 前記第１の通信方式による前記基地局

前記第２の通信方式による



０、シャッタスイッチ６２、６４、単写／連写スイッチ６６、圧縮モードスイッチ６８、
操作部７０、メインスイッチ７２を備えている。
【００３１】
上記構成を詳述すると、撮影レンズ１０は、被写体の光学像を取り込む。
【００３２】
シャッタ１２は、絞り機能を備える。撮像素子１４は、撮影レンズ１０を介して取り込ん
だ光学像を電気信号に変換する。Ａ／Ｄ変換器１６は、撮像素子１４のアナログ信号出力
をディジタル信号に変換する。タイミング発生回路１８は、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器
１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロック信号や制御信号を供給する回路であり、メモリ制御回
路２２及びシステム制御回路５０により制御される。
【００３３】
画像処理回路２０は、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２からのデ
ータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。
【００３４】
また、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い
、得られた演算結果に基づいてシステム制御回路５０が露光制御手段４０、測距制御手段
４２に対して制御を行う、ＴＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス
）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を行っている。
【００３５】
更に、画像処理回路２０においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い
、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行
っている。
【００３６】
メモリ制御回路２２は、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回路２０
、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を制御する
。Ａ／Ｄ変換器１６のデータが画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、或いは
Ａ／Ｄ変換器１６のデータが直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４或い
はメモリ３０に書き込まれる。
【００３７】
画像表示手段２８は、ＴＦＴＬＣＤ等から構成される。画像表示メモリ２４に書き込まれ
た表示用の画像データは、Ｄ／Ａ変換器２６を介して画像表示手段２８により表示される
。
【００３８】
撮像した画像データを画像表示手段２８を用いて逐次表示すれば、電子ファインダ機能を
実現することが可能である。また、画像表示手段２８は、システム制御回路５０の指示に
より任意に表示をＯＮ／ＯＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像
装置１００の電力消費を大幅に低減することができる。
【００３９】
メモリ３０は、撮影した静止画像や動画像を格納するための揮発性メモリ及び或いは不揮
発性メモリからなるメモリであり、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像を格納するの
に十分な記憶量を備えている。
【００４０】
これにより、複数枚の静止画像を連続して撮影する連写撮影やパノラマ撮影の場合にも、
高速且つ大量の画像書き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。
【００４１】
また、メモリ３０は、システム制御回路５０の作業領域としても使用することが可能であ
る。
【００４２】
圧縮・伸長回路３２は、適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮・
伸長する回路であり、メモリ３０に格納された画像データを読み込んで圧縮処理或いは伸
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長処理を行い、処理を終えた画像データをメモリ３０に書き込む。
【００４３】
露光制御手段４０は、絞り機能を備えるシャッタ１２を制御するものであり、フラッシュ
４８と連携することによりフラッシュ調光機能も有するものである。測距制御手段４２は
、撮影レンズ１０のフォーカシングを制御する。ズーム制御手段４４は、撮影レンズ１０
のズーミングを制御する。バリア制御手段４６はバリアである保護手段１０２の動作を制
御する。フラッシュ４８は、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有する。露光
制御手段４０、測距制御手段４２はＴＴＬ方式を用いて制御されており、撮像した画像デ
ータを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システム制御回路５０が露
光制御手段４０、測距制御手段４２に対して制御を行う。
【００４４】
システム制御回路５０は、撮像装置１００全体を制御する。メモリ５２は、システム制御
回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を格納する。表示手段５４は、システム制
御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用いて動作状態やメッ
セージ等を表示する液晶表示装置、スピーカ等であり、撮像装置１００の操作部近辺の視
認し易い位置に単数或いは複数設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わ
せにより構成されている。また、表示手段５４は、その一部の機能が光学ファインダ１０
４内に設置されている。
【００４５】
表示手段５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、シングルショット／
連写撮影表示、セルフタイマ表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影
可能枚数表示、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示、赤
目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エ
ラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００の着脱状態表示、通信Ｉ／Ｆ動
作表示、日付・時刻表示、等がある。また、表示手段５４の表示内容のうち、光学ファイ
ンダ１０４内に表示するものとしては、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示
、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示、等がある。
【００４６】
不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等
が用いられる。識別情報５８には、通信手段１１０、アンテナ１１２を介して通信装置３
００と通信を行う際に通信に先立って認証を行うための各種識別情報が格納されている。
モードダイアルスイッチ６０、シャッタスイッチ６２、６４、単写／連写スイッチ６６、
圧縮モードスイッチ６８、操作部７０及びメインスイッチ７２は、システム制御回路５０
の各種の動作指示を入力するための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル
、視線検知によるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成
される。ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
【００４７】
メインスイッチ７２は、電源オン及び電源オフを切り替え設定することができる。モード
ダイアルスイッチ６０は、自動撮影モード、撮影モード、パノラマ撮影モード、再生モー
ド、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）接続モード等の各機
能モードを切り替え設定することができる。
【００４８】
シャッタスイッチＳＷ１・６２は、不図示のシャッタボタンの操作途中でＯＮとなり、Ａ
Ｆ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス
）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作開始を指示する。
【００４９】
シャッタスイッチＳＷ２・６４は、不図示のシャッタボタンの操作完了でＯＮとなり、撮
像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介してメモリ
３０に画像データを書き込む露光処理、画像処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算
を用いた現像処理、メモリ３０から画像データを読み出し、圧縮・伸長回路３２で圧縮を
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行い、記録媒体２００に画像データを書き込む記録処理という一連の処理の動作開始を指
示する。
【００５０】
単写／連写スイッチ６６は、シャッタスイッチＳＷ２・６４を押した場合に１コマの撮影
を行って待機状態とする単写モードと、シャッタスイッチＳＷ２・６４を押している間は
連続して撮影を行い続ける連写モードを設定することができる。
【００５１】
圧縮モードスイッチ６８は、ＪＰＥＧ（ Joint Photographic Experts Group）圧縮の圧縮
率を選択するため或いは撮像素子１４の信号をそのままディジタル化して記録媒体に記録
するＣＣＤＲＡＷモードを選択することができる。
【００５２】
操作部７０は、各種ボタンやタッチパネル等から構成され、メニューボタン、セットボタ
ン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、セルフタイ
マボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－（マイナス）ボタン、再生
画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像移動－（マイナス）ボタン、撮影画質選択ボタン
、露出補正ボタン、日付／時間設定ボタン、再生モード／マイナス画面再生・消去モード
／ＰＣ接続モード等の各機能モードを設定することができる再生スイッチ、シャッタスイ
ッチＳＷ１・６２を押したならばオートフォーカス動作を開始し一旦合焦したならばその
合焦状態を保ち続けるワンショットＡＦモードとシャッタスイッチＳＷ１・６２を押して
いる間は連続してオートフォーカス動作を続けるサーボＡＦモードとを設定することがで
きるＡＦモード設定スイッチ、画像表示手段２８のＯＮ／ＯＦＦを設定する画像表示ＯＮ
／ＯＦＦスイッチ、撮影直後に撮影した画像データを自動再生するクイックレビュー機能
を設定するクイックレビューＯＮ／ＯＦＦスイッチ等がある。なお、上記プラスボタン及
びマイナスボタンの各機能は、回転ダイアルスイッチを備えることによって、より軽快に
数値や機能を選択することが可能となる。
【００５３】
電源制御手段８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替
えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の
検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータ
を制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。電源８６は、アル
カリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ－ｉｏｎ電池
等の二次電池、ＡＣアダプタ等から構成されている。
【００５４】
保護手段１０２は、撮像装置１００の撮影レンズ１０を含む撮像部を覆うことにより、撮
像部の汚れや破損を防止するバリアである。光学ファインダ１０４は、画像表示手段２８
による電子ファインダ機能を使用すること無しに、光学ファインダのみを用いて撮影を行
うことが可能である。また、光学ファインダ１０４内には、表示手段５４の一部の機能、
例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタスピード表示、絞り
値表示、露出補正表示などが設置されている。
【００５５】
通信手段１１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信等の装置間通信を行う近距離高速データ通信
機能を有する。アンテナ１１２は、通信手段１１０により撮像装置１００を他の機器と接
続する。
【００５６】
インタフェース１２８は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェー
スを司る。
【００５７】
コネクタ１２７は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体との接続を行う。
なお、本実施形態では記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタを１系統持つも
のとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタは、単数或
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いは複数いずれの系統数を備える構成としても構わない。
【００５８】
また、異なる規格のインタフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わ
ない。
【００５９】
インタフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡ（ Personal Computer Memory Card 
International Association）カードやＣＦ（コンパクトフラッシュ）カード、ＭＭＣ（
マルチメディアカード）等の規格に準拠したものを用いて構成しても構わない。
【００６０】
更に、インタフェース１２８、そしてコネクタ１２７をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦカード
等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカードやモデムカード、ＵＳＢカ
ード、ＩＥＥＥ（ Institute of Electrical and Electronic Engineers）１３９４カード
、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩ（ Small Computer System Interface）カード、ＰＨＳ等
の通信カード、等の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ
等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことがで
きる。
【００６１】
記録媒体１２０は、メモリカードやハードディスク等から構成されている。
【００６２】
記録媒体１２０は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部１２２、撮像装
置１００とのインタフェース１２４、撮像装置１００と接続を行うコネクタ１２６、識別
情報１２９を備えている。
【００６３】
図４は、図１における通信装置３００の詳細構成を示すブロック図である。
【００６４】
図４において、通信装置３００は、マイク３１０、スピーカ３１８、Ａ／Ｄ変換器３１２
、Ｄ／Ａ変換器３１６、メモリ制御回路３１４、メモリ３２０、Ｄ／Ａ変換器３２２、画
像表示手段３２４、アンテナ３２８、通信手段３２６、インタフェース３９０、コネクタ
３９２、アンテナ３３２、通信手段３３０、網属性格納部３４０、通信システム制御回路
３５０、識別情報３５６、電源制御手段３８０、コネクタ３８２、３８４、電源３８６、
メモリ３５２、不揮発性メモリ３５４、表示手段３６０、操作手段３６２、着信通知手段
３６４、記録媒体着脱検知手段３６６を備えている。
【００６５】
マイク３１０は、音声を電気信号に変換する。Ａ／Ｄ変換器３１２は、マイク３１０のア
ナログ出力信号をディジタル信号に変換する。メモリ制御回路３１４は、Ａ／Ｄ変換器３
１２の出力データのメモリ３２０への書き込み／読み出し、メモリ３２０から読み出され
たデータのＤ／Ａ変換器３１６への入力を制御する。Ｄ／Ａ変換器３１６は、ディジタル
信号をアナログ信号に変換する。スピーカ３１８は、電気信号を音声信号に変換する。メ
モリ３２０は、マイク３１０で入力した音声及び或いは撮像装置１００から送信された静
止画像や動画像を格納するものであり、所定時間の音声及び或いは所定枚数の静止画像、
所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。Ｄ／Ａ変換器３２２は、メ
モリ３２０に格納された静止画像データや動画像データをアナログ信号に変換する。画像
表示手段３２４は、Ｄ／Ａ変換器３２２の出力画像信号を表示する。
【００６６】
通信手段３２６は、ＴＤＭＡ（ Time Division Multiple Access：時分割多重）、ＣＤＭ
Ａ（ Code Division Multiple Access：符号分割多重）、Ｗ－ＣＤＭＡ（ Wide-band Code 
Division Multiple Access：広帯域符号分割多重）等の各種遠距離無線通信機能を有する
。アンテナ３２８は、通信手段３２６により通信装置３００を他の通信装置及び或いは通
信基地局と回線接続する。
【００６７】
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図５は、図４の通信手段３２６の詳細構成を表すブロック図である。
【００６８】
図５において、通信手段３２６は、アンテナ３２８を介して電話網と送信データ及び受信
データの送受信を行うＲＦ部５００と、送信データの変調及び受信データの復調を行う変
復調部５０１と、フレームの分解／組立等を表すＴＤＭＡ処理、誤り検出処理、スクラン
ブル処理及びデータの秘話処理を行うチャネルＣＯＤＥＣ部５０２と、ＲＦ部５００乃至
チャネルＣＯＤＥＣ部５０２の制御を行う制御部５０３とによって構成される。さらに、
制御部５０３は、ＧＳＭ（ Global System for Mobile Communication）のレイヤ１からレ
イヤ３までの通信プロトコル処理を規定された手順に従って行う無線プロトコル格納部５
０４を備える。
【００６９】
ＲＦ部５００は受信電界強度（ RSSI）を検出し出力する。チャネルＣＯＤＥＣ部５０２は
、受信データの誤りを検出し、且つ単位時間あたりのエラーの数をカウントして、エラー
レート値として出力する。
【００７０】
図４に戻り、通信手段３３０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信等の装置間通信をおこなう近距
離高速データ通信機能を有する。アンテナ３３２は、通信手段３３０により通信装置３０
０を他の機器と接続する。
【００７１】
通信システム制御回路３５０は、通信装置３００全体を制御する。メモリ３５２は、通信
システム制御回路３５０の動作用の定数、変数、プログラム等を格納する。不揮発性メモ
リ３５４は、電気的に消去可能なメモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用いられる。識
別情報３５６には、通信手段３３０、アンテナ３３２を介して撮像装置１００と通信を行
う際に通信に先立って認証を行うための各種識別情報が格納されている。表示手段３６０
は、通信システム制御回路３５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を
用いて動作状態やメッセージ等を表示する液晶表示装置、スピーカ等であり、通信装置３
００の操作手段近辺の視認し易い位置に単数或いは複数設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ
、発音素子等の組み合わせにより構成されている。
【００７２】
操作手段３６２は、通信システム制御回路３５０の各種の動作指示を入力するためのもの
であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポインティング、音声認識
装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。操作手段３６２によれば、通信装置
３００の電源オン／オフ、通話の実行（オフフック）／停止（オンフック）、電話番号入
力、電話番号検索、通信モード切り替え、等の操作を行うことができる。着信通知手段３
６４は、他の通信装置や通信基地局から通話の着信があった場合に、呼出し音、発声音、
音楽等の音声及び或いはアイコン、動画、静止画、発光等の画像及び或いは振動等により
通信装置３００の使用者に着信を通知することができる。記録媒体着脱検知手段３６６は
、コネクタ３９２に記録媒体２００が装着されているか否かを検知する。
【００７３】
電源制御手段３８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り
替えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量
の検出を行い、検出結果及び通信システム制御回路３５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコ
ンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。電源３８
６は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ－
ｉｏｎ電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等から構成されている。インタフェース３９０は
、メモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェースを司る。コネクタ３９
２は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体との接続を行う。
【００７４】
網属性格納部３４０は、通信事業者が提供する公衆通信網への接続サービスプランのサー
ビスの内容（サービスプラン毎のデータ伝送容量等）及び通信装置３００のユーザが加入

10

20

30

40

50

(11) JP 3748509 B2 2006.2.22



しているサービスプランを記憶している。
【００７５】
なお、本実施形態では記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタを１系統持つも
のとして説明しているが、記録媒体を取り付けるインタフェース及びコネクタは、単数或
いは複数いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規格のインタフェ
ース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。インタフェース及びコネ
クタとしては、ＰＣＭＣＩＡ（ Personal Computer Memory Card International Associat
ion）カードやＣＦ（コンパクトフラッシュ）カード、ＭＭＣ（マルチメディアカード）
等の規格に準拠したものを用いて構成しても構わない。
【００７６】
更に、インタフェース３９０、そしてコネクタ３９２をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦカード
等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカードやモデムカード、ＵＳＢカ
ード、ＩＥＥＥ（ Institute of Electrical and Electronic Engineers）１３９４カード
、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩ（ Small Computer System Interface）カード、ＰＨＳ等
の通信カード、等の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ
等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことがで
きる。
【００７７】
記録媒体２００は、メモリカードやハードディスク等から構成されている。記録媒体２０
０は、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、通信装置３００との
インタフェース２０４、通信装置３００と接続を行うコネクタ２０６、識別情報２０８を
備えている。
【００７８】
以上のように、図３の撮像装置１００は、撮影レンズ１０を通して撮像した画像データを
記録媒体１２０に格納し、通信手段１１０、アンテナ１１２を介して図４の通信装置３０
０に送信し、通信装置３００は、アンテナ３３２、通信手段３３０を介して受信した画像
データを着脱可能な記録媒体２００に記録すると共に、通信手段３２６、アンテナ３２８
を介して電話網に送信することができる。
【００７９】
以下、本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像デ
ータサイズ変更処理を図面を参照して説明する。
【００８０】
図６は、本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【００８１】
本処理は、ユーザが通信装置３００の操作手段３６２等を操作することによって撮像装置
１００のメモリ３０に格納された画像データを選択し、さらにユーザが選択した画像デー
タを通信装置３００を使用して電話網に伝送するとき等に実行される。
【００８２】
まず、通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、通信手段３２６のＲＦ部５００
を介して電話網の受信電界強度を参照し（ステップＳ６０１）、参照した受信電界強度を
通信手段３３０及びアンテナ３３２を介して撮像装置１００に送信する（ステップＳ６０
２）。
【００８３】
撮像装置１００のアンテナ１１２及び通信手段１１０が送信された受信電界強度を受信す
ると、撮像装置１００のシステム制御回路５０は受信された受信電界強度を判別する（ス
テップＳ６０３）。
【００８４】
ステップＳ６０３の判別の結果、受信電界強度が小のときには、システム制御回路５０が
メモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルの頭の部分に含まれて
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いる縮小画像（以下、「サムネール」とする）のみを取り出し（ステップＳ６０４）、さ
らに取り出したサムネールを伝送用画像データとした後、ステップＳ６０８へ進行する。
【００８５】
ステップＳ６０３の判別の結果、受信電界強度が中のときには、システム制御回路５０が
メモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出した
（ステップＳ６０５）後、メモリ制御回路２２が圧縮・伸長回路３２を制御することによ
って取り出されたＪＰＥＧファイルを圧縮し（ステップＳ６０６）、さらに圧縮されたＪ
ＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後、ステップＳ６０８へ進行する。
【００８６】
ステップＳ６０３の判別の結果、受信電界強度が大のときには、システム制御回路５０が
メモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し（
ステップＳ６０７）、さらに取り出したＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後、
ステップＳ６０８へ進行する。
【００８７】
続くステップＳ６０８では、システム制御回路５０が伝送用画像データを通信手段１１０
及びアンテナ１１２を介して通信装置３００に送信する。通信装置３００のアンテナ３３
２及び通信手段３３０が送信された伝送用画像データを受信すると、通信装置３００の通
信システム制御回路３５０は受信された伝送用画像データを通信手段３２６及びアンテナ
３２８を介して電話網へ伝送した（ステップＳ６０９）後、本処理を終了する。
【００８８】
図６の画像データサイズ変更処理によれば、撮像装置１００のシステム制御回路５０及び
通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、電話網の受信電界強度が小のときには
、選択された画像データのサムネールを電話網に伝送するので、データサイズが大きい画
像データを伝送する際に、電話網の回線品質が低品位でも特定の無線周波数又はチャネル
の長時間占有（浪費）、及び電力（電池）の消費量の増大を防止できる。
【００８９】
尚、ステップＳ６０１で参照した受信電界強度と、その受信電界強度の場合に撮像装置１
００との間で通信される画像のサイズ（例えば、サムネールか、ＪＰＥＧを更に圧縮した
画像か、ＪＰＥＧ画像か）を表示し、ユーザが操作手段３６２の操作により表示されたサ
イズでの通信を承諾したら、ステップＳ６０２以降の処理を行うようにしてもよい。この
ようにすることにより、ユーザが承諾したサイズの画像が通信されることになる。　次に
、本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像データ
サイズ変更処理を図面を参照して説明する。
【００９０】
本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置の全体構成及び夫々の構造は、本
第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置と同じである。
【００９１】
図７は、本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【００９２】
本処理も、ユーザが通信装置３００の操作手段３６２等を操作することによって撮像装置
１００のメモリ３０に格納された画像データを選択し、さらにユーザが選択した画像デー
タを通信装置３００を使用して電話網に伝送するとき等に実行される。
【００９３】
まず、通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、通信手段３２６のチャネルＣＯ
ＤＥＣ部５０２を介して電話網からの受信データのエラーレート値を参照し（ステップＳ
７０１）、参照したエラーレート値を通信手段３３０及びアンテナ３３２を介して撮像装
置１００に送信する（ステップＳ７０２）。
【００９４】
撮像装置１００のアンテナ１１２及び通信手段１１０が送信されたエラーレート値を受信
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すると、撮像装置１００のシステム制御回路５０は受信されたエラーレート値を判別する
（ステップＳ７０３）。
【００９５】
ステップＳ７０３の判別の結果、エラーレート値が大のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルの頭の部分に含まれ
ているサムネールのみを取り出し（ステップＳ７０４）、さらに取り出したサムネールを
伝送用画像データとした後、ステップＳ７０８へ進行する。
【００９６】
ステップＳ７０３の判別の結果、エラーレート値が中のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し
た（ステップＳ７０５）後、メモリ制御回路２２が圧縮・伸長回路３２を制御することに
よって取り出されたＪＰＥＧファイルを圧縮し（ステップＳ７０６）、さらに圧縮された
ＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後、ステップＳ７０８へ進行する。
【００９７】
ステップＳ７０３の判別の結果、エラーレート値が小のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し
（ステップＳ７０７）、さらに取り出したＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後
、ステップＳ７０８へ進行する。
【００９８】
続くステップＳ７０８では、システム制御回路５０が伝送用画像データを通信手段１１０
及びアンテナ１１２を介して通信装置３００に送信する。通信装置３００のアンテナ３３
２及び通信手段３３０が送信された伝送用画像データを受信すると、通信装置３００の通
信システム制御回路３５０は受信された伝送用画像データを通信手段３２６及びアンテナ
３２８を介して電話網へ伝送した（ステップＳ７０９）後、本処理を終了する。
【００９９】
図７の画像データサイズ変更処理によれば、撮像装置１００のシステム制御回路５０及び
通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、電話網からの受信データのエラーレー
ト値が大のときには、選択された画像データのサムネールを電話網に伝送するので、デー
タサイズが大きい画像データを伝送する際に、電話網の回線品質が低品位でも特定の無線
周波数又はチャネルの長時間占有（浪費）、及び電力（電池）の消費量の増大を防止でき
る。
【０１００】
尚、ステップＳ７０１で参照したエラーレート値と、そのエラーレート値の場合に撮像装
置１００との間で通信される画像のサイズ（例えば、サムネールか、ＪＰＥＧを更に圧縮
した画像か、ＪＰＥＧ画像か）を表示し、ユーザが操作手段３６２の操作により表示され
たサイズでの通信を承諾したら、ステップＳ７０２以降の処理を行うようにしてもよい。
このようにすることにより、ユーザが承諾したサイズの画像が通信されることになる。
【０１０１】
次に、本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像デ
ータサイズ変更処理を図面を参照して説明する。
【０１０２】
本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置の全体構成及び夫々の構造も、本
第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置と同じである。
【０１０３】
図８は、本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【０１０４】
本処理も、ユーザが通信装置３００の操作手段３６２等を操作することによって撮像装置
１００のメモリ３０に格納された画像データを選択し、さらにユーザが選択した画像デー
タを通信装置３００を使用して電話網に伝送するとき等に実行される。
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【０１０５】
まず、通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、網属性格納部３４０が記憶する
通信装置３００のユーザが加入している電話網接続のサービスプランのデータ伝送容量を
参照し（ステップＳ８０１）、参照したデータ伝送容量を通信手段３３０及びアンテナ３
３２を介して撮像装置１００に送信する（ステップＳ８０２）。
【０１０６】
撮像装置１００のアンテナ１１２及び通信手段１１０が送信されたデータ伝送容量を受信
すると、撮像装置１００のシステム制御回路５０は受信されたデータ伝送容量を判別する
（ステップＳ８０３）。
【０１０７】
ステップＳ８０３の判別の結果、データ伝送容量が小のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルの頭の部分に含まれ
ているサムネールのみを取り出し（ステップＳ８０４）、さらに取り出したサムネールを
伝送用画像データとした後、ステップＳ８０８へ進行する。
【０１０８】
ステップＳ８０３の判別の結果、データ伝送容量が中のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し
た（ステップＳ８０５）後、メモリ制御回路２２が圧縮・伸長回路３２を制御することに
よって取り出されたＪＰＥＧファイルを圧縮し（ステップＳ８０６）、さらに圧縮された
ＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後、ステップＳ８０８へ進行する。
【０１０９】
ステップＳ８０３の判別の結果、データ伝送容量が大のときには、システム制御回路５０
がメモリ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し
（ステップＳ８０７）、さらに取り出したＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後
、ステップＳ８０８へ進行する。
【０１１０】
続くステップＳ８０８では、システム制御回路５０が伝送用画像データを通信手段１１０
及びアンテナ１１２を介して通信装置３００に送信する。通信装置３００のアンテナ３３
２及び通信手段３３０が送信された伝送用画像データを受信すると、通信装置３００の通
信システム制御回路３５０は受信された伝送用画像データを通信手段３２６及びアンテナ
３２８を介して電話網へ伝送した（ステップＳ８０９）後、本処理を終了する。
【０１１１】
図８の画像データサイズ変更処理によれば、撮像装置１００のシステム制御回路５０及び
通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、通信装置３００のユーザが加入してい
るサービスプランのデータ伝送容量が小のときには、選択された画像データのサムネール
を電話網に伝送するので、データサイズが大きい画像データを伝送する際に、データ伝送
容量が小でも特定の無線周波数又はチャネルの長時間占有（浪費）、及び電力（電池）の
消費量の増大を防止できる。
【０１１２】
尚、ステップＳ８０１で参照したデータ伝送容量と、そのデータ伝送容量の場合に撮像装
置１００との間で通信される画像のサイズ（例えば、サムネールか、ＪＰＥＧを更に圧縮
した画像か、ＪＰＥＧ画像か）を表示し、ユーザが操作手段３６２の操作により表示され
たサイズでの通信を承諾したら、ステップＳ８０２以降の処理を行うようにしてもよい。
このようにすることにより、ユーザが承諾したサイズの画像が通信されることになる。
【０１１３】
次に、本発明の第４の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像デ
ータサイズ変更処理を図面を参照して説明する。
【０１１４】
本発明の第４の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置の全体構成及び夫々の構造も、本
第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置と同じである。
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【０１１５】
図９は、本発明の第４の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【０１１６】
本処理も、ユーザが通信装置３００の操作手段３６２等を操作することによって撮像装置
１００のメモリ３０に格納された画像データを選択し、さらにユーザが選択した画像デー
タを通信装置３００を使用して電話網に伝送するとき等に実行される。
【０１１７】
まず、通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、電源制御手段３８０を介して電
源３８６の電池残量を参照し（ステップＳ９０１）、参照した電池残量を通信手段３３０
及びアンテナ３３２を介して撮像装置１００に送信する（ステップＳ９０２）。
【０１１８】
撮像装置１００のアンテナ１１２及び通信手段１１０が送信された電池残量を受信すると
、撮像装置１００のシステム制御回路５０は受信された電池残量を判別する（ステップＳ
９０３）。
【０１１９】
ステップＳ９０３の判別の結果、電池残量が小のときには、システム制御回路５０がメモ
リ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルの頭の部分に含まれている
サムネールのみを取り出し（ステップＳ９０４）、さらに取り出したサムネールを伝送用
画像データとした後、ステップＳ９０８へ進行する。
【０１２０】
ステップＳ９０３の判別の結果、電池残量が中のときには、システム制御回路５０がメモ
リ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出した（ス
テップＳ９０５）後、メモリ制御回路２２が圧縮・伸長回路３２を制御することによって
取り出されたＪＰＥＧファイルを圧縮し（ステップＳ９０６）、さらに圧縮されたＪＰＥ
Ｇファイルを伝送用画像データとした後、ステップＳ９０８へ進行する。
【０１２１】
ステップＳ９０３の判別の結果、電池残量が大のときには、システム制御回路５０がメモ
リ３０から選択された画像データが含まれたＪＰＥＧファイルをそのまま取り出し（ステ
ップＳ９０７）、さらに取り出したＪＰＥＧファイルを伝送用画像データとした後、ステ
ップＳ９０８へ進行する。
【０１２２】
続くステップＳ９０８では、システム制御回路５０が伝送用画像データを通信手段１１０
及びアンテナ１１２を介して通信装置３００に送信する。通信装置３００のアンテナ３３
２及び通信手段３３０が送信された伝送用画像データを受信すると、通信装置３００の通
信システム制御回路３５０は受信された伝送用画像データを通信手段３２６及びアンテナ
３２８を介して電話網へ伝送した（ステップＳ９０９）後、本処理を終了する。
【０１２３】
図９の画像データサイズ変更処理によれば、撮像装置１００のシステム制御回路５０及び
通信装置３００の通信システム制御回路３５０は、電源３８６の電池残量が小のときには
、選択された画像データのサムネールを電話網に伝送するので、データサイズが大きい画
像データを伝送する際に、画像の通信時間を短縮できる。その結果、携帯型無線通信装置
の電池残量が低下した状態でも、電池の劣化の促進及び回路電圧の低下による回路の誤動
作を防止することができる。
【０１２４】
尚、ステップＳ９０１で参照した電池残量と、その電池残量の場合に撮像装置１００との
間で通信される画像のサイズ（例えば、サムネールか、ＪＰＥＧを更に圧縮した画像か、
ＪＰＥＧ画像か）を表示し、ユーザが操作手段３６２の操作により表示されたサイズでの
通信を承諾したら、ステップＳ９０２以降の処理を行うようにしてもよい。このようにす
ることにより、ユーザが承諾したサイズの画像が通信されることになる。
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【０１２５】
また、上述した図６乃至図９の処理を実行するプログラムを格納した任意の記憶媒体が、
上述した撮像装置１００及び通信装置３００に上記プログラムを供給し、撮像装置１００
のシステム制御回路５０、通信装置３００の通信システム制御回路３５０又は撮像装置１
００及び通信装置３００の不図示のコンピュータ、不図示のＣＰＵ又は不図示のＭＰＵの
いずれか１つが上記プログラムを実行してもよい。上記プログラムを供給する記憶媒体と
しては、例えば、フロッピーデイスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、若しくはＲＯＭ
などがある。
【０１２６】
またシステム制御回路５０、通信システム制御回路３５０、コンピュータ、ＣＰＵ又はＭ
ＰＵのいずれか１つの代わりに、これらと同様の作動をする不図示の回路が上述した実施
の形態を実現してもよい。
【０１２７】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明によれば、

【０１２８】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置の全体構成を示す図であ
る。
【図２】図１における撮像装置１００及び通信装置３００の外観図である。
【図３】図１における撮像装置１００の詳細構成を示すブロック図である。
【図４】図１における通信装置３００の詳細構成を示すブロック図である。
【図５】図４の通信手段３２６の詳細構成を表すブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【図８】本発明の第３の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【図９】本発明の第４の実施の形態に係る撮像装置及び通信装置によって実行される画像
データサイズ変更処理のフローチャートである。
【符号の説明】
３０　メモリ
５０　システム制御回路
１００　撮像装置
１１０，３２６，３３０　通信手段
１１２，３２８，３３２　アンテナ
３００　通信装置
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通信装置が、第１の通信方式による基地
局との通信を行い、撮像装置と通信装置とが、基地局を介さない第２の通信方式による装
置間通信を行う。また、撮像装置が、通信装置と前記基地局との間の第１の通信方式によ
る通信に関する情報に応じて、通信装置に送信する画像の容量を変更する。このため、本
発明によれば、第１の通信方式により基地局と通信し、第２の通信方式により基地局を介
さないで撮像装置と装置間通信する通信装置に対して、撮像装置から第２の通信方式によ
り画像を送信する場合に、通信装置と基地局との間の第１の通信方式による通信環境に応
じて容量を変更した画像を撮像装置から通信装置に送信することができる。

従って、例えば、通信装置が撮像装置から受信した画像を基地局を介して他の通信装置
に転送する場合に、通信装置と基地局との間の通信の回線品質が低品位である場合、又は
データ伝送容量が小さい場合においても、特定の無線周波数又はチャネルの長時間占有（
浪費）、及び電力（電池）の消費量の増大を防止することができる。



３４０　網属性格納部
３５０　通信システム制御回路
３８０　電源制御手段
３８６　電源
５００　ＲＦ部
５０１　変復調部
５０２　チャネルＣＯＤＥＣ部
５０３　制御部
５０４　無線プロトコル格納部

【 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 】
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