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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　その画像データ記憶手段に記憶される画像データに対し、所定の登録情報を対応付けて
記憶する登録情報記憶手段と、
　前記登録情報を前記画像データに対応付けることを指示する入力に基づき、前記登録情
報を、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データに対応付けて前記登録情報記
憶手段に記憶させる登録制御手段と、
　所定の出力先に画像又は情報を出力させる出力制御手段とを備え、
　前記出力制御手段は、前記登録情報記憶手段において登録情報に対応付けられている画
像データの内容を示す画像を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記画像と共に、
前記登録情報記憶手段において前記画像の画像データに対応付けられている少なくとも１
の前記登録情報を出力させ、又は、前記登録情報記憶手段に記憶されている登録情報を前
記所定の出力先に出力させる場合には、前記登録情報と共に、前記登録情報記憶手段にお
いて前記登録情報に対応付けられている少なくとも１の前記画像データの内容を示す画像
を出力させる第１の出力制御手段を含んで構成され、
　前記登録制御手段は、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に
記憶されている登録情報を他の画像データに対応付けることを指示する入力を得た場合に
、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられ
て既に記憶されている登録情報を対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させることを特
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徴とする画像情報記憶装置。
【請求項２】
　前記登録情報記憶手段は、１の前記画像データに対して複数の前記登録情報を対応付け
ることができるように構成されていると共に、前記１の画像データの描画領域に設定され
た１又は複数の領域中の１の領域を示す領域情報に対して、１又は複数の前記登録情報を
対応付けることができるように構成されており、
　前記出力制御手段は、前記出力制御手段により先に前記所定の出力先に出力させた前記
画像に対し前記設定された領域中の１の領域を指定する入力を得た場合に、前記登録情報
記憶手段において前記指定された領域を示す領域情報に対応付けられている登録情報を前
記所定の出力先に出力させる第２の出力制御手段を含んで構成されることを特徴とする請
求項１記載の画像情報記憶装置。
【請求項３】
　前記登録情報記憶手段は、前記登録情報とその登録情報を示す識別情報とを対応付けて
記憶する第１の記憶手段と、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データに対し
、前記登録情報として、前記第１の記憶手段に記憶されている識別情報を対応付けて記憶
する第２の記憶手段とを含んで構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像
情報記憶装置。
【請求項４】
　前記登録情報記憶手段は、所定の識別情報に予め対応付けられている登録情報又は前記
所定の識別情報と、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データとを対応付けて
記憶するものであり、
　前記登録制御手段は、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に
記憶されている登録情報を他の画像データに対応付けることを指示する入力を得た場合に
、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられ
て既に記憶されている登録情報に対応付けられている前記所定の識別情報を対応付けて前
記登録情報記憶手段に記憶させることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像情報記憶
装置。
【請求項５】
　前記所定の出力先としての表示画面と、
　その表示画面に対する指示体の指定位置を検出するタッチパネルと、
　通信先と通信可能な通信手段と、
　その通信手段に通信先を指定する情報を入力する通信先入力手段と、
　その通信先入力手段により前記通信先を指定する情報が入力された場合に、その通信先
との通信を開始する通信開始手段とを備え、
　前記登録情報は、前記通信先を指定する情報を含んで構成されるものであり、
　前記登録情報記憶手段は、１の前記画像データの描画領域に設定された１又は複数の領
域中の１の領域を示す領域情報に対して、１の前記登録情報を対応付けて記憶するもので
あり、
　前記出力制御手段は、
　前記通信先への通信を開始する通信開始モードにおいて、前記登録情報記憶手段におい
て登録情報に対応付けられている１の画像データの内容を示す画像を前記表示画面に表示
させる第３の出力手段と、
　その第３の出力制御手段により前記表示画面に表示させた画像に対し、前記指示体によ
る指定位置が前記タッチパネルにより検出され、その指定位置が、前記登録情報記憶手段
において前記登録情報に対応付けられている前記領域情報が示す領域である場合に、その
登録情報を前記表示画面に表示させる第４の出力制御手段とを含んで構成され、
　前記通信先入力手段は、前記第４の出力制御手段により前記登録情報を前記表示画面に
表示させた状態下で通信開始指示の入力を得た場合に、その登録情報に含まれる通信先を
指定する情報を前記通信手段に入力することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記
載の画像情報記憶装置。
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【請求項６】
　前記所定の出力先としての表示画面と、
　通信先と通信可能な通信手段とを備え、
　前記登録情報記憶手段は、１の前記画像データの描画領域に設定された１又は複数の領
域中の１の領域を示す領域情報に対して、１の前記登録情報を対応付けて記憶するもので
あり、
　前記出力制御手段は、通信先から通信要求を受けた場合に、前記登録情報記憶手段にお
いて前記通信先を示す登録情報に対応付けられている画像データの内容を示す画像を前記
表示画面に表示させると共に、該表示画面に表示させた画像内において前記通信先を示す
登録情報に対応付けられて前記登録情報記憶手段に記憶されている領域情報の示す領域を
他の領域と異なる態様で表示させる第５の出力制御手段を含んで構成され、
　前記通信手段は、前記第５の出力制御手段により前記通信先を示す登録情報に対応する
領域と他の領域とをそれぞれ異なる態様で表示させた状態下で通信要求に対する応答指示
の入力を得た場合に、前記通信先からの通信要求に応答して該通信先との通信を開始する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の画像情報記憶装置。
【請求項７】
　前記第５の出力制御手段は、通信先から通信要求を受けた場合に、前記登録情報記憶手
段において前記通信先を示す登録情報に対応付けられている画像データの内容を示す画像
を前記表示画面に表示させると共に、該表示画面に表示させた画像の画像データに対して
複数の前記登録情報が対応付けられているときには、前記通信先を示す登録情報に対応付
けられて前記登録情報記憶手段に記憶されている領域情報の示す領域を、前記登録情報記
憶手段に記憶されている他の登録情報が対応付けられている領域情報の示す他の領域とは
異なる態様で表示させることを特徴とする請求項６記載の画像情報記憶装置。
【請求項８】
　前記出力制御手段は、登録情報を前記登録情報記憶手段に記憶する登録モードにおいて
、画像データ記憶手段に登録されている１の画像データの内容を示す画像と共に、前記登
録情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報の選択
を入力可能な第１のメニュー画像を前記所定の出力先に出力させる第６の出力制御手段を
含んで構成され、
　前記登録制御手段は、前記第６の出力制御手段により前記所定の出力先に出力させた第
１のメニュー画像を介して、前記１の画像データの内容を示す画像内における所定領域の
設定を指示する入力と、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に
記憶されている登録情報の中から１の登録情報を選択する入力とを得た場合に、前記１の
画像データの内容を示す画像内に設定された所定の領域を示す領域情報と前記指定された
登録情報とを対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載の画像情報記憶装置。
【請求項９】
　前記所定の出力先としての表示画面を備え、
　前記出力制御手段は、
　登録情報を前記登録情報記憶手段に記憶する登録モードにおいて、前記画像データ記憶
手段に記憶されている１の画像データの内容を示す画像と共に、その画像内に設定する領
域の形状の選択と前記領域の大きさの指定とを入力可能な第２のメニュー画像を前記表示
画面に表示させる第７の出力制御手段と、
　前記第７の出力制御手段により前記表示画面に表示させた前記第２のメニュー画像を介
して前記領域の形状を選択する入力を得た場合には、選択された形状を示すサブ画像を前
記画像に重ねて前記表示画面に表示させ、前記第２のメニューを介して前記領域の大きさ
を指定する入力を得た場合には、前記表示画面に表示させる前記サブ画像の大きさを指定
された大きさで表示させる第８の出力制御手段とを含んで構成され、
　前記サブ画像の位置を指定する入力に基づいて、前記表示画面に表示されている前記サ
ブ画像の位置を移動させる移動手段と、
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　領域の設定を指示する入力に基づいて、前記表示画面に表示されている前記サブ画像に
重なる前記画像の領域を設定する領域設定手段とを備え、
　前記登録制御手段は、前記領域設定手段により設定された領域に対応付けて前記登録情
報を前記登録情報記憶手段に登録させることを指示する入力があった場合に、前記登録情
報と前記領域設定手段により設定された領域を示す領域情報とを対応付けて前記登録情報
記憶手段に記憶させることを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の画像情報記憶
装置。
【請求項１０】
　複数の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、その画像データ記憶手段に記憶さ
れる画像データに対し、所定の登録情報を対応付けて記憶する登録情報記憶手段とを有す
る画像情報記憶装置に実行させる画像情報処理プログラムであって、
　前記登録情報を前記画像データに対応付けることを指示する入力に基づき、前記登録情
報を、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データに対応付けて前記登録情報記
憶手段に記憶させる登録制御ステップと、
　所定の出力先に画像又は情報を出力させる出力制御ステップとを含み、
　前記出力制御ステップは、前記登録情報記憶手段において登録情報に対応付けられてい
る画像データの内容を示す画像を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記画像と共
に、前記登録情報記憶手段において前記画像の画像データに対応付けられている少なくと
も１の前記登録情報を出力させ、又は、前記登録情報記憶手段に記憶されている登録情報
を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記登録情報と共に、前記登録情報記憶手段
において前記登録情報に対応付けられている少なくとも１の前記画像データの内容を示す
画像を出力させ、
　前記登録制御ステップは、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられて
既に記憶されている登録情報を他の画像データに対応付けることを指示する入力を得た場
合に、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段において前記画像データに対応
付けられて既に記憶されている登録情報を対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる
ことを特徴とする画像情報処理プログラム。
【請求項１１】
　複数の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、その画像データ記憶手段に記憶さ
れる画像データに対し、所定の登録情報を対応付けて記憶する登録情報記憶手段と、所定
の出力先に画像又は情報を出力させる出力制御手段とを備えている画像情報記憶装置と、
　その画像情報記憶装置に接続され、前記登録情報を前記画像データに対応付けることを
指示する入力に基づき、前記登録情報を、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像
データに対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる登録制御手段を備えている情報処
理装置とを含み、
　前記画像情報記憶装置の出力制御手段は、前記登録情報記憶手段において登録情報に対
応付けられている画像データの内容を示す画像を前記所定の出力先に出力させる場合には
、前記画像と共に、前記登録情報記憶手段において前記画像の画像データに対応付けられ
ている少なくとも１の前記登録情報を出力させ、又は、前記登録情報記憶手段に記憶され
ている登録情報を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記登録情報と共に、前記登
録情報記憶手段において前記登録情報に対応付けられている少なくとも１の前記画像デー
タの内容を示す画像を出力させ、
　前記情報処理装置の登録制御手段は、前記画像情報記憶装置の登録情報記憶手段におい
て画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を他の画像データに対応付け
ることを指示する入力を得た場合に、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段
において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を対応付けて前記登録
情報記憶手段に記憶させることを特徴とする画像情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像情報記憶装置、画像情報処理プログラム、及び画像情報処理システムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、氏名や名称、及びこれに対応する電話番号や電子メールアドレスなどの文字情報
を記憶手段に記憶させておき、必要なときに、これらを液晶ディスプレイなどの表示手段
に順番に表示する電話帳機能を備える携帯電話機などの通信装置があった。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、上記のような文字情報と画像データを記憶しておくことがで
きる電話帳機能を備え、かかる電話帳機能による検索を行う際に、氏名や画像データが記
憶されている人物について、この人物がユーザや他の人物とどのような関係にあるのかを
複数の撮像対象からなる画像に基づいて、容易に把握することができる電子機器が記載さ
れている。　
【特許文献１】特開２００６－９３８６３号公報（第０００７段落など）
【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、特許文献１に記載される電子機器では、画像データ毎に情報が対応付け
られているので、１の画像データに対応付けられている情報と、他の画像データに対応付
けられている情報とが同一である場合であっても、その同一性を電子機器が判別すること
ができなかった。
【０００５】
　そのため、例えば、複数人を含む集合写真から切り出した各領域に対してそれぞれ氏名
や電話番号などの人物情報が対応付けられている場合に、同一人物が複数枚の集合写真に
被写体として含まれていたとしても、特許文献１に記載される電子機器は、各集合写真に
含まれる人物が同一人物であることを判別できず、別人物として取り扱う。
【０００６】
　よって、例えば、ユーザが、ある人物の情報を１枚の集合写真から得た場合に、その人
物が写っている他に集合写真を探そうとしても、上述の通り、特許文献１に記載される電
子機器は各集合写真に含まれる人物を別人物として取り扱うので、かかるユーザの要求を
補助し得ない。従って、その際には、ユーザは、その人物が含まれている他の集合写真を
電子機器のメモリ内から探さねばならず、煩雑であるという問題点があった。
【０００７】
　さらに、上記のように、特許文献１に記載される電子機器によれば、画像データ毎に情
報が対応付けられているので、情報の変更は画像データ毎に行う必要があり煩雑であると
いう問題点があった。即ち、複数の画像データに共通する情報を変更したい場合であって
も、その情報が対応付けられている全ての画像データについて、それぞれ情報を変更しな
ければならなかった。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、画像に対応付けられ
た登録情報の管理を容易化すると共に、その登録情報の有効活用を補助する画像情報記憶
装置、画像情報処理プログラム、及び、画像情報処理システムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的を解決するために、請求項１記載の画像情報記憶装置は、複数の画像データを
記憶する画像データ記憶手段と、その画像データ記憶手段に記憶される画像データに対し
、所定の登録情報を対応付けて記憶する登録情報記憶手段と、前記登録情報を前記画像デ
ータに対応付けることを指示する入力に基づき、前記登録情報を、前記画像データ記憶手
段に記憶されている画像データに対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる登録制御
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手段と、所定の出力先に画像又は情報を出力させる出力制御手段とを備え、前記出力制御
手段は、前記登録情報記憶手段において登録情報に対応付けられている画像データの内容
を示す画像を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記画像と共に、前記登録情報記
憶手段において前記画像の画像データに対応付けられている少なくとも１の前記登録情報
を出力させ、又は、前記登録情報記憶手段に記憶されている登録情報を前記所定の出力先
に出力させる場合には、前記登録情報と共に、前記登録情報記憶手段において前記登録情
報に対応付けられている少なくとも１の前記画像データの内容を示す画像を出力させる第
１の出力制御手段を含んで構成され、前記登録制御手段は、前記登録情報記憶手段におい
て画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を他の画像データに対応付け
ることを指示する入力を得た場合に、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段
において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を対応付けて前記登録
情報記憶手段に記憶させる。
【００１０】
　請求項２記載の画像情報記憶装置は、請求項１記載の画像情報記憶装置において、前記
登録情報記憶手段は、１の前記画像データに対して複数の前記登録情報を対応付けること
ができるように構成されていると共に、前記１の画像データの描画領域に設定された１又
は複数の領域中の１の領域を示す領域情報に対して、１又は複数の前記登録情報を対応付
けることができるように構成されており、前記出力制御手段は、前記出力制御手段により
先に前記所定の出力先に出力させた前記画像に対し前記設定された領域中の１の領域を指
定する入力を得た場合に、前記登録情報記憶手段において前記指定された領域を示す領域
情報に対応付けられている登録情報を前記所定の出力先に出力させる第２の出力制御手段
を含んで構成される。
【００１１】
　請求項３記載の画像情報記憶装置は、請求項１又は２に記載の画像情報記憶装置におい
て、前記登録情報記憶手段は、前記登録情報とその登録情報を示す識別情報とを対応付け
て記憶する第１の記憶手段と、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データに対
し、前記登録情報として、前記第１の記憶手段に記憶されている識別情報を対応付けて記
憶する第２の記憶手段とを含んで構成される。
【００１２】
　請求項４記載の画像情報記憶装置は、請求項１又は２に記載の画像情報記憶装置におい
て、前記登録情報記憶手段は、所定の識別情報に予め対応付けられている登録情報又は前
記所定の識別情報と、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データとを対応付け
て記憶するものであり、前記登録制御手段は、前記登録情報記憶手段において画像データ
に対応付けられて既に記憶されている登録情報を他の画像データに対応付けることを指示
する入力を得た場合に、前記他の画像データに対し、前記登録情報記憶手段において画像
データに対応付けられて既に記憶されている登録情報に対応付けられている前記所定の識
別情報を対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる。
【００１３】
　請求項５記載の画像情報記憶装置は、請求項１から４のいずれかに記載の画像情報記憶
装置において、前記所定の出力先としての表示画面と、その表示画面に対する指示体の指
定位置を検出するタッチパネルと、通信先と通信可能な通信手段と、その通信手段に通信
先を指定する情報を入力する通信先入力手段と、その通信先入力手段により前記通信先を
指定する情報が入力された場合に、その通信先との通信を開始する通信開始手段とを備え
、前記登録情報は、前記通信先を指定する情報を含んで構成されるものであり、前記登録
情報記憶手段は、１の前記画像データの描画領域に設定された１又は複数の領域中の１の
領域を示す領域情報に対して、１の前記登録情報を対応付けて記憶するものであり、前記
出力制御手段は、前記通信先への通信を開始する通信開始モードにおいて、前記登録情報
記憶手段において登録情報に対応付けられている１の画像データの内容を示す画像を前記
表示画面に表示させる第３の出力手段と、その第３の出力制御手段により前記表示画面に
表示させた画像に対し、前記指示体による指定位置が前記タッチパネルにより検出され、
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その指定位置が、前記登録情報記憶手段において前記登録情報に対応付けられている前記
領域情報が示す領域である場合に、その登録情報を前記表示画面に表示させる第４の出力
制御手段とを含んで構成され、前記通信先入力手段は、前記第４の出力制御手段により前
記登録情報を前記表示画面に表示させた状態下で通信開始指示の入力を得た場合に、その
登録情報に含まれる通信先を指定する情報を前記通信手段に入力する。
【００１４】
　請求項６記載の画像情報記憶装置は、請求項１から５のいずれかに記載の画像情報記憶
装置において、前記所定の出力先としての表示画面と、通信先と通信可能な通信手段とを
備え、前記登録情報記憶手段は、１の前記画像データの描画領域に設定された１又は複数
の領域中の１の領域を示す領域情報に対して、１の前記登録情報を対応付けて記憶するも
のであり、前記出力制御手段は、通信先から通信要求を受けた場合に、前記登録情報記憶
手段において前記通信先を示す登録情報に対応付けられている画像データの内容を示す画
像を前記表示画面に表示させると共に、該表示画面に表示させた画像内において前記通信
先を示す登録情報に対応付けられて前記登録情報記憶手段に記憶されている領域情報の示
す領域を他の領域と異なる態様で表示させる第５の出力制御手段を含んで構成され、前記
通信手段は、前記第５の出力制御手段により前記通信先を示す登録情報に対応する領域と
他の領域とをそれぞれ異なる態様で表示させた状態下で通信要求に対する応答指示の入力
を得た場合に、前記通信先からの通信要求に応答して該通信先との通信を開始する。
【００１５】
　請求項７記載の画像情報記憶装置は、請求項６記載の画像情報記憶装置において、前記
第５の出力制御手段は、通信先から通信要求を受けた場合に、前記登録情報記憶手段にお
いて前記通信先を示す登録情報に対応付けられている画像データの内容を示す画像を前記
表示画面に表示させると共に、該表示画面に表示させた画像の画像データに対して複数の
前記登録情報が対応付けられているときには、前記通信先を示す登録情報に対応付けられ
て前記登録情報記憶手段に記憶されている領域情報の示す領域を、前記登録情報記憶手段
に記憶されている他の登録情報が対応付けられている領域情報の示す他の領域とは異なる
態様で表示させる。
【００１６】
　請求項８記載の画像情報記憶装置は、請求項１から７のいずれかに記載の画像情報記憶
装置において、前記出力制御手段は、登録情報を前記登録情報記憶手段に記憶する登録モ
ードにおいて、画像データ記憶手段に登録されている１の画像データの内容を示す画像と
共に、前記登録情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に記憶されている登
録情報の選択を入力可能な第１のメニュー画像を前記所定の出力先に出力させる第６の出
力制御手段を含んで構成され、前記登録制御手段は、前記第６の出力制御手段により前記
所定の出力先に出力させた第１のメニュー画像を介して、前記１の画像データの内容を示
す画像内における所定領域の設定を指示する入力と、前記登録情報記憶手段において画像
データに対応付けられて既に記憶されている登録情報の中から１の登録情報を選択する入
力とを得た場合に、前記１の画像データの内容を示す画像内に設定された所定の領域を示
す領域情報と前記指定された登録情報とを対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる
。
【００１７】
　請求項９記載の画像情報記憶装置は、請求項１から８のいずれかに記載の画像情報記憶
装置において、前記所定の出力先としての表示画面を備え、前記出力制御手段は、登録情
報を前記登録情報記憶手段に記憶する登録モードにおいて、前記画像データ記憶手段に記
憶されている１の画像データの内容を示す画像と共に、その画像内に設定する領域の形状
の選択と前記領域の大きさの指定とを入力可能な第２のメニュー画像を前記表示画面に表
示させる第７の出力制御手段と、前記第７の出力制御手段により前記表示画面に表示させ
た前記第２のメニュー画像を介して前記領域の形状を選択する入力を得た場合には、選択
された形状を示すサブ画像を前記画像に重ねて前記表示画面に表示させ、前記第２のメニ
ューを介して前記領域の大きさを指定する入力を得た場合には、前記表示画面に表示させ
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る前記サブ画像の大きさを指定された大きさで表示させる第８の出力制御手段とを含んで
構成され、前記サブ画像の位置を指定する入力に基づいて、前記表示画面に表示されてい
る前記サブ画像の位置を移動させる移動手段と、領域の設定を指示する入力に基づいて、
前記表示画面に表示されている前記サブ画像に重なる前記画像の領域を設定する領域設定
手段とを備え、前記登録制御手段は、前記領域設定手段により設定された領域に対応付け
て前記登録情報を前記登録情報記憶手段に登録させることを指示する入力があった場合に
、前記登録情報と前記領域設定手段により設定された領域を示す領域情報とを対応付けて
前記登録情報記憶手段に記憶させる。
【００１８】
　請求項１０記載の画像情報処理プログラムは、複数の画像データを記憶する画像データ
記憶手段と、その画像データ記憶手段に記憶される画像データに対し、所定の登録情報を
対応付けて記憶する登録情報記憶手段とを有する画像情報記憶装置に実行させるプログラ
ムであって、前記登録情報を前記画像データに対応付けることを指示する入力に基づき、
前記登録情報を、前記画像データ記憶手段に記憶されている画像データに対応付けて前記
登録情報記憶手段に記憶させる登録制御ステップと、所定の出力先に画像又は情報を出力
させる出力制御ステップとを含み、前記出力制御ステップは、前記登録情報記憶手段にお
いて登録情報に対応付けられている画像データの内容を示す画像を前記所定の出力先に出
力させる場合には、前記画像と共に、前記登録情報記憶手段において前記画像の画像デー
タに対応付けられている少なくとも１の前記登録情報を出力させ、又は、前記登録情報記
憶手段に記憶されている登録情報を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記登録情
報と共に、前記登録情報記憶手段において前記登録情報に対応付けられている少なくとも
１の前記画像データの内容を示す画像を出力させ、前記登録制御ステップは、前記登録情
報記憶手段において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を他の画像
データに対応付けることを指示する入力を得た場合に、前記他の画像データに対し、前記
登録情報記憶手段において前記画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報
を対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶させる。
【００１９】
　請求項１１記載の画像情報処理システムは、複数の画像データを記憶する画像データ記
憶手段とその画像データ記憶手段に記憶される画像データに対し、所定の登録情報を対応
付けて記憶する登録情報記憶手段と所定の出力先に画像又は情報を出力させる出力制御手
段とを備えている画像情報記憶装置と、その画像情報記憶装置に接続され、前記登録情報
を前記画像データに対応付けることを指示する入力に基づき、前記登録情報を、前記画像
データ記憶手段に記憶されている画像データに対応付けて前記登録情報記憶手段に記憶さ
せる登録制御手段を備えている情報処理装置とを含むシステムであって、前記画像情報記
憶装置の出力制御手段は、前記登録情報記憶手段において登録情報に対応付けられている
画像データの内容を示す画像を前記所定の出力先に出力させる場合には、前記画像と共に
、前記登録情報記憶手段において前記画像の画像データに対応付けられている少なくとも
１の前記登録情報を出力させ、又は、前記登録情報記憶手段に記憶されている登録情報を
前記所定の出力先に出力させる場合には、前記登録情報と共に、前記登録情報記憶手段に
おいて前記登録情報に対応付けられている少なくとも１の前記画像データの内容を示す画
像を出力させ、前記情報処理装置の登録制御手段は、前記画像情報記憶装置の登録情報記
憶手段において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を他の画像デー
タに対応付けることを指示する入力を得た場合に、前記他の画像データに対し、前記登録
情報記憶手段において画像データに対応付けられて既に記憶されている登録情報を対応付
けて前記登録情報記憶手段に記憶させる。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１記載の画像情報記憶装置によれば、複数の画像データに対して同じ登録情報を
対応付ける必要がある場合には、時間的に後で登録情報を対応付けることになった画像デ
ータに対し、既に（それより先に）他の画像データに対応付けられている登録情報を用い
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て対応付けるので、画像データ毎に登録情報を対応付けた場合と異なり、登録情報の管理
を容易にし得るという効果がある。
【００２１】
　また、複数の画像データに対して同じ（即ち、共通の）登録情報を対応付けるので、１
の登録情報から、その登録情報に対応する複数の画像を参照させることができる。よって
、複数の画像を視認することによって、登録情報だけでは得られない付加的な情報を容易
に得ることが可能であるという効果がある。同様に、複数の画像に共通する登録情報を参
照させることができるので、画像だけでは得られない付加的な情報を容易に得ることが可
能であるという効果がある。
【００２２】
　請求項２記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１記載の画像情報記憶装置の奏する
効果に加えて、次の効果を奏する。１の画像から、その画像内に設定された領域の指定に
より、その領域に対応付けられた登録情報を得ることができる。よって、登録情報の検索
を容易にし得るという効果がある。
【００２３】
　請求項３記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１又は２に記載の画像情報記憶装置
の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。画像データ（画像）に対応付ける登録情報を
、識別情報によって第１の記憶手段から参照させることができるので、画像データ毎に登
録情報を対応づける必要がなく、記憶領域の無駄な消費を抑制できるという効果がある。
【００２４】
　請求項４記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１又は２に記載の画像情報記憶装置
の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。ある画像データ（画像）に登録情報を対応付
ける場合に、他の画像データに既に対応付けられている登録情報を識別情報によって参照
させることによって対応付けることができるので、画像データ毎に登録情報を対応づける
必要がなく、記憶領域の無駄な消費を抑制できるという効果がある。
【００２５】
　請求項５記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１から４のいずれかに記載の画像情
報記憶装置の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。表示画面に表示された画像を基に
通信先を入力できるので、通信を開始するにあたり、画像から連想できる通信先を選ぶこ
とができ、通信先に関する情報をよく把握した上で通信を開始することができるという効
果がある。
【００２６】
　請求項６記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１から５のいずれかに記載の画像記
憶装置の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。通信先から通信要求を受けた場合には
、その通信先の登録情報に対応付けられている画像が、該通信先を示す領域を目立たせた
状態で表示画面に表示されるので、通信要求をしてきた通信先を視覚的に識別できると共
に、表示された画像全体を参照して、その通信先に関する付加的な情報を容易に得ること
ができるという効果がある。
【００２７】
　請求項７記載の画像情報記憶装置によれば、請求項６記載の画像情報記憶装置の奏する
効果に加えて、次の効果を奏する。表示された画像に含まれるその他の通信先を示す領域
との比較によって、通信要求をしてきた通信先に関する情報量が増え、その通信先に関す
る理解を深めることができるという効果がある。
【００２８】
　請求項８記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１から７のいずれかに記載の画像情
報記憶装置の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。第１のメニュー画像を利用し、複
数の画像データに対して登録情報を連携（共通化）させることができるので、複数の画像
データに対し同じ登録情報を対応づけることを容易に実現できるという効果がある。
【００２９】
　請求項９記載の画像情報記憶装置によれば、請求項１から８のいずれかに記載の画像情
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報処理装置の奏する効果に加えて、次の効果を奏する。画像中に領域を設定する際には、
その領域の形状を第２のメニュー画像の中から選択できるように構成されているので、領
域の設定作業が容易であるという効果がある。また、第２のメニュー画像を利用し、選択
された領域の形状のサイズ変更及び移動によって領域の大きさや位置を自在に設定できる
ので、その点においても領域の設定作業が容易であるという効果がある。
【００３０】
　請求項１０記載の画像情報処理プログラムによれば、請求項１記載の画像情報処理装置
と同様の効果を奏する。
【００３１】
　請求項１１記載の画像情報処理システムによれば、請求項１記載の画像情報処理装置と
同様の効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。図１は、本
発明の第１実施形態における多機能周辺装置（以下、「ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔ
ｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）」と称する）１の外観構成を示した斜視図である。
【００３３】
　ＭＦＰ１は、電話回線網１００（図２参照）と接続されて電話機能による通話やファク
シミリ機能によるデータ送信を行うことができるだけでなく、スキャナ機能、コピー機能
、ＰＣプリント機能、及びメディアプリント機能などの各種機能を有する装置である。な
お、以下で詳細に説明するが、本実施形態のＭＦＰ１は、画像に対応付けられた登録情報
の管理が容易であると共に、その登録情報をユーザが有効に活用できるよう補助する装置
として構成されている。
【００３４】
　ＭＦＰ１の上部には、ファクシミリ機能、スキャナ機能、又は、コピー機能の実行時に
原稿を読み取るためのスキャナ２０が配置されている。原稿カバー体８の下側には、原稿
を載置するための載置用ガラス板が設けられており、原稿を読み取る場合は、原稿カバー
体８を上側に開き、載置用ガラス板上に原稿を載置し、原稿カバー体８を閉じて原稿を固
定する。
【００３５】
　そして、ユーザにより原稿の読み取りが指示されると、載置用ガラス板の下側に設けら
れている原稿読取り用のセンサー（図示せず）により原稿紙面の画像が読み取られる。読
み取られた画像データは後述のＲＡＭ１３（図２参照）における所定の記憶領域に記憶さ
れる。
【００３６】
　また、筐体内部には記録用紙に画像を印刷する装置として、所謂インクジェットプリン
タで構成されたプリンタ２１が内蔵されている。プリンタ２１は、Ｃ（シアン）、Ｍ（マ
ゼンダ）、Ｙ（イエロー）、Ｋ（ブラック）の４色のインクを使用する印刷ヘッド、紙送
り装置、回復装置を備えカラー印刷を行う。印刷ヘッドには複数個のノズル（インク吐出
口）が設けられており、ノズルからインク吐出を行いながら、紙送り装置で記録用紙を送
り画像を記録用紙に印刷する。
【００３７】
　原稿カバー体８の前方には、横長形状の操作パネル６が設けられており、操作キー１５
、ＬＣＤ１６、そのＬＣＤ１６と一体的に構成されている周知のタッチパネル１７とを具
備する。操作キー１５には、電話機能やファクシミリ機能を利用する場合に電話番号を入
力するための数字ボタン１５ａや、ＭＦＰ１の電源のオン／オフを行うための電源ボタン
１５ｂなどの各種ボタンが設けられている。
【００３８】
　ＬＣＤ１６は、画像や情報を表示する表示画面であり、例えば、操作手順や実行中の処
理の状態が表示されると共に、操作キー１５やタッチパネル１７の押下に対応する情報が
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表示される。
【００３９】
　また、ＭＦＰ１の電話機能やファクシミリ機能を利用する場合に、ＬＣＤ１６には、発
信画面５５（例えば、図８（ｂ）参照）や、着信画面５６（例えば、図１０（ａ）参照）
や、不在着信履歴画面５７（例えば、図１０（ｂ）参照）が表示される。詳細は後述する
が、本実施形態のＭＦＰ１は、ＬＣＤ１６に発信画面５５などを表示する際に、電話帳メ
モリ１４ｂ（図２参照）に予め登録（記憶）されている人物について、その人物に関する
情報（以下、「人物情報」と称する場合がある）と、その人物を含む画像とを表示するよ
うに構成されている。
【００４０】
　ＭＦＰ１の側部には、送受話器２２が設けられている。この送受話器２２は、ユーザが
電話機能を使用して、電話回線網１００（図２参照）を介して接続される外部装置との間
で通話を行う場合に使用される。非通話時には、送受話器２２はフック（図示しない）が
設けられた載置台上に置かれ、通話時には載置台から取り上げられて使用される。尚、本
実施形態では、前者をオンフック状態、後者をオフフック状態と称す。送受話器２２は、
オフフック状態となるとＮＣＵ２３（図２参照）と電気的に接続され、オンフック状態と
なると、ＮＣＵ２３との接続が解除される。
【００４１】
　次に、図２を参照して、ＭＦＰ１の電気的構成について説明する。図２は、ＭＦＰ１の
電気的構成を示すブロック図である。ＭＦＰ１は、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３
、ＥＥＰＲＯＭ１４、操作キー１５、ＬＣＤ１６、タッチパネル１７、計時回路１８、ス
キャナ２０、プリンタ２１、送受話器２２、ＮＣＵ２３、モデム２４とを主に有している
。
【００４２】
　ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３は、バスライン２６を介して互いに接続されてい
る。また、ＥＥＰＲＯＭ１４、操作キー１５、ＬＣＤ１６、タッチパネル１７、計時回路
１８、スキャナ２０、プリンタ２１、送受話器２２、ＮＣＵ２３、モデム２４、バスライ
ン２６は、入出力ポート２７を介して互いに接続されている。
【００４３】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２やＲＡＭ１３に記憶される固定値やプログラム或いは、ＮＣ
Ｕ２３を介して送受信される各種信号に従って、ＭＦＰ１が有している各機能の制御や、
入出力ポート２７と接続された各部を制御するものである。
【００４４】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１により実行される制御プログラムや、その実行の際に参照さ
れる固定値データが記憶されている。なお、ＲＯＭ１２は、後述する図５などに示すフロ
ーチャートを実行させることによって、画像に対応付けられた登録情報の管理が容易であ
ると共に、その登録情報をユーザが有効に活用できるよう補助する装置としてＭＦＰ１を
機能させる画像情報処理プログラム１２ａを記憶する領域を有している。また、ＲＡＭ１
３は、書き替え可能な揮発性のメモリであり、ＭＦＰ１の各操作の実行時に各種のデータ
を一時的に記憶するためのメモリである。
【００４５】
　ＥＥＰＲＯＭ１４は、データを書き換え可能に記憶すると共に、電源遮断後も内容を保
持可能な不揮発性のメモリである。図２に示すように、ＥＥＰＲＯＭ１４は、画像メモリ
１４ａと、電話帳メモリ１４ｂと、発信履歴メモリ１４ｃと、不在着信履歴メモリ１４ｄ
とを有している。
【００４６】
　画像メモリ１４ａは、画像データを記憶する領域である。この画像メモリ１４ａには、
ケーブルを介してＭＦＰ１のインターフェイス（図示せず）に接続されたデジタルカメラ
などの撮像装置やパーソナルコンピュータなどの外部装置から入力される画像データや、
ＭＦＰ１のメディアスロット（図示せず）に装着された外部メディア（例えば、ＳＤカー
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ド（登録商標）やスマートメディア（登録商標）など）から読み出された画像データや、
スキャナ２０により読み取った写真の画像データなどが記憶される。
【００４７】
　電話帳メモリ１４ｂは、電話機能やファクシミリ機能などを用いて通信を行う際に使用
する通信相手を指定する情報（例えば、電話番号や電子メールアドレスなど）と、その通
信相手を特定する情報（例えば、氏名や住所など）とを対応付けた所謂電話帳を記憶する
領域である。
【００４８】
　本実施形態のＭＦＰ１は、画像を電話帳として利用できる構成とされている。そのため
、図２に示すように、電話帳メモリ１４ｂは、氏名や電話番号などの人物情報を記憶する
領域である人物情報メモリ１４ｂ１と、人物情報メモリ１４ｂ１に記憶されている人物情
報に対して画像データを対応付ける領域である画像情報メモリ１４ｂ２とを有している。
なお、人物情報メモリ１４ｂ１及び画像情報メモリ１４ｂ２に記憶されるデータの構成に
ついては、図３を参照して後述する。
【００４９】
　発信履歴メモリ１４ｃは、ＭＦＰ１の電話機能を用いてユーザが発信（通信の開始）を
行った場合に、発信時刻と、通信相手を示す情報（例えば、電話番号）と、発信時に発信
画面５５（図８参照）の表示領域５５ａに表示した写真（画像）とを履歴として記憶する
領域である。なお、発信履歴メモリ１４ｃに記憶される履歴を、以下、「発信履歴」と称
することがある。
【００５０】
　また、不在着信履歴メモリ１４ｄは、ＭＦＰ１が外部（通信相手）から通信要求を受け
たが、通信が開始されることなくその通信要求が終了した場合に、その履歴（例えば、電
話番号などの通信相手を示す情報が得られた場合には、その情報と通信要求があった時刻
）を記憶する領域である。なお、不在着信履歴メモリ１４ｄに記憶される履歴を、以下、
「不在着信履歴」と称することがある。
【００５１】
　計時回路１８は、現在の日時を刻む時計機能を有する既知の回路である。ＮＣＵ２３は
、電話回線網１００と接続されており、電話回線網１００へのダイヤル信号の送出や、電
話回線網１００からの呼出信号の応答などの制御を行うものである。モデム２４は、ファ
クシミリ機能により送信が指示された画像データを、電話回線網１００に伝送可能な信号
に変調してＮＣＵ２３を介して送信したり、電話回線網１００からＮＣＵ２３を介して入
力された信号を受信し、ＬＣＤ１６に表示したりプリンタ２１で記録可能な画像データに
復調するものである。
【００５２】
　次に、図３を参照して、上述した人物情報メモリ１４ｂ１及び画像情報メモリ１４ｂ２
に記憶されるデータ構成について説明する。図３（ａ）は、人物情報メモリ１４ｂ１に記
憶されるデータ構成の一例を示す模式図であり、図３（ｂ）及び図３（ｃ）は、それぞれ
、画像情報メモリ１４ｂ２に記憶されるデータ構成の一例を示す模式図である。
【００５３】
　図３（ａ）に示すように、人物情報メモリ１４ｂ１には、電話帳登録された人物毎に、
人物情報ＰＤと、その人物情報ＰＤを個々に識別可能とする人物番号Ｐ１とが対応付けら
れて記憶されている。
【００５４】
　人物情報ＰＤは、例えば、氏名Ｐ２や電話番号Ｐ３を示す情報を含んで構成される。氏
名Ｐ２及び電話番号Ｐ３以外に、住所や電子メールアドレスや個人の特徴などを示す情報
が人物情報ＰＤに含まれていてもよい。
【００５５】
　人物番号Ｐ１は、登録された人物毎に異なる番号が割り当てられるように構成されてお
り、各人の人物情報ＰＤを特定する識別情報として人物情報メモリ１４ｂ１に記憶される
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情報である。なお、図３（ａ）では、人物番号Ｐ１が１から始まる連番である場合を例示
しているが、登録された人物毎に異なる番号を割り当てるという条件さえ満たされるので
あれば、１から始まっていなくても、連番でなくてもよい。
【００５６】
　一方、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、画像情報メモリ１４ｂ２には、画像名
Ｑ１によって特定される１の画像データ毎に、領域情報Ｑ２と、人物番号Ｑ３とが対応付
けられている。
【００５７】
　画像名Ｑ１は、画像データメモリ１４ａに記憶されている画像データの中から、１の画
像データを特定する情報であり、画像データに付されたファイル名や内部番号などを使用
できる。即ち、この画像名Ｑ１の内容によって、画像データメモリ１４ａに記憶されてい
る１の画像データが特定される。
【００５８】
　従って、図３（ｂ）は、画像データメモリ１４ａに記憶されている画像データのうち「
近所友人」の写真（画像）に対するデータ構成を示す模式図であり、図３（ｃ）は、画像
データメモリ１４ａに記憶されている画像データのうち「会社同僚」の写真に対するデー
タ構成を示す模式図である。
【００５９】
　領域情報Ｑ２は、画像名Ｑ１により特定される画像データの描画領域内に設定されてい
る領域を示す情報であり、該領域の形状を示す情報（「形状」）と、該領域の大きさを示
す情報（「大きさ」）と、画像データにおける該領域の位置を示す情報（「Ｘ方向」及び
「Ｙ方向」）とを含んで構成される。
【００６０】
　詳細は後述するが、本実施形態のＭＦＰ１は、写真から所望する領域を設定する場合に
、予め準備されている複数の形状の中から、ユーザが１の形状を選択し、選択した形状の
枠を拡大又は縮小したり移動したりすることによって領域の設定が行われる。よって、領
域情報Ｑ２における「形状」としては、選択された形状を示す情報が記憶され、「大きさ
」としては、領域（枠）の初期値の大きさに対する拡大率（又は縮小率）が記憶され、「
Ｘ方向」及び「Ｙ方向」としては、領域の中心座標が記憶される。
【００６１】
　人物番号Ｑ３は、領域情報Ｑ２により特定される領域に対応付けられる人物情報を特定
する番号であり、人物情報メモリ１４ｂ１（図３（ａ））に記憶されている人物番号Ｐ１
の中から選択されて記憶される。よって、領域情報Ｑ２により特定される領域に対して、
人物番号Ｑ３が対応付けられることにより、領域情報Ｑ２により特定される領域に対し、
人物情報メモリ１４ｂ１において人物番号Ｑ３に対応する人物情報ＰＤが対応付けられる
ことになる。
【００６２】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、「近所友人」の写真内における（Ｘ方向，Ｙ方向，
形状，大きさ）が（７，５，楕円２，１．６）である領域に対し、人物番号「１」が対応
付けられている場合には、かかる領域に対し、人物情報メモリ１４ｂ１（図３（ａ））に
おける人物番号「１」に対応する人物情報ＰＤ、即ち、氏名Ｐ２が「鈴木次郎」であり、
電話番号Ｐ３が「０５２－ｘｘｘ－１１１１」である人物情報が対応付けられることにな
る。
【００６３】
　また、図３（ｂ）に示すように、「近所友人」の写真には、上述した領域以外に、２か
所の領域が設定されており、これらの領域に対しては、人物番号「２」により特定される
人物情報ＰＤ（「加藤太郎」など）、及び人物番号「３」により特定される人物情報ＰＤ
（「木村Ａ介」など）が対応付けられている。このように、本実施形態のＭＦＰ１では、
１枚の画像データ（画像、写真）に対し、複数の人物情報ＰＤを対応付けることができる
ように構成されている。
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【００６４】
　同様に、「会社同僚」の写真には、３か所の領域が設定されており、これらの領域に対
して、人物番号「１」により特定される人物情報ＰＤ（「鈴木次郎」など）、人物番号「
４」により特定される人物情報ＰＤ（「高橋Ｂ二」など）、及び人物番号「５」により特
定される人物情報ＰＤ（「佐藤Ｃ作」など）が対応付けられている（図３（ｃ）参照）。
【００６５】
　ここで、「近所友人」の写真及び「会社同僚」の写真の両方に、人物番号「１」により
特定される同一人物の人物情報ＰＤが対応付けられている。このように、本実施形態のＭ
ＦＰ１では、人物番号Ｑ１（人物番号Ｐ１）によって人物情報メモリ１４ｂ１から人物情
報ＰＤを参照するように構成されているので、画像データ毎に、人物情報を対応付けて記
憶する必要がない。
【００６６】
　よって、本実施形態のＭＦＰ１によれば、複数の画像データに対して同じ人物情報を対
応付ける場合であっても、ＥＥＰＲＯＭ１４における記憶領域の無駄な消費を抑制するこ
とができる。
【００６７】
　また、人物情報ＰＤの実際の内容は、人物情報メモリ１４ｂ１にのみ記憶されているの
で、画像データ毎に人物情報が対応付けられている場合に比べて、人物情報ＰＤの管理を
容易化できる。例えば、複数の画像データに同一の人物情報が対応付けられている場合で
あっても、人物情報メモリ１４ｂ１に記憶されている内容を変更することにより、全ての
画像データに対応付けられた人物情報の内容を変更することができる。
【００６８】
　次に、図４～図７を参照して、１枚の写真（１の画像データ）内に設定した所定領域に
対して人物情報ＰＤを対応付けることにより、所望の人物を電話帳に登録する登録処理に
ついて説明する。
【００６９】
　まず、図４を参照して、図５～図７のフローチャートにより示す登録処理の実行中にＬ
ＣＤ１６に表示される各種画面について説明する。図４（ａ）は、登録処理（図５参照）
が起動された場合にまずＬＣＤ１６に表示される写真選択登録画面５１を示す模式図であ
る。図４（ａ）に示すように、写真選択登録画面５１には、向かって左側に１枚の写真（
画像）を表示できる表示領域５１ａが設けられている。この表示領域５１ａの下方には、
表示領域５１ａに表示する写真を選択可能なタブ５１ｂが表示される。ユーザは、自身の
指や棒などの指示体を用いて所望の写真に対応するタブ５１ｂをタッチする（押す、触れ
る）ことにより、タッチされたタブ５１ｂに対応する写真を表示領域５１ａに表示させる
ことができる。
【００７０】
　図４（ａ）は、３つのタブ５１ｂが表示されている状態を例示しており、この例によれ
ば、３枚の写真の中から表示領域５１ａに表示する写真を選択することができる。また、
図４（ａ）に示すように、１のタブ５１ｂに、そのタブ５１ｂに対応付けられている写真
の写真名（「近所友人」、「会社同僚」、「テニス」）が表記されるので、ユーザは、タ
ブ５１ｂの表記を確認しつつ、表示を所望する写真を選択することができる。
【００７１】
　一方、写真選択登録画面５１における向かって右側の領域には、確定ボタン５１ｃが表
示される。ユーザが指などによって確定ボタン５１ｃをタッチすると、人物情報ＰＤを対
応付ける対象となる写真が、表示領域５１ａに表示中の写真に確定される。
【００７２】
　次に、図４（ｂ）は、人物情報ＰＤを対応付ける写真内の領域（ボタン）を設定するボ
タン生成処理（図６参照）の実行時にＬＣＤ１６に表示されるボタン生成画面５２を示す
模式図である。
【００７３】
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　図４（ｂ）に示すように、ボタン生成画面５２には、向かって左側に上述した表示領域
５１ａと同様の表示領域５２ａが設けられている。一方、ボタン生成画面５２における向
かって右側の領域５２ｂには、形状選択部５２ｃと、サイズ指定部５２ｄと、領域の確定
を指示する確定ボタン５２ｅとが表示される。
【００７４】
　形状選択部５２ｃは、領域の形状をユーザが選択可能に複数表示する部分であり、ユー
ザは、形状選択部５２ｃに表示される複数の形状の中から、所望の形状をタッチすること
により、人物情報ＰＤを対応付ける写真内の領域の形状を選択することができる。具体的
には、形状選択部５２ｃに表示される１の形状がユーザによってタッチ（選択）されると
、選択された形状の枠Ａが写真内の所定位置（例えば、写真中央）に表示される。
【００７５】
　サイズ指定部５２ｄは、領域のサイズを変更できるよう、拡大を指示するボタンと縮小
を指示するボタンとを含んでいる。ユーザがサイズ指定部５２ｄに表示されるボタンを適
宜タッチして操作すると、表示中の枠Ａのサイズが拡大又は縮小されて、人物情報ＰＤを
対応付ける写真内の領域（枠、ボタン）のサイズを変更することができる。
【００７６】
　また、表示領域５２ａの右側及び下側には、それぞれ、スクロールバー５２ｆ及びスク
ロールバー５２ｇが表示される。これらのスクロールバー５２ｆ，５２ｇは、人物情報Ｐ
Ｄを対応付ける写真内の領域（枠、ボタン）の位置を変更する際に使用される部分である
。
【００７７】
　表示領域５２ａの右側に位置するスクロールバー５２ｆをユーザが指などによってタッ
チしつつ上方又は下方へ移動させることにより、枠Ａの位置を上下方向にスクロールバー
５２ｆの操作量に応じた量だけ移動させることができる。
【００７８】
　同様に、表示領域５２ａの下側に位置するスクロールバー５２ｇをユーザが指などによ
ってタッチしつつ右方又は左方へ移動させることにより、枠Ａの位置を左右方向にスクロ
ールバー５２ｇの操作量に応じた量だけ移動させることができる。
【００７９】
　そして、枠Ａが所望の大きさで所望の位置に配置された状態（例えば、枠Ａが顔Ｂの位
置に配置された状態）で、ユーザが確定ボタン５２ｅをタッチすると、枠Ａを境界とする
領域が確定される。
【００８０】
　このように、本実施形態のＭＦＰ1によれば、写真（画像）内に人物情報ＰＤを対応付
けるための領域を設定する際には、その領域の形状をボタン生成画面５２（形状選択部５
２ｃ）の中から選択できるように構成されているので、領域の設定作業が容易である。
【００８１】
　さらに、このボタン生成画面５２に表示されるサイズ指定部５２ｂやスクロールバー５
２ｆ，５２ｇを利用して、選択された領域の大きさや位置を自在に設定できるので、その
点においても領域の設定作業が容易である。
【００８２】
　次に、図４（ｃ）は、ボタン生成処理（図６参照）により写真内に領域が設定された後
にＬＣＤ１６に表示される登録画面５３を示す模式図である。図４（ｃ）に示すように、
登録画面５３には、向かって左側に上述した表示領域５１ａと同様の表示領域５３ａが設
けられている。なお、この登録画面５３において、表示領域５３ａには、ボタン生成処理
（図６参照）の実行により人物情報ＰＤを対応付ける領域が設定された写真が表示される
。
【００８３】
　一方、登録画面５３における向かって右側の領域には、「電話帳データ登録」と表記さ
れたボタン５３ｂと、「他ボタンデータ連携」と表記されたボタン５３ｃと、画面をボタ
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ン生成画面５２に戻してボタン生成処理（図６参照）を再度実行させることを指示する戻
るボタン５３ｄとが表示される。
【００８４】
　この登録画面５３がＬＣＤ１６に表示された状態で、ユーザの指などによってボタン５
３ｂがタッチされると、写真内に設定された領域（ボタン）に対し、新たな人物情報ＰＤ
をユーザに入力させるための画面（図示せず）が表示される。ユーザは、その画面に人物
情報ＰＤを入力することによって、写真内に設定された領域に対し、人物情報メモリ１４
ｂ１に追加される人情報ＰＤを対応付けることができる。
【００８５】
　一方、詳細は後述するが、登録画面５３がＬＣＤ１６に表示された状態で、ボタン５３
ｃがタッチされた場合には、写真内に設定された領域（ボタン）に対し、他の写真に対し
て既に対応付けられている人物情報ＰＤ（即ち、既に人物情報メモリ１４ｂ１に記憶され
ている人物情報ＰＤ）を対応付けることができる。
【００８６】
　次に、図４（ｄ）は、登録画面５３におけるボタン５３ｃがタッチされた場合に表示さ
れる連携登録画面５４を示す模式図である。図４（ｄ）に示すように、連携登録画面５４
には、向かって左側に上述した表示領域５１ａと同様の表示領域５４ａが設けられている
。
【００８７】
　なお、この連携登録画面５４において、表示領域５４ａの下方には、タブ５１ｂ（図４
（ａ）参照）と同様のタブ５４ｃが表示されており、ボタン生成処理（図６参照）の実行
により人物情報ＰＤを対応付ける領域が設定された写真以外の写真を選択することができ
る。
【００８８】
　一方、連携登録画面５４における向かって右側の領域５４ｂは、表示領域５４ａに表示
された写真内の領域であってユーザによって指定された領域に対応付けられた人物情報Ｐ
Ｄを表示される領域として構成されている。
【００８９】
　また、この領域５４ｂには、写真内に設定された領域（ボタン）に対して対応付ける人
物情報ＰＤ、即ち、他の写真に対して既に対応付けられている人物情報ＰＤを確定する連
携ボタン５４ｄが表示される。
【００９０】
　詳細は後述するが、ユーザは、この連携登録画面５４を利用し、複数の写真（画像デー
タ）に対して人物情報ＰＤを連携（共通化）させることができるので、複数の写真に対し
同じ人物情報ＰＤを対応づけることを容易に実現できる。
【００９１】
　次に、図５を参照して、１枚の写真（１の画像データ）内に設定した所定領域に対して
人物情報ＰＤを対応付けることにより、所望の人物を電話帳に登録する（即ち、電話帳メ
モリ１４ｂに記憶する）登録処理の内容について具体的に説明する。図５は、上記構成を
有するＭＦＰ１で実行される登録処理の全体を示すフローチャートである。
【００９２】
　この登録処理は、ユーザにより電話帳登録を行う指示が入力されると起動し、まず、写
真選択画面５１を表示し（Ｓ１）、その写真選択画面５１における確定ボタン５１ｃがタ
ッチされたかを確認する（Ｓ２）。
【００９３】
　Ｓ２の処理により、確定ボタン５１ｃのタッチが確認されない場合には（Ｓ２：Ｎｏ）
、表示領域５１ａに表示する写真として別の写真（画像）が選択されたか、即ち、表示領
域５１ａに表示中の写真とは異なる写真のタブ５１ｂがタッチされたかを確認する（Ｓ８
）。
【００９４】
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　Ｓ８の処理により確認した結果、別の写真が選択された場合には（Ｓ８：Ｙｅｓ）、表
示領域５１ａに表示する写真を選択された写真に切り替え（Ｓ９）、Ｓ２の処理へ戻る。
一方で、Ｓ８の処理によって別の写真の選択が確認されない場合には（Ｓ８：Ｎｏ）、そ
のまま、Ｓ２の処理へ戻る。
【００９５】
　また、Ｓ２の処理により確認した結果、確定ボタン５１ｃがタッチされた場合には（Ｓ
２：Ｙｅｓ）、写真選択登録画面５１に換えてボタン生成画面５２をＬＣＤ１６に表示し
（Ｓ３）、人物情報ＰＤを対応付ける写真内の領域（ボタン）を設定するボタン生成処理
を実行する（Ｓ４）。なお、このボタン生成処理（Ｓ４）の具体的な処理については、図
６を参照して後述する。
【００９６】
　ボタン生成処理（Ｓ４）の実行後、ボタン生成画面５２に換えて登録画面５３をＬＣＤ
１６に表示し（Ｓ５）、ボタン生成処理（Ｓ４）の実行により人物情報ＰＤを対応付ける
べく設定された領域（ボタン）に対して、人物情報ＰＤを対応付ける人物情報登録処理を
実行する（Ｓ６）。なお、この人物情報登録処理（Ｓ６）の具体的な処理については、図
７を参照して後述する。
【００９７】
　人物情報登録処理（Ｓ６）が実行されると、１枚の写真に対する人物情報ＰＤの対応付
けが終了するので、この登録処理を終了する。従って、この登録処理の実行により、１枚
の写真内における所望の領域に人物情報ＰＤが対応付けられることになる。
【００９８】
　次に、図６を参照して、上述したボタン生成処理（Ｓ４）について説明する。図６は、
図５の登録処理内で実行されるボタン生成処理（Ｓ４）を示すフローチャートである。図
６に示すように、このボタン生成処理（Ｓ４）では、まず、確定ボタン５２ｅがタッチさ
れたかを確認する（Ｓ２１）。
【００９９】
　Ｓ２１の処理により確認した結果、確定ボタン５２ｅがタッチされていなければ（Ｓ２
１：Ｎｏ）、領域の形状が選択されたか、即ち、形状選択部５２ｃの中から１の形状がタ
ッチされたかを確認する。（Ｓ２２）。
【０１００】
　Ｓ２２の処理により確認した結果、領域の形状が選択された場合には（Ｓ２２：Ｙｅｓ
）、選択された形状の枠を表示領域５２ａに表示されている写真上の所定位置（例えば、
写真中央）に予め決められている初期値の大きさで重ねて表示し（Ｓ２３）、Ｓ２４の処
理へ移行する。一方で、Ｓ２２の処理により確認した結果、形状が選択されていない場合
には（Ｓ２２：Ｎｏ）、Ｓ２３の処理をスキップして、Ｓ２４の処理へ移行する。
【０１０１】
　Ｓ２４では、領域の大きさが変更されたか、即ち、サイズ指定部５２ｄに表示されるボ
タンがタッチされたかの確認を行う（Ｓ２４）。このＳ２４の処理により確認した結果、
領域の大きさが変更されていれば（Ｓ２４：Ｙｅｓ）、表示されている枠の大きさを、サ
イズ指定部５２ｄに表示されるボタンにより指定された変更量で拡大又は縮小し（Ｓ２５
）、Ｓ２６の処理へ移行する。一方で、Ｓ２４の処理により確認した結果、領域の大きさ
が変更されていない場合には（Ｓ２４：Ｎｏ）、Ｓ２５の処理をスキップして、Ｓ２６の
処理へ移行する。
【０１０２】
　Ｓ２６では、領域の位置が変更されたか、即ち、スクロールバー５２ｆ又はスクロール
バー５２ｇが移動されかの確認を行う（Ｓ２６）。このＳ２６の処理により確認した結果
、領域の位置が変更された場合には（Ｓ２６：Ｙｅｓ）、枠の位置を、操作したスクロー
ルバー５２ｆ又はスクロールバー５２ｇの移動方向に応じた方向とその操作量に応じた移
動量とによって決まる指定位置へ移動し（Ｓ２７）、Ｓ２１の処理へ戻る。一方、Ｓ２６
の処理により確認した結果、領域の位置が変更されていなければ（Ｓ２６：Ｎｏ）、Ｓ２
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７の処理をスキップして、Ｓ２１の処理へ移行する。
【０１０３】
　また、Ｓ２１の処理により確認した結果、確定ボタン５２ｅがタッチされた場合には（
Ｓ２１：Ｙｅｓ）、表示領域５２ａに表示中の写真（画像、画像データ）を示す画像名Ｑ
１と、領域情報（即ち、領域の形状、大きさ、及び位置を示す情報）Ｑ２とを対応付けて
画像情報メモリ１４ｂ２に記憶し（Ｓ２８）、このボタン生成処理（Ｓ４）を終了する。
【０１０４】
　次に、図７を参照して、上述した人物情報登録処理（Ｓ６）、即ち、ボタン生成処理（
Ｓ４）の実行により人物情報ＰＤを対応付けるべく設定された領域（ボタン）に対して、
人物情報ＰＤを対応付ける処理について説明する。図７は、図５の登録処理内で実行され
る人物情報登録処理（Ｓ６）を示すフローチャートである。
【０１０５】
　図７に示すように、この人物情報登録処理（Ｓ６）では、まず、戻るボタン５３ｄがタ
ッチされたかを確認する（Ｓ４１）。Ｓ４１の処理により確認した結果、戻るボタン５３
ｄがタッチされていれば（Ｓ４１：Ｙｅｓ）、Ｓ３（図５参照）の処理へ移行する。
【０１０６】
　一方で、Ｓ４１の処理により確認した結果、戻るボタン５３ｄがタッチされていなけれ
ば（Ｓ４１：Ｎｏ）、「電話帳データ登録」と表記されたボタン５３ｂがタッチされたか
を確認する（Ｓ４２）。
【０１０７】
　Ｓ４２の処理により確認した結果、「電話帳データ登録」と表記されたボタン５３ｂが
タッチされていれば（Ｓ４２：Ｙｅｓ）、人物情報ＰＤをユーザに入力させるための画面
（図示せず）をＬＣＤ１６に表示し、人物情報ＰＤをユーザに入力させる（Ｓ５２）。
【０１０８】
　Ｓ５２の処理後、ユーザにより入力された人物情報を、人物情報メモリ１４ｂ１に記憶
し（Ｓ５３）、Ｓ２８（図６参照）において画像情報メモリ１４ｂ２に記憶した内容に、
人物情報メモリ１４ｂ１に記憶した人物情報ＰＤを示す人物番号Ｐ１を対応づけて（Ｓ５
４）、この人物情報登録処理（Ｓ６）を終了する。
【０１０９】
　一方で、Ｓ４２の処理により確認した結果、「電話帳データ登録」と表記されたボタン
５３ｂがタッチされていなければ（Ｓ４２：Ｎｏ）、「他ボタンデータ連携」と表記され
たボタン５３ｃがタッチされたかを確認する（Ｓ４３）。ここで、「他ボタンデータ連携
」と表記されたボタン５３ｃがタッチされていなければ（Ｓ４３：Ｎｏ）、Ｓ４１の処理
へ戻る。
【０１１０】
　その一方で、Ｓ４３の処理により確認した結果、「他ボタンデータ連携」と表記された
ボタン５３ｃがタッチされていれば（Ｓ４３：Ｙｅｓ）、登録画面５３に換えて連携登録
画面５４をＬＣＤ１６に表示する（Ｓ４４）。
【０１１１】
　Ｓ４４の処理後、表示領域５４ａに表示する写真として別の写真（画像）が選択された
か、即ち、表示領域５４ａに表示中の写真とは異なる写真のタブ５４ｃが選択されたかを
確認する（Ｓ４５）。このとき、表示写真が切り替えられた場合には（Ｓ４５：Ｙｅｓ）
、表示領域５４ａに表示する写真を選択された写真に切り替え（Ｓ４６）、Ｓ４７の処理
へ移行する。一方で、Ｓ４５の処理によって別の写真の選択が確認されない場合には（Ｓ
４５：Ｎｏ）、Ｓ４６の処理をスキップして、Ｓ４７の処理へ移行する。
【０１１２】
　Ｓ４７では、表示領域５４ａに表示された写真の一部がユーザの指などの指示体によっ
てタッチされたかを確認する（Ｓ４７）。Ｓ４７の処理により確認した結果、写真の一部
がタッチされた場合には（Ｓ４７：Ｙｅｓ）、人物情報ＰＤが対応付けられている領域（
即ち、画像情報メモリ１４ｂ２に領域情報Ｑ２として記憶されている領域）がタッチされ
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たかを確認する（Ｓ４８）。
【０１１３】
　Ｓ４８の処理により確認した結果、表示領域５４ａに表示中の写真内における人物情報
ＰＤが対応付けられた領域がタッチされた場合には（Ｓ４８：Ｙｅｓ）、タッチされた領
域に対応付けられた人物情報ＰＤを、電話帳メモリ１４ｂ（人物情報メモリ１４ｂ１及び
画像情報メモリ１４ｂ２）から読み出し、連携登録画面５４における領域５４ｂに表示し
（Ｓ４９）、Ｓ５０の処理へ移行する。
【０１１４】
　一方で、Ｓ４８の処理により確認した結果、表示領域５４ａに表示された写真内である
が、人物情報ＰＤが対応付けられた領域以外の位置がタッチされた場合には（Ｓ４８：Ｎ
ｏ）、領域５４ｂに表示できる人物情報ＰＤが存在しないので、Ｓ４９の処理をスキップ
して、Ｓ５０の処理へ移行する。また、Ｓ４７の処理により確認した結果、表示領域５４
ａに表示された写真がタッチされていない場合もまた（Ｓ４７：Ｎｏ）、Ｓ４９の処理を
行うことなく、Ｓ５０の処理へ移行する。
【０１１５】
　Ｓ５０では、連携登録画面５４における連携ボタン５４ｄがタッチされたかを確認する
（Ｓ５０）。Ｓ５０の処理により確認した結果、連携ボタン５４ｄがタッチされていなけ
れば（Ｓ５０：Ｎｏ）、Ｓ４５の処理へ戻る。
【０１１６】
　一方で、Ｓ５０の処理により確認した結果、連携ボタン５４ｄがタッチされた場合には
、Ｓ２８（図６参照）において画像情報メモリ１４ｂ２に記憶した内容に、人物情報メモ
リ１４ｂ１に記憶されている人物情報ＰＤのうち連携が指示された人物情報ＰＤ（即ち、
領域５４ｂに表示中の人物情報ＰＤ）を示す人物番号Ｐ１を対応付けて（Ｓ５１）、この
人物情報登録処理（Ｓ６）を終了する。
【０１１７】
　Ｓ５１の処理の結果として、人物情報ＰＤを新たに人物情報メモリ１４ｂ１に記憶する
ことなく、他の写真に対して既に対応付けられている人物情報ＰＤ（即ち、人物情報メモ
リ１４ｂ１に既に記憶されている人物情報ＰＤ）が、ボタン生成処理（図５参照）におい
て設定された写真の領域に対して対応付けられることになる。従って、同じ人物に対する
人物情報ＰＤが人物情報メモリ１４ｂ１内にて重複することが避けられるので、ＥＥＰＲ
ＯＭ１４における記憶領域の無駄な消費を抑制することができる。
【０１１８】
　次に、図８及び図９を参照して、電話帳メモリ１４ｂに記憶された電話帳を利用して所
定の通信相手へ発呼する場合について説明する。まず、図８を参照して、図９のフローチ
ャートにより示す発呼時処理の実行中にＬＣＤ１６に表示される発信画面５５について説
明する。図８は、発信画面５５を示す模式図である。
【０１１９】
　図８（ａ）は、所望の人物情報ＰＤを含む写真を選択する際の発信画面５５の状態を示
す図であり、向かって左側に１枚の写真（画像）を表示できる表示領域５５ａが設けられ
ており、この表示領域５５ａに１の写真が表示される。この表示領域５５ａの下方には、
表示領域５５ａに表示する写真を選択可能なタブ５５ｂが表示される。ユーザは、自身の
指などで所望の発信先（発信相手）を含む写真に対応するタブ５５ｂをタッチすることに
より、タッチされたタブ５５ｂに対応する写真を表示領域５５ａに表示させることができ
る。
【０１２０】
　図８（ｂ）は、表示領域５５ａに表示中の写真内から所望の発信先の人物情報ＰＤが対
応付けられている領域（ボタン）がタッチされた際の発信画面５５の状態を示す図である
。人物情報ＰＤが対応付けられている領域（例えば、図８における領域５５ｃ）がタッチ
されると、タッチされた領域５５ｃが他の部分とは区別可能に点滅して強調される。
【０１２１】
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　また、人物情報ＰＤが対応付けられている領域５５ｃがタッチされた場合には、発信画
面５５における向かって右側の領域５５ｄに、タッチされた（即ち、選択された）領域５
５ｃに対応付けられている人物情報ＰＤが表示されると共に、領域５５ｄに表示された人
物情報ＰＤの電話番号へダイヤルするためのダイヤルボタン５５ｅが表示される。
【０１２２】
　図８（ｃ）は、領域５５ｄに表示された人物情報ＰＤ（即ち、表示画面５５ａに表示さ
れた写真内の領域５５ｃに対応付けられている通信相手）を通信相手として確定し、ダイ
ヤルする際の発信画面５５の状態を示す図である。図８（ｃ）に示すように、ユーザは、
領域５５ｄに人物情報ＰＤが表示された状態でダイヤルボタン５５ｅをタッチすることに
よって、その通信相手（即ち、領域５５ｃに対応付けられている通信相手）への発呼を開
始することができる。
【０１２３】
　次に、図９を参照して、電話帳から所望の相手先へ発呼する発呼時処理の内容について
説明する。図９は、ＭＦＰ１で実行される発呼時処理を示すフローチャートである。この
発呼時処理は、ユーザにより電話モードを選択する指示が入力されると起動し、まず、発
信画面５５を表示し（Ｓ６１）、その発信画面５５におけるダイヤルボタン５５ｅがタッ
チされたかを確認する（Ｓ６２）。
【０１２４】
　Ｓ６２の処理により確認した結果、ダイヤルボタン５５ｅがタッチされていない場合に
は（Ｓ６２：Ｎｏ）、表示領域５５ａに表示する写真として別の写真が選択されたか、即
ち、表示領域５５ａに表示中の写真とは異なる写真のタブ５５ｂが選択されたかを確認す
る（Ｓ６３）。
【０１２５】
　Ｓ６３の処理により確認した結果、表示写真が切り替えられた場合には（Ｓ６３：Ｙｅ
ｓ）、表示領域５５ａに表示する写真を選択された写真に切り替え（Ｓ６４）、Ｓ６５の
処理へ移行する。一方で、Ｓ６３の処理によって別の写真の選択が確認されない場合には
（Ｓ６３：Ｎｏ）、Ｓ６３の処理をスキップして、Ｓ６５の処理へ移行する。
【０１２６】
　Ｓ６５の処理では、選択人物が変更されたか、即ち、写真内の他の領域（ボタン）がタ
ッチされたかを確認する（Ｓ６５）。Ｓ６５の処理により確認した結果、写真内の他の領
域がタッチされて選択人物が変更された場合には（Ｓ６５：Ｙｅｓ）、変更された人物の
人物情報ＰＤ、即ち、選択された領域に対応付けられている人物情報ＰＤを、電話帳メモ
リ１４ｂ（人物情報メモリ１４ｂ１及び画像情報メモリ１４ｂ２）から読み出し、発信画
面５５における領域５５ｄに表示し（Ｓ６６）、Ｓ６２の処理へ戻る。
【０１２７】
　一方で、Ｓ６５の処理により確認した結果、選択人物が変更されていない場合、即ち、
写真内の他の領域がタッチされていない場合には（Ｓ６５：Ｙｅｓ）、そのまま、Ｓ６２
の処理へ戻る。
【０１２８】
　また、Ｓ６２の処理により確認した結果、ダイヤルボタン５５ｅがタッチされた場合に
は（Ｓ６２：Ｙｅｓ）、領域５５ｄに表示中の人物情報ＰＤ（即ち、ユーザに選択された
領域５５ｄに対応付けられている人物情報ＰＤ）に含まれる電話番号Ｐ３をダイヤルする
（Ｓ６７）。Ｓ６７の処理後、発信履歴メモリ１４ｃに、発信時刻と、通信相手を示す情
報としての電話番号と、表示領域５５ａに表示中の写真（画像）を示す情報とを発信履歴
として記憶し（Ｓ６８）、発呼を開始し（Ｓ６９）、この発呼時処理を終了する。
【０１２９】
　このように、本実施形態のＭＦＰ１において実行される発呼時処理は、ＬＣＤ１６（よ
り具体的には、発信画面５５の表示領域５５ａ）に表示された写真（画像）を参照しつつ
通信相手を決定することができる。よって、ＬＣＤ１６に表示された写真を基に通信相手
を入力できるので、通信を開始するにあたり、写真から連想できる通信相手を選ぶことが
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でき、通信相手に関する情報をよく把握した上で通信を開始できる。
【０１３０】
　次に、図１０及び図１１を参照して、電話帳メモリ１４ｂに記憶（登録）された写真を
利用して、通信要求のあった通信相手をユーザに知らせる場合について説明する。まず、
図１０を参照して、図１１のフローチャートにより示す被呼時処理の実行中にＬＣＤ１６
に表示される画面について説明する。図１０は、後述する被呼時処理（図１１参照）の実
行中にＬＣＤ１６に表示される画面の模式図である。
【０１３１】
　図１０（ａ）は、通信要求（着呼）があった場合にＬＣＤ１６に表示される着信画面５
６を示す模式図である。図１０（ａ）に示すように、向かって左側に１枚の写真（画像）
を表示できる表示領域５６ａが設けられている。
【０１３２】
　詳細は後述するが、通信要求があった場合には、被呼時処理（図９参照）により予め決
められているルールに従って選択された１の写真が表示される。その際、その通信要求を
してきた通信先が電話帳メモリ１４ｂに記憶されている人物であれば、その通信要求をし
てきた通信先の人物情報ＰＤに対応付けられている領域５６ｂが他の部分とは区別可能に
点滅して強調される。
【０１３３】
　また、通信要求があった場合、着信画面５６における向かって右側の領域５６ｃには、
「着信あり」という表示５６ｄと回線の閉結を指示するスピーカホンボタン５６ｅとが表
示されると共に、通信要求をしてきた通信相手が電話帳メモリ１４ｂに記憶されている相
手であれば、通信相手の人物情報ＰＤが表示される。この着信画面５６の表示中に、ユー
ザがスピーカホンボタン５６ｅをタッチすると、回線が閉結されて通信相手との通話が可
能となる。
【０１３４】
　なお、通信要求をしてきた通信相手を含む写真が複数存在する場合には、図１０（ａ）
に示すように、通信要求をしてきた通信相手を含む写真の写真名が表記された複数のタブ
５６ｆが表示され、ユーザがタッチすることによって表示領域５６ａに表示する写真を変
更することができる。よって、ユーザは、タブ５６ｆを適宜タッチして表示領域５６ａに
表示する写真を切り替えることによって、通信要求をしてきた通信相手に関する情報をよ
く把握した上で通話を開始することができる。
【０１３５】
　図１０（ｂ）及び（ｃ）は、不在着信履歴の状況を示す不在着信履歴画面５７を示す模
式図である。より具体的には、図１０（ｂ）は、不在着信履歴メモリ１４ｄに記憶されて
いる不在着信履歴が１件である場合の不在着信履歴画面５７を示す模式図であり、図１０
（ｃ）は、不在着信履歴が複数ある場合の不在着信履歴画面５７を示す模式図である。
【０１３６】
　図１０（ｂ）及び（ｃ）に示すように、不在着信履歴画面５７における向かって左側に
は、１枚の写真（画像）を表示できる表示領域５７ａが設けられている。この表示領域５
７ａの下方には、タブ５７ｂ（図１０（ｂ））又はタブ５７ｃ（図１０（ｃ））が表示さ
れており、ユーザがタッチすることによって表示領域５７ａに表示する写真を選択するこ
とができる。
【０１３７】
　図１０（ｂ）に示すように、不在着信履歴が１件である場合には、タブ５７ｂには、写
真名が表記され、不在着信履歴として残された通信相手を含む写真が複数存在する場合に
は、それらの写真名を含む複数のタブ５７ｂが表示される。ユーザは、タブ５７ｂを適宜
タッチして表示領域５７ａに表示する写真を切り替えることによって、不在着信履歴に残
された通信相手に関する情報を豊富に得ることができる。
【０１３８】
　一方、図１０（ｃ）に示すように、不在着信履歴が複数である場合には、タブ５７ｃに
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は、着信時刻が表記される。なお、不在着信履歴として残された通信相手を複数含む写真
が存在する場合には、図１０（ｃ）に示すように、１の写真に対して複数のタブ５７ｃが
対応付けられる。
【０１３９】
　また、図１０（ｂ）及び（ｃ）に示すように、不在着信履歴画面５７において表示画面
５７ａに写真が表示される場合には、不在着信履歴として残されている通信相手に対応す
る領域５７ｄが他の部分とは区別可能に点滅して強調されると共に、その近傍に着信時刻
５７ｅが表示される。
【０１４０】
　一方、不在着信履歴画面５７における向かって右側の領域５７ｆには、通信相手を示す
人物情報ＰＤが表示される。なお、不在着信履歴が複数である場合には、ユーザによって
選択された写真及び領域に対応付けられた人物情報ＰＤが表示される。また、領域５７ｆ
には、領域５７ｆに表示された人物情報ＰＤの電話番号へダイヤルするためのダイヤルボ
タン５７ｇが表示される。ユーザは、領域５７ｆに人物情報ＰＤが表示された状態でダイ
ヤルボタン５７ｇをタッチすることによって、その通信相手（即ち、領域５７ｆに人物情
報ＰＤが表示されている通信相手）への発呼を開始することができる。
【０１４１】
　次に、図１１を参照して、通信要求があった場合の処理である被呼時処理の内容につい
て説明する。図１１は、ＭＦＰ１で実行される被呼時処理を示すフローチャートである。
この被呼時処理は、所定の通信相手から通信要求があった場合に起動し、まず、不在着信
履歴メモリ１４ｄに不在着信履歴が記憶されているかを確認する（Ｓ８１）。
【０１４２】
　Ｓ８１の処理により確認した結果、不在着信履歴メモリ１４ｄに不在着信履歴が記憶さ
れている場合には、通信要求をしている通信相手が不在着信履歴として残されている他人
と共に写っている写真が電話帳メモリ１４ｂ（画像情報メモリ１４ｂ２）に登録されてい
るかを確認する（Ｓ８２）。
【０１４３】
　Ｓ８２の処理により確認した結果、通信要求をしている通信相手が不在着信履歴として
残されている他人と共に写っている写真が電話帳メモリ１４ｂに登録されている場合には
（Ｓ８２：Ｙｅｓ）、その写真、即ち、通信要求をしている通信相手と不在着信履歴とし
て残されている他人とが共に写っている写真を用いて着信画面５６をＬＣＤ１６に表示す
る（Ｓ８３）。このとき、通信相手に対応付けられている領域を他の部分と区別可能する
べく点滅表示する（図１０（ａ）参照）。
【０１４４】
　一方で、Ｓ８１の処理により確認した結果、不在着信履歴メモリ１４ｄに不在着信履歴
が記憶されていない場合（Ｓ８１：Ｎｏ）、あるいは、Ｓ８２の処理により確認した結果
、通信要求をしている通信相手と不在着信履歴として残されている他人とが共に写ってい
る写真が電話帳メモリ１４ｂに登録されていない場合（Ｓ８２：Ｎｏ）には、通信要求を
している通信相手への発信履歴が発信履歴メモリ１４ｃに記憶されているかを確認する（
Ｓ８７）。
【０１４５】
　Ｓ８７の処理により確認した結果、通信要求をしている通信相手への発信履歴が発信履
歴メモリ１４ｃに記憶されている場合には（Ｓ８７：Ｙｅｓ）、発信履歴メモリ１４ｃに
記憶されている発信履歴の中から、最後の発信時（最近の発信時）に使用した写真を用い
て着信画面５６をＬＣＤ１６に表示する（Ｓ８８）。このとき、通信相手に対応付けられ
ている領域を他の部分と区別可能するべく点滅表示する（図１０（ａ）参照）。
【０１４６】
　一方で、Ｓ８７の処理により確認した結果、通信要求をしている通信相手への発信履歴
が発信履歴メモリ１４ｃに存在しなければ（Ｓ８７：Ｎｏ）、通信要求をしてきた通信相
手に対応付けられている写真が電話帳メモリ１４ｂ（画像情報メモリ１４ｂ２）に複数存
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在するか否かを確認する（Ｓ８９）。
【０１４７】
　Ｓ８９の処理により確認した結果、通信要求をしてきた通信相手に対応付けられている
写真が複数存在する場合には（Ｓ８９：Ｙｅｓ）、その中に集合写真（即ち、複数の被写
体が写っている写真）があるかを確認する（Ｓ９０）。
【０１４８】
　Ｓ９０の処理により確認した結果、集合写真がある場合には（Ｓ９０：Ｙｅｓ）、集合
写真のうち、最初に電話帳メモリ１４ｂに記憶（登録）した写真を用いて着信画面５６を
ＬＣＤ１６に表示する（Ｓ９１）。このとき、通信相手に対応付けられている領域を他の
部分と区別可能するべく点滅表示する（図１０（ａ）参照）。
【０１４９】
　一方で、Ｓ９０の処理により確認した結果、集合写真がなければ（Ｓ９０：Ｎｏ）、最
初に電話帳メモリ１４ｂに記憶した写真を用いて着信画面５６をＬＣＤ１６に表示する（
Ｓ９３）。このとき、通信相手に対応付けられている領域を他の部分と区別可能するべく
点滅表示する（図１０（ａ）参照）。
【０１５０】
　また、Ｓ８９の処理により確認した結果、通信要求をしてきた通信相手に対応付けられ
ている写真が複数存在しない場合には（Ｓ８９：Ｎｏ）、通信要求をしてきた通信相手に
対応付けられている写真が電話帳メモリ１４ｂに存在するかを確認する（Ｓ９２）。
【０１５１】
　Ｓ９２の処理により確認した結果、通信要求をしてきた通信相手に対応付けられている
写真が電話帳メモリ１４ｂに存在するのであれば（Ｓ９２：Ｙｅｓ）、最初に電話帳メモ
リ１４ｂに記憶したその１枚の写真を用いて着信画面５６をＬＣＤ１６に表示する（Ｓ９
３）。このとき、通信相手に対応付けられている領域を他の部分と区別可能するべく点滅
表示する（図１０（ａ）参照）。
【０１５２】
　一方で、Ｓ９２の処理により確認した結果、通信要求をしてきた通信相手に対応付けら
れている写真が電話帳メモリ１４ｂに存在しなければ、通信相手とは無関係に予め決めら
れた画像（例えば、人物を模った形状と「ＮＯ　ＤＡＴＡ」という文字とが表示される画
像など）を用いて着信画面５６をＬＣＤ１６に表示する（Ｓ９３）。
【０１５３】
　このように、通信要求があった場合には、Ｓ８１～Ｓ８３，Ｓ８７～Ｓ９１の処理によ
り、予め決められているルールに従って選択された１の写真が着信画面５６の表示領域５
６ａに表示されることになる。よって、ユーザは表示領域５６ａに表示された写真全体を
参照して、その通信先に関する付加的な情報を容易に得ることができる。
【０１５４】
　このとき、表示領域５６ａに表示される写真が通信相手を含むものである場合には、通
信相手に対応する領域（図１０（ａ）における領域５６ｂ）が、他の部分と区別可能する
べく点滅表示されるので、写真内において通信相手が強調される。よって、通信要求を受
けた場合には、通信要求をしてきた通信相手に対応付けられている領域を目立たせた状態
で表示されるので、ユーザがその通信相手を視覚的に識別し易い。
【０１５５】
　Ｓ８３、Ｓ８８、Ｓ９１、Ｓ９３、又はＳ９４の処理後は、呼出鳴動を開始し（Ｓ８４
）、スピーカホンボタン５６ｅがタッチされたかを確認する（Ｓ８５）。このとき、スピ
ーカホンボタン５６ｅがタッチされた場合には（Ｓ８５：Ｙｅｓ）、回線を閉結して通話
可能とし（Ｓ８６）、この被呼時処理を終了する。
【０１５６】
　一方で、Ｓ８５の処理により確認した結果、スピーカホンボタン５６ｅがタッチされて
いなければ（Ｓ８５：Ｎｏ）、呼出が終了したか、即ち、通信相手からの通信要求が終了
したかを確認する（Ｓ９５）。
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【０１５７】
　Ｓ９５の処理により確認した結果、呼出が継続されていれば（Ｓ９５：Ｎｏ）、Ｓ８５
の処理へ戻る。一方で、Ｓ９５の処理により確認した結果、呼出が終了した場合には（Ｓ
９５：Ｙｅｓ）、不在着信履歴として、通信要求を受けた時刻と、通信相手を示す情報と
しての電話番号とを不在着信履歴メモリ１４ｄに記憶する（Ｓ９６）。
【０１５８】
　Ｓ９６の処理後、着信画面５６に換えて不在着信履歴画面５７をＬＣＤ１６に表示して
（Ｓ９７）、この被呼時処理を終了する。なお、Ｓ９７の処理によって不在着信履歴画面
５７をＬＣＤ１６に表示する場合、表示領域５７ａに最初に表示する画像は、上述したＳ
８１～Ｓ８３，Ｓ８７～Ｓ９１と同様のルールに従って選択される。
【０１５９】
　以上説明したように、第１実施形態のＭＦＰ１によれば、複数の写真（画像、画像デー
タ）に対して同じ人物情報ＰＤを対応付ける必要がある場合には、時間的に後で人物情報
ＰＤを対応付けることになった写真（例えば、「会社同僚」の写真）に対し、既に他の写
真（例えば、「近所友人」の写真）に対応付けられている人物情報ＰＤを用いて対応付け
るので、ＣＰＵ１１は各写真に対応付けられている人物情報の同一性を認識することがで
きる。よって、ＣＰＵ１１が各写真に対応付けられている人物情報の同一性を認識できな
い写真毎に人物情報ＰＤを対応付ける場合と異なり、人物情報の管理を容易にし得る。
【０１６０】
　また、複数の写真に対して共通の人物情報ＰＤを対応付けることができるので、１の人
物情報ＰＤから、その人物情報ＰＤに対応する複数の写真を参照させることができる。よ
って、複数の写真を見ることによって、人物情報ＰＤだけでは得られない付加的な情報（
例えば、その人物の人物関係など）を容易に得ることが可能となる。
【０１６１】
　また、１枚の写真内に設定された領域を指定することにより、その領域に対応付けられ
た人物情報ＰＤを表示させることができるので、人物情報ＰＤの検索を容易に行うことが
できる。
【０１６２】
　次に、図１２を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。図１２は、本発明
の第２実施形態における画像情報処理システム５００の電気的構成を示すブロック図であ
る。上述した第１実施形態では、写真（画像データ、画像）への人物情報の対応付けをＭ
ＦＰ１の操作によって行うように構成したが、第２実施形態では、写真（画像データ、画
像）への人物情報の対応付けをＭＦＰ１に接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）２
００の操作によって行う。なお、この第２実施形態の画像情報処理システム５００を説明
する上で、上記の第１実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略す
る。
【０１６３】
　図１２に示すように、画像情報処理システム５００は、ＭＦＰ１とＰＣ２００とから構
成され、ＭＦＰ１とＰＣ２００とは、ＭＦＰ１に設けられたインターフェイス（Ｉ／Ｆ）
３１及びＰＣ２００に設けられたインターフェイス（Ｉ／Ｆ）２３１を介して通信可能に
接続されている。
【０１６４】
　ＭＦＰ１は、Ｉ／Ｆ３１の設置以外、上述した第１実施形態と同様に構成される。なお
、第２実施形態では、画像情報処理プログラム１２ａは、写真への人物情報の対応付けを
行う処理、即ち、登録処理（図５参照）、ボタン生成処理（図６参照）、及び人物情報登
録処理（図７参照）を実行しないように構成されている。
【０１６５】
　ＰＣ２００は、ＣＰＵ２１１、ＲＯＭ２１２、ＲＡＭ２１３、入力装置２１５、ＬＣＤ
２１６を主に有している。ＣＰＵ２１１、ＲＯＭ２１２、ＲＡＭ２１３は、バスライン２
２６を介して互いに接続されている。また、入力装置２１５、ＬＣＤ２１６、バスライン
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２２６は、入出力ポート２２７を介して互いに接続されている。
【０１６６】
　ＣＰＵ２１１は、ＲＯＭ２１２やＲＡＭ２１３に記憶される固定値やプログラム或いは
、ＮＣＵ２２３を介して送受信される各種信号に従って、ＰＣ２００が有している各機能
の制御や、入出力ポート２２７と接続された各部を制御するものである。また、ＲＡＭ２
１３は、書き替え可能な揮発性のメモリであり、ＰＣ２００の各操作の実行時に各種のデ
ータを一時的に記憶するためのメモリである。
【０１６７】
　ＲＯＭ２１２は、ＣＰＵ２１１により実行される制御プログラムや、その実行の際に参
照される固定値データが記憶されている。このＲＯＭ２１２は、登録プログラム２１２ａ
を記憶する領域を有している。登録プログラム２１２ａは、第１実施形態においてＭＦＰ
１により実行された写真への人物情報の対応付けを行う処理、即ち、登録処理（図５参照
）、ボタン生成処理（図６参照）、及び人物情報登録処理（図７参照）に相当する処理を
実行するプログラムである。
【０１６８】
　入力装置２１５は、情報の入力や操作指示をＰＣ２００へ入力するための装置であり、
キーボードやマウスなどを例示できる。なお、入力装置２１５を、ＬＣＤ２１６と一体的
に構成されているタッチパネルとして構成してもよい。
【０１６９】
　この第２実施形態では、登録処理（図５参照）、ボタン生成処理（図６参照）、及び人
物情報登録処理（図７参照）に相当する処理がＰＣ２００で実行される。具体的には、登
録処理などにおいて、各画面５１～５４は、ＬＣＤ２１６に表示され、ユーザの指による
タッチに換えて入力装置２１５の操作によって操作指示を行う。なお、各画面５１～５４
に表示される写真はＭＦＰ１の画像データメモリ１４ａから読み出され、電話帳登録され
る内容はＭＦＰ１の電話帳メモリ１４ｂ（人物情報メモリ１４ｂ１，画像情報メモリ１４
ｂ２）に記憶される。
【０１７０】
　以上説明したように、第２実施形態の画像情報処理システム５００によれば、第１実施
形態のＭＦＰ１と同様に、複数の写真に対して同じ人物情報ＰＤを対応付ける必要がある
場合には、時間的に後で人物情報ＰＤを対応付けることになった写真に対し、既に他の写
真に対応付けられている人物情報ＰＤを用いて対応付けることができる。よって、上述し
た第１実施形態のＭＦＰと同様の利点を有する。
【０１７１】
　以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０１７２】
　例えば、上記各実施形態では、１の人物情報ＰＤから、その人物情報ＰＤに対応する複
数の写真を参照させることができることを例示したが、複数の写真に対して共通の人物情
報ＰＤを対応付けられることにより、複数の写真に共通する人物情報ＰＤを参照させるこ
とも可能である。このように、複数の写真に共通する人物情報ＰＤを参照できることによ
り、１枚の写真だけでは得られない付加的な情報を容易に得ることができる。
【０１７３】
　また、上記各実施形態では、１の人物情報ＰＤからその人物情報ＰＤに対応する複数の
写真を参照させる場合や、複数の写真に共通する人物情報ＰＤを参照させる場合に、人物
情報ＰＤや写真を出力する先をＭＦＰ１のＬＣＤ１６としたが、出力先はＬＣＤ１６に限
定されるものではなく、ＭＦＰ１のプリンタ２１や、ＭＦＰ１に接続された外部装置（例
えば、ＰＣ２００）のディスプレイ（例えば、ＬＣＤ２１７）や、ＭＦＰ１に接続された
外部装置（例えば、ＰＣ２００）にさらに接続されたプリンタなどであってもよい。
【０１７４】
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　また、上記各実施形態では、タッチパネル１７と一体化されているＬＣＤ１６に表示さ
れた写真内の領域をタッチすることによって写真内に設定されている領域を指定（選択）
するように構成した。これに換えて、プリンタにより印刷された写真に対して指定を所望
する領域を囲んだものを、スキャナなどによって読み込むことによって、写真内に設定さ
れている領域を指定（選択）するように構成してもよい。あるいは、ＬＣＤ１６に表示さ
れた写真に対し、操作キー１５などの操作によって移動するカーソルやポインタなどによ
って、写真内に設定されている領域を指定（選択）するように構成してもよい。
【０１７５】
　また、上記各実施形態では、写真に対して人物情報ＰＤ（即ち、人物に関する情報）を
対応付ける構成としたが、写真に対応付ける情報は、人物情報に限定されるものではなく
、必要に応じた種々の情報（例えば、被写体として含まれる装置や物体や自然物などに関
する情報）を写真に対応付けてもよい。また、人物情報ＰＤを対応付ける対象は写真であ
ることに限定されず、写真に換えて、絵画やキャラクタのグラフィックスなど種々の画像
データに対して人物情報ＰＤを対応付ける構成としてもよい。
【０１７６】
　また、上記各実施形態では、人物（顔）を、人物情報ＰＤを対応付ける領域として設定
するように構成したが、写真内に設定される領域としては、人物を対象にすることに限定
されず、写真内の任意の領域を、人物情報ＰＤを対応付ける領域として設定できる。
【０１７７】
　また、上記各実施形態では、１の領域に対して１の人物情報ＰＤを対応付けることを例
示したが、１の領域に対して複数の人物情報ＰＤを対応付けてもよい。例えば、写真内に
１軒の家が被写体として写っている場合に、その家を１の領域として設定し、その家に住
む家族全員の人物情報を対応付けてもよい。
【０１７８】
　また、上記各実施形態では、電話帳メモリ１４が、人物情報メモリ１４ｂ１と画像情報
メモリ１４ｂ２とからなる構成とし、人物情報メモリ１４ｂ１に人物情報ＰＤを記憶して
おき、画像情報メモリ１４ｂ２には、画像名Ｑ１と人物情報メモリ１４ｂ１に記憶される
人物情報ＰＤに対応する人物番号Ｐ１とを記憶するものとした。かかるデータ構成により
、複数の画像データに対して同じ人物情報を対応付ける場合であっても、ＥＥＰＲＯＭ１
４における記憶領域の無駄な消費を抑制することができた。
【０１７９】
　かかる構成に換えて、図１３（ａ）及び（ｂ）に示すようなデータ構成であってもよい
。図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、それぞれ、電話帳メモリ１４ｂの変形例としての電
話帳メモリ１４０ｂに記憶されるデータ構成を示す模式図である。
【０１８０】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）に示すように、電話帳メモリ１４０は、画像名Ｒ１によ
って特定される１の画像データ毎に、領域情報Ｒ２と、氏名Ｒ３や電話番号Ｒ４などを含
む人物情報ＰＤと、人物番号Ｒ５とを格納できるように構成されている。
【０１８１】
　ここで、ある人物情報ＰＤが、最初に写真に対して対応付けられる場合には、例えば、
図１３（ａ）の行Ｌ１に示すように、電話帳メモリ１４０における画像名Ｒ１「近所友人
」により特定される画像データに対応付けられたデータ領域に、人物情報ＰＤが記憶され
る。
【０１８２】
　これに対し、ある人物情報ＰＤが、他の写真に対して既に対応付けられる場合には、例
えば、図１３（ｂ）の行Ｌ２に示すように、電話帳メモリ１４０における画像名Ｒ１「会
社同僚」により特定される画像データに対応付けられたデータ領域に、人物情報ＰＤは記
憶されず、人物番号Ｒ５に記憶された人物番号「Ａ１」によって、電話帳メモリ１４０に
おける画像名Ｒ１「近所友人」により特定される画像データに対応付けられたデータ領域
から人物情報ＰＤを参照できるように構成されている。
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【０１８３】
　よって、かかるデータ構成をとる場合もまた、複数の画像データに対して同じ人物情報
を対応付ける場合であっても、ＥＥＰＲＯＭ１４における記憶領域の無駄な消費を抑制す
ることができる。
【０１８４】
　また、上記各実施形態では、画像データメモリ１４ａに記憶される画像データとは別に
、電話帳メモリ１４に人物情報ＰＤや領域情報Ｑ２などを記憶するように構成したが、画
像データのヘッダに人物情報ＰＤや領域情報Ｑ２などを記憶し、複数の画像データに同じ
人物情報ＰＤが対応付けられる場合には、人物番号Ｐ１などの識別情報によって他の画像
データに既に対応付けられている人物情報ＰＤを参照できる構成としてもよい。
【０１８５】
　また、上記各実施形態では、ボタン生成画面５２を用いて、領域の形状を選択し、選択
された領域の拡大又は縮小と領域の位置の移動によって、所望の領域を設定できるように
構成した。領域の設定方法としては、上記例示したボタン生成画面５２を用いる方法以外
にも、写真内における所望の領域をユーザの指などによってなぞることによって領域を設
定できる構成であってもよい。
【０１８６】
　また、上記各実施形態では、発信画面５５や着信画面５６や不在着信履歴画面５７など
において、通信相手に対応する領域を他の領域とは区別可能な態様（例えば、点滅）で表
示させることにより、該領域を目立たせるように構成した。この場合、通信相手に対応す
る領域を他の領域とは区別可能な態様としては、点滅や着色や強調表示などが例示される
。
【０１８７】
　なお、１枚の写真内に人物情報ＰＤが対応付けられている領域が複数ある場合には、通
信相手に対応する領域を、人物情報ＰＤが対応付けられている他の領域と区別可能な態様
（例えば、通信相手に対応する領域と人物情報ＰＤが対応付けられている他の領域とで色
を変える）で表示するように構成してもよい。
【０１８８】
　また、着信画面５６において、通信要求中の通信相手と、既に不在着信履歴メモリ１４
ｄに不在着信履歴として残されている他人とが共に含まれている写真を表示する場合には
、通信要求中の通信相手に対応付けられている領域の表示態様と、不在着信履歴として残
されている他人に対応付けられている表示態様とを異なるように構成してもよい。かかる
構成により、通信要求中の通信相手を示すと、不在着信履歴として残されている他人を示
す領域との比較によって、通信要求中の通信相手に関する情報量が増え、その通信先に関
する理解を深めることが可能となる。
【０１８９】
　また、上記した被呼時処理（図１１参照）において、通信要求をしてきた通信相手に対
応付けられている写真が複数存在する場合（即ち、Ｓ８９：Ｙｅｓの場合）には、Ｓ９０
の処理により、その中に集合写真があるかを確認するように構成した。かかる構成に換え
、Ｓ９０の処理を省略して、通信要求をしてきた通信相手に対応付けられている写真が複
数存在する場合には、集合写真であるか単独写真であるかにかかわらず、最初に電話帳メ
モリ１４ｂに記憶した写真を着信画面５６に表示する構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】本発明の第１実施形態における多機能周辺装置（ＭＦＰ）の外観構成を示した斜
視図である。
【図２】ＭＦＰの電気的構成を示すブロック図である。
【図３】（ａ）は、人物情報メモリに記憶されるデータの一例を示す模式図であり、（ｂ
）及び（ｃ）は、それぞれ、画像情報メモリに記憶されるデータの一例を示す模式図であ
る。
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【図４】登録処理の実行中にＬＣＤに表示される画面を示す模式図である。
【図５】ＭＦＰで実行される登録処理の全体を示すフローチャートである。
【図６】図５の登録処理の中で実行されるボタン生成処理を示すフローチャートである。
【図７】図５の登録処理の中で実行される人物情報登録処理を示すフローチャートである
。
【図８】発信画面を示す模式図である。
【図９】ＭＦＰで実行される発呼時処理を示すフローチャートである。
【図１０】被呼時処理の実行中にＬＣＤに表示される画面の模式図である。
【図１１】ＭＦＰで実行される被呼時処理を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第２実施形態における画像情報処理システムの電気的構成を示すブロ
ック図である。
【図１３】変形例としての電話帳メモリに記憶されるデータ構成を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１９１】
１　　　　ＭＦＰ（画像情報装置の一例）
１４ａ　　画像メモリ（画像データ記憶手段の一例）
１４ｂ　　電話帳メモリ（登録情報記憶手段の一例）
１４ｂ１　人物情報メモリ（第１の記憶手段の一例）
１４ｂ２　画像情報メモリ（第２の記憶手段の一例）
１６　　　ＬＣＤ（所定の出力先の一例、表示画面の一例）
１７　　　タッチパネル（タッチパネルの一例）
２１　　　プリンタ（所定の出力先の一例）
２３　　　ＮＣＵ（通信手段の一例）
５２　　　ボタン生成画面（第２のメニュー画像の一例）
５４　　　連携登録画面（第１のメニュー画像の一例）
１４０ｂ　電話帳メモリ（登録情報記憶手段の一例）
２００　　ＰＣ（情報処理装置の一例）
５００　　画像情報処理システム（画像情報処理システムの一例）
Ａ　　　　枠（サブ画像の一例）
ＰＤ　　　人物情報（登録情報の一例）
Ｐ３　　　電話番号（通信先を指定する情報の一例）
Ｑ２　　　領域情報（領域情報の一例）
Ｒ２　　　領域情報（領域情報の一例）
Ｒ４　　　電話番号（通信先を指定する情報の一例）
Ｓ３　　　出力制御手段の一例、第７の出力制御手段の一例
Ｓ６　　　登録制御手段の一部、登録制御ステップの一例
Ｓ２３　　出力制御手段の一例、第８の出力制御手段の一例
Ｓ２５　　出力制御手段の一例、第８の出力制御手段の一例
Ｓ２７　　移動手段の一例
Ｓ２８　　領域設定手段の一例
Ｓ４４　　出力制御手段の一例、第６の出力制御手段の一例
Ｓ４６　　出力制御手段の一例、第６の出力制御手段の一例
Ｓ６１　　出力制御手段の一例、第３の出力制御手段の一例
Ｓ６４　　出力制御手段の一例、第３の出力制御手段の一例
Ｓ６６　　出力制御手段の一例、第１の出力制御手段の一例、第２の出力制御手段の一例
、第４の出力制御手段の一例、出力制御ステップの一例
Ｓ６７　　通信先入力手段の一例
Ｓ６９　　通信開始手段の一例
Ｓ８３　　出力制御手段の一例、第５の出力制御手段の一例
Ｓ８８　　出力制御手段の一例、第５の出力制御手段の一例
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Ｓ９１　　出力制御手段の一例、第５の出力制御手段の一例
Ｓ９３　　出力制御手段の一例、第５の出力制御手段の一例
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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