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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、
　前記撮像部にて撮影が行なわれると撮影画像を記憶する記憶部と、
　通信網と接続して電子メールを送受信する無線部と、
　前記無線部で電子メールを受信した際に、前記電子メールから指示情報を抽出すると共
に前記撮像部に撮影を行なわせ、前記指示情報に応じて撮影画像を所定の宛先に対して前
記無線部により送信するタイミングを決定し、当該タイミングに応じて送信するよう制御
する制御部とを備え、
　前記指示情報は、送信先を指示する情報をさらに含み、
　前記制御部は、
　第１の電子メールを受信したときに前記撮像部に第１の撮影を行なわせるとともに、当
該第１の電子メールから抽出された第１の指示情報に基づいて第１のタイミングおよび第
１の送信先を決定し、
　前記第１のタイミングの到来を待っている状態で新たに第２の電子メールを受信した際
、当該第２の電子メールから抽出された第２の指示情報にて指定される第２の送信先と、
前記第１の送信先とを比較し、
　前記第２の送信先と前記第１の送信先が一致した場合には、前記撮像部に第２の撮影を
行なわせ、前記第２の指示情報にて特定される第２のタイミングが到来すると、前記第２
の撮影画像と前記第１の撮影画像とを共に第１又は第２の送信先に送信するよう前記無線
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部を制御する
　ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記指示情報は、数値を含む情報であって、
　前記制御部は、前記数値に基づいた遅延時間を前記タイミングとして設定し、前記撮影
を行なったときから、前記遅延時間が経過することを契機として前記撮影画像を送信する
よう制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第２の撮影画像と前記第１の撮影画像とを共に前記第１又は第２の
送信先に送信する際に、合計データ量を監視し、所定値を超えた場合にはデータ量超過の
警告を通知させるよう前記無線部を制御する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記警告を、前記第２の電子メールの送信元に対して送信させるよう前
記無線部を制御する
　ことを特徴とする請求項３に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　通信網を介して接続される第１及び第２の携帯端末装置を備えて、
　前記第１の携帯端末装置は、
　撮像部と、
　前記撮像部にて撮影が行なわれると撮影画像を記憶する第１の記憶部と、
　前記通信網を介して電子メールを送受信する第１の無線部と、
　前記第１の無線部で電子メールを受信した際に、前記電子メールから指示情報を抽出す
ると共に前記撮像部に撮影を行なわせ、前記指示情報に応じて撮影画像を前記第１の無線
部により送信するタイミングを決定し、当該タイミングが到来すると前記指示情報に基づ
いて特定される送信先に送信するよう制御する第１の制御部とを有し、
　前記第２の携帯端末装置は、
　前記通信網を介して電子メールを送受信する第２の無線部と、
　表示部と、操作部と、
　前記操作部により指示されたタイミングに関する情報と、送信先の情報とに基づいて指
示情報を生成すると共に電子メールに記載し、当該電子メールを前記第２の無線部により
送信するよう制御する第２の制御部とを有し、
　前記第１の制御部は、
　第１の電子メールを受信したときに前記撮像部に第１の撮影を行なわせるとともに、当
該第１の電子メールから抽出された第１の指示情報に基づいて第１のタイミングおよび第
１の送信先を決定し、
　前記第１のタイミングの到来を待っている状態で新たに第２の電子メールを受信した際
、当該第２の電子メールから抽出された第２の指示情報にて指定される第２の送信先と、
前記第１の送信先とを比較し、
　前記第２の送信先と前記第１の送信先が一致した場合には、前記撮像部に第２の撮影を
行なわせ、前記第２の指示情報にて特定される第２のタイミングが到来すると、前記第２
の撮影画像と前記第１の撮影画像とを共に第１又は第２の送信先に送信するよう前記第１
の無線部を制御する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　撮像部と、通信網と接続して電子メールを送受信する無線部と、を備える無線装置にお
ける撮像制御方法であって、
　前記無線部により一の電子メールを受信するステップと、
　前記一の電子メールから指示情報を抽出し、当該指示情報から所定のタイミングと送信
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先とを特定するステップと、
　前記一の電子メールの受信に応じて前記撮像部により撮影を行わせ、一の撮影画像を得
るステップと、
　前記一の電子メール受信時に、既に受信していた他の電子メールの指示情報による他の
タイミング到来待ち状態であるかどうかを判定するステップと、
　前記他のタイミング到来待ち状態と判定されない場合には、前記一のタイミングが到来
すると前記一の撮影画像を前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先に送信するステ
ップと、
　前記他のタイミング到来待ち状態と判定された場合には、前記他の電子メールの指示情
報に基づく送信先情報と前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先情報とが一致すれ
ば、前記一のタイミングが到来すると、前記他の電子メールの受信に応じて撮影した他の
撮影画像と共に前記一の撮影画像を前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先に送信
するステップと、
　を有することを特徴とする無線装置における撮像制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像機能と通信機能を備えて、所定の電子メールを受信したときに撮影を行
なうと共に、この撮影画像を他の端末装置に対して送信する携帯端末装置、及びこのよう
な携帯端末装置を用いた通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来において、ユーザーが遠隔操作により撮影を行なうことができるようにするために
、通信機能及び撮像機能を備えて、所定の通信を受信した場合に撮影動作を行ない、この
撮影画像（画像データ）を記憶しておくことができるようになっている撮像機能付き携帯
電話機があった（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、同様に、遠隔操作による撮影を行なうことができる撮像機能付き携帯電話機とし
て、所定の電子メールを受信すると直ちに撮影を行なうと共に、この所定の電子メールが
指定する電子メールアドレスの端末装置に宛てて、撮影画像を送信するようになっている
ものがあった。
【特許文献１】特開２００３－１４３２６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のように、遠隔操作による撮影後に、その撮影画像を電子メールで
送信するようになっている撮像機能付き携帯電話機は、撮影を１回行なうごとに他の端末
装置に宛てて電子メールの送信を行なうため、電池を速く消耗してしまい、また、通信費
が高くなるという問題があった。
【０００５】
　また、上記のような撮像機能付き携帯電話機から送信される電子メールを、特定の受信
側の端末装置が多数受信した場合には、この受信側の端末装置のユーザーは、電子メール
の内容を確認する開封の操作を、全ての電子メールに対して１つずつ行なわないと、撮影
画像の全てを閲覧することができない。そのため、操作回数が増加して非常に煩わしいと
いう問題があった。
【０００６】
　そこで本発明は、遠隔操作により撮影した撮影画像が電子メールにより確実に送信され
ると共に、電池の消耗を抑え、通信費を低減し、また、電子メールの受信側の携帯端末装
置において、この電子メールを開封する操作の回数を低減することができる携帯端末装置
、及びこのような携帯端末装置を用いた通信システムを提供することを課題とするもので
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ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、
　撮像部と、
　前記撮像部にて撮影が行なわれると撮影画像を記憶する記憶部と、
　通信網と接続して電子メールを送受信する無線部と、
　前記無線部で電子メールを受信した際に、前記電子メールから指示情報を抽出すると共
に前記撮像部に撮影を行なわせ、前記指示情報に応じて撮影画像を所定の宛先に対して前
記無線部により送信するタイミングを決定し、当該タイミングに応じて送信するよう制御
する制御部とを備え、
　前記指示情報は、送信先を指示する情報をさらに含み、
　前記制御部は、
　第１の電子メールを受信したときに前記撮像部に第１の撮影を行なわせるとともに、当
該第１の電子メールから抽出された第１の指示情報に基づいて第１のタイミングおよび第
１の送信先を決定し、
　前記第１のタイミングの到来を待っている状態で新たに第２の電子メールを受信した際
、当該第２の電子メールから抽出された第２の指示情報にて指定される第２の送信先と、
前記第１の送信先とを比較し、
　前記第２の送信先と前記第１の送信先が一致した場合には、前記撮像部に第２の撮影を
行なわせ、前記第２の指示情報にて特定される第２のタイミングが到来すると、前記第２
の撮影画像と前記第１の撮影画像とを共に第１又は第２の送信先に送信するよう前記無線
部を制御することを特徴とするものである。
【０００８】
　また、本発明による携帯端末装置は、
　前記指示情報は、数値を含む情報であって、
　前記制御部は、前記数値に基づいた遅延時間を前記タイミングとして設定し、前記撮影
を行なったときから、前記遅延時間が経過することを契機として前記撮影画像を送信する
よう制御することが好ましい。
【００１２】
　また、本発明による携帯端末装置は、前記制御部は、前記第２の撮影画像と前記第１の
撮影画像とを共に前記第１又は第２の送信先に送信する際に、合計データ量を監視し、所
定値を超えた場合にはデータ量超過の警告を通知させるよう前記無線部を制御するように
することが好ましい。
【００１３】
　また、本発明による携帯端末装置は、前記制御部は、前記警告を、前記第２の電子メー
ルの送信元に対して送信させるよう前記無線部を制御することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明による通信システムは、
　通信網を介して接続される第１及び第２の携帯端末装置を備えて、
　前記第１の携帯端末装置は、
　撮像部と、
　前記撮像部にて撮影が行なわれると撮影画像を記憶する第１の記憶部と、
　前記通信網を介して電子メールを送受信する第１の無線部と、
　前記第１の無線部で電子メールを受信した際に、前記電子メールから指示情報を抽出す
ると共に前記撮像部に撮影を行なわせ、前記指示情報に応じて撮影画像を前記第１の無線
部により送信するタイミングを決定し、当該タイミングが到来すると前記指示情報に基づ
いて特定される送信先に送信するよう制御する第１の制御部とを有し、
　前記第２の携帯端末装置は、
　前記通信網を介して電子メールを送受信する第２の無線部と、
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　表示部と、操作部と、
　前記操作部により指示されたタイミングに関する情報と、送信先の情報とに基づいて指
示情報を生成すると共に電子メールに記載し、当該電子メールを前記第２の無線部により
送信するよう制御する第２の制御部とを有し、
　前記第１の制御部は、
　第１の電子メールを受信したときに前記撮像部に第１の撮影を行なわせるとともに、当
該第１の電子メールから抽出された第１の指示情報に基づいて第１のタイミングおよび第
１の送信先を決定し、
　前記第１のタイミングの到来を待っている状態で新たに第２の電子メールを受信した際
、当該第２の電子メールから抽出された第２の指示情報にて指定される第２の送信先と、
前記第１の送信先とを比較し、
　前記第２の送信先と前記第１の送信先が一致した場合には、前記撮像部に第２の撮影を
行なわせ、前記第２の指示情報にて特定される第２のタイミングが到来すると、前記第２
の撮影画像と前記第１の撮影画像とを共に第１又は第２の送信先に送信するよう前記第１
の無線部を制御することを特徴とするものである。
　また、本発明による撮像制御方法は、
　撮像部と、通信網と接続して電子メールを送受信する無線部と、を備える無線装置にお
ける撮像制御方法であって、
　前記無線部により一の電子メールを受信するステップと、
　前記一の電子メールから指示情報を抽出し、当該指示情報から所定のタイミングと送信
先とを特定するステップと、
　前記一の電子メールの受信に応じて前記撮像部により撮影を行わせ、一の撮影画像を得
るステップと、
　前記一の電子メール受信時に、既に受信していた他の電子メールの指示情報による他の
タイミング到来待ち状態であるかどうかを判定するステップと、
　前記他のタイミング到来待ち状態と判定されない場合には、前記一のタイミングが到来
すると前記一の撮影画像を前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先に送信するステ
ップと、
　前記他のタイミング到来待ち状態と判定された場合には、前記他の電子メールの指示情
報に基づく送信先情報と前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先情報とが一致すれ
ば、前記一のタイミングが到来すると、前記他の電子メールの受信に応じて撮影した他の
撮影画像と共に前記一の撮影画像を前記一の電子メールの指示情報に基づく送信先に送信
するステップと、
　を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　このような本発明の携帯端末装置及び通信システムによれば、遠隔操作により撮影した
撮影画像が電子メールにより確実に送信されると共に、電池の消耗を抑え、通信費を低減
し、また、電子メールの受信側の携帯端末装置において、この電子メールを開封する操作
の回数を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る携帯端末装置及び通信システムの実施の形態について、図面に基づ
いて具体的に説明する。
　図１ないし図７は、本発明の一実施の形態に係る撮像機能付き携帯電話機２（携帯端末
装置に相当）及び通信システムについて説明するために参照する図である。
【００１７】
　図１に示すブロック図のように、本実施の形態に係る撮像機能付き携帯電話機２は、無
線部４、撮像部６、記憶部８、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等の表示部１０、操作部１２
、及びこれらを制御する制御部１４を備えている。
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【００１８】
　この撮像機能付き携帯電話機２は、一般的な携帯電話機と同様に、無線部４により、会
話の通信や電子メールの送受信を行なうことができるようになっている。また、操作部１
２を操作して、撮像部６に撮影動作を行なわせることができるようになっている。記憶部
８は、無線部４が受信した電子メール、撮像部６が撮影した撮影画像（画像データ）、及
び送信するために作成した電子メール等を記憶するようになっている。
【００１９】
　次に、撮像機能付き携帯電話機２が、他の端末装置から撮影の指示の電子メールを受信
した場合の制御部１４の動作について説明する。図２に示すように、本実施の形態に係る
撮像機能付き携帯電話機２の３台が、一般的な端末装置と同様に、通信網３０及びそれぞ
れの最寄の基地局３２を介して、互いに電子メールの送受信をすることができるようにな
っている場合に基づいて説明する。
【００２０】
　この３台の撮像機能付き携帯電話機２は、同一の機能を備えているが、それぞれ異なる
動作を行なわせるため、以下の説明において、これら３台の撮像機能付き携帯電話機２の
符号を、それぞれ２ａ、２ｂ及び２ｃとして区別するものとする。また、それぞれの電子
メールアドレスを、これらの符号に合わせて「ｋｅｉｔａｉ２ａ＠ｅｚｗｅｂ．ｎｅ．ｊ
ｐ」、「ｋｅｉｔａｉ２ｂ＠ｅｚｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ」及び「ｋｅｉｔａｉ２ｃ＠ｅｚｗ
ｅｂ．ｎｅ．ｊｐ」とする。
【００２１】
　撮像機能付き携帯電話機２ｂは、撮像機能付き携帯電話機２ａから送信された撮影の指
示の電子メール（図２中、矢印Ａの経路）を受信して、撮影を行なった後に、この撮影画
像を電子メールにより撮像機能付き携帯電話機２ａ又は撮像機能付き携帯電話機２ｃに送
信することができるようになっている（図２中、矢印Ｂ又は矢印Ｃの経路）。このときの
撮像機能付き携帯電話機２ｂの制御部１４は、後述するように、図４ないし図６のフロー
チャートに示すような処理動作を行なうようになっている。
【００２２】
　図３は、撮像機能付き携帯電話機２ａから撮像機能付き携帯電話機２ｂに対して送信さ
れる、撮影の指示の電子メールである。このような撮影の指示の電子メールを、以後の説
明においてリモートメールということとする。このリモートメールは、撮像機能付き携帯
電話機２ｂに対する指示情報として、撮影指示情報、送信先指示情報、振舞い指示情報、
及び数値指示情報を含んでいる。
【００２３】
　すなわち、このリモートメールは、撮影指示情報として図３中における第３行目のＳｕ
ｂｊｅｃｔ（電子メールの題名）の項目が、「＊＊＊リモートメール＊＊＊」の記載にな
っている。また、第４行目の＜ｓｔａｒｔ＞と第６行目の＜ｅｎｄ＞のタグで挟まれてい
る第５行目の記載が、送信先指示情報、振舞い指示情報、及び数値指示情報になっており
、これらは順に記載されていて「：（コロン）」で区切られている。
【００２４】
　このリモートメールには、送信先指示情報として、撮像機能付き携帯電話機２ｃの電子
メールアドレスである「ｋｅｉｔａｉ２ｃ＠ｅｚｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ」が記載されている
ので、撮影後に撮像機能付き携帯電話機２ｃに、その撮影画像を送信するように指示して
いる。
【００２５】
　また、振舞い指示情報は、「１」又は「２」のいずれかにより指定するようになってい
る。振舞い指示情報が「１」である場合には、この振舞い指示情報は、撮影した画像の送
信を直ぐには行なわずに、この振舞い指示情報の後側に記載される数値指示情報で指定す
る遅延時間の経過後に送信するように指示するものである。振舞い指示情報が「２」であ
る場合には、この振舞い指示情報は、撮影後にその撮影画像を直ぐに送信するように指示
するものである。
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【００２６】
　したがって、図３に示すこのリモートメールは、撮像機能付き携帯電話機２ｂに対して
撮影を指示すると共に、撮影から１００分経過後に、その撮影画像を撮像機能付き携帯電
話機２ｃに送信するように指示する内容となっている。
【００２７】
　撮像機能付き携帯電話機２ｂは、このようなリモートメールを受信すると、その制御部
１４が、図４ないし図６のフローチャートに示すような処理動作を行なうようになってい
る。図４及び図５はメインルーチンであって、図６はサブルーチンである。
【００２８】
　撮像機能付き携帯電話機２ｂは、通話の着信又は電子メールの受信を待ち受けている状
態のときに（図４のステップＳ１０１）、撮像機能付き携帯電話機２ａからリモートメー
ルを受信した場合には（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、この撮像機能付き携帯電話機２ｂ
の制御部１４が、受信した電子メールの撮影指示情報に基づいて、これがリモートメール
であることを判断するようになっている。そして、制御部１４は、撮像部６に撮影動作を
行なわせて、この撮影画像を記憶部８に記憶させるようになっている（ステップＳ１０３
）。
【００２９】
　また、撮像機能付き携帯電話機２ｂは、ステップＳ１０１の待ち受け状態のときに、リ
モートメール以外の電子メール又は通話を受信した場合には（ステップＳ１０２のＮＯ）
、一般的な携帯電話機と同様の処理動作を行なった後に、再び待受け状態に戻るようにな
っている（ステップＳ１０１）。
【００３０】
　ステップＳ１０３で、撮影画像を記憶部８に記憶させた後に、制御部１４は、受信した
リモートメールから送信先指示情報を抽出して、これを参照するようになっている（ステ
ップＳ１０４）。
【００３１】
　ここで、撮像機能付き携帯電話機２ｂが、図３に示すようなリモートメールを受信した
場合ではなくて、送信先指示情報が記載されていないリモートメールを受信した場合には
（ステップ１０５のＮＯ）、記憶部８に記憶させた撮影画像を、リモートメールの送信元
である撮像機能付き携帯電話機２ａに送信すると共に、この撮影画像を記憶部８から消去
するようになっている（ステップＳ１０６）。
【００３２】
　撮像機能付き携帯電話機２ａから受信したリモートメールが、図３に示すようなリモー
トメールであって、送信先指示情報が記載されている場合には（ステップＳ１０５のＹＥ
Ｓ）、制御部１４は、ステップＳ１０３で記憶部１４に記憶させた撮影画像と、この記憶
部８に記憶されている他の撮影画像の中で送信先が同一であるものを、ステップＳ１０７
以降の処理動作で一緒にまとめるようになっている。
【００３３】
　撮像機能付き携帯電話機２ｂは、ステップＳ１０２で受信したリモートメールよりも前
に受信した他のリモートメールにより、すでに撮影を行なっていた場合には、後述するよ
うに、その撮影画像を直ぐには送信せず、記憶部８に残しておくことができるようになっ
ている（ステップＳ１１２のＹＥＳ及びステップＳ１１４）。

【００３４】
　そのため、制御部１４は、今回のステップＳ１０２で受信したリモートメールと送信先
指示情報が同一である撮影画像が、記憶部８に残っているかどうかを確認するようになっ
ている（ステップＳ１０７）。
【００３５】
　記憶部８に、同一の送信先指示情報を有する撮影画像が残っている場合には（ステップ
Ｓ１０８のＹＥＳ）、この撮影画像と、ステップＳ１０３で記憶部８に記憶させた撮影画
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像を一緒にまとめるようになっている（ステップＳ１１０）。
【００３６】
　また、記憶部８に、同一の送信先指示情報を有する撮影画像がない場合には（ステップ
Ｓ１０８のＮＯ）、ステップＳ１０３で記憶した撮影画像に対応させて、ステップＳ１０
２で受信した今回のリモートメールの送信先指示情報を記憶部８に記憶させるようになっ
ている（ステップＳ１０９）。
【００３７】
　次に、制御部１４は、リモートメールの振舞い指示情報を抽出して参照するようになっ
ている（図５のステップＳ１１１）。図３に示すリモートメールのように、振舞い指示情
報が「１」の場合には（図５のステップＳ１１２のＹＥＳ）、図４のステップＳ１０９又
はステップＳ１１０で同一の送信先指示情報ごとにまとめた撮影画像を送信せずに、図６
に示す計時処理を行なわせるためのサブルーチンを起動させると共に（図５のステップＳ
１１４）、図４のステップＳ１０１に戻るようになっている。
【００３８】
　また、ステップＳ１０２で受信した今回のリモートメールの振舞い指示情報が、図３に
示すリモートメールのものと異なって「２」である場合には（ステップＳ１１２のＮＯ）
、制御部１４は、このリモートメールの送信先指示情報に対応して、図４のステップＳ１
０９又はステップＳ１１０で同一の送信先指示情報ごとにまとめた撮影画像を、撮像機能
付き携帯電話機２ｃを宛先とする電子メールにより直ちに送信するようになっている（図
５のステップＳ１１３）。そして、送信した撮影画像を記憶部８から消去して、図４のス
テップＳ１０１に戻るようになっている。
【００３９】
　図５のステップＳ１１４において、サブルーチンに対して計時処理開始が指示されると
、図６に示すように、制御部１４は、サブルーチンのステップＳ２０１において、ステッ
プＳ２０２ないしステップＳ２０５の処理動作を行なう旨を判断するようになっている（
ステップＳ２０１のＹＥＳ）。
【００４０】
　ここで、サブルーチンは、送信先指示情報ごとに対応して発生するようになっており、
一の送信先指示情報に対応するサブルーチンの処理動作は、他の送信先指示情報に対応し
て同様の処理動作を行なうサブルーチンには影響を与えないようになっている。
【００４１】
　制御部１４は、最初に送信先指示情報に対応する計時処理がすでに動作しているかどう
かについて判断するようになっている（ステップＳ２０２）。この送信先指示情報に対応
する計時処理がすでに動作している場合には（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、その計時処
理を停止するようになっている（ステップＳ２０３）。送信先指示情報に対応する計時処
理が動作していない場合には（ステップＳ２０２のＮＯ）、直ぐにステップＳ２０４に移
行する。
【００４２】
　そして、制御部１４は、図４のステップＳ１０２で受信した今回のリモートメールから
数値指示情報を抽出して参照し（図５のステップＳ２０４）、この数値指示情報に対応す
る時間を経過したときが、後述するステップＳ２０７の送信のタイミングとして決定し、
この時間の計測を開始して（ステップＳ２０５）、ステップＳ２０１に戻るようになって
いる。
【００４３】
　送信先指示情報に対応する計時処理の動作を開始してから、数値指示情報に対応する時
間の計測が終了すると（ステップＳ２０６のＹＥＳ）、制御部１４は、この送信先指示情
報に対応する撮影画像であって、図４のステップＳ１０９又はステップＳ１１０の処理動
作により記憶部８にまとめて記憶してあるものを、この送信先指示情報を宛先として電子
メールで送信するようになっている（ステップＳ２０７）。そして、送信した撮影画像を
記憶部８から消去して、サブルーチンの処理動作を終了するようになっている。



(9) JP 4339673 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

【００４４】
　したがって、撮像機能付き携帯電話機２ｂは、図３に示すようなリモートメールの数値
指示情報に対応して、実質的に図４におけるステップＳ１０３の撮影後から、１００分の
遅延時間の経過後に（図６のステップＳ２０６のＹＥＳ）、撮像機能付き携帯電話機２ｃ
に記憶部８の撮影画像をまとめて送信して（ステップＳ２０７）、これらを記憶部８から
消去するようになっている。
【００４５】
　本発明と異なる解決手段として、遠隔操作で撮影を行なう撮像機能付き携帯電話機が、
所定の撮影回数、記憶容量又は送信容量に達したときに自動的に電子メールを送信する機
能を備えるようにすると、複数の撮影画像を１つの電子メールにまとめて送信するように
なり、撮影後に送信を行なう撮像機能付き携帯電話機の電池の消耗や通信費の上昇、及び
受信側の端末装置における操作回数の増加の問題は解消するが、逆に、所定の撮影回数等
に達しない場合には電子メールの送信そのものが行なわれず、送信動作の確実性が低下す
るという新たな問題が生じてしまうのに対して、本実施の形態に係る撮像機能付き携帯電
話機２ｂによれば、このような送信動作の確実性が低下するという問題は発生しない。
【００４６】
　次に、撮像機能付き携帯電話機２ａによるリモートメールの作成及び送信の手順につい
て説明する。このリモートメールは、図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ａの表示部１
０に表示される画面の指示にしたがって、容易に作成して送信することができるようにな
っている。
【００４７】
　図７の（ａ）に示すように、撮像機能付き携帯電話機２ａの表示部１０にメニュー項目
が表示されているときに、このメニュー項目の中のリモートメールの項目を選択及び決定
する操作を行なうと、この操作に対応する制御部１４の処理動作により、図７の（ｂ）に
示すように、送信先指示情報を入力するための画面が表示されるようになる。
【００４８】
　ユーザーは、この送信先指示情報の入力の画面に対して、遠隔操作の対象となる撮像機
能付き携帯電話機２ｂに送信させる撮影画像の送信先として、撮像機能付き携帯電話機２
ｃの電子メールアドレスを入力することができる。
【００４９】
　そして、ユーザーが、送信先指示情報を入力して決定の操作を行なうと、図７の（ｃ）
に示すように、振舞い指示情報として「１」又は「２」のいずれかを選択するための画面
が表示されるようになる。
【００５０】
　振舞い指示情報について選択及び決定を行なうと、次に、図７の（ｄ）に示すように、
撮像機能付き携帯電話機２ｂに計時させる数値指示情報を選択するための画面が表示され
る。表示部１０には、複数の数値指示情報が表示されていて、ユーザーが、この数値指示
情報の中からいずれかを選択して決定の操作を行なうと、制御部１４は、図３に示すよう
な撮影指示のリモートメールを生成する。
【００５１】
　生成されたリモートメールは直ぐに送信され、表示部１０には、図７の（ｅ）に示すよ
うなアニメーションが表示されて、リモートメールが送信されたことをユーザーに報知す
るようになっている。
【００５２】
　以上に説明したように、このような撮像機能付き携帯電話機２及び通信システムによれ
ば、遠隔操作により撮影した撮影画像が電子メールにより確実に送信されると共に、電池
の消耗を抑え、通信費を低減し、また、電子メールの受信側の携帯端末装置において、こ
の電子メールを開封する操作の回数を低減することができる。
【００５３】
　なお、本実施の形態においては、図２に示すように、撮像機能付き携帯電話機２ｂに対
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して撮像機能付き携帯電話機２ａがリモートメールを送信するようになっているが、撮像
機能付き携帯電話機２ａの代わりに、電子メールの送受信が可能な一般的な端末装置がリ
モートメールを送信するようになっていてもよい。このような場合には、図３に示すよう
なリモートメールを手動により入力及び送信するようにすればよい。
【００５４】
　また、本実施の形態においては、図２に示すように、撮像機能付き携帯電話機２ｃが、
撮像機能付き携帯電話機２ｂから送信された撮影画像を受信するようになっているが、撮
像機能付き携帯電話機２ｃの代わりに、電子メールの送受信が可能な一般的な端末装置が
、リモートメールの送信先指示情報により指定されて、受信するようになっていてもよい
。
【００５５】
　また、本実施の形態では、図６のステップＳ２０６において、制御部１４が、リモート
メールの数値指示情報により指定される時間を経過するまで計測するようになっているが
、リモートメールの数値指示情報によらずに、常に所定の時間を計測するようになってい
てもよい。
【００５６】
　また、本実施の形態においては、撮像機能付き携帯電話機２ｂは、リモートメールの送
信先指示情報が指定する撮像機能付き携帯電話機２ｃに、撮影画像を送信するようになっ
ていたが、リモートメールの送信先指示情報によらずに、常に他の所定の端末装置に宛て
て、撮影画像を送信するようになっていてもよい。
【００５７】
　このような場合には、図４ないし図６のフローチャートにおいて、制御部１４によるス
テップＳ１０４ないしステップＳ１０７までの処理動作は不要であって、ステップＳ１０
３の直後にステップＳ１０８の処理動作を行なうようにすればよい。
【００５８】
　また、本実施の形態においては、リモートメールの送信先指示情報に対応して計時処理
を行なう図６のサブルーチンの動作により、送信されずに記憶部８に残されている撮影画
像と、新たに受信したリモートメールの送信先指示情報が一致した場合に（図４のステッ
プＳ１０８のＹＥＳ）、既存の撮影画像と新たな撮影画像をまとめるようにしたが（ステ
ップＳ１１０）、送信されずに記憶部８に残されている撮影画像と、新たに受信したリモ
ートメールの送信先指示情報が一致した場合にだけ、撮影するようになっていてもよい。
【００５９】
　すなわち、最初に、振舞い指示情報が「１」である第１のリモートメールを受信して、
撮像部による第１の撮影が行なわれた後であって、この撮影画像が数値指示情報に対応し
て記憶部８に残されている遅延時間の間に、第２のリモートメールを受信した場合には、
制御部１４が、ステップＳ１０２において、第２のリモートメールを受信したかどうかの
判断を行なうのと同時に、この第２のリモートメールの送信先指示情報が、記憶部８に残
されている既存の撮影画像の送信先指示情報と一致するかどうかを判断して、一致した場
合にだけステップＳ１０３以降の処理動作を行なうようにする。
【００６０】
　このような場合には、２つ以上の送信先指示情報のそれぞれに対応するサブルーチンは
、並存することができず、多くとも１つのサブルーチンだけが処理動作を行なうようにな
っていることはいうまでもない。
【００６１】
　また、本実施の形態においては、図６のステップＳ２０７において、送信先指示情報に
対応する宛先の撮像機能付き携帯電話機２ｃに対して、撮影画像を送信するだけになって
いるが、この撮影画像の電子メールを送信する際に、撮影画像の合計データ量を制御部１
４が監視するようにして、所定値を超えた場合には、この電子メールにデータ量超過の警
告が付加されて送信されるようになっていてもよい。
【００６２】



(11) JP 4339673 B2 2009.10.7

10

20

30

40

　これにより、通信事業者にてトラフィック管理上規定されるメール添付可能容量（例え
ば、１００キロバイト）を超えるメールに添付してしまうことを防止することができ、電
子メールの送信に失敗するようなことがなくなる。
【００６３】
　また、このように撮像機能付き携帯電話機２ｃに対して警告が付加された電子メールが
送信される場合には、同時に、リモートメールの送信元である撮像機能付き携帯電話機２
ａにも同様の警告の電子メールが送信されるようになっていてもよい。
【００６４】
　また、リモートメールの送信元の端末装置が、撮像機能付き携帯電話機２ａ以外にも複
数あるような場合には、最後のリモートメールを送信した端末装置にだけ警告の電子メー
ルが送信されるようになっていてもよい。
【００６５】
　例えば、撮像機能付き携帯電話機２ｂに対して、第１のリモートメールの送信元が撮像
機能付き携帯電話機２ａ以外の端末装置であって、最後のリモートメールである第２のリ
モートメールの送信元が撮像機能付き携帯電話機２ａであるような場合には、撮像機能付
き携帯電話機２ｂからの警告の電子メールは、撮像機能付き携帯電話機２ａに送信される
ようになる。
【００６６】
　また、本実施の形態においては、撮像機能付き携帯電話機２に本発明を適用した場合に
ついて説明したが、撮像装置及びこの撮像装置により撮影した撮影画像を送信することが
できる送受信装置を備えるような、他の携帯端末装置に対しても、本発明を適用すること
ができることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一実施の形態に係る撮像機能付き携帯電話機２の回路構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る通信システムの構成を示す概念図である。
【図３】図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ａから撮像機能付き携帯電話機２ｂに送信
されるリモートメールである。
【図４】図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ｂの制御部１４の動作を示すフローチャー
トである。
【図５】図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ｂの制御部１４の動作を示すフローチャー
トである。
【図６】図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ｂの制御部１４の動作を示すフローチャー
トである。
【図７】図２に示す撮像機能付き携帯電話機２ａにおけるリモートメールの作成及び送信
の手順を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　２，２ａ，２ｂ，２ｃ　撮像機能付き携帯電話機
　４　無線部
　６　撮像部
　８　記憶部
　１０　表示部
　１２　操作部
　１４　制御部
　３０　通信網
　３２　基地局
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