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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
追加画像または追加文字情報からなる追加情報を生成可能または外部から取得可能な通信
端末との間でデータを送受信可能な撮像装置であって、
画像を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された画像を前記通信端末に送信し、追加情報を前記記憶手段に記憶
された画像に合成するためのリンク情報を前記通信端末から受信する送受信手段と、
前記通信端末から取得したリンク情報に基づいて、前記記憶手段に記憶された画像に前記
通信端末から取得した追加情報を合成する画像合成手段とを有することを特徴とする撮像
装置。
【請求項２】
追加画像または追加文字情報からなる追加情報を生成可能または外部から取得可能な通信
端末との間でデータを送受信可能な撮像装置であって、
光学的信号を電気的信号に変換して画像を撮像する撮像手段と、
前記撮像手段で撮像された画像をオリジナル画像として記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶されたオリジナル画像を解像度変換してリサイズ画像を生成する解像
度変換手段と、
前記解像度変換手段で生成されたリサイズ画像を前記通信端末に送信し、追加情報を前記
記憶手段に記憶されたオリジナル画像に合成するためのリンク情報を前記通信端末から受
信する送受信手段と、
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前記通信端末から取得したリンク情報に基づいて、前記記憶手段に記憶されたオリジナル
画像に前記通信端末から取得した追加情報を合成する画像合成手段とを有することを特徴
とする撮像装置。
【請求項３】
追加画像または追加文字情報からなる追加情報を生成可能または外部から取得可能な通信
端末と、前記通信端末との間でデータを送受信可能で、画像を記録する撮像装置とから構
成される画像処理システムであって、
前記通信端末は、前記撮像装置に記録された画像を取得し、追加情報を前記撮像装置から
取得した画像に合成するためのリンク情報を生成し、前記撮像装置に追加情報およびリン
ク情報を送信し、
前記撮像装置は、前記通信端末から取得したリンク情報に基づいて、前記撮像装置に記録
された画像に前記通信端末から取得した追加情報を合成することを特徴とする画像処理シ
ステム。
【請求項４】
追加画像または追加文字情報からなる追加情報を生成可能または外部から取得可能な通信
端末と、前記通信端末との間でデータを送受信可能で、画像を記録する撮像装置とから構
成される画像処理システムにより実現される画像処理方法であって、
前記通信端末が前記撮像装置に記録された画像を取得するステップと、
前記通信端末が追加情報を前記撮像装置から取得した画像に合成するためのリンク情報を
生成するステップと、
前記通信端末が前記撮像装置に追加情報およびリンク情報を送信するステップと、
前記撮像装置が、前記通信端末から取得したリンク情報に基づいて、前記撮像装置に記録
された画像に前記通信端末から取得した追加情報を合成するステップとを有することを特
徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像合成処理に適した画像処理システム、画像処理方法およびこれに用いられ
る撮像装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの発達に伴い、画像等のコンテンツをＷｅｂサーバから通信回線を
介して取得するという取引形態が出現している。特に、移動体通信システムの発達に伴っ
て、携帯電話機等の携帯端末で手軽に上記のコンテンツを取得できるようになってきてい
る。
【０００３】
一方、デジタルカメラの小型化、高性能化が進んでおり、デジタルカメラで撮影したオリ
ジナル画像と、Ｗｅｂサーバから取得した追加画像とを合成して楽しみたいとの要望が強
くなっている。
【０００４】
そこで、このような要望に応えるために、携帯電話機を介してＷｅｂサーバから追加画像
を取り込み、Ｗｅｂサーバから取得した追加画像を、予め撮影し記憶しておいたオリジナ
ル画像に合成できるデジタルカメラが提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００５】
このデジタルカメラでは、追加画像をオリジナル画像に合成する際に、追加画像のオリジ
ナル画像内での位置や大きさを調整することができる。また、これらの画像の合成に際し
て、オリジナル画像内に文字を合成することも考えられる。
【０００６】
以上の構成のデジタルカメラによれば、Ｗｅｂサーバから取得した追加画像を、予め撮影
し記憶しておいたオリジナル画像に合成できるので、ユーザーは様々な画像を作成して楽
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しむことができる。
【０００７】
【特許文献１】
特開２００１－２６８４２１号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記従来のデジタルカメラでは、Ｗｅｂサーバから携帯電話機等の通信端末
を介して取得した追加画像を、予め撮影し記憶しておいたオリジナル画像に合成する際に
、追加画像の大きさ・位置の調整や文字入力をする上で、操作性が悪いという問題点を有
する。
【０００９】
その理由は、デジタルカメラにはスペース上の関係で文字入力キー等を数多く設けること
が困難であるため文字入力等に手間がかかり、また、デジタルカメラを片手で操作するの
が困難だからである。これに対して、携帯電話機等の通信端末には、数多くの文字入力キ
ーやカーソルキーが設けられ、また、片手でこれらのキーを操作して文字入力等をするこ
とができる。
【００１０】
そこで、通信端末で画像を合成した後、デジタルカメラに合成後の画像を送信する方法が
考えられる。しかし、この方法では、通信端末とデジタルカメラとの間で大容量の画像を
送受信する必要があり、送受信に必要な時間が長くなるという問題点を有する。
【００１１】
本発明は上記従来の問題点を解決するもので、操作性のよい通信端末で画像合成処理を行
うことができるとともに、画像合成処理の際の通信端末と撮像装置との間のデータ送受信
に必要な時間を短くできる画像処理システム、画像処理方法およびこれに用いられる撮像
装置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】
この目的を達成するために第１の発明に係る撮像装置は、追加画像または追加文字情報か
らなる追加情報を生成可能または外部から取得可能な通信端末との間でデータを送受信可
能な撮像装置であって、画像を記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶された画像を通信端
末に送信し、追加情報を記憶手段に記憶された画像に合成するためのリンク情報を通信端
末から受信する送受信手段と、通信端末から取得したリンク情報に基づいて、記憶手段に
記憶された画像に通信端末から取得した追加情報を合成する画像合成手段とを有するもの
である。
【００１３】
この構成によって、操作性のよい通信端末で画像合成または文字合成に係る操作を行うこ
とができるとともに、画像合成処理に必要なデータのサイズを小さくすることにより通信
端末から撮像装置へ短時間で転送することができる。
【００１４】
また、第２の発明に係る撮像装置は、記憶手段に記憶されたオリジナル画像を解像度変換
してリサイズ画像を生成する解像度変換手段と、解像度変換手段で生成されたリサイズ画
像を通信端末に送信し、追加情報を記憶手段に記憶されたオリジナル画像に合成するため
のリンク情報を通信端末から受信する送受信手段と、通信端末から取得したリンク情報に
基づいて、記憶手段に記憶されたオリジナル画像に通信端末から取得した追加情報を合成
する画像合成手段とを有するものである。
【００１５】
この構成によって、操作性のよい通信端末で画像合成または文字合成に係る操作を行うこ
とができるとともに、画像合成処理に必要なデータのサイズを小さくして通信端末から撮
像装置へ短時間で転送することができ、さらに、画像合成処理に必要なデータのサイズを
小さくすることにより撮像装置から通信端末へ短時間で転送することができる。
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【００１６】
また、第３の発明に係る画像処理システムは、追加画像または追加文字情報からなる追加
情報を生成可能または外部から取得可能な通信端末と、通信端末との間でデータを送受信
可能で、画像を記録する撮像装置とから構成される画像処理システムであって、通信端末
は、撮像装置に記録された画像を取得し、追加情報を撮像装置から取得した画像に合成す
るためのリンク情報を生成し、撮像装置に追加情報およびリンク情報を送信し、撮像装置
は、通信端末から取得したリンク情報に基づいて、撮像装置に記録された画像に通信端末
から取得した追加情報を合成することを特徴とするものである。
【００１７】
また、第４の発明に係る画像処理方法は、追加画像または追加文字情報からなる追加情報
を生成可能または外部から取得可能な通信端末と、通信端末との間でデータを送受信可能
で、画像を記録する撮像装置とから構成される画像処理システムにより実現される画像処
理方法であって、通信端末が撮像装置に記録された画像を取得するステップと、通信端末
が追加情報を撮像装置から取得した画像に合成するためのリンク情報を生成するステップ
と、通信端末が撮像装置に追加情報およびリンク情報を送信するステップと、撮像装置が
、通信端末から取得したリンク情報に基づいて、撮像装置に記録された画像に通信端末か
ら取得した追加情報を合成するステップとを有することを特徴とするものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図１～７を用いて説明する。
【００１９】
（実施の形態）
図１は本発明の実施の形態におけるシステムの構成を示すブロック図である。図１におい
て、画像処理システム１０１は、デジタルカメラ１０２と携帯電話機１０３とから構成さ
れる。デジタルカメラ１０２と携帯電話機１０３とは、相互にデータの送受信が可能であ
り、携帯電話機１０３は基地局１０４と通信可能である。基地局１０４はインターネット
１０５と接続されており、インターネット１０５には、基地局１０４の他にＷｅｂサーバ
１０６が接続されている。Ｗｅｂサーバ１０６には、追加画像１０７が格納されている。
追加画像１０７は、漫画のキャラクタや有名人の肖像等である。
【００２０】
この構成により、携帯電話機１０３は、Ｗｅｂサーバ１０６に格納されている追加画像を
インターネット１０５および基地局１０４を介して取得でき、デジタルカメラ１０２は、
携帯電話機１０３が取得した追加画像１０７を携帯電話機１０３から受信することができ
る。
【００２１】
また、図２はデジタルカメラ１０２の構成を示すブロック図である。撮像手段２０１は、
レンズ、ＣＣＤ、Ａ／Ｄ変換回路、ＹＣ変換回路等（いずれも図示せず）から構成され、
画像の光学的信号を電気的なＹＣ信号に変換して、オリジナル画像を生成するものである
。画像メモリ２０２は、撮像手段２０１で生成されたオリジナル画像、解像度変換手段２
０３で生成されたリサイズ画像、画像合成手段２０４で合成された画像、および圧縮伸長
手段２０５で圧縮または伸長された画像を記憶するものである。解像度変換手段２０３は
、画像メモリ２０２からオリジナル画像を取得すると、解像度変換してリサイズ画像を生
成するものであり、例えば、１６００画素×１２００画素のオリジナル画像を入力して、
１３２画素×９９画素のリサイズ画像を生成する。画像合成手段２０４は、画像メモリ２
０２に記憶された複数の画像や文字情報を入力して、これらを合成するものである。圧縮
伸長手段２０５は、画像メモリ２０２、メモリカード２０６または送受信手段２０７から
画像が入力されると、圧縮変換または伸長変換をするものである。メモリカード２０６は
、フラッシュメモリ（図示せず）等から構成され、デジタルカメラ１０２に着脱可能であ
り、画像等のデータを記憶するものである。送受信手段２０７は、携帯電話機１０３との
間でデータを送受信するものであり、ブルートゥース等の無線インターフェイスであって
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も良いし、シリアルバス等の有線のインターフェイスであっても良い。制御手段２０８は
撮像手段２０１、画像メモリ２０２、メモリカード２０６および送受信手段２０７を制御
するものである。制御手段２０８からの制御信号により、撮像手段２０１は撮像を開始し
または停止し、画像メモリ２０２およびメモリカードはデータの記憶を開始しまたは停止
し、送受信手段２０７はデータを送信しまたは受信する。
【００２２】
また、図３は携帯電話機１０３の外観を示す正面図である。表示手段４０１は、液晶パネ
ル（図示せず）等からなり、画像を表示するものである。アンテナ４１０は、基地局１０
４との通信のために、電磁波を発信または受信するものである。カーソルキー３０１は、
表示手段４０１上に表示された画像や文字情報の位置を操作するものである。文字入力釦
群３０２は、文字情報を入力するためのものであり、各釦を押下することにより、それぞ
れ異なる文字を入力することができる。決定釦３０３は、ユーザーが行った操作を決定す
るための操作釦である。なお、携帯電話機１０３は、人の掌に収まる程度の大きさである
ため、カーソルキー３０１や文字入力釦群３０２の各操作釦は、片手で携帯電話機１０３
を持ちながら、その携帯電話機１０３を持っている手の親指で操作できるように構成され
ている。
【００２３】
また、図４は携帯電話機１０３の構成を示すブロック図である。通信手段４０１は、アン
テナ４１０が受信した基地局１０４からの信号を受信し、またはアンテナ４１０を介して
基地局１０４に信号を送信するものである。圧縮伸長手段４０２は、通信手段４０１、メ
インメモリ４０３または送受信手段４０７から画像が入力されると、圧縮変換または伸長
変換をするものである。メインメモリ４０３は、ＤＲＡＭ（図示せず）等から構成され、
圧縮伸長手段４０２または画像合成手段４０５から入力された画像を記憶するものである
。画像合成手段４０５はメインメモリ４０３から入力された複数の画像や文字情報を合成
するものである。情報生成手段４０６は、デジタルカメラ１０２の画像合成手段２０４で
追加情報をオリジナル画像に合成する際に必要なリンク情報を生成するものである。送受
信手段４０７は、圧縮伸長手段４０２から取得した画像や情報生成手段４０６から取得し
たリンク情報等のデータをデジタルカメラ１０２に送信し、または、デジタルカメラ１０
２からデータを受信するものである。
【００２４】
なお、デジタルカメラ１０２は本発明の撮像装置の一例であり、携帯電話機１０３は本発
明の通信端末の一例であり、画像メモリ２０２は本発明の記憶手段の一例である。
【００２５】
以上のように構成されたデジタルカメラ１０２と携帯電話機１０３とからなる画像処理シ
ステム１０１を用いて、オリジナル画像に追加画像を合成する際の動作について、図１～
７を用いて以下説明する。
【００２６】
図５は、デジタルカメラ１０２と携帯電話機１０３とを用いて、オリジナル画像に追加画
像を合成する際の動作を示すフローチャートである。図５において、まず、ユーザーは、
携帯電話機１０３を操作して、追加画像１０７をＷｅｂサーバ１０６からインターネット
１０５を介して取得し、メインメモリ４０３に記憶しておく（Ｓ１）。ここで、Ｗｅｂサ
ーバ１０６から取得した追加画像１０７のデータ構成は、図６（ａ）に示すように追加画
像のデータ部６０２にヘッダ６０１が付加された構成である。なお、ヘッダ６０１は、追
加画像のデータ部６０２のサイズ等の情報を含むものである。
【００２７】
また、ユーザーは、デジタルカメラ１０２で撮像しオリジナル画像を用意しておく（Ｓ２
）。具体的には、ユーザーが、操作手段２０９のシャッタ釦（図示せず）を操作すること
により、制御手段２０８は撮像手段２０１に撮像する旨の制御信号を発信する。撮像手段
２０１は、制御手段２０８からの制御信号を受信すると、撮像手段２０１に入力されてい
る画像の光学的信号を電気的信号に変換し、その信号をデジタル化した後ＹＣ変換により
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ＹＣ信号を生成し、画像メモリ２０２にオリジナル画像として出力する。次に、制御手段
２０８は画像メモリ２０２に、オリジナル画像を圧縮伸長手段２０５を介してメモリカー
ド２０６に出力するよう指示する旨の信号を発信し、画像メモリ２０２はこれを受けて圧
縮伸長手段２０５にオリジナル画像を出力する。圧縮伸長手段２０５に入力されたオリジ
ナル画像は、圧縮変換され、メモリカード２０６に出力される。次に、制御手段２０８は
、メモリカード２０６に対して、圧縮伸長手段２０５から入力される圧縮されたオリジナ
ル画像を記憶するよう指示する旨の信号を発信し、これを受けてメモリカード２０６は圧
縮されたオリジナル画像を記憶する。この状態で、オリジナル画像を用意できたことにな
る。なお、オリジナル画像のデータ構成は、図６（ｂ）に示すようにオリジナル画像のデ
ータ部６０４にヘッダ６０３が付加された構成であり、ヘッダ６０３は、オリジナル画像
のデータ部６０４のサイズ等の情報を含むものである。
【００２８】
以上の状態において、ユーザーの操作により携帯電話機１０３からデジタルカメラ１０２
に対してリサイズ画像の要求を行う（Ｓ３）ことによって、画像合成処理を開始できる。
具体的には、制御手段４０８が送受信手段４０７に対して、リサイズ画像を要求する旨の
制御信号と、その制御信号をデジタルカメラ１０２に送信する旨の制御信号を送信する。
送受信手段４０７は、この制御信号に従ってデジタルカメラ１０２にリサイズ画像を要求
する旨の制御信号を送信する。
【００２９】
次に、デジタルカメラ１０２は、送受信手段２０７で携帯電話機１０３からのリサイズ画
像を要求する旨の信号を受けると、制御手段２０８にその信号が送信され、制御手段２０
８はメモリカード２０６に圧縮されたオリジナル画像を出力するように指示し、圧縮伸長
手段２０５は、メモリカード２０６から圧縮されたオリジナル画像が入力されると伸長処
理を行い、オリジナル画像に戻して、画像メモリ２０２に出力する。なお、メモリカード
２０６は圧縮されたオリジナル画像を圧縮伸長手段２０５に出力した後も、圧縮されたオ
リジナル画像を記憶しておくものである。次に、制御手段２０８は画像メモリ２０２に対
してオリジナル画像を解像度変換手段２０３に出力するよう指示し、解像度変換手段２０
３はオリジナル画像を受信すると、オリジナル画像を解像度変換してリサイズ画像を生成
し画像メモリ２０２に返信する（Ｓ４）。なお、リサイズ画像のデータ構成は、図６（ｃ
）に示すようにリサイズ画像のデータ部６０６にヘッダ６０５が付加された構成であり、
ヘッダ６０５は、リサイズ画像のデータ部６０６のサイズ等の情報を含むものである。解
像度変換処理をすることにより、オリジナル画像のデータ部６０４のデータサイズを、リ
サイズ画像のデータ部のデータサイズにまで小さくすることが可能である。
【００３０】
次に、制御手段２０８は、画像メモリ２０２に対してリサイズ画像を圧縮伸長手段２０５
を介して送受信手段２０７に出力するよう指示し、圧縮伸長手段２０５はオリジナル画像
を受信すると、圧縮処理により圧縮されたリサイズ画像を生成し、送受信手段２０７に出
力する。次に、制御手段２０８は、送受信手段２０７に対して、圧縮されたリサイズ画像
を携帯電話機１０３に送信するよう命令し、これを受けて、送受信手段２０７は圧縮され
たリサイズ画像を携帯電話機１０３に送信する（Ｓ５）。このように、デジタルカメラ１
０２は、リサイズ画像を携帯電話機１０３に送信するので、画像データ量の大きいオリジ
ナル画像を送信する場合に比べて、データ送受信に必要な時間を短くすることができる。
【００３１】
次に、携帯電話機１０２において、送受信手段４０７が圧縮されたリサイズ画像を受信す
る（Ｓ６）と、その旨が制御手段４０８に通知され、制御手段４０８は、送受信手段４０
７に対して、圧縮されたリサイズ画像を圧縮伸長手段４０２を介してメインメモリ４０３
に出力するよう指示する。圧縮伸長手段４０２は、送受信手段４０７から圧縮されたリサ
イズ画像を受信し、圧縮されたリサイズ画像を伸長変換してメインメモリ４０３に送信す
る。メインメモリ４０３はリサイズ画像を記憶する。ここで、リサイズ画像は１枚の画像
とは限らず、複数枚分の画像であっても構わない。
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【００３２】
次に、ユーザーは、メインメモリ４０３に記憶されたリサイズ画像を操作手段４０９の操
作により、表示手段４０４に表示させ、複数のリサイズ画像の中から所望のリサイズ画像
を選択する（Ｓ７）。その結果、表示手段４０４には、図７（ａ）に示すリサイズ画像７
０１が表示される。
【００３３】
次に、ユーザーが、選択したリサイズ画像に追加画像を合成することを希望する場合（Ｓ
８）には、リサイズ画像７０１およびステップＳ１でメインメモリ４０３に記憶しておい
た追加画像をメインメモリ４０３から画像合成手段４０５に読み出し、画像合成処理を行
って、結果を表示手段４０４に表示する（Ｓ９）。その結果、図７（ｂ）に示すように、
追加画像７０２がリサイズ画像７０１に重なるようにして画面の中央に表示される。次に
、ユーザーは、操作手段４０９のカーソルキー３０１を操作して、その都度、画像合成手
段４０５で画像合成処理をし直して、追加画像７０２の表示位置を変更し、所望の位置に
表示させる。そして、所望の位置に追加画像７０２が位置すると、ユーザーは、決定釦３
０３を押下して追加画像７０２の表示位置を決定できる（Ｓ１０）。
【００３４】
一方、ユーザーが、選択したリサイズ画像７０１に追加画像７０２を合成することを希望
しない場合（Ｓ８）には、文字情報の合成のステップ（Ｓ１１）に移行する。
【００３５】
次に、ステップＳ１１において、ユーザーは、文字情報７０３を追加するかどうかを決定
する。ユーザーが、文字情報７０３を追加する場合には、文字入力釦群３０２を押下する
ことにより文字情報７０３を画面内に表示させ、カーソルキー３０１で文字情報７０３の
位置を変更し、決定釦３０３を押下することにより文字情報７０３の表示位置を決定する
（Ｓ１２）。その結果、図７（ｃ）のように、表示手段４０４に表示される。一方、文字
情報７０３を入力しない場合（Ｓ１１）には、ステップＳ１３に移行する。
【００３６】
次に、情報生成手段４０６は、表示手段４０４に表示されている追加画像７０２の表示位
置や表示サイズ、文字情報７０３の表示位置や表示サイズ、Ｗｅｂサーバから取得したと
きに追加画像のデータ部６０６に付加されていたヘッダ６０５に含まれる情報、リサイズ
画像のデータ部６０４に付加されていたヘッダ６０３に含まれる情報等に基づいて、追加
画像７０２および追加文字情報７０３をオリジナル画像にデジタルカメラ１０２が合成す
るときに必要な情報であるリンク情報６０７を生成する（Ｓ１３）。リンク情報６０７は
、送受信手段４０７により、図６（ｄ）に示すように、追加画像のデータ部６０８および
追加文字情報６０９と一体とされ、デジタルカメラ１０２に送信される（Ｓ１４）。この
とき、圧縮伸長手段４０２では、リンク情報６０７、追加画像のデータ部６０６および追
加文字情報６０９が一体となったデータをもちろん圧縮しても良い。しかし、追加画像の
データ部６０８や追加文字情報６０９は元々データサイズが小さいので、デジタルカメラ
への送信にさほどの時間を必要としないから、圧縮しなくても構わない。このように、携
帯電話機１０３からデジタルカメラ１０２へは、リンク情報６０７、追加画像のデータ部
６０８と追加文字情報６０９とが送信されるのみであり、リサイズ画像のデータ部６０４
は送信されないので、データ送受信に必要な時間を短くできる。
【００３７】
次に、デジタルカメラ１０２の送受信手段２０７が、携帯電話機１０３から図６（ｄ）に
示すリンク情報６０７、追加画像のデータ部６０６および追加文字情報６０９が一体とな
ったデータを受信する（Ｓ１５）と、その情報に基づいて、画像合成手段２０４が、オリ
ジナル画像に追加画像および追加文字情報を合成する（Ｓ１６）。その後、合成された画
像は、画像メモリ２０２を介して、圧縮伸長手段２０５に入力され、圧縮伸長手段２０５
で圧縮された後、メモリカード２０６に記憶され、一連の画像処理を終了する。
【００３８】
以上のように本実施の形態によれば、デジタルカメラ１０２は、追加画像７０２または追
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加文字情報７０３からなる追加情報６０８、６０９を生成可能または外部から取得可能な
携帯電話機１０３との間でデータを送受信可能であり、画像を記憶する画像メモリ２０２
と、画像メモリ２０２に記憶された画像を携帯電話機１０３に送信し、追加情報６０８、
６０９を画像メモリ２０２に記憶された画像に合成するためのリンク情報６０７を携帯電
話機１０３から受信する送受信手段２０７と、携帯電話機１０２から取得したリンク情報
６０７に基づいて、画像メモリ２０２に記憶された画像に携帯電話機１０３から取得した
追加情報６０８、６０９を合成する画像合成手段２０４とを有することにより、操作性の
よい携帯電話機１０３で画像合成または文字合成に係る操作を行うことができるとともに
、画像合成処理に必要なデータのサイズを小さくして携帯電話機１０３からデジタルカメ
ラ１０２へ転送することができるため、データ送受信に必要な時間を短くできる。
【００３９】
また、本実施の形態によれば、デジタルカメラ１０２は、画像メモリ２０２に記憶された
オリジナル画像６０３、６０４を解像度変換してリサイズ画像６０５、６０６を生成する
解像度変換手段２０３と、解像度変換手段２０３で生成されたリサイズ画像６０５、６０
６を携帯電話機１０３に送信し、追加情報６０８、６０９を画像メモリ２０２に記憶され
たオリジナル画像６０３、６０４に合成するためのリンク情報６０７を携帯電話機１０３
から受信する送受信手段２０７と、携帯電話機１０３から取得したリンク情報６０７に基
づいて、画像メモリ２０２に記憶されたオリジナル画像６０２に携帯電話機１０３から取
得した追加情報６０８、６０９を合成する画像合成手段２０４とを有することにより、操
作性のよい携帯電話機１０３で画像合成または文字合成に係る操作を行うことができると
ともに、画像合成処理に必要なデータのサイズを小さくして携帯電話機１０３からデジタ
ルカメラ１０２へ転送することができ、さらに、画像合成処理に必要なデータのサイズを
小さくしてデジタルカメラ１０２から携帯電話機１０３へ転送することができるため、デ
ータ送受信に必要な時間を短くできる。
【００４０】
なお、本発明の実施の形態においては、追加画像は静止画であるとしたが、追加画像は動
画であっても構わない。この場合、追加画像のデータ部６０８は動画データとなり、リン
ク情報６０７には動画に関する情報が組み込まれる。
【００４１】
また、本発明の実施の形態においては、デジタルカメラ１０２と携帯電話機１０３との間
での、リサイズ画像やリンク情報６０７、追加画像６０８、追加文字情報６０９を、有線
や無線の通信を媒介として送受信するとしたが、メモリーカード２０６を媒介としても良
い。その際には、携帯電話機１０３は、メモリーカード２０６とのインターフェイスであ
るカードスロットを必要とする。
【００４２】
【発明の効果】
以上のように本発明は、操作性のよい通信端末で画像合成または文字合成に係る操作を行
うことができるとともに、画像合成処理の際の通信端末と撮像装置との間のデータ送受信
に必要な時間を短くできる画像処理システム、画像処理方法およびこれに用いられる撮像
装置を得ることができるという優れた効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における画像処理システムを示す模式図
【図２】本発明の実施の形態におけるデジタルカメラの構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態における携帯電話機の正面図
【図４】本発明の実施の形態における携帯電話機の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態における画像処理のフローチャート
【図６】本発明の実施の形態における画像データの構造を示す模式図
【図７】本発明の実施の形態における携帯電話機の表示手段に表示される画面を示す模式
図
【符号の説明】
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１０１　画像処理システム
１０２　デジタルカメラ
１０３　携帯電話機
１０４　基地局
１０５　インターネット
１０６　Ｗｅｂサーバ
１０７　追加画像
２０１　撮像手段
２０２　画像メモリ
２０３　解像度変換手段
２０４　画像合成手段
２０５　圧縮伸長手段
２０６　メモリカード
２０７　送受信手段
２０８　制御手段
２０９　操作手段
３０１　カーソルキー
３０２　文字入力釦群
３０３　決定釦
４０１　通信手段
４０２　圧縮伸長手段
４０３　メインメモリ
４０４　表示手段
４０５　画像合成手段
４０６　情報生成手段
４０７　送受信手段
４０８　制御手段
４０９　操作手段
４１０　アンテナ
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