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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表す画像データを取得して記憶するメモリと、
　記憶している画像データが表す画像を表示する表示部と、
　動作指示のために使用者によって操作される操作部と、
　機器全体の動作を制御する制御部とを備えた電子機器において、
　前記メモリは、
　取得した画像データが視差のない２次元の画像と視差のある３次元の画像のいずれを表
すかに応じて、画像データのほかに、その画像データが表す画像の次元に関する属性を記
憶するとともに、著作権に関する属性を記憶しており、
　前記制御部は、電子メールを作成して送信する際に画像データの添付が指示されたとき
に、画像の次元、著作権に基づいて定められた、電子メールに添付してよい画像データの
みを、操作部の操作によって使用者に選択させることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記電子メールに添付してよい画像データは、次元に関する属性が２次元で、著作権情
報がなしの画像データであることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　インターネットに接続して情報をダウンロードする機能を有しており、
　前記画像データは、インターネットを介して取得した画像データであることを特徴とす
る請求項１に記載の電子機器。
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【請求項４】
　画像を撮影する撮像部を備え、
　前記画像データは、撮像部での撮影により取得した画像データであることを特徴とする
請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記制御部は、撮像部での撮影により取得した画像データであって、使用者が著作権に
関する情報を付加した画像データについては、著作権属性によって電子メールへの添付を
不可と判断し、操作部の操作による使用者の選択を不可とすることを特徴とする請求項４
に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、視差のある左眼用の画像データと右眼用の画像データに基づいて、立体的に観
察される画像を表示する機能を有する電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電話機能を通じてインターネットに接続する携帯式電話機が普及しつつある。このような
携帯式電話機では、パーソナルコンピュータと同様に、インターネットを介して情報をダ
ウンロードしたり、電子メールにファイルを添付して送受したりすることができる。多く
の携帯式電話機は、比較的大きな表示装置を備えて、画像を表示し得るようになっており
、ダウンロードした画像データや受信メールに添付された画像データが表す画像を表示す
ることができる。携帯式電話機にカメラを備えることも行われており、撮影した画像を表
示したり、その画像データをメールに添付して送信することも可能である。
【０００３】
近年では、視差のある左右の画像を表す画像データがインターネットを介して提供されて
おり、平面的な２次元の画像だけでなく、立体的な３次元の画像を表示する携帯式電話機
も提案されている（例えば、特開２００１－２５１４０３号公報）。このような携帯式電
話機では、２次元の画像を表示するときと３次元の画像を表示するときとで、表示装置の
設定が切り替えられる。
【０００４】
さらに、カメラで撮影した画像を表す２次元の画像データから、立体的な画像を表す３次
元の画像データを生成する技術も開発されている（例えば、特開２０００－２２８７７８
号公報）。携帯式電話機は小型軽量であることが好ましく、したがって、カメラを２つ備
えて左眼用と右眼用の画像を撮影する構成は実用的でないから、２次元の画像データから
３次元の画像データを生成する技術は、携帯式電話機に好適である。
【０００５】
画像データはファイルとして取り扱われ、ファイルには、画像を識別するための名称と、
画像の種類つまり画像データの書式を表す拡張子とから成るファイル名が付される。画像
データはデータ量が多いため、通常、圧縮しておき、表示の際に圧縮の逆処理である解凍
を行って、表示に適する形態に戻される。圧縮はＪＰＥＧ方式に従って行うのが一般的で
あり、この場合の画像データのファイル名の拡張子は「ＪＰＥＧ」または「ＪＰＧ」とさ
れる。ファイルには、画像データと共に、画像の大きさ（画素数）が記される。また、イ
ンターネットを介して提供される画像データのファイルには、著作者名等の著作権に関す
る情報も付加される。
【０００６】
使用者は、画像の表示やメールへの画像データの添付に際し、ファイル名を一覧表示させ
て、画像データを選択することができる。しかし、ファイル名を表示するだけでは、画像
データが表す画像の内容が判り難く、不便である。そこで、各画像データから本来の画像
を縮小した画像を表す画像データを作成して、それらの画像を並べて表示することが行わ
れている。このような縮小した画像はサムネイル画像と呼ばれる。サムネイル画像の画像
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データは、元の画像データから離間した画素データを抽出することによって、すなわち、
画像データを間引くことによって作成する。サムネイル画像を並べて表示することで、多
くの画像データがそれぞれ表す画像の内容が直ちに判り、使用者の選択がきわめて容易に
なる。
【０００７】
【特許文献】
特開２００１－２５１４０３号公報
【特許文献】
特開２０００－２２８７７８号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
前述のように、画像データを電子メールに添付して送信することが可能である。ただし、
３次元の画像を表示し得る携帯式電話機は、提案からまだ日が浅く、広範に普及している
とは言い難いのが現状である。このため、３次元の画像を表す画像データを、２次元の画
像データと同様にメールに添付して送信しても、受信側で利用できるとは限らない。受信
側で利用できない画像データをメールに添付して送信することは、使用者個人にとっては
通信料の無駄使いとなり、社会的にも公共電波の無駄使いとなる。これを避けるためには
、使用者自身がメールへの添付時に注意する必要があり、使用者の負担が大きい。
【０００９】
また、２次元の画像データと３次元の画像データとを区別することなく、両者のファイル
に同一の拡張子を付すシステムも存在し、そのようなシステムの画像データについては、
２次元の画像を表すものか３次元の画像を表すものかを、ファイル名の拡張子から判断す
ることはできない。この場合、画像データが２次元の画像を表すものであるか３次元の画
像を表すものであるかの判別は、画像データそのものに基づいて行わなければならない。
これは、２次元の画像を表示するときと３次元の画像を表示するときの表示装置の設定の
切り替えに遅延を招き、処理効率を低下させる。
【００１１】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、記憶している画像データが２次
元の画像を表すものか３次元の画像を表すものかの判別が容易な、携帯式電話機等の電子
機器を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明では、画像を表す画像データを取得して記憶するメ
モリと、記憶している画像データが表す画像を表示する表示部と、動作指示のために使用
者によって操作される操作部と、機器全体の動作を制御する制御部とを備えた電子機器に
おいて、前記メモリは、取得した画像データが視差のない２次元の画像と視差のある３次
元の画像のいずれを表すかに応じて、画像データのほかに、その画像データが表す画像の
次元に関する属性を記憶するとともに、著作権に関する属性を記憶しており、前記制御部
は、電子メールを作成して送信する際に画像データの添付が指示されたときに、画像の次
元、著作権に基づいて定められた、電子メールに添付してよい画像データのみを、操作部
の操作によって使用者に選択させる。
【００１３】
この電子機器では、画像データが表す画像が２次元であるか３次元であるかの情報を、画
像データやファイル名の拡張子とは別に、属性として記憶しておく。したがって、ファイ
ル名の拡張子から画像の次元を知ることができないときでも、確実に画像の次元を判別す
ることができる。また、画像データそのものを参照することなく画像の次元を判別するこ
とができるため、処理効率が向上する。例えば、２次元の画像を表示するときと３次元の
画像を表示するときとで設定を切り替える表示装置を備える構成とするときに、その切り
替えを速やかに行うことが可能になる。
【００１４】
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　また、メモリは、著作権に関する属性を記憶しており、制御部は、電子メールを作成し
て送信する際に画像データの添付が指示されたときに、画像の次元、著作権に基づいて定
められた、電子メールに添付してよい画像データのみを、操作部の操作によって使用者に
選択させる。前記電子メールに添付してよい画像データは、例えば、次元に関する属性が
２次元で、著作権情報がなしの画像データである。本発明の電子機器が、インターネット
に接続して情報をダウンロードする機能を有していれば、前記画像データは、インターネ
ットを介して取得した画像データであってもよい。また、本発明の電子機器が、画像を撮
影する撮像部を備えていれば、前記画像データは、撮像部での撮影により取得した画像デ
ータであってもよい。
【００１５】
　また、前記制御部は、撮像部での撮影により取得した画像データであって、使用者が著
作権に関する情報を付加した画像データについては、著作権属性によって電子メールへの
添付を不可と判断し、操作部の操作による使用者の選択を不可としてもよい。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態の携帯式電話機について図面を参照しながら説明する。本実施
形態の携帯式電話機１の概略構成を図１に模式的に示す。携帯式電話機１は、通信部１１
、音声入力部１２、音声出力部１３、操作部１４、撮像部１５、外部機器インターフェー
ス（Ｉ／Ｆ）１６、表示部１７、および制御部１０を備える。
【００１９】
通信部１１は、送信すべき信号を搬送波に担持させてアンテナ１１ａより送出するととも
に、アンテナ１１ａで受信した搬送波から信号を抽出する。音声入力部１２は送信すべき
音声を取得し、音声出力部１３は受信した音声を出力する。操作部１４は、数字や文字あ
るいは所定の機能に対応づけられたいくつかのキーを備えており、電話番号や文字列の入
力および動作の指示のために使用者によって操作される。操作部１４のキーには、表示部
１７に表示されるカーソル（ポインタ）を上下左右に移動させるための４つのカーソルキ
ーが含まれる。
【００２０】
撮像部１５は、ＣＣＤエリアセンサとこれに光を結像させるレンズを含むカメラより成り
、画像を撮影する。外部機器インターフェース１６は、通信ケーブルを取り付けることが
可能であり、ケーブルを介してパーソナルコンピュータ等の他の機器と通信する。表示部
１７は液晶表示装置より成り、文字や画像を表示する。撮像部１５で撮影した画像は表示
部１７に表示される。
【００２１】
制御部１０は、携帯式電話機１の全体の動作を制御するとともに、送受する音声や画像デ
ータの処理を行う。制御部１０にはＣＰＵ１０ａが含まれており、制御や各種処理は主と
してＣＰＵ１０ａによってなされる。
【００２２】
携帯式電話機１は、インターネットに接続してウェブページから情報をダウンロードする
機能や電子メールを送受する機能を有する。送受するメールには、様々なファイルを添付
することが可能であり、これらのファイルには画像データを記したものも含まれる。ダウ
ンロードされる情報にも画像データが含まれる。ダウンロードした画像データや受信メー
ルに添付されていた画像データが表す画像は、撮像部１５で撮影した画像と同様に、表示
部１７に表示することができる。
【００２３】
携帯式電話機１は、上記の各部のほか、表示用メモリ１８、作業用メモリ１９、保存用メ
モリ２０、プログラムメモリ２１、およびパラメータメモリ２２を備える。表示用メモリ
１８は、表示部１７に表示すべき画像を表す画像データを一時的に記憶する。作業用メモ
リ１９は、制御部１０のＣＰＵ１０ａが制御や画像データの処理に必要な情報を一時的に
記憶する。保存用メモリ２０は、画像データを記憶して保存する。保存用メモリ２０はフ
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ラッシュメモリより成り、書き換え可能であり、また、電力供給を受けないときにも記憶
内容を失わない。
【００２４】
プログラムメモリ２１はＣＰＵ１０ａが行う動作を記したプログラムを記憶しており、パ
ラメータメモリ２２はＣＰＵ１０ａが制御や画像データの処理に用いるパラメータを記憶
している。これらのメモリ２１、２２はＲＯＭより成り、電力供給を受けないときでも記
憶内容を失わない。
【００２５】
携帯式電話機１は、単一の画像データに基づいて平面的な２次元の画像を表示する機能に
加え、視差のある左右の画像を表す２種の画像データに基づいて立体的な３次元の画像を
表示する機能を有する。これらの画像の表示の原理を図２に示す。
【００２６】
表示部１７の液晶表示装置は透過型であり、赤色（Ｒ）光を選択的に透過させるフィルタ
ーを備え、画像のＲ成分を表示する画素（Ｒ画素という）群と、緑色（Ｇ）光を選択的に
透過させ、画像のＧ成分を表示する画素（Ｇ画素という）群と、青色（Ｂ）光を選択的に
透過させるフィルターを備え、画像のＢ成分を表示する画素（Ｂ画素という）群を有する
。これら３種の画素群は、図２（ａ）に示すように、それぞれ縦方向に列を成すように配
置されており、また、この順で横方向に交互に配置されている。横方向に並ぶ３つの画素
（Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素）が画像の１点を表す。
【００２７】
２次元の画像を表示するときは、画像の各点を横方向および縦方向に連続して表示する。
全ての画素からの光は使用者の左眼と右眼の双方に導かれる。一方、３次元の画像を表す
ときは、図２（ｂ）に示すように、横方向については、左眼用の画像と右眼用の画像を、
１画素ごとに交互に表示する。縦方向については、左眼用の画像、右眼用の画像共に、画
像の各点を連続して表示する。左眼用の画像の光は左眼のみに導かれ、右眼用の画像は右
眼のみに導かれる。
【００２８】
３次元の画像の提供に際し、左眼用の画像の光と右眼用の画像の光をそれぞれ選択的に左
眼および右眼に導くための構成を図３に模式的に示す。表示部１７は、２つの透過型液晶
パネル１７ａ、１７ｂ、導光板１７ｃおよび光源１７ｄより成る。光源１７ｄは白色光を
発して、発した光を導光板１７ｃにその端面より入射させる。導光板１７ｃは、上面また
は下面に微細な凹凸（不図示）を有しており、端面より入射した光を、上下両面で全反射
して他方の端面に向けて導きつつ、凹凸によって上面から出射させる。
【００２９】
液晶パネル１７ａは、画像を表示するためのものであり、前述のＲ画素群、Ｇ画素群、Ｂ
画素群より成る。導光板１７ｃからの光は、液晶パネル１７ａによって変調されて、画像
を表す光となる。なお、液晶パネル１７ａの上面および下面に対向して偏光板が設けられ
ているが、ここでは図示していない。
【００３０】
液晶パネル１７ｂは、縦方向（図３の紙面に垂直な方向）に延びる透明電極（不図示）を
有しており、斜線を付して示したように、電圧印加時にストライプ状の遮光部を現出する
。液晶パネル１７ｂは各遮光部が液晶パネル１７ａの画素と画素の間に対向するように配
置されている。液晶パネル１７ａの横方向に並ぶ画素のうち、奇数番目の画素からの光は
、液晶パネル１７ｂの遮光部によって遮断されて右眼には達せず、左眼のみに達し、逆に
、偶数番目の画素からの光は、遮光部によって遮断されて左眼には達せず、右眼のみに達
する。左眼用の画像と右眼用の画像を１画素ごとに交互に表示することにより、３次元の
画像が使用者に提供される。
【００３１】
２次元の画像を表示する際には、液晶パネル１７ｂに電圧を印加せず、遮光部を現出させ
ない。この場合、液晶パネル１７ａの全ての画素からの光は、左眼と右眼の双方に達する
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。この設定で２次元の画像を表示する状態を２Ｄモードといい、図３に示した設定で３次
元の画像を表示する状態を３Ｄモードという。
【００３２】
インターネットを介してダウンロードする画像データや受信メールに添付されている画像
データには、２次元の画像を表すものと、３次元の画像を表すものがある。３次元の画像
を表す画像データのデータ配列を図４に模式的に示す。左眼用の画像データと右眼用の画
像データはそれぞれ２次元の画像を表す画像データの半分の大きさであり、画像の横方向
の１列ごとに、左眼用の画像データと右眼用の画像データが並べて配置される。各画像デ
ータ中では、画像の１点を表すＲ画素用、Ｇ画素用、Ｂ画素用のデータ（それぞれ、Ｒ画
素データ、Ｇ画素データ、Ｂ画素データという）の組が横方向に並べて配置されている。
【００３３】
この画像データに基づいてそのまま画像を表示すると、その画像は図５（ａ）に示したよ
うに、左眼用の画像と右眼用の画像が左右に分離して表示されることになる。そこで、図
４の画像データをそのまま用いるのではなく、横方向の配列を変更して、左眼用の画像デ
ータと右眼用の画像データとを１画素データごとに交互に並べる。この配列変更後の画像
データを表示すると、図５（ｂ）に示したように、左眼用の画像と右眼用の画像が融合し
て表示される。この画像を３Ｄモードで表示することで、立体的な像が使用者に提供され
る。
【００３４】
携帯式電話機１は、２次元の画像を表す画像データから３次元の画像を表す画像データを
生成する機能を有する。これは、２次元の画像データから、Ｒ画素データ、Ｇ画素データ
、Ｂ画素データの組を１組おきに抽出して（間引いて）左眼用の画像データとし、この左
眼用の画像データに含まれるＲ画素データ、Ｇ画素データ、Ｂ画素データの各組を、左右
方向の位置に応じて、端に近いものほどシフト量が大きくなるようにシフトさせて、右眼
用の画像データとする。この機能により、インターネットを介して取得した２次元の画像
データや、撮像部１５で撮影した画像を表す画像データから、３次元の画像を表す画像デ
ータが得られ、３次元の画像を提供することが可能になる。
【００３５】
なお、本実施形態では、左右を区別するときに、上記のように、左を主、右を従として説
明するが、いずれを主としてもかまわない。説明中の「左」と「右」は相互に置き換えて
読むことができる。
【００３６】
携帯式電話機１は、多数の画像データを個別のファイルとして保存用メモリ２０に記憶す
る。インターネットを介してダウンロードした画像データや受信メールに添付されていた
画像データのファイルについては、元々付されていたファイル名を付し、撮像部１５で撮
影した画像を表す画像データのファイルについては、所定のファイル名を付す。これらの
ファイル名は使用者が任意に変更することができる。
【００３７】
記憶している画像データが表す画像を表示部１７に表示するとき、および記録している画
像データを電子メールに添付して送付するとき、使用者は、ファイル名を一覧として表示
部１７に表示させて、所望のものを選択することができる。携帯式電話機１は、使用者に
よる選択をより容易にするために、サムネイル画像を一覧表示する機能も有する。サムネ
イル画像を表す画像データは、インターネットを介して取得した画像データ、または撮像
部１５によって撮影した画像を表す画像データから作成しておき、元の画像データと共に
その画像データのファイル内に記憶しておく。
【００３８】
サムネイル画像は２次元の画像とすることもできるし、３次元の画像とすることもできる
。サムネイル画像の表示例を図６（ａ）～図６（ｅ）に示す。これらの図において、三角
形で表記したサムネイル画像は元の画像データが２次元の画像を表すものあることを意味
し、円形または楕円形で表記したサムネイル画像は元の画像データが３次元の画像を表す
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ものであることを意味する。サムネイル画像は、２Ｄモードで一律に平面的に、または３
Ｄモードで一律に立体的に表示する。
【００３９】
図６（ａ）～図６（ｄ）は２Ｄモードでのサムネイル画像の表示例であり、図６（ｅ）は
３Ｄモードでのサムネイル画像の例である。いずれの例においても、２次元の画像を表す
画像データから作成したサムネイル画像と、３次元の画像データから作成したサムネイル
画像が混在している。
【００４０】
サムネイル画像を表す画像データは、元の画像データからＲ画素データ、Ｇ画素データ、
Ｂ画素データの組を複数の組あたり１組抽出して（間引いて）作成する。元の画像データ
が３次元の画像を表す場合の２次元のサムネイル画像の画像データの作成には、３通りの
方法がある。まず、図６（ａ）に示すように、図４のデータ配列全体から生成することが
できる。また、図６（ｂ）に示すように、図４のデータ配列のうち、左眼用の画像データ
のみから生成することもできる。さらに、図６（ｃ）に示すように、左眼用の画像データ
のみから、横方向の間引き率を半分にして、生成することもできる。
【００４１】
左眼用の画像データのみからサムネイル画像の画像データを作成する場合、元の画像デー
タが２次元の画像を表すものか３次元の画像を表すものかが、使用者にとって判り難くな
る。そこで、各サムネイル画像と共に、元の画像データが表す画像の次元を記号で表示す
るとよい。図６（ｄ）は、図６（ｃ）の表示に、「２Ｄ」および「３Ｄ」の記号を加えた
ものである。
【００４２】
元の画像データが３次元の画像を表す場合の３次元の画像を表す画像データの作成は、図
４のデータ配列を、前述のように、左眼用の画素データと右眼用の画素データが交互に並
ぶ形式に変換し、その変換後の画像データを用いて行う。また、元の画像データが２次元
の画像を表す場合の３次元の画像を表す画像データの作成は、元の画像データからのデー
タ抽出により左眼用の画像データを作成し、この左眼用の画像データから右眼用の画像デ
ータを生成し、さらに、左眼用の画素データと右眼用の画素データが交互に並ぶ形式に変
換して、その変換後の画像データを用いて行う。
【００４３】
また、元の画像データが２次元の画像を表す場合、元の画像データからのデータ抽出によ
り左眼用の画像データを作成し、この左眼用の画像データをそのまま複写して右眼用の画
像データとし、左眼用の画素データと右眼用の画素データが交互に並ぶ形式に変換して、
その変換後の画像データを用いて行うようにしてもよい。このようにすると、３Ｄモード
での表示により、左右の眼に視差のない画像、つまり２次元の画像が提供されることにな
る。
【００４４】
サムネイル画像の大きさは一定であり、したがって、その画像データの大きさ（画素数）
も一定である。一方、撮像部１５で撮影する画像の大きさは一定であるものの、インター
ネットを介して取得する画像の大きさは、提供者によって異なる。このため、サムネイル
画像を表す画像データの作成に際しては、元の画像の大きさを考慮する。具体的には次の
ようにしてサムネイル画像の画像データを作成する。
【００４５】
まず、サムネイル画像の横方向の大きさ（画素数）に対する元の画像の横方向の大きさ（
画素数）の比と、サムネイル画像の縦方向の大きさに対する元の画像の縦方向の大きさの
比を算出する。そして、小さい方の比に従って元の画像データから画素データを抽出して
、中間画像データを生成する。この中間画像データは、比の小さい方向についてはサムネ
イル画像に合致した大きさとなる。次いで、比の大きい方向について、中間画像データの
うちのサムネイル画像の大きさを超える部分を削除する。これで、元の画像データの大き
さによらず、一定の大きさのサムネイル画像を表す画像データが得られる。



(8) JP 4093833 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

【００４６】
画像データ取得時の携帯式電話機１の処理の流れの概略を図７に示す。まず、インターネ
ットからのダウンロード、電子メール受信、または撮像部１５での撮影によって画像デー
タを取得し（ステップ＃１０）、取得した画像データをファイルとして保存用メモリ２０
に記憶する（＃１１）。次いで、取得した画像データならびにその画像データのファイル
名およびファイルに付加されている情報を解析して、画像データの種類（書式）、画像の
次元、著作権に関する情報等を得て（＃１２）、それらを画像データの属性として、画像
データのファイルに記憶する（＃１３）。さらに、取得した画像データからサムネイル画
像を表す画像データを作成し（＃１４）、その画像データを元の画像データのファイルに
記憶する（＃１５）。最後に、取得した画像データが表す画像を、その次元に応じて２Ｄ
モードまたは３Ｄモードで、表示部１７に表示する（＃１６）。
【００４７】
ステップ＃１２および＃１３の処理においては、作業用メモリ１９を使用する。作業用メ
モリ１９および保存用メモリ２０における記憶内容の構造を、それぞれ図８（ａ）および
図８（ｂ）に模式的に示す。図８（ｂ）に示すように、保存用メモリ２０には、画像デー
タごとのファイルが記憶され、全てのファイルには一連の番号が付されている。なお、こ
こでは、番号が１のファイルが削除されて存在しなくなった状態の例を示している。
【００４８】
保存用メモリ２０中の各ファイルは、管理情報、サムネイル画像データ、および画像デー
タで構成される。管理情報には、画像の種類（書式）、画像の次元属性、著作権属性、フ
ァイル名、画像サイズ（画像データの横方向と縦方向の画素数）が含まれる。サムネイル
画像データは、圧縮して記憶しておき、その圧縮処理に関する情報を付加しておく。また
、画像データは、取得時に圧縮されており、圧縮処理に関する情報と共にそのまま記憶す
る。画像データには、前述のように、２次元の画像を表すものと３次元の画像を表すもの
がある。
【００４９】
作業用メモリ１９には、保存用メモリ２０中の全ての画像データのファイルの管理情報と
、先頭の画像データの番号が記憶される。また、各画像データの管理情報ごとに、次の画
像データの番号が記憶される。図８（ａ）の例では、先頭の画像データの番号（画像番号
）は「２」、２番目の画像データの次の画像データの番号は「３」である。最後の画像デ
ータの管理情報には、次の画像データの番号として「０」が記憶される（不図示）。さら
に、インターネットを介して画像データを取得したときには、その画像データに付加され
ている画像の種類（書式）を表す情報および著作権に関する情報を、作業用メモリ１９の
所定の領域に記憶しておく（不図示）。
【００５０】
制御部１０は、電力供給開始時に、保存用メモリ２０から全ての画像データの管理情報を
読み出して作業用メモリ１９に記憶させておく。以降は、作業用メモリ１９を参照して、
保存用メモリ２０の各ファイルを管理する。管理には、画像データの番号を用いる。保存
用メモリ２０からファイルを削除したときには、対応する管理情報を作業用メモリ１９か
ら削除し、作業メモリ１９中の次の画像データの番号を適宜変更する。また、新たな画像
データを保存用メモリ２０に記憶させたときは、その管理情報を作業用メモリ１９に記憶
し、作業メモリ１９中の次の画像データの番号を適宜変更する。
【００５１】
一般に、インターネットを介して提供される画像データはＪＰＥＧ方式に従って圧縮され
ており、撮像部１５によって撮影した画像を表す画像データも、ＪＰＥＧ方式に従って圧
縮する。ただし、インターネットを介して提供されるＪＰＥＧ方式の画像データのファイ
ル名の拡張子は、２次元の画像を表すときには「ＪＰＥＧ」または「ＪＰＧ」とされ、３
次元の画像を表すときには「ＳＴＪ」とされている。携帯式電話機１でもこれに準じて、
撮影した２次元の画像を表す画像データについては、ファイル名の拡張子を「ＪＰＥＧ」
または「ＪＰＧ」とし、その画像データから生成した３次元の画像を表す画像データにつ
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いては、そのファイル名の拡張子を「ＳＴＪ」とする。
【００５２】
携帯式電話機１は、動きのある画像を表す２つ以上の画像データから、それらの画像の中
間のいくつかの画像を表す画像データを生成して、動きの滑らかな動画を表示する機能を
有する。このような画像をＥアニメーションという。Ｅアニメーションにも、平面的な２
次元の画像と立体的な３次元の画像がある。また、Ｅアニメーションの画像データはイン
ターネットを介して提供されている。提供されるＥアニメーションの画像データもＪＰＥ
Ｇ方式に従って圧縮されている。ただし、Ｅアニメーションの画像データは、２次元の画
像を表すか３次元の画像を表すかにかかわらず、ファイル名の拡張子を「ＮＶＡ」とされ
る。携帯式電話機１においてもこれに準じて、全てのＥアニメーションの画像データにつ
いて、ファイル名の拡張子を「ＮＶＡ」とする。
【００５３】
図７に示した画像データ取得時の処理のうち、ステップ＃１２～＃１５における処理をよ
り詳細に図９に示す。まず、保存用メモリ２０から画像データを読み出す（ステップ＃１
０２）。読み出しに際しては、画像データに付されている圧縮処理の情報を用いて解凍す
る。そして、作業用メモリ１９の前述の所定領域を参照して、画像の種類を判別する（＃
１０４）。撮像部１５での撮影により画像データを取得したときには、作業用メモリ１９
の所定領域には何も記憶していないが、このときは画像の種類を「ＪＰＥＧ」とする。
【００５４】
次いで、画像データを解析して、Ｅアニメーションの画像であるか否かを判別する（＃１
０６）。Ｅアニメーションでないときは、ファイル名を調べて、拡張子が「ＳＴＪ」であ
るか否を判別する（＃１０８）。拡張子が「ＳＴＪ」であれば、２Ｄ／３Ｄ属性を「３Ｄ
」とし（＃１１４）、そうでなければ、２Ｄ／３Ｄ属性を「２Ｄ」とする（＃１１６）。
２Ｄ／３Ｄ属性は作業用メモリの所定領域に記憶しておく（＃１１８）。Ｅアニメーショ
ンの画像データであれば、画像データを解析して２次元の画像データであるか、３次元の
画像データであるかを判別する（＃１１０）。３次元の画像データのときには、２Ｄ／３
Ｄ属性を「３Ｄ」とし（＃１１４）、２次元の画像データのときには、２Ｄ／３Ｄ属性を
「２Ｄ」とする（＃１１６）。
【００５５】
そして、作業用メモリ１９の前述の所定領域を参照して著作権に関する情報の有無を判別
し（＃１２０）、あれば著作権属性を「あり」とし（＃１２２）、なければ著作権属性を
「なし」とする（＃１２４）。また、サムネイル画像の画像データを作成し（＃１２６）
、作成した画像データを圧縮する（＃１２８）。
【００５６】
次いで、保存用メモリ２０中の画像データに付す画像番号Ｎを１とする（＃１３０）。そ
して、その画像番号Ｎの管理情報を作業用メモリ１９に記憶しているか否かを調べ（＃１
３２）、記憶していれば画像番号Ｎに１を加えて（＃１３４）、ステップ＃１３２に戻る
。画像番号Ｎを記憶していなければ、保存用メモリ２０のうち、図７のステップ＃１１で
記憶した画像データのファイル内に、圧縮したサムネイル画像の画像データ、画像種類属
性、２Ｄ／３Ｄ属性、および著作権属性を記憶して保存する（＃１３６）。その際、その
ファイル（画像データ）の番号をＮとする。また、作業用メモリ１９に、管理情報として
、画像種類属性、２Ｄ／３Ｄ属性および著作権属性を記憶し（＃１３８）、その管理情報
の番号をＮとする。
【００５７】
さらに、作業用メモリ１９に記憶した管理情報に付加する次の画像番号を、その時点での
先頭の画像番号とし（＃１４０）、先頭の画像番号をＮとする（＃１４２）。
【００５８】
ステップ＃１２８におけるサムネイル画像の画像データの圧縮はＪＰＥＧ方式に従って行
い、ステップ＃１３６におけるその画像データの記憶に際しては、後の解凍を可能にする
ために、圧縮処理に用いたパラメータも記憶しておく。ここで、サムネイル画像の画像デ
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ータは、携帯式電話機１のみで使用するものであるので、一部のパラメータは常時一定と
して、全ての画像データに共通にすることが可能である。このような共通のパラメータを
サムネイル画像の画像データごとに記憶するとすれば、保存用メモリ２０の記憶容量の無
駄使いとなる。そこで、大きな記憶容量を必要とする共通のパラメータについては、画像
データごとに記憶するのではなく、パラメータメモリ２２（図１参照）に記憶しておく。
【００５９】
ＪＰＥＧ方式による圧縮処理で用いられるパラメータを図１０に示す。圧縮は、ハフマン
符号化とこれに続く量子化の２段階で行われ、それぞれハフマンテーブルと、量子化テー
ブルがパラメータとして用いられる。携帯式電話機１では、ハフマンテーブル（記号ＤＨ
Ｔ）を全てのサムネイル画像の画像データに共通として、これをサムネイル画像の画像デ
ータに付加して記憶するパラメータから除外する。ハフマンテーブル大きさは４００バイ
ト程度であり、例えば、標準的な圧縮を用いた４８×４８ドットのサムネイル画像の画像
データと全パラメータの大きさ（約９００バイト）の約４５％に相当するから、ハフマン
テーブルを記憶しないことで、保存用メモリ２０の記憶容量の大きな節約となる。なお、
量子化テーブル（記号ＤＱＴ）はハフマン符号化後の画像データに依存するため、画像デ
ータごとに個別に記憶する必要がある。
【００６０】
サムネイル画像の表示に際しては、圧縮されている画像データを、その画像データと共に
記憶している量子化テーブルを用いて逆量子化し、さらに、パラメータメモリ２２に記憶
しているハフマンテーブルを用いて逆符号化（復号化）する。
【００６１】
取得した画像データについては、ハフマンテーブルを含む全パラメータを記憶する。イン
ターネットを介して提供される画像データは、ハフマンテーブルが共通でないからである
。ただし、撮像部１５の撮影で取得した画像データについては、共通のハフマンテーブル
をパラメータメモリ２２に記憶しておいて、これを用いて符号化を行って、ハフマンテー
ブルを記憶しないようにしてもよい。このようにすると、保存用メモリ２０の記憶容量の
さらなる節約になる。
【００６２】
ハフマンテーブルを画像データと共に記憶しない場合、ハフマンテーブルを記憶していな
いことを示す情報を画像データに付加して記憶しておくとよい。このようにすると、その
画像データを電子メールに添付して送信する際に、共通のハフマンテーブルを付加すべき
ことが明確になる。また、ハフマンテーブルを記憶しなかった画像データについては電子
メールへの添付を許さないようにするときに、後述するように、電子メールへの添付が不
可である旨をサムネイル画像と共に表示することができる。ハフマンテーブルを記憶して
いないことを示す情報は、前述の２Ｄ／３Ｄ属性や著作権属性と同様に、管理情報に含め
ておくのが好ましい。ハフマンテーブルの有無の判断を速やかに行うことが可能になる。
【００６３】
ハフマンテーブルを記憶しなかった画像データを、そのまま他の機器に提供することを許
すようにしてもよい。この場合は、ハフマンテーブルが省略されていることを示す情報を
画像データに付加しておく。そのような画像データを取得した機器は、付加されている情
報によってハフマンテーブルが省略されていることが判り、適切な対策を講じることが可
能になる。
【００６４】
例えば、携帯式電話機１が同じ機能を有する他の携帯式電話機からそのような画像データ
を取得したときは、共通のハフマンテーブルを用いて復号化を行うことにより、取得した
画像データが表す画像を表示することが可能である。共通のハフマンテーブルを用いて復
号化することができないときには、例えば「×」印や「表示不可」の文字を画像に代えて
表示して、表示できないことを示すこともできる。ハフマンテーブルを省略して画像デー
タを提供することは、通信量の低減にもつながり、ダウンロードや電子メールの送受に要
する時間が短縮される。
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【００６５】
電子メールを作成して送信する際の処理の流れの概略を図１１に示す。まず、使用者の入
力操作に従って、電子メールを作成する（ステップ＃２０）。このとき、送信先のメール
アドレスも設定しておく。次いで、作成した電子メールに画像データを添付することが指
示されたか否かを判定する（＃２１）。画像データの添付が指示されていないときは、そ
のまま電子メールを送信する（＃２５）
【００６６】
画像データの添付が指示されたときは、サムネイル画像を一覧表示する（＃２２）。その
際、元の画像データが２次元の画像を表すものであるか３次元の画像を表すものであるか
にかかわらず、サムネイル画像を表示する。そして、使用者の指定した画像データを選択
する（＃２３）。このとき、画像の次元、著作権等に基づいて、電子メールに添付してよ
い画像データをあらかじめ定めておき、添付してよい画像データのみを選択可能とする。
最後に画像データを電子メールに添付して（＃２４）、送信する（＃２５）。
【００６７】
ステップ＃２２、＃２３における処理をより詳細に図１２に示す。まず、表示部１７に一
度に表示し得るサムネイル画像の最大数Ｍ０を設定し、サムネイル画像の表示位置Ｍを１
とする（ステップ＃２０２）。例えば、横に３つ、縦に３つの画像を表示するとき、Ｍ０
は９であり、その場合の、右端中央の表示位置Ｍは６である。次いで、作業用メモリ１９
から先頭の画像番号Ｎを読み出す（＃２０４）。
【００６８】
そして、画像番号Ｎが０か否かを判定し（＃２０６）、０でなければ、表示位置Ｍが最大
数Ｍ０以下であるか否かを判定する（＃２０８）。表示位置Ｍが最大数Ｍ０以下のときは
、保存用メモリ２０から画像番号Ｎのサムネイル画像データを読み出して（＃２１０）、
解凍し（＃２１２）、解凍後の画像データを、表示用メモリ１８の表示位置Ｍに対応する
領域に記憶する（＃２１４）。
【００６９】
次いで、作業用メモリ１９のＮ番目の管理情報を参照して（＃２１６）、２Ｄ／３Ｄ属性
を判定する（＃２１８）。２Ｄ／３Ｄ属性が「２Ｄ」のときは、作業用メモリ１９のＮ番
目の管理情報を参照して（＃２２０）、著作権属性を判定する（＃２２２）。著作権情報
が「なし」のときは、そのＮ番目の画像データを選択可能（メールに添付してよい）とし
、その旨を作業用メモリ１９の所定領域に記憶する（＃２２４）。
【００７０】
ステップ＃２１８の判定で、２Ｄ／３Ｄ属性が「３Ｄ」のとき、または、ステップ＃２２
２の判定で、著作権属性が「あり」のときは、選択不可とする（＃２２６）。さらに、選
択不可であることを明確に示すために、表示用メモリ１８中のその画像データを修飾して
、斜線を表すデータを付加する（＃２２８）。
【００７１】
これらの処理に続き、表示用メモリ１８の全てのデータを用いて表示部１７に表示する（
＃２３０）。これで、ステップ＃２１４の処理を行った回数に等しい数のサムネイル画像
が表示される。次いで、作業用メモリ１９から次の画像番号Ｎを読み出し（＃２３２）、
表示位置Ｍを１だけ増して（＃２３４）、ステップ＃２０６に戻る。
【００７２】
ステップ＃２０６の判定で画像番号Ｎが０のとき、すなわち全ての画像データのサムネイ
ル画像を表示し終えたとき、または、ステップ＃２０８の判定で表示位置Ｍが最大数Ｍ０
を超えたとき、すなわちサムネイル画像を表示する位置に余裕がなくなったときは、操作
部１４が操作されて、表示のスクロールが指示されたか否かを判定する（＃２３６）。ス
クロールの指示があったときは、それに応じて、表示位置Ｍを更新し（＃２３８）、画像
番号Ｎも更新する（＃２４０）。例えば、横方向に３つ並べてサムネイル画像を表示して
いるときは、表示位置Ｍを３増加または減少させる。そして、ステップ＃２０６に戻る。
【００７３】
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スクロールの指示がないときは、決定が指示されたか否かを判定する（＃２４２）。この
指示は、使用者が操作部１４の所定のキーを操作することによって与える。また、使用者
は、この指示を与える前に、操作部１４のカーソルキーを操作して表示部１７のカーソル
を選択したいサムネイル画像の上に位置させておく。決定の指示がないときはステップ＃
２３６に戻る。
【００７４】
決定の指示があったときは、カーソルが存在する表示位置に対応する画像番号について、
ステップ＃２２４または＃２２６で記憶した情報を作業用メモリ１９から読み出し、選択
可であるか選択不可であるかを判定する（＃２４４）。選択不可のときは、ステップ＃２
３６に戻る。選択可のときは、その画像番号の画像データを保存用メモリ２０から読み出
し（＃２４６）、また、そのファイル名を作業用メモリ１９から読み出す（＃２４８）。
その後、図１１のステップ＃２４において、読み出した画像データに読み出したファイル
名をつけて、電子メールに添付する。
【００７５】
ステップ＃２２８で修飾された画像データが表すサムネイル画像の例を図１３に示す。図
１３（ａ）は前述の図６（ｃ）のサムネイル画像に斜線を付したものであり、図１３（ｂ
）は図６（ｅ）のサムネイル画像に斜線を付したものである。このように斜線を付すこと
によって、電子メールに添付することが許されていない画像データを明確にすることがで
きる。斜線を付すことに代えて、「不可」の文字等の他の表示を加えることで、添付が許
されないことを明確にしてもよい。また、色彩のない白黒画像とすることで、添付が許さ
れないことを明確にしてもよい。なお、電子メールへの添付のためではなく、画像の表示
のためにサムネイル画像の一覧を表示するときは、図６（ａ）～図６（ｅ）に示したごと
く、添付が許されないことを示す斜線等の表示は行わない。
【００７６】
電子メールに添付することの可否の判断基準の例を図１４に示す。ＪＰＥＧ方式で作成さ
れた画像データのうち、２次元であってインターネットを介して取得したものは、通常、
著作権に関する情報が付加されており、著作権属性に基づいて添付不可とする。また、撮
像部１５での撮影により取得した２次元の画像データは、著作権属性および２Ｄ／３Ｄ属
性に基づいて添付の可否を判断するが、２Ｄ／３Ｄ属性からは添付可であり、著作権属性
からも添付可となる。ただし、携帯式電話機１は、撮像部１５で撮影した画像を表す画像
データに著作権に関する情報を付加する機能も備えており、使用者が著作権に関する情報
を付加したときは、著作権属性によって添付不可となる。
【００７７】
ＪＰＥＧ方式で作成された画像データのうち、３次元であってインターネットを介して取
得したものも、通常、著作権に関する情報が付加されており、著作権属性に基づいて添付
不可とする。また、たとえ著作権に関する情報が付加されておらず、著作権属性からは可
となっても、２Ｄ／３Ｄ属性から不可とする。また、３次元への変換機能によって２次元
の画像データから作成した画像データ（ファイル名の拡張子はＳＴＪ）は、２Ｄ／３Ｄ属
性から不可とする。３次元の画像を表示し得る携帯式電話機はあまり普及しておらず、３
次元の画像データを送信しても無駄になる可能性が高いからである。
【００７８】
Ｅアニメーションの画像データ（ファイル名の拡張子はＮＶＡ）は、２次元の画像を表す
ものであるか３次元の画像を表すものであるかにかかわらず、著作権属性または画像種別
（画像の種類）から添付不可とする。著作権属性からは可となる場合でも、画像種別は常
にＮＶＡであり、Ｅアニメーションの画像データは常に添付不可となる。
【００７９】
なお、携帯式電話機１では、中央部が空白の、すなわち周辺部のみのＥアニメーションの
画像データを保存用メモリ２０にいくつか記憶しており、これらの画像データと撮像部１
５で撮影した画像の画像データとを合成して、フレームに相当する周辺部が滑らかに動く
画像として表示する機能を有する。これらのＥアニメーションの画像データにも２次元の
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ものと３次元のものとがあるが、いずれの画像データも、その画像種別（ＮＶＡ）に基づ
いて、メールへの添付を不可とする。Ｅアニメーションの画像を表示し得る携帯式電話機
は、３次元の画像を表示し得る携帯式電話機と同様に、未だ広範には普及しておらず、Ｅ
アニメーションの画像データを送信しても無駄になり易いからである。
【００８０】
前述のように、携帯式電話機１は、外部機器インターフェース１６（図１参照）に接続さ
れたケーブルを介して、パーソナルコンピュータ等の他の機器と通信することができる。
この通信で他の機器に送信し得る情報には画像データも含まれるが、この場合も、画像デ
ータの送信の可否を、電子メールへの添付の可否と同様にして判断する。これにより、画
像データ作成者の著作権が確実に保護されるとともに、無駄な送信を避けることができる
。
【００８１】
なお、ここでは、３次元の画像を表す画像データを扱う電子機器の一例として携帯式電話
機を掲げて説明したが、本発明は、携帯式電話機に限定されるものではなく、携帯情報端
末等の他の種類の携帯式機器をはじめ、表示機能を有する様々な電子機器に適用すること
ができる。
【００８２】
【発明の効果】
　画像を表す画像データを取得して記憶するメモリと、記憶している画像データが表す画
像を表示する表示部と、動作指示のために使用者によって操作される操作部と、機器全体
の動作を制御する制御部とを備えた電子機器において、本発明のように、取得した画像デ
ータが視差のない２次元の画像と視差のある３次元の画像のいずれを表すかに応じて、画
像データのほかに、その画像データが表す画像の次元に関する属性を前記メモリが記憶す
るようにすると、ファイル名の拡張子から画像の次元を知ることができないときでも、確
実に画像の次元を判別することができる。また、画像データそのものを参照することなく
画像の次元を判別することができて、２次元の表示と３次元の表示の切り替えを速やかに
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態の携帯式電話機の概略構成を模式的に示すブロック図。
【図２】　上記携帯式電話機における２次元の画像と３次元の画像の表示の原理を示す図
。
【図３】　３次元の画像の提供に際し、左眼用の画像の光と右眼用の画像の光をそれぞれ
選択的に左眼および右眼に導くための上記携帯式電話機の構成を模式的に示す図。
【図４】　３次元の画像を表す画像データの一般的なデータ配列を模式的に示す図。
【図５】　３次元の画像を表す画像データに基づいて表示した画像の例を模式的に示す図
。
【図６】　上記携帯式電話機におけるサムネイル画像の表示例を模式的に示す図。
【図７】　上記携帯式電話機における画像データ取得時の処理の流れの概略を示すフロー
チャート。
【図８】　上記携帯式電話機の作業用メモリおよび保存用メモリにおける記憶内容の構造
を模式的に示す図。
【図９】　図７に示した画像データ取得時の処理のうち、ステップ＃１２～＃１５におけ
る処理を詳細に示すフローチャート。
【図１０】　ＪＰＥＧ方式による圧縮処理で用いられるパラメータを示す図。
【図１１】　上記携帯式電話機における電子メールを作成して送信する際の処理の流れの
概略を示すフローチャート。
【図１２】　図１１に示した電子メールに関する処理のうち、ステップ＃２２、＃２３に
おける処理を詳細に示すフローチャート。
【図１３】　上記携帯式電話機において電子メールに添付する画像データの選択の際に表
示するサムネイル画像の例を示す図。
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【図１４】　上記携帯式電話機における電子メールへの画像データの添付可否の判断基準
を示す図。
【符号の説明】
１　　携帯式電話機
１０　　制御部
１０ａ　ＣＰＵ
１１　　通信部
１１ａ　アンテナ
１２　　音声入力部
１３　　音声出力部
１４　　操作部
１５　　撮像部
１６　　外部機器インターフェース
１７　　表示部
１７ａ　画像表示用液晶パネル
１７ｂ　遮光用液晶パネル
１７ｃ　導光板
１７ｄ　光源
１８　　表示用メモリ
１９　　作業用メモリ
２０　　保存用メモリ
２１　　プログラムメモリ
２２　　パラメータメモリ

【図１】 【図２】
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