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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像情報を処理する複数の電子画像機器と、
画像情報を記憶保存する画像記憶装置と、
前記複数の電子画像機器と前記画像記憶装置との間で画像情報を中継し伝送する画像中継
装置とからなる画像伝送システムにおいて、
前記複数の電子画像機器は、撮影モードにおいて自動送信機能を選択可能であって、該自
動送信機能が選択されていると、撮影された画像情報を自動的に前記画像中継装置へ送信
する「第1の送信モード」および再生モードにおいて送信操作部材が操作されると、記録
済みの画像情報を前記画像中継装置へ送信する「第２の送信モード」の何れか一つを選択
可能であり、
前記第１の送信モードが選択されているとき、前記複数の電子画像機器は携帯電話端末と
通信が可能か否かを判別し、前記通信が可能であると判別されると前記画像情報を前記携
帯電話端末へ送信するが、前記通信が不可能であると判別されると前記画像情報をメモリ
に格納した後に前記第１の送信モードを終了し、
前記第２の送信モードが選択されているとき、前記送信操作部材が操作されると前記複数
の電子画像機器は前記携帯電話端末と通信が可能であるか否かを判別し、前記通信が可能
であると判別されると前記画像情報を前記携帯電話端末へ送信するが、前記通信が不可能
であると判別されると前記第２の送信モードを終了し、
前記携帯電話端末経由で前記画像中継装置と前記画像情報を送受信するとともに、前記携
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帯電話端末の画面上に前記画像情報の送受信状況を前記画像情報とともに一覧表示し、
前記画像記憶装置は、前記画像情報を保管するための個別のアルバムを用意し、前記携帯
電話端末は、該携帯電話端末を個別に識別するための識別情報を前記画像中継装置に送信
し、
前記画像中継装置は、前記携帯電話端末から受信した識別情報に応じて、前記識別情報に
対応した前記画像記憶装置上のアルバムと前記電子画像機器との間で画像情報の中継伝送
を行うことを特徴とする画像伝送システム。
【請求項２】
請求項１に記載の画像伝送システムにおいて、前記携帯電話端末を個別に識別するための
識別情報は、該携帯電話端末の電話番号であることを特徴とする画像伝送システム。
【請求項３】
請求項１に記載の画像伝送システムにおいて、前記携帯電話端末を個別に識別するための
識別情報は、該携帯電話端末に設定された ＩＰＶ６アドレスであることを特徴とする画
像伝送システム。
【請求項４】
請求項１に記載の画像伝送システムにおいて、前記携帯電話端末を個別に識別するための
識別情報は、該携帯電話端末に設定された ＭＡＣアドレスであることを特徴とする画像
伝送システム。
【請求項５】
画像情報を処理する複数の電子画像機器と、
画像情報を記憶保存する画像記憶装置と、
前記複数の電子画像機器と前記画像記憶装置との間で画像情報を中継し伝送する画像中継
装置とからなる画像伝送システムにおいて、
前記複数の電子画像機器は、撮影モードにおいて自動送信機能を選択可能であって、該自
動送信機能が選択されていると、撮影された画像情報を自動的に前記画像中継装置へ送信
する「第1の送信モード」および再生モードにおいて送信操作部材が操作されると、記録
済みの画像情報を前記画像中継装置へ送信する「第２の送信モード」の何れかを選択可能
であり、
前記第１の送信モードが選択されているとき、前記複数の電子画像機器は携帯電話端末と
通信が可能か否かを判別し、前記通信が可能であると判別されると前記画像情報を前記携
帯電話端末へ送信するが、前記通信が不可能であると判別されると前記画像情報をメモリ
に格納した後に前記第１の送信モードを終了し、
前記第２の送信モードが選択されているとき、前記送信操作部材が操作されると前記複数
の電子画像機器は前記携帯電話端末と通信が可能であるか否かを判別し、前記通信が可能
であると判別されると前記画像情報を前記携帯電話端末へ送信するが、前記通信が不可能
であると判別されると前記第２の送信モードを終了し、
前記携帯電話端末経由で前記画像中継装置と前記画像情報を送受信するとともに、前記携
帯電話端末の画面上に前記画像情報の送受信状況を前記画像情報とともに一覧表示し、
前記画像記憶装置は、前記画像情報を保管するための個別のアルバムを用意し、前記携帯
電話端末は、該携帯電話端末のユーザの個人識別情報を前記画像中継装置に送信し、
前記画像中継装置は、前記携帯電話端末から受信した個人識別情報に応じて、前記個人識
別情報に対応した前記画像記憶装置上のアルバムと前記電子画像機器との間で画像情報の
中継伝送を行うことを特徴とする画像伝送システム。
【請求項６】
請求項５に記載の画像伝送システムにおいて、前記携帯電話端末は該携帯電話端末のユー
ザを識別する識別手段を備えるとともに、該識別手段の識別結果に応じた個人識別情報を
前記画像中継装置に送信することを特徴とする画像伝送システム。
【請求項７】
請求項５に記載の画像伝送システムにおいて、前記携帯電話端末はユーザの個人識別情報
を入力する入力手段を備えるとともに、該入力手段により入力された個人識別情報を前記
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画像中継装置に送信することを特徴とする画像伝送システム。
【請求項８】
請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の画像伝送システムにおいて、前記電子画像
機器は前記画像情報を表示する表示手段を備えることを特徴とする画像伝送システム。
【請求項９】
請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の画像伝送システムにおいて、前記電子画像
機器は画像情報を撮像動作により生成する撮像手段を備えることを特徴とする画像伝送シ
ステム。
【請求項１０】
請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の画像伝送システムにおいて、前記電子画像
機器と前記画像中継装置との間の情報伝送のプロトコルと前記画像記憶装置と前記画像中
継装置との間の情報伝送のプロトコルとが異なっていることを特徴とする画像伝送システ
ム。
【請求項１１】
請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の画像伝送システムにおいて用いられる画
像中継機器。
【請求項１２】
請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の画像伝送システムにおいて用いられる電
子画像機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子カメラ等の携帯機器で撮影した画像データをゲートウェイサーバ等の画像
中継装置を経由してインターネット上の画像サーバ等に送信して保存したり、インターネ
ット上の画像サーバ等に保存した画像データをゲートウェイサーバ等の画像中継装置を経
由して電子カメラ等の携帯機器にダウンロードして閲覧するような画像伝送システム、画
像中継装置および電子画像機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電子カメラで撮影した画像データを該電子カメラに接続した携帯電話のデジタルデ
ータ伝送機能（パケット通信機能）を利用してゲートウェイサーバに伝送し、更にゲート
ウェイサーバがインターネットにより該画像データをインターネット上の画像サーバに伝
送して保存するとともに、画像サーバに保存された画像データを後から種々の目的に応じ
て利用するという画像データの伝送システムが知られている。またインターネット上の画
像サーバに保存されている画像データを、ゲートウェイサーバがインターネットで一旦ダ
ウンロードし、該画像データを更にパケット通信機能を利用して携帯電話経由で電子カメ
ラで受信し、受信した画像データを電子カメラの液晶画面に表示して閲覧するという画像
データの伝送システムが知られている。
【０００３】
例えば電子カメラからインターネット上の画像サーバに画像データを送信するような伝送
システムにおいては、画像データの伝送手順は概ね以下のようになる。なおインターネッ
ト上の所定の画像サーバには予めユーザ毎に画像データの保存用アルバム（フォルダ）が
作られているとする。まず電子カメラと携帯電話を接続する。次に撮影した画像データの
中から伝送したい画像データを電子カメラ側で選択し、選択された画像データを電子カメ
ラの画面に表示する。次に電子カメラ側で送信操作を行うと、選択された画像データと電
子カメラを個体識別するためのカメラ識別情報とゲートウェイサーバ情報が電子カメラか
ら携帯電話側に送信され、該画像データとカメラ識別情報が一旦携帯電話側に格納される
。次に携帯電話はデジタルデータ伝送機能（パケット通信機能）を用いて一旦格納した画
像データとカメラ識別情報を受信したゲートウェイサーバ情報に応じたゲートウェイサー
バに送信する。ゲートウェイサーバはインターネット上の所定の画像サーバに接続して画
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像データとカメラ識別情報を伝送し、携帯電話から受信したカメラ識別情報に応じたアル
バムに該画像データを保存させる。
【０００４】
また電子カメラがインターネット上の画像サーバから画像データを受信して閲覧するよう
な伝送システムにおいては、画像データの伝送手順は概ね以下のようになる。まず電子カ
メラと携帯電話を接続する。次に電子カメラ側で画像識別情報（ファイル名）を選択して
受信操作を行うと、該受信操作の指令と画像識別情報（ファイル名）とカメラ識別情報と
ゲートウェイサーバ情報が携帯電話に伝えられる。携帯電話は受信操作の指令とカメラ識
別情報をパケット通信機能によりゲートウェイサーバ情報に応じたゲートウェイサーバに
送信する。ゲートウェイサーバは受信したカメラ識別情報に応じて、該電子カメラで撮影
した画像データを保存しているインターネット上の画像サーバに接続し、画像ダウンロー
ド要求と画像識別情報（ファイル名）とカメラ識別情報を画像サーバにインターネットで
送信する。画像サーバはカメラ識別情報に対応するアルバム（フォルダ）に保存されてい
る画像識別情報に応じた画像データをインターネットによりゲートウェイサーバに送る。
ゲートウェイサーバは画像サーバから受信した画像データをパケット通信機能により携帯
電話に送信し、携帯電話は受信した画像データを電子カメラに送信し、指定された画像デ
ータが電子カメラの画面に表示される。
【０００５】
上述のようにゲートウェイサーバ経由で電子カメラとインターネット上の画像サーバの間
で画像データをやりとりすることにより、以下のような利点がある。即ちインターネット
上の画像サーバに接続するための複雑な手続きおよび情報管理は全てゲートウェイサーバ
側で行われるために、電子カメラ側に組み込む画像データ伝送ソフトを軽くすることがで
きるとともに、ユーザは電子カメラ側での複雑な入力操作なしにインターネット上の画像
サーバと画像データのやりとりを行うことができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記のような画像データの伝送システムにおいては、次のような問題点があ
った。例えば一人のユーザが複数の電子カメラを所有して使用する場合、各電子カメラで
撮影されて画像サーバに送信された画像データが、画像サーバ上で各電子カメラの識別情
報に応じた別々のアルバムに格納されてしまうため、１つの電子カメラで撮影した画像デ
ータを、別な電子カメラにダウンロードして閲覧することが簡単にはできなかった。また
一台の電子カメラを複数のユーザが使用する場合には、複数のユーザの撮影した画像デー
タが画像サーバ上で該電子カメラの識別情報に対応した１つのアルバムに格納されてしま
うため、自分の撮影した画像データのみを閲覧することが簡単にはできないとともに、プ
ライバシーを守ることができなかった。
【０００７】
そこで本発明は、ゲートウェイサーバ経由で電子カメラで撮影した画像をインターネット
上の画像サーバに送信して保存したり、インターネット上の画像サーバに保存された画像
データの間で画像データをゲートウェイサーバ経由で電子カメラに読み出して閲覧するよ
うな際に、画像データを効率的に保存するとともに、保存する画像データに関するプライ
バシーを守ることができる画像伝送システムおよび該画像伝送システムに用いられる画像
中継装置および電子画像機器を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明による画像伝送システム、画像中継装置および電子画像
機器においては、電子カメラ（電子画像機器）と画像サーバ（画像記憶装置）の間で画像
データの中継を行うゲートウェイサーバ（画像中継装置）は、電子カメラを個体識別する
ためのカメラ識別情報の関連を表すリンク情報に基づき複数の電子カメラを１つのグルー
プと見做し、電子カメラから受信した画像データを該電子カメラの属するグループに応じ
た画像サーバ上のアルバムに送信して保存させることにより、複数の電子カメラで撮影し
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た画像データを画像サーバ上の１つのアルバムに格納する。
【０００９】
また上記目的を達成するため、本発明による画像伝送システム、画像中継装置および電子
画像機器においては、電子カメラ（電子画像機器）と画像サーバ（画像記憶装置）の間で
画像データの中継を行うゲートウェイサーバ（画像中継装置）は、電子カメラのユーザの
同一性をパスワードまたはユーザの個人情報等に基づき自動的に認定することにより、1
台のカメラを用いて複数のユーザが撮影した画像データを画像サーバ上のユーザに応じた
複数のアルバムに格納する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。図１は本発明を適用した画像
データの伝送システムの概念図である。まず電子カメラ１００から画像サーバ１８１～１
８４に画像データを送信する場合について説明する。電子カメラ１００は撮影動作により
画像データを生成する。電子カメラ１００は画像データを外部の画像サーバ１８１～１８
４に送信する場合、携帯電話１２０と接続する。電子カメラ１００と携帯電話１２０の接
続は近距離通信回線１１０（例えばブルーツースのプロトコルによる近距離無線通信、ケ
ーブル接続の独自プロトコルによる近距離有線通信、ＩＥＥＥ８０２．１１プロトコルに
よる無線ＬＡＮ通信、ＩｒＤＡプロトコルを用いた近距離赤外線通信等）により行われる
。電子カメラ１００は送信する画像データを選択し、該画像データを画面２１に表示する
とともに、該画像データを携帯電話１２０に送信する。なお電子カメラ１００と携帯電話
１２０はユーザが同時に使用するため、近距離無線通信の距離範囲は～数ｍ程度でよく、
近距離無線通信による電子カメラ１００と携帯電話１２０への電力負担を少なくすること
ができる。
【００１１】
携帯電話１２０は前記電子カメラ１００と通信するための近距離通信機能と無線携帯電話
回線１３０を用いた長距離通信機能を備えており、無線携帯電話回線１３０を用いた長距
離通信機能では通常の通話機能とパケット通信プロトコルによるデジタルデータ通信機能
を実行することができる。携帯電話１２０は電子カメラ１００から近距離通信回線１１０
経由で受信した画像データを一時的に内部のメモリに格納する。次に携帯電話１２０は格
納した画像データをパケット通信プロトコルにより無線携帯電話回線１３０経由で基地局
１４０に送る。携帯電話１２０は画像データの基地局１４０への送信中は、送信中の画像
データを画面２２１に表示する。
【００１２】
基地局１４０は携帯電話１２０からパケット通信プロトコルにより無線携帯電話回線１３
０経由で受信した画像データを、パケット通信プロトコルによりパケット通信網１５０経
由でゲートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェイサーバ１６０はパケット通信プ
ロトコルによりパケット通信網１５０経由で基地局１４０から受信した画像データを、内
部のメモリに一旦保存するとともに、所定期間毎に保存された画像データをインターネッ
トプロトコルによりインターネット１７０経由で画像サーバ１８１～画像サーバ１８４に
送信する。なおゲートウェイサーバ１６０は画像サーバへ送信した画像データに対応する
サムネイル画像データ（元の画像データからデータ量を圧縮削減した縮小画像データ）を
内部のメモリに保管しておく。画像サーバ１８１～画像サーバ１８４はインターネットプ
ロトコルによりインターネット１７０経由で受け取った画像データを大記憶容量のメモリ
に保存記憶する。
【００１３】
なお電子カメラ１００から画像データを画像サーバに送信する際には、電子カメラ１００
側では画像サーバにアクセスするための複雑な接続および通信の手続きを意識して送信を
行う必要はなく、電子カメラ１００側ではゲートウェイサーバ１６０を特定するための固
定された宛先情報と、電子カメラ１００を特定するためのカメラ識別情報を送信する画像
データに付加して携帯電話１２０に伝えるだけでよい。携帯電話１２０は受け取ったゲー
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トウェイサーバの宛先情報に基づいて、画像データとカメラ識別情報をパケット通信で指
定されたゲートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェイサーバ１６０はパケット通
信で受信したカメラ識別情報に応じて画像データを管理し、画像データをインターネット
プロトコルでインターネット１７０上にある複数の画像サーバ１８１～画像サーバ１８４
の中の適当な画像サーバに送信する。複数の画像サーバ１８１～画像サーバ１８４は電子
カメラ側から見ると１つの仮想の画像サーバ１８０として取り扱われており、インターネ
ット１７０上における各画像サーバへの複雑なアクセス手続きは全てゲートウェイサーバ
１５０により行われる。
【００１４】
次に電子カメラ１００が仮想画像サーバ１８０から画像データを受信する場合について説
明する。まず電子カメラ１００を近距離通信回線１１０により携帯電話１２０と接続する
。電子カメラ１００は一覧データ要求とカメラ識別情報とゲートウェイサーバ１６０の宛
先情報を携帯電話１２０に送信する。次に携帯電話１２０は受信したゲートウェイサーバ
１６０の宛先情報に基づき、一覧データ要求とカメラ識別情報を基地局１４０経由でパケ
ット通信プロトコルにより指定されたゲートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェ
イサーバ１６０は一覧データ要求とカメラ識別情報を受け取ると、該カメラ識別情報に応
じて仮想サーバ１８０に保管されている画像データのサムネイル画像データ（一覧データ
）を基地局１４０経由でパケット通信プロトコルにより、一覧データ要求を送信してきた
携帯電話１２０に送信する。携帯電話１２０は受信した一覧データを近距離通信回線１１
０により電子カメラ１００に送信する。
【００１５】
電子カメラ１００は受信した一覧データ（サムネイル画像データ）を画面２１に表示し、
その中から所望の画像を選択する。電子カメラ１００は選択した画像データ要求と画像デ
ータの画像識別情報（画像ファイル名等）とカメラ識別情報とゲートウェイサーバ１６０
の宛先情報を近距離通信回線１１０により携帯電話１２０に送信する。次に携帯電話１２
０は受信したゲートウェイサーバ１６０の宛先情報に基づき、画像データ要求と画像識別
情報とカメラ識別情報を基地局１４０経由でパケット通信プロトコルにより指定されたゲ
ートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェイサーバ１６０は画像データ要求と画像
識別情報とカメラ識別情報を受け取ると、カメラ識別情報と画像識別情報に応じて仮想サ
ーバ１８０に保管されている画像データを特定し、該画像データを保管しているインター
ネット１７０上の画像サーバ１８１～画像サーバ１８４のいずれかにインターネットプロ
トコルで画像データ要求と画像識別情報を送信する。
【００１６】
画像データ要求と画像識別情報を受信した画像サーバは、画像識別情報に対応した画像デ
ータをインターネットプロトコルでゲートウェイサーバ１６０に送信する。画像データを
受信したゲートウェイサーバ１６０は該画像データを基地局１４０経由でパケット通信プ
ロトコルにより、画像データ要求を送信してきた携帯電話１２０に送信する。なおゲート
ウェイサーバ１６０は画像サーバから受信した画像データを一時的に内部メモリに保管し
ておく。携帯電話１２０は受信した画像データを近距離通信回線１１０により電子カメラ
１００に送信する。電子カメラ１００は受信した画像データを画面２１に表示する。
【００１７】
なおゲートウェイサーバ１６０はインターネット１７０経由でユーザのパソコン１９０と
も接続可能であり、ユーザはゲートウェイサーバ１６０経由で仮想画像サーバ１８０から
画像データをパソコン１９０に読み出して利用したり、ゲートウェイサーバ１６０の設定
を変更することが可能である。
【００１８】
図２および図３は、本発明が適用される画像データの伝送システムで使用される電子カメ
ラ１００の一実施形態の外観図（正面視および背面視）である。図２に示すように電子カ
メラ１００の前面には被写体像を形成するための撮影レンズ１０、撮影画面を確認するた
めのファインダ１１、撮影時に被写体を照明するためのストロボ１２、被写体の明るさを
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検知するための測光回路１３、電子カメラ１００をユーザが手でホールドしやすくするた
めにカメラ本体から出っ張ったグリップ部１４が備えられ、上面には撮影を指示するため
のレリーズボタン１６、電子カメラ１００の電源のＯＮ／ＯＦＦ制御を行うための電源ス
イッチ１７が備えられる。
【００１９】
図３に示すように、電子カメラ１００の背面にはファインダ１１の接眼部、テキストおよ
び画像表示用の略四角形の画面を備えた左ＬＣＤ（左画面）２１とテキスト表示用および
画像表示用の略四角形の画面を備えた右ＬＣＤ（右画面）２２が配置され、右ＬＣＤ２２
の下側には画像操作等に用いられる上方向ボタン２３、下方向ボタン２４、左方向ボタン
２５、右方向ボタン２６、決定ボタン２７が配置され、左ＬＣＤ２１の下側には電子カメ
ラ１００を撮影モードに設定するための撮影モードボタン２８、電子カメラ１００を再生
モードに設定するための再生モードボタン２９、画像データの送信を制御するための送信
ボタン３１、画像データの受信を制御するための受信ボタン３２が配置されている。側面
には画像データ保存用のメモリカード７７を装着するためのメモリカードスロット３０が
備えられる。
【００２０】
なおレリーズボタン１６、上方向ボタン２３、下方向ボタン２４、左方向ボタン２５、右
方向ボタン２６、決定ボタン２７、撮影モードボタン２８、再生モードボタン２９、送信
ボタン３１、受信ボタン３２は全てユーザーによって操作される操作キーである。
【００２１】
なお左ＬＣＤ２１および右ＬＣＤ２２の表面上には、指の接触操作により指示された位置
に対応する接触位置データを出力する機能を備えたいわゆるタッチスクリーン６６が配置
され、画面上に表示された選択項目や画像データの選択に用いることができる。このタッ
チスクリーン６６はガラス・樹脂等の透明材料によって構成され、ユーザはタッチスクリ
ーン６６の内側に形成される画像やテキストを、タッチスクリーン６６を通して観察する
ことができる。
【００２２】
図４は、図２および図３に示した電子カメラ１００の内部の電気構成例を示すブロック図
であって、各構成要素は各種情報データおよび制御データを伝送するためのデータ／制御
バス５１を介して互いに接続されている。各構成要素はおおまかに、画像データの撮影動
作を実行する撮影制御回路６０を中心とするブロック、画像ファイルを記憶・保存するメ
モリカード７７のブロック、画像データおよびその関連情報の表示を実行する画面制御回
路９２を中心とするブロック、操作キー６５等のユーザーインターフェースと各制御回路
に対する統括制御を行うＣＰＵ５０を中心とするブロックに分けることができる。
【００２３】
ＣＰＵ５０（中央処理ユニット）は電子カメラ１００全体の制御を行う手段であって、操
作キー６５、タッチスクリーン６６、電源スイッチ１７、タイマ７４、測光回路１３から
の入力情報に応じて撮影制御回路６０、画面制御回路９２、電源制御回路６４への各種指
示を行う。測光回路１３は被写体の輝度を測定し、その測定結果である測光データをＣＰ
Ｕ５０に出力する。ＣＰＵ５０は測光データに応じて、ＣＣＤ５５の露光時間、感度をＣ
ＣＤ駆動回路５６により設定するとともに、該設定データに応じて撮影制御回路６０を介
し絞り５３の絞り値を絞り制御回路５４により制御する。
【００２４】
ＣＰＵ５０は撮影モードではレリーズボタン１６の操作に応じて撮影制御回路６０を介し
撮影動作を制御する。またＣＰＵ５０は測光データに基づき被写体が暗い場合には、撮影
時にストロボ駆動回路７３を介しストロボ１２を発光させる。タイマ７４は時計回路を内
蔵し、現在の日時に対応する日時情報を検出し、撮影時に撮影日時情報をＣＰＵ５０に供
給する。ＣＰＵ５０は該撮影日時情報を画像データに付加してメモリカード７７に格納す
る。ＣＰＵ５０は、ＲＯＭ６７（リードオンリメモリ）に記憶されている制御プログラム
に従い各部を制御する。ＥＥＰＲＯＭ６８（電気的消去書き込み可能ＲＯＭ）は不揮発性



(8) JP 4239497 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

のメモリであって、電子カメラ１００の動作に必要な設定情報等を記憶している。ＲＡＭ
７０は揮発性のメモリであって、ＣＰＵ５０の一時的作業領域として用いられる。ＣＰＵ
５０は、電源スイッチ１７の操作状態を検知して、電源制御回路６４を介して電源６３の
制御を行う。
【００２５】
撮影制御回路６０は、レンズ駆動回路５２により撮影レンズ１０のフォーカシング、ズー
ミングを行い、絞り制御回路５４により絞り５３を制御してＣＣＤ５５の露光量をコント
ロールし、ＣＣＤ駆動回路５６によりＣＣＤ５５の動作を制御する。被写体からの光束は
撮影レンズ１０により光量調節のための絞り５３を介し、ＣＣＤ５５上に被写体像として
形成され、この被写体像はＣＣＤ５５により撮像される。複数の画素を備えたＣＣＤ５５
（チャージカップルドデバイス）は被写体像を撮像するための電荷蓄積型イメージセンサ
ーであり、ＣＣＤ５５上に形成された被写体像の強度に応じた電気的な画像信号をＣＣＤ
駆動回路５６により供給される駆動パルスに応じてアナログ処理部５７に出力する。
【００２６】
アナログ処理部５７はＣＣＤ５５が光電変換した画像信号を所定のタイミングでサンプリ
ングし、そのサンプリングした信号を所定のレベルに増幅する。Ａ／Ｄ変換回路５８（ア
ナログデジタル変換回路）はアナログ処理部５７でサンプリングした画像信号をデジタル
化することによりデジタルデータに変換し、撮影バッファメモリ５９は該デジタルデータ
を一旦格納する。
【００２７】
撮影制御回路６０は撮影モード中上述の動作を繰り返すとともに、画面制御回路９２はデ
ータ／制御バス５１を介して撮影バッファメモリ５９に順次格納されるデジタルデータを
読み出してフレームメモリ６９に一旦格納し、該デジタルデータを表示用画像データに変
換してフレームメモリ６９に再格納し、該表示用画像データを左画面２１に表示させると
いうスルー画像表示動作を繰り返す。また画面制御回路９２は必要に応じてテキスト表示
情報をＣＰＵ５０から入手し、表示用テキストデータに変換してフレームメモリ６９に格
納し、該表示用テキストデータを左画面２１、右画面２２に表示させる。このようにして
撮影モードにおいては、左画面２１にＣＣＤ５０により撮像されている画像がリアルタイ
ムに表示されるので、このスルー画像をモニター画面として使用して撮影のための構図設
定を行うことが可能になる。撮影制御回路６０は撮影バッファメモリ５９に格納したデジ
タルデータの高周波成分の度合い解析して撮影レンズ１０の焦点調節状態を検出し、検出
結果に応じてレンズ駆動回路５２により撮影レンズ１０の焦点調節を行う。
【００２８】
レリーズ時に撮影制御回路６０はＣＰＵ５０から撮影指示を受けると、ＣＣＤ駆動回路５
６を介してＣＣＤ５５により被写体像を撮像させ、撮像により生成した画像信号をアナロ
グ処理部５７、Ａ／Ｄ変換回路５８を介して撮影バッファメモリ５９にデジタルデータ（
生データ）として一旦格納する。撮影制御回路６０は撮影バッファメモリ５９に一旦格納
したデジタルデータを所定の記録フォーマット（ＪＰＥＧなど）に変換または圧縮して画
像データを形成し、該画像データをメモリカード７７に記録保存する。
【００２９】
ＧＰＳ回路６１（グローバルポジショニングシステム回路）は、地球の周りを周回してい
る複数の衛星からの情報を用いて電子カメラ１００の位置情報（経度データ、緯度データ
）を検出し、画像撮影時に撮影位置情報をＣＰＵ５０に供給する。ＣＰＵ５０は該撮影位
置情報を画像データに付加してメモリカード７７に格納する。
【００３０】
なおＣＰＵ５０は必要に応じて、メモリカード７７に格納した画像データを近距離無線通
信回路７２およびアンテナ７６を介して外部に送信したり、逆に近距離無線通信回路７２
およびアンテナ７６を介して外部から受信した画像データをメモリカード７７に格納した
り左画面２１に表示することができる。
【００３１】



(9) JP 4239497 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

再生モードにおいては、画面制御回路９２はメモリカード７７からＣＰＵ５０に指示され
た画像データを読み出してフレームメモリ６９に一旦格納し、該画像データを左画面２１
に表示するとともに、ＣＰＵ５０の指示に従い、再生モードの説明等のテキストデータを
フレームメモリ６９に格納し、該テキストデータを右画面２２に表示する。
【００３２】
また再生モードにおいて送信ボタン３１が操作されると、左画面２１に再生表示されてい
る画像データが近距離無線通信回路７２およびアンテナ７６を介して外部に送信されると
ともに、受信ボタン３２が操作されると、近距離無線通信回路７２およびアンテナ７６を
介して外部から画像データを受信し、該画像データが左画面２１に再生表示される。
【００３３】
図５はメモリカード７７内に格納される画像ファイルのデータ構成を示す。図５に示すよ
うにメモリカード７７には複数の画像ファイルが保存される。各画像ファイルは画像デー
タと付加情報データから構成される。付加情報データは、撮影時の各種設定を示す撮影デ
ータと撮影日時データと撮影位置データから構成される。図６はＥＥＰＲＯＭ６８に格納
される情報の構成を示す図であり、電子カメラ１００を個体識別するためのカメラ識別情
報と、携帯電話１２０がゲートウェイサーバ１６０にアクセスするためのゲートウェイサ
ーバアクセス情報とからなる。
【００３４】
図７は携帯電話１２０の外観図であり、画像データを表示するための表示画面２２１、各
種操作キー２６５、マイク２８０、スピーカ２８１を備える。図８は、図７に示した携帯
電話１２０の内部の電気構成例を示すブロック図であって、各構成要素は各種情報データ
および制御データを伝送するためのデータ／制御バス２５１を介して互いに接続されてい
る。ＣＰＵ２５０（中央処理ユニット）は携帯電話１２０全体の制御を行う手段であって
、操作キー２６５、電源スイッチ２１７、タイマ２７４からの入力情報に応じて画面制御
回路２９２、電源制御回路２６４への各種指示を行う。
【００３５】
ＣＰＵ２５０は、ＲＯＭ２６７（リードオンリメモリ）に記憶されている制御プログラム
に従い各部を制御する。ＥＥＰＲＯＭ２６８（電気的消去書き込み可能ＲＯＭ）は不揮発
性のメモリであって、携帯電話１２０の動作に必要な設定情報の記憶や画像データの一時
保管のために使用される。ＲＡＭ２７０は揮発性のメモリであって、ＣＰＵ２５０の一時
的作業領域として用いられる。ＵＩＭカード（Ｕｓｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌ
ｅ）２７７は携帯電話１２０に対して着脱可能な携帯型の記憶媒体であって、携帯電話１
２０の使用者の個人情報等が格納されており、ＣＰＵ２５０は必要に応じて該個人情報を
使用することができる。ＣＰＵ２５０は、電源スイッチ２１７の操作状態を検知して、電
源制御回路２６４を介して電源２６３の制御を行う。
【００３６】
ＣＰＵ２５０は無線携帯電話回路２７１とアンテナ２７５により外部への電話発信および
外部からの電話着信処理を行うとともに、更にマイク２８０とスピーカ２８１を用いて通
話処理を行う。またＣＰＵ２５０は無線携帯電話回路２７１とアンテナ２７５を用いてパ
ケット通信プロトコルにより、外部とデジタルデータのやりとりを行わせる。またＣＰＵ
２５０は近距離無線通信回路２７２とアンテナ２７６を介して携帯電話１２０の近傍にあ
る近距離無線通信を有する電子機器と交信を行い、画像情報などをやりとりすることがで
きる。ＣＰＵ２５０はＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に格納された画像データをフレームメ
モリ２６９に読み出して一旦格納し、画面制御回路９２により該画像データを表示画面２
２１に表示させる。
【００３７】
図９はゲートウェイサーバ１６０の内部構成を示すブロック図であって、ゲートウェイサ
ーバ１６０の各要素を統括制御する制御・処理手段３５０に対し、パケット通信網に接続
している通信手段３７１とインターネットに接続している通信手段３７２と画像データ等
の情報を記憶しているメモリ手段３６８とタイマ手段３７４が繋がっている。ゲートウェ
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イサーバ１６０は通信手段３７１を介し、パケット通信プロトコルにより携帯電話１２０
と画像データ等の情報をやりとりするとともに、通信手段３７２を介しインターネットプ
ロトコルにより画像サーバと画像データ等の情報をやりとりする。
【００３８】
メモリ手段３６８には図１０に示すように各種情報が保管されている。カメラ識別情報リ
ンクデータは図１１に示すように、個々のカメラ識別情報の対応関係を示すデータであっ
て、左側のカメラ識別情報の親となるカメラ識別情報が右側のカメラ識別情報であること
を矢印で示している。またそのカメラ識別情報が親のカメラ識別情報であるか、単独であ
るか（リンクなし）、未使用であるか等の状況も表している。即ちゲートウェイサーバ１
６０は、このカメラ識別情報リンクデータを参照して、受信したカメラ識別情報に基づい
て親のカメラ識別情報を検索し、親のカメラ識別情報がある場合には該親のカメラ識別情
報に応じて後述する処理を行う。このような処理を行うことにより、異なった電子カメラ
で撮影した画像データを一つの電子カメラで撮影した画像データとして取り扱うことがで
きる。なおこのカメラ識別情報リンクデータはゲートウェイサーバ１６０に接続した外部
のパソコン１９０などから必要に応じて変更することが可能である。
【００３９】
メモリ手段３６８には図１０に示すように、カメラ識別情報毎に対応するフォルダが準備
されており、各カメラ識別情報に応じたフォルダには個人識別データ、画像サーバ管理デ
ータ、転送履歴データ、サムネイル画像データ、画像ファイルデータが格納されている。
図１２は個人識別データの構成を示す図であって、カメラ識別情報に対応する電子カメラ
１００のユーザに関するデータから構成されており、該個人識別データはゲートウェイサ
ーバ１６０がインターネット上の画像サーバに登録して新規な画像データ記憶用の記憶領
域を確保したり、画像サーバに対し画像データを読み書きする際に用いることもできる。
なおこの個人識別データはゲートウェイサーバ１６０に接続した外部のパソコン１９０な
どから必要に応じて変更することが可能であるとともに、携帯電話１２０に装着したＵＩ
Ｍカード２７７に記憶されている情報を携帯電話１２０からゲートウェイサーバ１６０に
送信して変更するようにしてもよい。
【００４０】
図１３はサーバ管理データの構成を示す図であって、ゲートウェイサーバ１６０が各カメ
ラ識別情報に応じて画像データを記憶させている画像サーバの識別名と、各画像サーバの
ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）、各画像サーバにカメラ
識別情報に応じて用意されている全データ容量、各画像サーバにカメラ識別情報に応じて
用意されている全データ容量のうちの空き容量、各画像サーバにカメラ識別情報に応じて
格納されている画像データのリスト情報（画像ファイル識別情報あるいは画像ファイル名
）等から構成されている。
【００４１】
図１４は転送履歴データの構成を示す図であって、各カメラ識別情報に応じて仮想画像サ
ーバ１８０に格納されている画像データのリスト情報（画像ファイル識別情報あるいは画
像ファイル名）と、各画像データの画像サーバへの転送日時情報と、画像データの転送先
の画像サーバに関する情報等から構成されている。
【００４２】
図１５は画像サーバ１８１～１８４の内部構成を示すブロック図であって、画像サーバ１
８１～１８４の各要素を統括制御する制御・処理手段４５０に対し、インターネットに接
続している通信手段４７１と画像データ等の情報を保存するメモリ手段４６８が繋がって
いる。画像サーバ１８１～１８４は通信手段４７１を介しインターネットプロトコルによ
りゲートウェイサーバ１６０と画像データ等の情報をやりとりする。メモリ手段４６８に
は図１６に示すようにカメラ識別情報毎に対応するフォルダが準備されており、各カメラ
識別情報に応じたフォルダには画像ファイルデータが格納されている。
【００４３】
図１７は本発明による電子カメラ１００の実施形態の状態遷移図である。電源ＯＮ時には
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撮影モードとなり、レリーズボタン１６の操作により撮影動作と撮影後の画像ファイル作
成および画像ファイルのメモリカード７７への格納が行われる。再生モードにおいてはメ
モリカード７７に格納した画像データの再生表示動作が行われる。撮影モードにおいて自
動送信機能がＯＮになっていると、撮影された画像データは自動的に画像サーバに送信さ
れて保存されるという画像送信動作が行われる。また再生モードにおいて送信ボタン３１
が操作されると、左画面２１に表示されている画像データを画像サーバに送信して保存す
る画像送信動作が行われる。また再生モードにおいて受信ボタン３２が操作されると、画
像サーバから所望の画像データを受信して左画面２１に表示するという画像受信動作が行
われる。また撮影モードボタン２８を操作すると、再生モードから撮影モードに移行し、
再生モードボタン２９を操作すると、撮影モードから再生モードに移行する。
【００４４】
図１８は上記実施形態における電子カメラ１００（ＣＰＵ５０）の動作のメインフローチ
ャートである。まずＳ１０で電源スイッチ１７を操作すると電源がＯＮとなり、Ｓ２０で
撮影モードのサブルーチンを実行し撮影可能状態になる。撮影モード中にレリーズボタン
１６を操作すると、Ｓ３０のレリーズ割込み処理サブルーチンが実行され、撮影動作が行
われる。撮影モード中に再生モードボタン２９を操作すると、Ｓ４０のモード切換割込み
処理サブルーチンが実行され、Ｓ５０の再生モードサブルーチンが実行され、メモリカー
ド７７に格納されている画像データが左画面２１に再生表示される。逆に再生モード中に
撮影モードボタン２８を操作すると、Ｓ４０のモード切換割込み処理サブルーチンが実行
され、Ｓ２０の撮影モードサブルーチンに移行する。自動送信機能がＯＮの場合にレリー
ズボタン１６が操作された場合には撮影動作に引き続いてＳ６０の通信割込み処理が実行
され、画像データの画像サーバへの送信が行われる。また再生モード中に送信ボタン３１
あるいは受信ボタン３２が操作されると、Ｓ６０の通信割込み処理が実行され、画像デー
タの画像サーバへの送信または画像サーバから画像データの受信が行われる。
【００４５】
図１９は撮影モードサブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ２０で起動すると、
Ｓ２０１の処理を繰り返す。Ｓ２０１ではユーザが設定したカメラ設定条件で順次ＣＣＤ
５５により生成される画像データを図２０に示すように左画面２１に表示し、そのときの
撮影設定条件を右画面２２にテキスト表示する。
【００４６】
図２１はレリーズ割込み処理サブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ３０で起動
すると、Ｓ３０１で撮影モードであるかチェックし、撮影モードでない場合はＳ３０８で
リターンする。撮影モードの場合は、Ｓ３０２でユーザまたはカメラにより設定されてい
る撮影条件で撮像動作を実行して画像データを生成し、Ｓ３０３で画像データに付加情報
データ（撮影データ、時間データ、位置データ）を付加して画像ファイルを生成する。Ｓ
３０４で自動送信機能がＯＮに設定されているかチェックし、ＯＮになっていない場合は
Ｓ３０５で画像ファイルをメモリカード７７に格納し、Ｓ３０８でリターンする。自動送
信機能がＯＮに設定されている場合は、Ｓ３０６で近距離無線通信回路７２により携帯電
話１２０との通信を試み、通信が可能であるかチェックし、携帯電話１２０との通信が可
能である場合は、Ｓ７０の携帯電話画像ファイル送信サブルーチンを実行し、画像ファイ
ルを携帯電話１２０に送信し、Ｓ３０８でリターンする。携帯電話１２０との通信が不能
である場合には、Ｓ３０５に戻り、画像ファイルをメモリカード７７に格納し、Ｓ３０８
でリターンする。
【００４７】
図２２は携帯電話画像ファイル送信サブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ７０
で起動すると、Ｓ７０１で画像ファイルとカメラ識別情報とゲートウェイアクセス情報と
画像送信要求を近距離無線通信回路７２により近距離無線通信プロトコル（ブルーツース
等）で携帯電話１２０に送信し、Ｓ７０２でリターンする。
【００４８】
図２３はモード切換割込み処理サブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ４０で撮
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影モードボタン２８または再生モードボタン２９の操作により起動すると、Ｓ４０１で操
作されたボタンが撮影モードボタン２８であるかチェックし、撮影モードボタン２８であ
る場合は再生モードを終了し、Ｓ２０の撮影モードサブルーチンに移行する。操作された
ボタンが撮影モードボタン２８でない場合は撮影モードを終了し、Ｓ５０の再生モードサ
ブルーチンに移行する。
【００４９】
図２４は再生モードサブルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ５０で起動すると、
Ｓ５０１の処理を繰り返す。Ｓ５０１では左方向ボタン２５、右方向ボタン２６の操作に
応じてメモリカード７７に格納された画像データを選択して読み出し、図２５に示すよう
に左画面２１に再生表示するとともに、右画面２２に操作方法の説明を表示する。なお電
源ＯＮ直後は最新の画像データを表示し、以後は左方向ボタン２５の操作に応じて順次時
間データの古い画像データを表示するとともに、右方向ボタン２６の操作に応じて順次時
間データの新しい画像データを表示する。
【００５０】
図２６は送信ボタン３１または受信ボタン３２の操作により起動する通信割込み処理サブ
ルーチンの詳細フローチャートであって、Ｓ６０で起動すると、Ｓ６０１で操作されたボ
タンが送信ボタン３１であるかチェックし、送信ボタン３１であった場合はＳ６０２で撮
影モードであるかチェックし、撮影モードであった場合は、Ｓ６０３で現在の自動送信機
能の設定を反転し、Ｓ６１３でリターンする。Ｓ６０２で再生モードであった場合は、Ｓ
６０４で近距離無線通信回路７２により携帯電話１２０との通信を試み、通信が可能であ
るかチェックし、携帯電話１２０との通信が可能である場合は、Ｓ７０の携帯電話画像フ
ァイル送信サブルーチンを実行し、現在左画面２１に表示されている画像データの画像フ
ァイルを携帯電話１２０に送信し、Ｓ６１３でリターンする。携帯電話１２０との通信が
不能である場合には、Ｓ６１３でリターンする。
【００５１】
Ｓ６０１で操作されたボタンが受信ボタン３２であった場合は、Ｓ６０５で撮影モードで
あるかチェックし、撮影モードであった場合はＳ６１３でリターンする。再生モードであ
った場合は、Ｓ６０６で近距離無線通信回路７２により携帯電話１２０との通信を試み、
通信が可能であるかチェックし、携帯電話１２０との通信が不能である場合はＳ６１３で
リターンする。携帯電話１２０との通信が可能である場合は、Ｓ６０７でカメラ識別情報
とゲートウェイアクセス情報とサムネイル画像受信要求を近距離無線通信回路７２により
近距離無線通信プロトコル（ブルーツース等）で携帯電話１２０に送信する。Ｓ６０８で
携帯電話１２０からのサムネイル画像受信を待機し、受信できなかった場合はＳ６１３で
リターンする。サムネイル画像を受信した場合は、Ｓ６０９で図２７に示すように受信し
たサムネイル画像を左画面２１に表示するとともに、右画面２２に操作方法の説明を表示
する。上ボタン２３、下ボタン２４の操作でサムネイル画像がスクロールされるとともに
、左ボタン２５、右ボタン２６の操作により左右どちらかのサムネイル画像が選択される
。決定ボタン２７の操作により選択されたサムネイル画像が決定される。Ｓ６１０で選択
されたサムネイル画像に付加された画像識別情報とカメラ識別情報とゲートウェイアクセ
ス情報と画像受信要求を近距離無線通信回路７２により近距離無線通信プロトコル（ブル
ーツース等）で携帯電話１２０に送信する。Ｓ６１１で携帯電話１２０からの画像データ
の受信を待機し、受信できなかった場合はＳ６１３でリターンする。画像データを受信し
た場合は、Ｓ６１２で図２８に示すように受信した画像データを左画面２１に表示すると
ともに、右画面２２に操作方法の説明を表示して、Ｓ６１３でリターンする。
【００５２】
次に上記実施形態における携帯電話１２０（ＣＰＵ２５０）の動作について説明する。携
帯電話１２０の通話機能に関する動作の説明は本発明とは関係が薄いので省略する。図２
９は携帯電話１２０が画像伝送を行う際に起動する通信割込み処理の詳細フローチャート
であって、Ａ６０で電子カメラ１００から近距離無線通信により通信要求を受信すると通
信割込み処理が起動し、Ａ６０１で現在通話処理中であるかチェックし、通話処理中の場
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合には電子カメラ１００の通信要求に応答せずにＡ６１３でリターンする。通話処理中で
ない場合は、Ａ６０２で通話処理を禁止し、Ａ６０３で電子カメラ１００からの要求が画
像ファイルの送信要求であるかチェックし、画像ファイルの送信要求であった場合は、Ａ
６０４でゲートウェイサーバアクセス情報に基づき無線携帯電話回路２７１によりゲート
ウェイサーバ１６０との通信を試み、通信が可能であるかチェックし、ゲートウェイサー
バ１６０との通信が可能である場合は、Ａ７０のゲートウェイ画像ファイル送信サブルー
チンを実行し、電子カメラ１００から受け取った画像ファイルをゲートウェイサーバ１６
０に送信し、Ａ６１３で通話処理を許可してリターンする。ゲートウェイサーバ１６０と
の通信が不能である場合には、Ａ６０５で電子カメラ１００から受け取った画像ファイル
、カメラ識別情報、ゲートウェイサーバアクセス情報等をＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に
格納し、Ａ６１３で通話処理を許可してリターンする。
【００５３】
Ａ６０３で電子カメラ１００からの要求が画像ファイルの送信要求でなかった場合は、Ａ
６０６でゲートウェイサーバアクセス情報に基づき無線携帯電話回路２７１によりゲート
ウェイサーバ１６０との通信を試み、通信が可能であるかチェックし、ゲートウェイサー
バ１６０との通信が不能である場合は、Ａ６１３で通話処理を許可してリターンする。ゲ
ートウェイサーバ１６０との通信が可能である場合は、Ａ６０７で電子カメラ１００から
の要求がサムネイル画像の受信要求であるかチェックし、サムネイル画像の受信要求であ
った場合は、Ａ６０８でパケット通信プロトコルに基づいて無線携帯電話回路２７１によ
りゲートウェイサーバ１６０にサムネイル画像受信要求、カメラ識別情報を送信する。Ａ
６０９ではゲートウェイサーバ１６０からサムネイル画像を受信し、該サムネイル画像を
近距離無線通信プロトコルに基づいて近距離無線通信回路２７２により電子カメラ１００
に送信する。なお電子カメラ１００へのサムネイル画像の送信中は、該サムネイル画像を
画面２２１に表示しておく。サムネイル画像の電子カメラ１００への送信が終了すると、
Ａ６１３で通話処理を許可してリターンする。
【００５４】
Ａ６０７で電子カメラ１００からの要求がサムネイル画像の受信要求でなかった場合は、
Ａ６１０で電子カメラ１００からの要求が選択された画像の受信要求であるかチェックし
、画像の受信要求でなかった場合はＡ６１３で通話処理を許可してリターンする。画像の
受信要求であった場合は、Ａ６１１でパケット通信プロトコルに基づいて無線携帯電話回
路２７１によりゲートウェイサーバ１６０に画像受信要求、画像識別情報、カメラ識別情
報を送信する。Ａ６１２ではゲートウェイサーバ１６０から画像識別情報に対応した画像
データを受信し、該画像データを近距離無線通信プロトコルに基づいて近距離無線通信回
路２７２により電子カメラ１００に送信する。なお電子カメラ１００への画像の送信中は
、図３２に示すように該画像データを画面２２１に表示しておく。画像データの電子カメ
ラ１００への送信が終了すると画像データの画面２２１での表示を終了し、Ａ６１３で通
話処理を許可してリターンする。なお画像データを送信中である旨をより有効にユーザに
認識させるため、通常の画像データの表示と異なる表示形態、例えば画面２２１に表示さ
せた画像データを周期的に点滅（表示と非表示を繰り返す）させてもよい。ここで通常の
表示形態とは、画像データを静止的に表示するような表示形態を指す。
【００５５】
図３０はゲートウェイ画像ファイル送信サブルーチンの詳細フローチャートであってＡ７
０で起動すると、Ａ７０１でゲートウェイアクセス情報に基づき指定されたゲートウェイ
サーバ１６０に、画像ファイルとカメラ識別情報と画像送信要求を無線携帯電話回路２７
１によりパケット通信プロトコルで送信し、Ａ７０２でリターンする。なお画像ファイル
のゲートウェイサーバ１６０への送信中は、図３１に示すように送信中の画像データを画
面２２１に表示しておき、送信終了時に表示も終了する。また画像データが送信中である
旨をより有効にユーザに認識させるため、通常の画像データの表示と異なる表示形態、例
えば画面２２１に表示させた画像データを周期的に点滅（表示と非表示を繰り返す）させ
てもよい。ここで通常の表示形態とは、画像データを静止的に表示するような表示形態を



(14) JP 4239497 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

指す。
【００５６】
図３３は携帯電話１２０のタイマ２７４が所定時間毎に起動するタイマ割込み処理の詳細
フローチャートであってＡ８０で起動すると、Ａ８０１で現在通話処理中であるかチェッ
クし、通話処理中の場合にはＡ８０５でリターンする。通話処理中でない場合は、Ａ８０
２で通話処理を禁止し、Ａ８０３でＥＥＰＲＯＭ２６８に一時保管している画像ファイル
があるかチェックし、一時保管画像ファイルがない場合にはＡ８０５で通話処理を許可し
てリターンする。一時保管画像ファイルがある場合にはＡ８０４でゲートウェイサーバア
クセス情報に基づき無線携帯電話回路２７１によりゲートウェイサーバ１６０との通信を
試み、通信が可能であるかチェックし、ゲートウェイサーバ１６０との通信が不能である
場合は、Ａ８０５で通話処理を許可してリターンする。ゲートウェイサーバ１６０との通
信が可能である場合は、Ａ７０のゲートウェイ画像ファイル送信サブルーチンを実行し、
電子カメラ１００から受け取った画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０に送信し、Ａ
８０５で通話処理を許可してリターンする。
【００５７】
上記のように携帯電話１２０はゲートウェイサーバ１６０との通信が不能である場合、電
子カメラ１００から受信した画像ファイルを一時保管するとともに、ゲートウェイサーバ
１６０との通信が可能になった場合、一時保管した画像ファイルを自動的にゲートウェイ
サーバ１６０に送信するが、電子カメラ１００からゲートウェイサーバ１６０に送信した
画像ファイルが携帯電話１２０に一時保管されている旨をユーザに認知させるために、携
帯電話１２０に画像ファイルが一時保管されている期間中、画面２２１に特定のマーク、
アイコン、テキストを表示するようにしてもよい。このようにすればユーザが画像ファイ
ルの送信を急いでいる場合は、ユーザはこの表示を見て他の方法で画像ファイル伝送を行
うことができる。
【００５８】
また図２９の通信割込み処理では一旦電子カメラ１００と携帯電話１２０の接続が確立さ
れた後は、電子カメラ１００と携帯電話１２０の接続は通信終了まで維持されるものとし
ているが、電子カメラ１００と携帯電話１２０の接続が途切れる場合（例えば携帯電話１
２０がゲートウェイサーバ１６０から受信したサムネイル画像や画像ファイルを電子カメ
ラ１００に送信できなくなった場合）には、携帯電話１２０のＥＥＰＲＯＭ２６８にサム
ネイル画像や画像ファイルを一時的に記憶しておき、携帯電話１２０と電子カメラ１００
とが通信可能になったことを携帯電話１２０が検知し、ＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に記
憶しておいたサムネイル画像や画像ファイルを電子カメラ１００に自動的に送信してもよ
い。なお携帯電話１２０は、ゲートウェイサーバ１６０から電子カメラ１００に送信され
たサムネイル画像や画像ファイルが携帯電話１２０に一時的に記憶されている旨を、携帯
電話１２０に画像ファイルが一時保管されている期間中、画面２２１に特定のマーク、ア
イコン、テキストで表示するようにしてもよい。このようにすればユーザが画像ファイル
の受信を急いでいる場合は、ユーザはこの表示を見て携帯電話１２０と電子カメラの接続
をチェックし直すなどの対策を施すことができる。
【００５９】
次に上記実施形態におけるゲートウェイサーバ１６０（制御・処理手段３５０）の動作に
ついて説明する。ゲートウェイサーバ１６０の画像伝送動作以外の動作の説明は本発明と
は関係が薄いので省略する。図３４はゲートウェイサーバ１６０が画像伝送を行う際に起
動する通信割込み処理の詳細フローチャートであって、Ｇ６０で携帯電話１２０やパソコ
ン１９０からの通信要求により起動すると、Ｇ６０１で受信したカメラ識別情報に応じて
カメラ識別情報リンクデータを参照して親となるカメラ識別情報を特定する。以後画像デ
ータの操作は該親となるカメラ識別情報に対応するフォルダに対して行われる。Ｇ６０２
で受信した要求が画像ファイルの送信要求であるかチェックし、画像ファイルの送信要求
であった場合は、Ｇ６０３で受信した画像ファイルをカメラ識別情報に対応したフォルダ
内の画像バッファフォルダに一時的に保存するとともに、該画像データに対応するサムネ
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イル画像データを作成し、同じくカメラ識別情報に対応したフォルダ内のサムネイル画像
フォルダに保存し、Ｇ６１７でリターンする。
【００６０】
Ｇ６０２で受信した要求が画像ファイルの送信要求でなかった場合は、Ｇ６０４で受信し
た要求がサムネイル画像の受信要求であるかチェックし、サムネイル画像の受信要求であ
った場合は、Ｇ６０５でカメラ識別情報に対応したフォルダ内のサムネイル画像フォルダ
に格納しているサムネイル画像をパケット通信プロトコルでサムネイル画像受信要求を送
信してきた送信元（携帯電話１２０）に送信し、Ｇ６１７でリターンする。Ｇ６０４で受
信した要求がサムネイル画像の受信要求でなかった場合は、Ｇ６０６で受信した要求が画
像の受信要求であるかチェックし、画像の受信要求であった場合は、Ｇ６０７で画像識別
情報に対応した画像データがカメラ識別情報に対応したフォルダ内の画像バッファフォル
ダにあるかチェックし、該画像バッファフォルダ内に画像識別情報に対応した画像データ
がある場合には、Ｇ６０８で該画像データを含む画像ファイルをパケット通信プロトコル
で画像受信要求を送信してきた送信元（携帯電話１２０）に送信し、Ｇ６１７でリターン
する。
【００６１】
画像バッファフォルダ内に画像識別情報に対応した画像データがない場合には、Ｇ６０９
で転送履歴データに基づき画像識別情報に対応した画像ファイルの保存先の画像サーバを
特定し、Ｇ６１０で該画像サーバに画像受信要求と画像識別情報をインターネットプロト
コルで送信する。Ｇ６１１では、画像サーバから指定した画像ファイルを受信するのを待
機し、画像サーバから画像ファイルを受信できなかった場合はＧ６１７でリターンし、画
像サーバから画像ファイルを受信した場合は、Ｇ６１２で該画像ファイルをパケット通信
プロトコルで画像受信要求を送信してきた送信元（携帯電話１２０）に送信するとともに
、該画像ファイルをカメラ識別情報に対応したフォルダ内の画像バッファフォルダに一時
的に保存し、Ｇ６１７でリターンする。
【００６２】
Ｇ６０６で受信した要求が画像の受信要求でなかった場合は、Ｇ６１３で受信した要求が
データ書き換え要求であるかチェックし、データ書き換え要求であった場合は、Ｇ６１４
で受信データに応じてカメラ識別情報に対応したフォルダ内にある個人識別データやカメ
ラ識別情報リンクデータ等を書き換え、Ｇ６１７でリターンする。Ｇ６１３で受信した要
求がデータ書き換え要求でなかった場合は、Ｇ６１５で受信した要求がデータ読出し要求
であるかチェックし、データ読出し要求であった場合は、Ｇ６１６で受信データに応じて
カメラ識別情報に対応したフォルダ内にある個人識別データやカメラ識別情報リンクデー
タ等をデータ読出し要求元に送信し、Ｇ６１７でリターンする。Ｇ６１５で受信した要求
がデータ読出し要求でなかった場合は、Ｇ６１７でリターンする。
【００６３】
図３５はゲートウェイサーバ１６０のタイマ手段３７４が所定時間毎に起動するタイマ割
込み処理の詳細フローチャートであってＧ８０で起動すると、Ｇ８０１でゲートウェイサ
ーバ１６０で取り扱っているカメラ識別情報のリストの最初のカメラ識別情報を設定する
。Ｇ８０２では設定されたカメラ識別情報に対応したフォルダ内の画像バッファフォルダ
内に画像サーバに未転送の画像ファイルがあるか否か転送履歴データに基づいてチェック
し、未転送の画像ファイルがない場合はＧ８０８に進む。未転送の画像ファイルがある場
合には、Ｇ８０３で画像サーバ管理データに基づき、空き容量のある画像サーバがあるか
調べる。Ｓ８０４で空き容量のある画像サーバがある場合にはＧ８０６に進み、空き容量
のある画像サーバがない場合にはＧ８０５で新規な空き容量のある画像サーバを見つけ出
す。Ｇ８０５ではインターネット上に公開されている画像ファイル格納可能な画像サーバ
を探索し、見つけ出した画像サーバにカメラ識別情報を用いて自動的に登録し、該画像サ
ーバの情報（記憶容量等）を画像サーバ管理データに登録する。Ｇ８０６では空き容量の
ある画像サーバを画像保存用の画像サーバに指定する。Ｇ８０７では画像保存用の画像サ
ーバに指定された画像サーバに未転送の画像ファイルをインターネットプロトコルで送信
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するとともに、画像サーバ管理データと転送履歴データを更新し、画像バッファフォルダ
に一時的に格納されている画像ファイルを全て削除する。Ｇ８０８では現在設定されてい
るカメラ識別情報がカメラ識別情報リストの最後のカメラ識別情報であるかチェックし、
最後のカメラ識別情報でない場合にはＧ８０９でカメラ識別情報を次のカメラ識別情報に
変更し、Ｇ８０２に戻り上述の処理を繰り返すとともに、最後のカメラ識別情報である場
合にはＧ８１０でリターンする。
【００６４】
次に上記実施形態における画像サーバ１８１～１８４（制御・処理手段３５０）の動作に
ついて説明する。画像サーバ１８１～１８４の画像伝送・保存動作以外の動作の説明は本
発明とは関係が薄いので省略する。図３６は画像サーバ１８１～１８４がゲートウェイサ
ーバ１６０から通信要求を受けた際に起動する通信割込み処理の詳細フローチャートであ
って、Ｈ６０でゲートウェイサーバ１６０からの通信要求により起動すると、Ｈ６０１で
受信した要求が画像サーバへの登録要求であるかチェックし、登録要求であった場合は、
Ｈ６０２で受信したカメラ識別情報に応じたフォルダが存在するかチェックし、既に存在
する場合にはＨ６１１でリターンする。受信したカメラ識別情報に応じたフォルダが存在
しない場合には、Ｈ６０３で受信したカメラ識別情報に応じたフォルダを作成し、Ｈ６１
１でリターンする。
【００６５】
Ｈ６０１で受信した要求が画像サーバへの登録要求でない場合は、Ｈ６０４で受信した要
求が画像受信要求（画像読出し要求）であるかチェックし、画像受信要求であった場合は
、Ｈ６０５で受信したカメラ識別情報に応じたフォルダが存在するかチェックし、存在し
ない場合にはＨ６１１でリターンする。受信したカメラ識別情報に応じたフォルダが存在
する場合には、Ｈ６０６で該フォルダの中に受信した画像識別情報に応じた画像ファイル
が存在するかチェックし、存在しない場合にはＨ６１１でリターンする。受信した画像識
別情報に応じた画像ファイルが存在する場合には、Ｈ６０７で該画像ファイルをインター
ネットプロトコルによりゲートウェイサーバ１６０に送信し、Ｈ６１１でリターンする。
Ｈ６０４で受信した要求が画像サーバへの画像受信要求でない場合は、Ｈ６０８で受信し
た要求が画像送信要求（画像書込み要求）であるかチェックし、画像送信要求でなかった
場合はＨ６１１でリターンする。画像送信要求であった場合は、Ｈ６０９で受信したカメ
ラ識別情報に応じたフォルダが存在するかチェックし、存在しない場合にはＨ６１１でリ
ターンする。受信したカメラ識別情報に応じたフォルダが存在する場合には、Ｈ６１０で
該フォルダの中に受信した画像ファイルを保存し、Ｈ６１１でリターンする。
【００６６】
上記実施形態（図１～図３６）においては、携帯電話１２０は電子カメラ１００から受信
した画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０に中継して送信する期間中、図３１に示す
ように送信中の画像データを画面２２１に表示しているので、ユーザは画面２２１の表示
により自分が選択して送信した画像データが確実に携帯電話１２０からゲートウェイサー
バ１６０に送信されていることを確認できるとともに、画像データの画面２２１における
表示が終了したことにより携帯電話１２０からゲートウェイサーバ１６０への画像データ
の送信が完了したことを確認できる。また携帯電話１２０の画面２２１における画像デー
タの表示が開始されたことにより、電子カメラ１００から携帯電話１２０への画像データ
の送信が完了したことを確認でき、それに応じて電子カメラ１００の撮影を開始すること
ができる。
【００６７】
上記実施形態（図１～図３６）においては、携帯電話１２０はゲートウェイサーバ１６０
から受信した画像ファイルを電子カメラ１００に中継して送信する期間中、図３２に示す
ように送信中の画像データを画面２２１に表示しているので、ユーザは電子カメラ１００
への画像データの送信完了後に、該画像データを画面に表示させて閲覧する以前に、受信
した画像データの概略を画面２２１の表示により確認できるとともに、画像データの画面
２２１における表示が終了したことにより携帯電話１２０から電子カメラ１００への画像
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データの送信が完了したことを確認できる。
【００６８】
上記実施形態（図１～図３６）においては、携帯電話１２０は電子カメラ１００から受信
した画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０に中継して送信できない場合（例えば無線
携帯電話回線の圏外に携帯電話１２０がある場合）には、該画像ファイルを携帯電話１２
０のＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に保存しておき、ゲートウェイサーバ１６０への画像フ
ァイルの送信が可能となった場合に、ＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に保存した画像ファイ
ルをゲートウェイサーバ１６０に自動的に送信するので、ユーザは携帯電話１２０とゲー
トウェイサーバ１６０の間の通信が不能な場合でも、画像ファイルの送信動作を電子カメ
ラ１００側でやり直す必要がなく、ユーザが再送信を忘れるという危険性を回避できると
ともに、一旦電子カメラ１００から携帯電話１２０に画像ファイルを送信した後は、ユー
ザは電子カメラ１２０を使用した撮影に専念することができる。
【００６９】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００と画像サーバ１８１～１８
４の間で画像データの中継を行うゲートウェイサーバ１６０は、電子カメラ１００または
画像サーバ１８１～１８４から受信した画像データを一時的にゲートウェイサーバ１６０
のメモリ手段３６８に記憶保存するとともに、必要に応じて該記憶保存した画像データを
電子カメラ１００または画像サーバ１８１～１８４に送信することにより、画像サーバ１
８１～１８４とゲートウェイサーバ１６０あるいは電子カメラ１００とゲートウェイサー
バ１６０の間の通信トラフィックを削減することができる。
【００７０】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００と画像サーバ１８１～１８
４の間で画像データの中継を行うゲートウェイサーバ１６０は、メモリ手段３６８にユー
ザの個人情報を記憶しているとともに、画像サーバのカメラ識別情報に応じたアルバムに
画像データを格納する空き容量がない場合には、インターネット上の別な画像サーバに接
続し、前記個人情報を用いて自動的にカメラ識別情報に応じたアルバム（フォルダ）を開
設し、電子カメラ１００から受信した画像データを該画像サーバに送信し、該新しいアル
バムに保存させることにより、ユーザが電子カメラ１００側で直接行わなければならなか
った画像サーバとの複雑な接続手続きや、面倒なアルバム開設の手続きを省略可能にする
。
【００７１】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００と複数の画像サーバ１８１
～１８４の間で画像データの中継を行うゲートウェイサーバ１６０は、メモリ手段３６８
上に各画像サーバ１８１～１８４においてカメラ識別情報に応じて開設されているアルバ
ム（フォルダ）を統一的に管理するためのサーバ管理情報を持ち、該サーバ管理情報に応
じて、複数の画像サーバ１８１～１８４に分散して保存されている画像データを一つの仮
想的なアルバムにまとめて統括的に保存管理することにより、ユーザはインターネット上
で画像データが実際に保存されている複数の画像サーバ１８１～１８４のことを意識する
ことなく、仮想的なアルバムと電子カメラ１００の間で多量の画像データを簡単な操作で
やりとりすることが可能になる。
【００７２】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００と画像サーバ１８１～１８
４の間で画像データの中継を行うゲートウェイサーバ１６０は、メモリ手段３６８上に電
子カメラを個体識別するためのカメラ識別情報の関連を表すリンク情報を持ち、該リンク
情報に基づき複数の電子カメラを１つのグループと見做し、電子カメラから受信した画像
データを該電子カメラの属するグループに応じた画像サーバ上のアルバムに送信して保存
させることにより、複数の電子カメラで撮影した画像データを画像サーバ上の１つのアル
バムに格納することができる。
（変形形態の説明）本発明は以上説明した実施形態に限定されることなく、種々の変形や
変更が可能である。
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【００７３】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００から携帯電話１２０を中継
してゲートウェイサーバ１６０へ１つの画像ファイル毎に送信が行われているが、複数の
画像ファイルを一括して電子カメラ１００から携帯電話１２０を中継してゲートウェイサ
ーバ１６０へ送信するようにしても構わない。このような場合でも携帯電話１２０からゲ
ートウェイサーバ１６０への画像データの送信期間中、携帯電話１２０は送信中の画像デ
ータを画面２２１に表示する。このようにすればユーザは表示されている画像データに応
じて、携帯電話１２０からゲートウェイサーバ１６０への画像ファイルの送信処理の進捗
度合いを確認することができる。またこのように複数の画像ファイルを一括して電子カメ
ラ１００から携帯電話１２０を中継してゲートウェイサーバ１６０へ送信する場合、まず
電子カメラ１００から携帯電話１２０に送信する画像ファイルを全て送信し、携帯電話１
２０のＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的にバッファしておき、電子カメラ１００から携帯電話
１２０への画像ファイルの送信が完了すると、携帯電話１２０はＥＥＰＲＯＭ２６８に一
時的に保存した画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０に送信する。このようにすれば
付加情報データ（カメラ識別情報、ゲートウェイサーバアクセス情報、画像送信要求等）
を１つの画像ファイル毎に電子カメラ１００から携帯電話１２０に送信する必要がなくな
るので、電子カメラ１００と携帯電話１２０間の画像ファイルの送信時間を短縮できると
ともに、携帯電話１２０からゲートウェイ１６０への画像ファイルの送信の際も付加情報
データ（カメラ識別情報、画像送信要求等）を１つの画像ファイル毎に携帯電話１２０か
らゲートウェイサーバ１６０に送信する必要がなくなるので、無線携帯電話回線１３０や
パケット通信網１５０を経由した送信データ量が削減でき、画像ファイルの送信時間を短
縮できるとともに、通信料金を削減することができる。
【００７４】
また複数の画像ファイルを一括して電子カメラ１００から携帯電話１２０を中継してゲー
トウェイサーバ１６０へ送信する際、まず電子カメラ１００から携帯電話１２０に送信す
る画像ファイルを全て送信し、携帯電話１２０のＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的にバッファ
しておき、電子カメラ１００から携帯電話１２０への画像ファイルの送信が完了すると、
携帯電話１２０はＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に保存した画像ファイルをゲートウェイサ
ーバ１６０に送信するようにした場合、携帯電話１２０からゲートウェイサーバ１６０へ
の画像ファイル送信の途中で無線携帯電話回線１３０又はパケット通信網１５０にトラブ
ルが発生し、画像ファイルの送信が不能になった時は、携帯電話１２０は送信が完了して
いない画像ファイルをＥＥＰＲＯＭ２６８に残し、ゲートウェイサーバ１６０への画像フ
ァイルの送信が可能となった時点で、ＥＥＰＲＯＭ２６８に残っている画像ファイルをゲ
ートウェイサーバ１６０に自動的に送信する。このようにすればユーザは携帯電話１２０
とゲートウェイサーバ１６０の間の通信が画像送信途中で不能となった場合でも、画像フ
ァイルの送信動作を電子カメラ１００側で始めからやり直す必要がなく、一旦電子カメラ
１００から携帯電話１２０に画像ファイルを送信した後は、ユーザは電子カメラ１２０を
使用した撮影に専念することができるとともに、電子カメラ１００からゲートウェイサー
バ１６０へのファイル転送を最初からやり直した場合に比較して無線携帯電話回線１３０
やパケット通信網１５０を経由した送信データ量が削減でき、画像ファイルの送信時間を
短縮できるとともに、通信料金を削減することができる。
【００７５】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０と画像サーバの間で伝送される画像ファイルを画像バッファフォルダに一時的に保管し
ておき、ゲートウェイサーバ１６０は必要に応じて画像バッファフォルダに一時的に保管
した画像ファイルを利用したり、画像ファイルに対応したサムネイル画像データをサムネ
イル画像フォルダに保存しておき必要に応じて該サムネイル画像データを利用することで
画像伝送システムのデータ通信の効率化を図っているが、図３７に示すように携帯電話１
２０のＥＥＰＲＯＭ２６８に同じような画像バッファフォルダやサムネイル画像フォルダ
を設け、該画像バッファフォルダとサムネイル画像フォルダに電子カメラ１００と画像サ
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ーバの間で伝送される画像ファイルやサムネイル画像データを一時的に保管するようにし
、携帯電話１２０は電子カメラ１００から要求された画像ファイルやサムネイル画像デー
タが該画像バッファフォルダやサムネイル画像フォルダに存在する場合には、該画像ファ
イルやサムネイル画像データを電子カメラ１００に送信するようにしてもよい。このよう
な場合、ＥＥＰＲＯＭ２６８の画像バッファフォルダとサムネイル画像フォルダに一時的
に保管された画像ファイルやサムネイル画像データは、所定周期で全部クリアしてもいい
し、画像ファイル又はサムネイル画像データの保管開始日時データに応じて、一時的に保
管する画像ファイルやサムネイル画像データの総データ量が所定量以下となるように古い
順に画像ファイルやサムネイル画像データを消去するようにしてもよい。あるいは画像フ
ァイル又はサムネイル画像データの保管開始日時データに応じて、所定期間以上蓄積した
画像ファイルを消去したり所定時刻毎に蓄積した画像ファイル又はサムネイル画像データ
を消去する。
【００７６】
このようにすればユーザが携帯電話１２０経由で最近送受信した画像データを再確認した
いような場合は、図３８に示すように携帯電話１２０の画面２２１に一時保存された画像
の状況を一覧表示したり、該携帯電話１２０に一時的に保管された画像ファイルまたは対
応するサムネイル画像データを携帯電話１２０から電子カメラ１００に送信して利用する
ことができるので、携帯電話１２０を中継してゲートウェイサーバ１６０に画像ファイル
またはサムネイル画像データの問い合わせを行う必要がなく、電子カメラ１００への画像
ファイルまたはサムネイル画像データの読みこみを迅速に行うことができるとともに、携
帯電話１２０とゲートウェイサーバ１６０間の通信データ量を削減でき、それに応じて回
線の利用料金を削減することができる。
【００７７】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００は１つの携帯電話１２０を
中継して１つのゲートウェイサーバ１６０に対して画像データの伝送を行っているが、電
子カメラ１００は１つの携帯電話１２０を中継して複数のゲートウェイサーバに対して画
像データの伝送を行うようにしても構わない。このような画像伝送システムにおいては、
携帯電話１２０は電子カメラ１００から送信されてくる画像ファイルをＥＥＰＲＯＭ２６
８に予め定めらた条件（記憶開始から所定期間等）で記憶保持し、該記憶保持された画像
ファイルを電子カメラ１００からの指示に基づき複数のゲートウェイサーバに送信するこ
とが可能である。このようにすれば電子カメラ１００が複数のゲートウェイサーバに画像
ファイルを送信する場合に、その都度電子カメラ１００から携帯電話１２０に画像ファイ
ルを送信することが不要になり、画像ファイルのゲートウェイサーバへの送信を迅速に行
うことができる。例えば電子カメラ１００から画像ファイルをあるゲートウェイサーバに
送信した後、ユーザが同じ画像ファイルを別のゲートウェイサーバに送信したくなった場
合は、電子カメラ１００から該画像ファイルの画像識別情報と送り先のゲートウェイサー
バのアクセス情報を携帯電話１２０に送ると、携帯電話１２０は受信した画像識別情報に
応じた画像ファイルがＥＥＰＲＯＭ２６８に保存されていれば、該画像ファイルをＥＥＰ
ＲＯＭ２６８から読み出し、受信したゲートウェイサーバのアクセス情報に応じたゲート
ウェイサーバに送信する。受信した画像識別情報に応じた画像ファイルがＥＥＰＲＯＭ２
６８に保存されていない場合、携帯電話１２０は受信した画像識別情報に応じた画像ファ
イルが携帯電話１２０側に保存されていない旨を電子カメラ１００に伝え、これに応じて
電子カメラは画像ファイルを携帯電話１２０に送信する。
【００７８】
上記実施形態（図１～図３６）においては、電子カメラ１００とゲートウェイサーバ１６
０の間で行われる画像データの伝送において携帯電話１２０が画像データの中継を行って
いるが、電子カメラ１００自身が無線携帯電話機能を内蔵している場合には、図３９に示
すように携帯電話１２０を省き、電子カメラ１００とゲートウェイサーバ１６０が直接パ
ケット通信プロトコルで通信を行うようにしても構わない。なお図３９において基地局１
４０は図示を省略してある。
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【００７９】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は複数の画像サー
バ１８１～１８４にカメラ識別情報に応じて確保されたアルバムを１つの仮想的なアルバ
ムにまとめて電子カメラ１００に対して提供しており、仮想的なアルバムの空き容量が不
足した場合には新たな画像サーバに自動的に登録を行ってカメラ識別情報に応じたアルバ
ムを新設することにより、仮想アルバムの空き容量を増加させているが、新たな画像サー
バにアルバムを新設する代わりに、既にアルバムを開設している既存のサーバに新しいア
ルバムを新設するようにしてもよい。例えばゲートウェイサーバ１６０は未使用のカメラ
識別情報を持っており、仮想的なアルバムの空き容量が不足した場合には該未使用のカメ
ラ識別情報のひとつを用いて既に仮想的なアルバムの一部を構成しているアルバムを開設
している画像サーバに登録し、該未使用のカメラ識別情報に対応したアルバムを新設する
。またゲートウェイサーバ１６０は仮想的なアルバムに対応するカメラ識別情報にアルバ
ムを新設するのに用いたカメラ識別情報をリンクさせ、新設したアルバムを仮想的なアル
バムに含めるようにする。このようにすれば、画像サーバの数が限られている場合におい
ても、仮想的なアルバムの空き容量不足に対処することができる。
【００８０】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０から受信した画像ファイルを画像バッファフォルダにバッファリングし、所定の周期で
画像バッファフォルダにバッファリングされた画像ファイルを画像サーバに配信している
が、一連の撮影動作（連続撮影又は連写、ブラケット撮影、パノラマ撮影等）で撮影した
画像ファイルを電子カメラから自動送信モードでゲートウェイサーバ１６０に送信する場
合は、図４０に示すような仕組みで画像伝送を行ってもよい。ここで連続撮影とは所定の
時間周期で同一の被写体の動きを追いながら連続的に撮影することであり、ブラケット撮
影とは同一の被写体に対して露出などの撮影条件を変化させて複数回撮影を行う撮影であ
り、パノラマ撮影とは撮影方向を所定量ずつずらしながら風景などを撮影することである
。即ち電子カメラ１００は撮影動作毎に一連で撮影した画像ファイルに対して一連画像で
ある旨の識別情報を付加してゲートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェイサーバ
１６０は一連画像である旨の識別情報が付加された画像ファイルを画像バッファフォルダ
に一時的に保管しておく。電子カメラ１００は一連の撮影が終了すると、一連の撮影が終
了した旨を示す情報をゲートウェイサーバ１６０に送信し、該情報をゲートウェイサーバ
１６０が受信すると、画像バッファフォルダに一時的に保管しておいた一連の画像ファイ
ルを同一の画像サーバにインターネットで一括送信して保存させる。このようにすればゲ
ートウェイサーバ１６０と画像サーバ間で複数の画像ファイルを一回の送信手続きで送信
できるので、送信時間が短縮できるとともにゲートウェイサーバ１６０及び画像サーバ１
８１～１８４の画像伝送処理の負荷を軽減することができる。また一連で撮影された画像
ファイルは同一の画像サーバに保存されるので、後でユーザがパソコン等で直接画像サー
バ１８１～１８４に接続して一連画像データを利用する場合に利便性が高い。
【００８１】
なお電子カメラ１００から一連の撮影が終了した旨を示す情報をゲートウェイサーバ１６
０に送信する代わりに、ゲートウェイサーバ１６０に接続したパソコン１９０などの端末
から、ゲートウェイサーバ１６０に蓄積した一連の画像ファイルを画像サーバにまとめて
送信する指示をゲートウェイサーバ１６０に送信し、ゲートウェイサーバ１６０はこの指
示に応答してゲートウェイサーバ１６０に蓄積した一連の画像ファイルを画像サーバにま
とめて送信する指示をゲートウェイサーバ１６０に送信するようにしても構わない。
【００８２】
また自動送信モードにより一連で撮影した画像ファイルを電子カメラ１００からゲートウ
ェイサーバ１６０に送信する際、撮影の都度画像ファイルを電子カメラ１００からゲート
ウェイサーバ１６０に送信すると、通信確立のためのオーバヘッドや付加情報のために通
信時間が長くなってしまい、その間に撮影状況が変化してしまう場合や、予定した時間間
隔で撮影が実行できない場合がある。このような場合には、電子カメラ１００は一連の撮
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影の画像ファイルをＲＡＭ７０に一時的に保存しておき、一連の撮影が終了した時点で、
一連画像である旨の識別情報を付加した一連画像ファイルを、一連の撮影が終了した旨を
示す情報とともに一括してゲートウェイサーバ１６０に送信するようにしてもよい。また
電子カメラ１００と携帯電話１２０の間の近距離無線通信のデータ転送速度が早い場合に
は、一連で撮影した画像ファイルを撮影の都度電子カメラ１００から携帯電話１２０に送
信し、携帯電話１２０のＥＥＰＲＯＭ２６８に一時的に保管しておき、電子カメラ１００
は一連の撮影が終了した時点で、携帯電話１２０に一連の撮影が終了した旨を示す情報を
送信し、携帯電話１２０は該情報に応じて一連画像である旨の識別情報を付加した一連画
像ファイルを一括してゲートウェイサーバ１６０に送信するようにしてもよい。このよう
にすれば、電子カメラ１００は自動送信モード（撮影さいた画像ファイルを自動的に画像
サーバに送信して保存するモード）においても、画像ファイルの送信速度などに影響され
ず所望の撮影条件で一連の撮影を行うことができる。
【００８３】
また電子カメラ１００が一旦メモリカード７７に保存した一連撮影の画像ファイルを選択
し、該選択された画像ファイルを画像サーバに送信する場合でも、送信する画像ファイル
に一連の画像である旨の識別情報を付加して送信することにより、ゲートウェイ１６０が
一連撮影された画像ファイルを認識して同じ画像サーバに保存するなどの処理を行うこと
ができる。
【００８４】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０から受信した画像ファイルを画像バッファフォルダにバッファリングし、所定の周期で
画像バッファフォルダにバッファリングされた画像ファイルを画像サーバに配信している
が、外部からの指令に基づき画像バッファフォルダにバッファリングされた画像ファイル
を画像サーバに配信するようにしてもよい。図４１はこのような仕組みの画像伝送処理を
示す図であって、電子カメラ１００からゲートウェイサーバ１６０に複数の画像ファイル
が送信され、ゲートウェイサーバ１６０のカメラ識別情報に応じたフォルダ内の画像バッ
ファフォルダに一時的に保存される。その後パソコン１９０はゲートウェイサーバ１６０
に接続し、カメラ識別情報と画像転送先の画像サーバの識別情報と画像送信指令をゲート
ウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェイサーバ１６０は受信したカメラ識別情報に
応じたフォルダ内の画像バッファフォルダに一時的に保存された画像ファイルを、受信し
た画像サーバ識別情報に応じた画像サーバに一括送信する。このようにすれば、ユーザは
都合の良い時間に都合の良い画像サーバに電子カメラ１００で撮影した画像データをゲー
トウェイサーバから送信して保存させることができる。
【００８５】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０と画像サーバ間で伝送される画像ファイルを画像バッファフォルダにバッファリングし
、画像バッファフォルダにバッファリングされた画像ファイルを所定周期で画像サーバに
まとめて送信しているが、ゲートウェイサーバ１６０は次のような方法で蓄積された画像
ファイルを画像サーバへ送信するようにしてもよい。たとえばゲートウェイサーバ１６０
で一時的に保管している画像ファイルの総データ量が所定量以上になった場合に画像ファ
イルを画像サーバに送信する。あるいはゲートウェイサーバ１６０は画像ファイルの画像
バッファフォルダへの保管開始日時データに応じて、所定期間以上蓄積した画像ファイル
を画像サーバに送信する。あるいはゲートウェイサーバ１６０は所定時刻毎に蓄積した画
像ファイルを画像サーバに送信する。
【００８６】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０と画像サーバ間で伝送される画像ファイルを画像バッファフォルダにバッファリングし
、画像バッファフォルダにバッファリングされた画像ファイルを所定周期で全部クリアし
ているが、ゲートウェイサーバ１６０は次のような方法で画像ファイルを消去するように
してもよい。たとえばゲートウェイサーバ１６０は画像ファイルの画像バッファフォルダ
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への保管開始日時データに応じて、画像バッファフォルダで一時的に保管する画像ファイ
ルの総データ量が所定量以下となるように古い順に画像ファイルを消去する。あるいはゲ
ートウェイサーバ１６０は画像ファイルの画像バッファフォルダへの保管開始日時データ
に応じて、所定期間以上蓄積した画像ファイルを消去する。あるいはゲートウェイサーバ
１６０は所定時刻毎に蓄積した画像ファイルを消去する。
【００８７】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０と画像サーバ間で伝送される画像ファイルを画像バッファフォルダにバッファリングし
、必要に応じて電子カメラ１００に送信しているが、ゲートウェイサーバ１６０は画像バ
ッファフォルダに蓄積した画像ファイル（電子カメラ１００が画像サーバに送信した画像
ファイル、電子カメラ１００が画像サーバから読み出した画像ファイル）を電子カメラ１
００の指示により他の画像サーバまたは電子カメラに送信するようにしてもよい。このよ
うにすれば、電子カメラ１００からいちいちゲートウェイサーバ１６０に画像ファイルを
送信する必要がなくなるので、画像ファイルの送信時間を短縮できるとともに送信料金も
削減することができる。
【００８８】
上記実施形態（図１～図３６）においては、ゲートウェイサーバ１６０は電子カメラ１０
０から受信したカメラ識別情報に応じて、画像サーバ上の個別アルバムを管理しているが
、複数の電子カメラ１００を個体識別するためのカメラ識別情報の代わりに、一般的な識
別情報を用いることも可能である。例えばインターネットでの利用が予定されているＩＰ
プロトコルの次期バージョンであるＩＰＶ６（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｖ
ｅｒｓｉｏｎ　６）を識別情報として用いることにより、電子カメラ以外の画像を取り扱
う電子機器全てで本発明による画像伝送システムを利用することが可能になる。即ちＩＰ
Ｖ６では３２ビットのアドレス空間（１０の９乗のオーダー）を持ち、アドレスが枯渇す
る恐れが事実上ないので、１つの機器で用途に応じて複数のアドレスを持つことも可能に
なり、本発明による画像伝送システムの利用性を更に高めることができる。また例えば電
子カメラのような電子機器が無線ＬＡＮ（イーサネット(登録商標)）等によりゲートウェ
イサーバに接続するようなネットワーク環境においては、電子機器に個別に割り付けられ
たＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスまたはイーサネット(
登録商標）アドレスを識別情報として用いることも可能である。ＭＡＣアドレスは電子機
器毎に重複なく割り付けられているので、電子機器を個別識別するのに適しているととも
に、本発明の用途のために新たに識別情報を設定する手間を省くことができる。
【００８９】
上記実施形態（図１～図３６、図３９）においては、電子カメラ１００、携帯電話１２０
とゲートウェイサーバ１６０の間でパッケット通信により画像データ等の情報が伝送され
るとして説明したが、回線交換方式のデータ通信で画像データ等の情報を伝送するように
しても勿論構わない。
【００９０】
上記実施形態（図１～図３６）においては、画像サーバ１８１～１８４は電子カメラ１０
０毎に個別に設定されたカメラ識別情報に対応した個別のアルバム（フォルダ）を備え、
電子カメラ１００は該カメラに設定されているカメラ識別情報をゲートウェイサーバ１６
０に送信し、ゲートウェイサーバ１６０は受信したカメラ識別情報に応じて、画像サーバ
１８１～１８４上に受信したカメラ識別情報に応じた新しいアルバムを作成したり、画像
サーバ１８１～１８４上に存在する受信したカメラ識別情報に応じたアルバムに対して画
像データの書込みや読出しを行っているが、カメラ識別情報以外の識別情報を用いて電子
カメラ１００と画像サーバ１８１～１８４との間の画像データ伝送・保存を管理するよう
にしても構わない。
【００９１】
例えば図４２は電子カメラ側にパスワード入力手段を設け、ユーザにより入力されたパス
ワードに応じて画像データ伝送・保存を管理するようにしたものである。図４２において
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電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０２はそれぞれパスワード入力手段８１、８２を備
え、電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０２は撮影した画像ファイルを送信する際、ユ
ーザにより入力されたパスワードと画像ファイルをペアにしてゲートウェイサーバ１６０
に送信する。一方画像サーバ１８１はパスワードに応じたアルバムを用意しており、ゲー
トウェイサーバ１６０は受信したパスワードに対応した画像サーバ１８１上のアルバムに
受信した画像ファイルを送信して保存させる。ゲートウェイサーバ１６０は受信したパス
ワードに応じて画像サーバ上に新しいアルバムを作成することも可能である。また電子カ
メラＡ１０１、電子カメラＢ１０２は画像ファイルを画像サーバ１８１からダウンロード
する場合は、画像識別情報とパスワードをゲートウェイサーバ１６０に送信し、ゲートウ
ェイサーバ１６０は受信した画像識別情報とパスワードを画像サーバ１８１に送信する。
画像サーバ１８１は受信したパスワードに対応するアルバムから受信した画像識別情報に
対応する画像ファイルを読み出して、該画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０経由で
電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０２に送信する。なおパスワードの入力の代わりに
、個人識別データを予め記憶したＵＩＭカードを電子カメラに装着することにより、電子
カメラがユーザ識別情報を取得するようにしてもよい。
【００９２】
このようにすれば複数の電子カメラを同一のユーザが使用する場合あるいは同一のカメラ
を複数のユーザが使用する場合、電子カメラで撮影された画像ファイルはユーザにより入
力されたパスワードに応じた画像サーバ上のアルバムに格納されるので、画像サーバの同
じアルバムに保存された画像ファイルを後でユーザ別に分割したり、画像サーバの異なる
アルバムに保存された画像ファイルをユーザ毎に集めたりする面倒がなく、画像ファイル
を効率的にユーザ別に保存するとともに、保存する画像データに関するプライバシーを守
ることができる。
【００９３】
図４２ではユーザが電子カメラに入力したパスワードに応じて、電子カメラ１００と画像
サーバ１８１～１８４との間で行われる画像データの伝送および保存動作の制御管理を行
っているが、図４３はパスワードの代わりに電子カメラ側にユーザ識別手段を設け、ユー
ザの手を煩わせることなく電子カメラが自動的にユーザ識別を行い、該ユーザ識別情報に
応じて画像データ伝送・保存を管理するようにしたものである。図４３において電子カメ
ラＡ１０１、電子カメラＢ１０２はそれぞれユーザ識別手段８３、８４（指紋検出手段、
虹彩パターン検出手段、顔画像検出手段等）を備え、電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ
１０２は撮影した画像ファイルを送信する際、ユーザ識別手段８３、８４により検出され
たユーザ識別情報（指紋パターン特徴情報、虹彩パターン特徴情報、顔画像パターン特徴
情報等）と画像ファイルをペアにしてゲートウェイサーバ１６０に送信する。ゲートウェ
イサーバ１６０は、受信したユーザ識別情報と予め記憶した個人識別データに含まれるユ
ーザ識別情報を照合し、ユーザを特定する。一方画像サーバ１８１は個人識別データに応
じたアルバムを用意しており、ゲートウェイサーバ１６０は特定したユーザの個人識別デ
ータに対応した画像サーバ１８１上のアルバムに受信した画像ファイルを送信して保存さ
せる。ゲートウェイサーバ１６０は特定したユーザの個人識別データに応じて画像サーバ
上に新しいアルバムを作成することも可能である。また電子カメラＡ１０１、電子カメラ
Ｂ１０２は画像ファイルを画像サーバ１８１からダウンロードする場合は、画像識別情報
とユーザ識別情報をゲートウェイサーバ１６０に送信し、ゲートウェイサーバ１６０は受
信したユーザ識別情報に応じてユーザを特定し、該ユーザに対応する個人識別データと画
像識別情報を画像サーバ１８１に送信する。画像サーバ１８１は受信した個人識別データ
に対応するアルバムから受信した画像識別情報に対応する画像ファイルを読み出して、該
画像ファイルをゲートウェイサーバ１６０経由で電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０
２に送信する。
【００９４】
このようにすれば電子カメラのユーザの特定を自動的に行うことができるので、個人識別
のためのパスワード入力の手間がなくなるとともに、パスワード忘れやパスワードの盗難
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の問題も解決することができる。
【００９５】
以上図４２、図４３で説明した個人識別のための手段（パスワード入力手段、ＵＩＭカー
ド、指紋検出などのユーザ識別手段）は、電子カメラから携帯電話経由でゲートウェイサ
ーバに接続する場合は、携帯電話側に備えても良い。図４４は電子カメラから携帯電話経
由でゲートウェイサーバに接続する場合に、携帯電話の電話番号に応じて画像データ伝送
・保存を管理するようにしたものである。画像データ伝送・保存を管理するようにしたも
のである。図４４において電子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０２は撮影した画像ファ
イルを送信する際、携帯電話１２１（電話番号Ａ）に接続し画像ファイルを携帯電話１２
１に送信する。携帯電話１２１は受信した画像ファイルと電話番号をペアにしてゲートウ
ェイサーバ１６０に送信する。一方画像サーバ１８１は携帯電話の電話番号に応じたアル
バムを用意しており、ゲートウェイサーバ１６０は電話番号に対応した画像サーバ１８１
上のアルバムに受信した画像ファイルを送信して保存させる。ゲートウェイサーバ１６０
は電話番号に応じて画像サーバ上に新しいアルバムを作成することも可能である。また電
子カメラＡ１０１、電子カメラＢ１０２は画像ファイルを画像サーバ１８１からダウンロ
ードする場合は、画像識別情報を携帯電話１２１に送り、携帯電話１２１は電話番号と画
像識別情報をゲートウェイサーバ１６０に送信し、ゲートウェイサーバ１６０は電話番号
と画像識別情報を画像サーバ１８１に送信する。画像サーバ１８１は受信した電話番号に
対応するアルバムから受信した画像識別情報に対応する画像ファイルを読み出して、該画
像ファイルをゲートウェイサーバ１６０と携帯電話１２１経由で電子カメラＡ１０１、電
子カメラＢ１０２に送信する。
【００９６】
このようにすれば、ユーザは自分の所有する携帯電話を用いて画像送信や受信を行うこと
により、複数の電子カメラを用いたり、複数の人と同じ電子カメラを用いた場合でも、画
像サーバの個人別のアルバムに画像ファイルを個人別に切り分けて保存したり、画像サー
バの自分専用のアルバムから画像ファイルを読み出すことができる。
【００９７】
また更に電子カメラのカメラ識別情報および複数の個人識別のための手段を組み合わせれ
ば、ユーザ識別精度を向上させ、より高度な画像情報のセキュリティを達成することがで
きる。
【００９８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明による画像伝送システム、画像中継装置および電子画像機器
においては、画像中継装置が電子画像機器の個体識別情報に応じて、複数の電子画像機器
を１つの電子画像機器と見做し、電子画像機器から送信された画像データを画像サーバ上
の１つのアルバムに保存するため、一人のユーザが複数の電子画像機器を用いて送信した
画像データを、ユーザが面倒な手続きを行うことなく画像サーバ上の１つのアルバムに保
存することができるとともに、該アルバム上に保存された画像データをユーザが面倒な手
続きを行うことなく複数の電子画像機器を用いて閲覧することができる。
【００９９】
また本発明による画像伝送システム、画像中継装置および電子画像機器においては、画像
中継装置は電子カメラのユーザの同一性をパスワードまたはユーザの個人情報等により自
動的に認定し、認定結果に応じた画像サーバ上のアルバムに対して電子画像機器からのア
クセス（保存、閲覧）を許可するため、1台の電子画像機器を複数のユーザが共用する場
合でも、撮影された画像データを面倒な手続きなしにユーザ毎に分離したアルバムに格納
することができるとともに、面倒な手続きなしに他のユーザが撮影した画像データの閲覧
を禁止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】画像伝送システムの概念図である。
【図２】電子カメラの外観図（正面視）である。
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【図３】電子カメラの外観図（背面視）である。
【図４】電子カメラの電気構成を示すブロック図である。
【図５】メモリカードのデータの構成図である。
【図６】ＥＥＰＲＯＭのデータの構成図である。
【図７】携帯電話の外観図である。
【図８】携帯電話の電気構成を示すブロック図である。
【図９】ゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図１０】ゲートウェイサーバのメモリの構成図である。
【図１１】カメラ識別情報リンクデータの説明図である。
【図１２】個人識別データの説明図である。
【図１３】サーバ管理データの説明図である。
【図１４】転送履歴データの説明図である。
【図１５】画像サーバの構成を示すブロック図である。
【図１６】画像サーバのメモリの構成図である。
【図１７】電子カメラの状態遷移図である。
【図１８】ＣＰＵのメインフローチャートである。
【図１９】サブルーチンのフローチャートである。
【図２０】画面の表示例である。
【図２１】サブルーチンのフローチャートである。
【図２２】サブルーチンのフローチャートである。
【図２３】サブルーチンのフローチャートである。
【図２４】サブルーチンのフローチャートである。
【図２５】画面の表示例である。
【図２６】サブルーチンのフローチャートである。
【図２７】画面の表示例である。
【図２８】画面の表示例である。
【図２９】サブルーチンのフローチャートである。
【図３０】サブルーチンのフローチャートである。
【図３１】画面の表示例である。
【図３２】画面の表示例である。
【図３３】サブルーチンのフローチャートである。
【図３４】サブルーチンのフローチャートである。
【図３５】サブルーチンのフローチャートである。
【図３６】サブルーチンのフローチャートである。
【図３７】画像伝送システムの概念図である。
【図３８】画面の表示例である。
【図３９】画像伝送システムの概念図である。
【図４０】画像伝送の動作説明図である。
【図４１】画像伝送の動作説明図である。
【図４２】画像伝送の動作説明図である。
【図４３】画像伝送の動作説明図である。
【図４４】画像伝送の動作説明図である。
【符号の説明】
１０　撮影レンズ
１６　レリーズボタン
２１　左ＬＣＤ（左画面）
２２　右ＬＣＤ（右画面）
３１　送信ボタン
３１　受信ボタン
５０　ＣＰＵ
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５５　ＣＣＤ
７２　近距離無線通信回路
７７　メモリカード
１００　電子カメラ
１１０　近距離通信回線
１２０　携帯電話
１３０　無線携帯電話回線
１４０　基地局
１５０　パケット通信網
１６０　ゲートウェイサーバ
１７０　インターネット
１８０　仮想画像サーバ
１８１～１８４　画像サーバ
１９０　パソコン

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】 【図２７】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】

【図４２】

【図４３】

【図４４】
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