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静止画／動画を撮影する

カメラをご使用になる前に
●撮影した静止画／動画は、マイ ピクチャフォルダ／マイ ビデオフォルダ
に保存されます（P.7-3）。また、メモリカードに保存することもできます。

カメラご利用時の注意
●レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画を撮影できなく
なります。撮影する前に、柔らかい布などでふいてください。

●撮影するときは、本端末をしっかり持ってください。手ぶれがあると撮影
した静止画／動画にぶれが生じます。

●本端末ではバーコード（QRコード／JANコード）を読み取ることはでき
ません。

●カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てると、内部のカラーフィル
ターが変色し、映像が変色することがありますのでご注意ください。

静止画／動画のファイル形式
静止画／動画のファイル形式は以下のとおりです。

種類 ファイル形式 拡張子

静止画 JPEG JPG

動画 Motion-JPEG AVI avi

MPEG-4 mp4

H.263 baseline 3gp

S!メールビデオ MPEG-4 mp4

H.263 baseline 3gp
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撮影モード（キャプチャモード）について
撮影する目的に応じて、撮影モード（キャプチャモード）を切り替えて撮影
できます。
●撮影モードはカメラの設定メニューの「キャプチャモード」で変更できま
す（P.12-6）。

アイコン 撮影モード 説明

フォト 標準的な静止画の撮影（P.12-9）

ビデオ 動画の撮影（音声あり／なし）（P.12-10）

S!メールビデオ S!メールで送信する動画の撮影

連絡先ピクチャ 連絡先に設定する静止画の撮影

ピクチャのテーマ フレームを付けた静止画の撮影（P.12-12）

パノラマ 複数枚の静止画をつなげて1枚のパノラマ写
真を作成（P.12-13）

スポーツ 連続写真を撮影（P.12-13）
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カメラの撮影画面の見かた

①撮影モード（P.12-3）
：フォト
：ビデオ
：S!メールビデオ
：連絡先ピクチャ
：ピクチャのテーマ
：パノラマ
：スポーツ

②ズームの拡大率（P.12-14）
ナビゲーションボタン（上下）でズームを調整（解像度が2Mのときは
ズームできません）

③カメラの設定（P.12-6）
左ソフトキーボタン（ ）を押すとカメラの設定メニューを表示

④残量表示
静止画撮影時は、現在の解像度／画質／保存先の設定での撮影可能な枚数
動画撮影時は、現在の解像度／撮影モード／保存先の設定での撮影可能な
時間

①撮影モード

②ズームの拡
   大率

③カメラの設定

④残量表示
⑤保存先
⑥解像度
⑦露出調整(EV)
⑧ホワイトバランス
⑨セルフタイマー

⑩ピクチャビューア



12-5

⑤保存先（P.12-6）
撮影した静止画／動画の保存先を表示
：本体メモリ
：ストレージカード

⑥解像度（P.12-6）
静止画撮影時
：小（160×120）
（撮影モードが連絡先ピクチャのときは、小（120×160））
：中（320×240）
（撮影モードが連絡先ピクチャのときは、中（240×320））
：大（640×480）
（撮影モードが連絡先ピクチャのときは、大（480×640））
：1M（1280×960）
：2M（1600×1200）

動画撮影時
：小（128×96）
：中（176×144）

⑦露出調整（EV）
ナビゲーションボタン（左右）で露出を調整（-2EV～+2EV）

⑧ホワイトバランス（P.12-6）
：自動
：日光
：夜景
：電球
：蛍光灯

⑨セルフタイマー（P.12-6）
：オフ
：2秒
：10秒
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⑩ピクチャビューア
右ソフトキーボタン（ ）を押すと、保存されている静止画の一覧画面
を表示

カメラの設定メニューについて
1. カメラの撮影画面 ＞ 左ソフトキーボタン（ ）

カメラの設定メニューが表示されます。

2. 以下の項目を設定
左ソフトキーボタン（ ）を押すと設定する項目が切り替わります。

アイコン 項目 説明

セルフタイマー
※1

セルフタイマーの時間をオフ／2秒／10秒か
ら設定します。

パノラマ設定※2 方向 パノラマの方向（静止画をつ
なげる方向）を設定します。

スティッチ数 連続する写真の枚数を設定し
ます。

自動スティッチ 自動的に1枚の静止画につな
げるかどうかを設定します。

スポーツ設定※3 連写速度 連写する速度を設定します。

連写回数 連写する回数を3回または5
回から設定します。

テンプレート※4 フレームを付けて撮影する際のテンプレートを
選択します。

設定メニュー
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保存先 静止画／動画の保存先を本体メモリまたはスト
レージカードから設定します。

環境設定 ホワイトバラン
ス

光源に合わせて設定すると、
撮影するときの光源による色
調の不自然さを解消できま
す。
・自動：自動的に補正
・日光：日中の太陽光での撮影
・夜景：夜間での撮影
・電球：電球の下での撮影
・蛍光灯：蛍光灯の下での撮影

効果 静止画／動画の特殊効果をな
し／グレースケール／セピア
／クール／ネガから設定しま
す。

キャプチャ設定 解像度※5 静止画／動画のサイズを設定
します（P.12-5）。

画質※6 静止画の画質をベーシック／
ノーマル／ファイン／スー
パーファインから設定しま
す。

タイムスタンプ
※7

静止画に撮影日時を入れるか
どうかを設定します。

キャプチャモー
ド

撮影モードを設定します（P.12-3）。

アイコン 項目 説明
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詳細設定 キャプチャ
フォーマット※5

静止画／動画を保存するとき
のデータ形式を設定します。
・静止画撮影時：JPEG
・動画撮影時：MPEG4／M-
JPEG／H.263

バックライトを
維持

バックライトの動作をオン／
オフから設定します。

レビュー時間 撮 影 後 に、保 存 ／ 利 用 メ
ニューを表示する時間を設定
します（何も操作せず設定し
た時間が経過すると、自動的
に撮影画面に戻ります）。

音声録音※8 動画撮影時に音声も録音する
かどうかを設定します。

コントロール 画面に操作用のアイコンを表
示するかどうかを設定しま
す。

ちらつき調整 蛍光灯による画面のちらつき
の補正について自動／50Hz
／60Hzから設定します。

保存ファイル名 保存するときのファイル名の
規則を設定します。

カウンター カウンターをリセットしま
す。

テーマフォルダ
※4

フレームのテンプレートの
フォルダを本体メモリ／本体
＋カードから設定します。

録音制限※9 動画の録音制限サイズを
250KB／1MB／2MB／10
秒／30秒／1分／3分／制限
なしから設定します。

アイコン 項目 説明
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※1 撮影モードが「フォト」または「連絡先ピクチャ」のときのみ表示されます。
※2 撮影モードが「パノラマ」のときのみ表示されます。
※3 撮影モードが「スポーツ」のときのみ表示されます。
※4 撮影モードが「ピクチャのテーマ」のときのみ表示されます。
※5 撮影モードによって選択できる項目は異なります。
※6 静止画撮影時のみ表示されます。
※7 撮影モードが「フォト」または「スポーツ」のときのみ表示されます。
※8 動画撮影時のみ表示されます。
※9 撮影モードが「ビデオ」のときのみ表示されます。

3. 右ソフトキーボタン（ ）

静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する

1. カメラボタン（ ）
撮影モード「フォト」で、静止画撮影画面が表示されます。

2. カメラを被写体に向ける ＞ 決定ボタン
シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。

3. 撮影した静止画を保存／利用する
詳細については、「撮影した静止画や動画を保存／利用する」
（P.12-11）を参照してください。

詳細設定 調整 画面の表示画質（コントラス
ト／色の鮮やかさ／色合い／
シャープネス）について設定
します。

バージョン情報 カメラのソフトウェアのバー
ジョン情報を表示します。

アイコン 項目 説明
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動画を撮影する

1. カメラボタン（ ）
2. 左ソフトキーボタン（ ）
3. カメラの設定メニューより を選び、撮影モードを
「ビデオ」に設定 ＞ 右ソフトキーボタン（ ）
動画撮影画面が表示されます。

4. カメラを被写体に向ける ＞ 決定ボタン
撮影開始音が鳴り、動画の撮影が開始されます。

5. 決定ボタン
撮影終了音が鳴り、動画の撮影が終了します。

6. 撮影した動画を保存／利用する
詳細については、「撮影した静止画や動画を保存／利用する」（P.12-
11）を参照してください。

補足
･ スタート ＞ エンターテイメント ＞ カメラを選択しても静止画撮影画
面が表示されます。
･ カメラを起動したままで、約2分間カメラを使用しないと、スリープ
モードに入ります。

補足
･ スタート ＞ エンターテイメント ＞ ビデオレコーダを選択しても動画
撮影画面が表示されます。
･ カメラを起動したままで、約2分間カメラを使用しないと、スリープモー
ドに入ります。
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撮影した静止画や動画を保存／利用する
静止画／動画を撮影後に、撮影した静止画／動画の利用方法を選択できます。
●静止画／動画は、撮影後に自動的に保存されます（保存にはしばらく時間
がかかる場合があり、その間はボタン操作ができません）。保存された静
止画／動画を削除する場合は、保存／利用メニューから破棄を選択してく
ださい。

1. 静止画／動画の撮影後に保存／利用メニューが表示さ
れる

2. 以下の項目から選択

※撮影モードが「連絡先ピクチャ」の場合は、メール送信は表示されず連絡
先が表示されます。それ以外の撮影モードの場合は、連絡先は表示されま
せん。

便利な撮影方法

セルフタイマーで撮影する
セルフタイマーを利用して静止画を撮影することができます。
●撮影モードが「フォト」または「連絡先ピクチャ」のときのみ利用できます。

アイコン 項目 説明

カメラ 撮影画面に戻ります。

破棄 保存した静止画／動画を破棄します。

メール送信※ 静止画／動画をメールに添付して送信します。

連絡先※ 静止画／動画を任意の連絡先に登録します。

表示／再生 静止画の場合はピクチャビューアで表示、動画
の場合はWindows Media® Player Mobile
で再生します。表示／再生後、撮影画面に戻る
場合は、戻るボタン（ ）を押してください。
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1. 静止画撮影画面 ＞ 左ソフトキーボタン（ ）

2. カメラの設定メニューより を選び、セルフタイマー
の時間を設定 ＞ 右ソフトキーボタン（ ）
セルフタイマーの時間はオフ／2秒／10秒から選択できます。セルフ
タイマーを利用しない場合は、オフに設定してください。

3. 決定ボタン
カウントダウンがはじまり、セルフタイマーが動作します。
設定した時間を過ぎると、撮影した静止画が表示されます。

4. 撮影した静止画を保存／利用する
詳細については、「撮影した静止画や動画を保存／利用する」（P.12-
11）を参照してください。

フレームを付けて撮影する（ピクチャのテーマ）
フレームを付けて撮影することができます。

1. 静止画撮影画面 ＞ 左ソフトキーボタン（ ）

2. カメラの設定メニューより を選び、撮影モードを
「ピクチャのテーマ」に設定 ＞ 右ソフトキーボタン
（ ）
フレームの付いた撮影画面が表示されます。フレームは、カメラの設定
メニューの「テンプレート」で変更できます（P.12-6）。

3. 決定ボタン
フレーム撮影した静止画が表示されます。
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4. 撮影した静止画を保存／利用する
詳細については、「撮影した静止画や動画を保存／利用する」（P.12-
11）を参照してください。

パノラマ写真を撮影する
横方向または縦方向に連続して撮影した複数枚の写真を自動的につなげて、
1枚のパノラマ写真を作成することができます。
●パノラマ写真に関する設定については、「カメラの設定メニューについて」
（P.12-6）の「パノラマ設定」を参照してください。

1. 静止画撮影画面 ＞ 左ソフトキーボタン（ ）

2. カメラの設定メニューより を選び、撮影モードを
「パノラマ」に設定 ＞ 右ソフトキーボタン（ ）
パノラマ写真の撮影画面が表示されます。

3. 決定ボタン
1枚目の静止画が撮影されます。
ディスプレイの端に、撮影した静止画の端の部分が薄く残ります。これ
を次の写真で重ねるようにして撮影していくと、きれいにつながるよう
になります（薄く残る場所は方向の設定により異なります）。

4. 決定ボタン
2枚目の静止画が撮影されます。
以降は、スティッチ数で設定した枚数だけ同様に撮影します。

5. 撮影したパノラマ写真を保存／利用する
自動スティッチの設定をオンにしている場合は、自動的に合成されたパ
ノラマ写真が表示され、保存／利用できます（P.12-11）。オフにして
いる場合は、撮影した静止画がそれぞれ個別に保存されます。

連続写真を撮影する
一度のシャッターで、3枚または5枚の連続写真を撮影できます。
●連続写真に関する設定については、「カメラの設定メニューについて」
（P.12-6）の「スポーツ設定」を参照してください。
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1. 静止画撮影画面 ＞ 左ソフトキーボタン（ ）

2. カメラの設定メニューより を選び、撮影モードを
「スポーツ」に設定 ＞ 右ソフトキーボタン（ ）

3. 決定ボタン
連写回数で設定された回数だけ連続して撮影されます。連写の速度は、
連写速度の設定に従います。

4. 撮影した静止画を保存／利用する
詳細については、「撮影した静止画や動画を保存／利用する」
（P.12-11）を参照してください。

ズームを使う
ズーム機能を使って、撮影する画像を写したい大きさに調整することができ
ます。
●ズームは最高10倍まで倍率を調節できますが、撮影モードや解像度に
よって、利用できる倍率は以下のように異なります。

撮影モード 解像度 ズームの倍率

フォト 小（160 × 120） 1倍～10倍

中（320 × 240） 1倍～4倍

大（640 × 480） 1倍～2倍

1M（1280 × 960） 1倍～2倍

2M（1600 × 1200） ズームなし

ビデオ／S!メール
ビデオ

小（128 × 96）（4：3） 1倍～2倍

中（176 × 144）（11：9）1倍～2倍

連絡先ピクチャ 小（120 × 160） 1倍～4倍

中（240 × 320） 1倍～4倍

大（480 × 640） 1倍～2倍

ピクチャのテーマ テンプレートの解像度に依存 選択したテンプレート
の解像度に応じた倍率
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パノラマ 小（160 × 120） 1倍～10倍

中（320 × 240） 1倍～4倍

大（640 × 480） 1倍～2倍

スポーツ 小（160 × 120） 1倍～10倍

中（320 × 240） 1倍～4倍

大（640 × 480） 1倍～2倍

撮影モード 解像度 ズームの倍率


