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(57)【要約】
【課題】画面表示した画像の人物を相手先としてワンタ
ッチで電話発信を行う画像表示端末を提供する。
【解決手段】画像表示部１４に画面表示する画像の画像
ファイル名と該画像に映っている人物に関するメールア
ドレスとを対応付けてリストデータとして登録する添付
画像データ管理部１７、該画像に映っている人物に関す
るメールアドレスと電話番号とを対応付けてリストデー
タとして登録する電話帳データ管理部１６を備え、画像
表示部１４に画面表示した画像に映っている人物をユー
ザにより選択操作された際に、選択操作された画像の画
像ファイル名を用いて添付画像データ管理部１７のリス
トデータを検索して、対応するメールアドレスを抽出し
、さらに、抽出したメールアドレスをキーとして、電話
帳データ管理部１６のリストデータを検索して、抽出し
たメールアドレスに対応する電話番号を取得して、取得
した電話番号を用いて呼制御部１８により電話発信を行
う。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を端末の画面に表示する画像表示部と画像ファイルを添付した画像付きメールを受
信するメール受信部と電話発信を行う呼制御部とを少なくとも備えた画像表示端末であっ
て、前記画像表示部に画面表示する画像の画像ファイル名と該画像に映っている人物に関
するメールアドレスとを対応付けてリストデータとして登録する添付画像データ管理部と
、該画像に映っている人物に関するメールアドレスと電話番号とを対応付けてリストデー
タとして登録する電話帳データ管理部とを備え、ユーザによって前記画像表示部に画面表
示した画像に映っている人物を選択する選択操作がなされた際に、選択操作がなされた画
像の画像ファイル名を用いて前記添付画像データ管理部のリストデータを検索して、対応
するメールアドレスを抽出し、さらに、抽出した前記メールアドレスをキーとして前記電
話帳データ管理部のリストデータを検索して、抽出した前記メールアドレスに対応する電
話番号を取得して、取得した電話番号を用いて、前記呼制御部により電話発信を行うこと
を特徴とする画像表示端末。
【請求項２】
　前記メール受信部にて受信した画像付きメールに添付された画像ファイルの画像ファイ
ル名に当該画像付きメールの送信者の電話番号の情報が含まれていた場合において、当該
画像ファイルの画像を前記画像表示部に画面表示して、ユーザによって当該画像ファイル
の画像に映っている人物を選択する選択操作がなされた際に、当該画像ファイルの画像フ
ァイル名に含まれている電話番号の情報を用いて、前記呼制御部により電話発信を行うこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像表示端末。
【請求項３】
　前記画像表示部に画面表示される画像は、前記メール受信部によって受信した画像付き
メールに添付された画像ファイルの画像、または、メモリカードが装着された際に装着し
た該メモリカードに保存されている画像ファイルの画像、のいずれかであることを特徴と
する請求項１または２に記載の画像表示端末。
【請求項４】
　前記添付画像データ管理部のリストデータに対応付けて登録される画像ファイル名とメ
ールアドレスとして、前記メール受信部にて新たなメール送信元から受信した画像付きメ
ールの送信元のメールアドレスを、当該画像付きメールに添付された画像ファイルの画像
ファイル名に対応付けて登録するか、または、前記画像表示部に画面表示された画像をユ
ーザによって選択操作された際に、前記添付画像データ管理部のリストデータに、当該画
像の画像ファイル名に対応付けられたメールアドレスが登録されていなかった場合、当該
画像を一意に特定することができる擬似メールアドレスとして任意に定めた特定の文字列
を、当該画像の画像ファイル名と対応付けて登録することを特徴とする請求項１ないし３
のいずれかに記載の画像表示端末。
【請求項５】
　前記電話帳データ管理部のリストデータに対応付けて登録されるメールアドレスと電話
番号として、画像ファイルを添付した画像付きメールの送信元のメールアドレスと当該送
信元の電話番号とをユーザによってあらかじめ対応付けて登録するか、または、前記メー
ル受信部にて受信した画像付きメールの本文または添付ファイルに当該画像付きメールの
送信元の電話番号の情報が記載されていた場合、当該画像付きメールの送信元のメールア
ドレスに対応付けて該電話番号を登録するか、または、前記メール受信部にて受信した画
像付きメールに添付された画像ファイルの画像ファイル名に当該画像付きメールの送信元
の電話番号の情報が含まれていた場合に、当該画像付きメールの送信元のメールアドレス
に対応付けて該電話番号を登録するか、または、前記画像表示部に画面表示した画像をユ
ーザによって選択操作された際に、前記電話帳データ管理部のリストデータに、当該画像
の画像ファイル名に対応付けられたメールアドレスに関連する電話番号が登録されていな
かった場合、当該画像の画像ファイル名に対応付けられたメールアドレスに関連する電話
番号の入力をユーザに促す入力画面を前記画像表示部に画面表示して、ユーザによって入
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力された電話番号を、当該画像の画像ファイル名に対応付けられたメールアドレスと対応
付けて登録するか、のいずれかであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記
載の画像表示端末。
【請求項６】
　前記メール受信部にて受信した画像付きメールの本文または添付ファイルに当該画像付
きメールの送信元の電話番号の情報が記載されていた場合、または、前記メール受信部に
て受信した画像付きメールに添付された画像ファイルの画像ファイル名に当該画像付きメ
ールの送信元の電話番号の情報が含まれていた場合において、当該画像付きメールの題名
に、あらかじめ定めたキーワードが含まれていた場合に、当該画像付きメールの送信元の
メールアドレスに対応付けて該電話番号を登録することを許可することを特徴とする請求
項５に記載の画像表示端末。
【請求項７】
　画像を端末の画面に表示する画像表示部と画像ファイルを添付した画像付きメールを受
信するメール受信部と電話発信を行う呼制御部とを少なくとも備えた画像表示端末におけ
る電話発信制御方法であって、前記画像表示部に画面表示する画像の画像ファイル名と該
画像に映っている人物に関するメールアドレスとを対応付けて添付画像のリストデータと
して登録するとともに、該画像に映っている人物に関するメールアドレスと電話番号とを
対応付けて電話帳のリストデータとして登録し、ユーザによって前記画像表示部に画面表
示した画像に映っている人物を選択する選択操作がなされた際に、選択操作がなされた画
像の画像ファイル名を用いて前記添付画像のリストデータを検索して、対応するメールア
ドレスを抽出し、さらに、抽出した前記メールアドレスをキーとして前記電話帳のリスト
データを検索して、抽出した前記メールアドレスに対応する電話番号を取得して、取得し
た電話番号を用いて、前記呼制御部により電話発信を行うことを特徴とする電話発信制御
方法。
【請求項８】
　前記添付画像のリストデータに対応付けて登録される画像ファイル名とメールアドレス
として、前記メール受信部にて新たなメール送信元から受信した画像付きメールの送信元
のメールアドレスを、当該画像付きメールに添付された画像ファイルの画像ファイル名に
対応付けて登録するか、または、前記画像表示部に画面表示された画像をユーザによって
選択操作された際に、前記添付画像のリストデータに、当該画像の画像ファイル名に対応
付けられたメールアドレスが登録されていなかった場合、当該画像を一意に特定すること
ができる擬似メールアドレスとして任意に定めた特定の文字列を、当該画像の画像ファイ
ル名と対応付けて登録することを特徴とする請求項７に記載の電話発信制御方法。
【請求項９】
　前記電話帳のリストデータに対応付けて登録されるメールアドレスと電話番号として、
画像ファイルを添付した画像付きメールの送信元のメールアドレスと当該送信元の電話番
号とをユーザによってあらかじめ対応付けて登録するか、または、前記メール受信部にて
受信した画像付きメールの本文または添付ファイルに当該画像付きメールの送信元の電話
番号の情報が記載されていた場合、当該画像付きメールの送信元のメールアドレスに対応
付けて該電話番号を登録するか、または、前記メール受信部にて受信した画像付きメール
に添付された画像ファイルの画像ファイル名に当該画像付きメールの送信元の電話番号の
情報が含まれていた場合に、当該画像付きメールの送信元のメールアドレスに対応付けて
該電話番号を登録するか、または、前記画像表示部に画面表示した画像をユーザによって
選択操作された際に、前記電話帳のリストデータに、当該画像の画像ファイル名に対応付
けられたメールアドレスに関連する電話番号が登録されていなかった場合、当該画像の画
像ファイル名に対応付けられたメールアドレスに関連する電話番号の入力をユーザに促す
入力画面を前記画像表示部に画面表示して、ユーザによって入力された電話番号を、当該
画像の画像ファイル名に対応付けられたメールアドレスと対応付けて登録するか、のいず
れかであることを特徴とする請求項７または８に記載の電話発信制御方法。
【請求項１０】
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　請求項７ないし９のいずれかに記載の電話発信制御方法を、コンピュータによって実行
可能なプログラムとして実施していることを特徴とする電話発信制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示端末、電話発信制御方法および電話発信制御プログラムに関し、特
に、端末の画面に表示した画像の選択操作による電話発信を可能とする仕組みを有する画
像表示端末、電話発信制御方法および電話発信制御プログラムに関する。本発明は、特に
、デジタルフォトフレームのように、画像を端末の画面に表示する画像表示機能を有する
画像表示端末であって、さらに、画像ファイルを添付した画像付きメールを受信するメー
ル機能および電話発信する電話機能を有する画像表示端末に好適に適用することができる
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電話端末における電話発信の操作としては、相手先の電話番号をテンキーから入
力して発信するフルダイヤル発呼操作、電話帳に登録している相手先を選択して発信する
電話帳発呼操作、また、最近では、電話帳に登録している相手先の画像（フォト）を選択
して発信する操作などが存在している。
【０００３】
　一方で、近年、端末装置としてデジタルフォトフレームなど端末の画面に写真を表示す
る画像表示端末が増えつつあり、電話機能やメール機能を有しているものさえ登場してき
ている。かくのごとき画像表示端末において、画像表示状態から電話発信を行おうとした
場合には、一旦、トップ画面（ホームメニュー）に戻ってから電話発信操作を行うことが
必要になるなど操作面についての煩わしさがあるのが現状である。
【０００４】
　このため、端末装置として、表示した画像を利用して簡易に電話発信を行うことが可能
な技術が検討されており、例えば、特許文献１の特開平０７－２４５６５６号公報「通信
システムおよび発着信制御方法」においては、画面表示された顔写真などの画像の選択に
より電話発信を行う技術を提案している。
【０００５】
　該特許文献１に記載された技術においては、各端末装置が接続されているネットワーク
にはユーザ情報蓄積装置と称する装置が接続されており、該ユーザ情報蓄積装置内には、
各端末装置を利用するユーザのユーザ情報である名前、顔写真、電話番号、メールアドレ
スなどをそれぞれ事前に蓄積登録している。そして、端末装置が電話発信を行う際には、
当該端末装置からネットワークを介してユーザ情報蓄積装置にアクセスすることにより、
ユーザ情報蓄積装置に蓄積されているユーザ情報を該端末装置が受け取って、画面に表示
し、電話発呼者は画面表示された顔写真などのユーザ情報の中から、通話相手を選択する
ことによって電話発信を行うことにしている。つまり、ネットワークは、通話相手として
選択されたユーザ情報に基づいて、当該ユーザ情報が示す通話相手の端末装置に対して電
話着信を行うように動作する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－２４５６５６公報（第４－６頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記特許文献１に記載の技術の場合、ユーザ情報蓄積装置にあらかじめ
登録されている相手先の画像を選択して電話発信を行うことを可能としているものの、デ
ジタルフォトフレームのような画像表示端末側において画面表示した画像を選択操作する
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ことによって、選択操作した画像に映っている相手に対して電話発信を行うことはできな
い。
【０００８】
　また、デジタルフォトフレームのような画像表示端末には、一般的に、ＳＤカード（Se
cure　Digital　Memory　Card）のようなメモリカードを装着するスロットが装備されて
おり、装着されたメモリカード内に保存されている画像ファイルの画像を画面表示させる
といった機能が備えられている。また、デジタルフォトフレームのような画像表示端末と
してメール機能を有しているものに関しては、専用のメールアドレスで受信した画像ファ
イルの画像を画面表示させるといった機能も備えられている。
【０００９】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、デジタルフォトフレームのように
、画像表示端末として、内蔵メモリやメモリカード等に保存している画像を画面表示する
画像表示機能を有し、さらに、画像ファイルが添付された画像付きメールを受信するメー
ル機能や電話発信を行う電話機能を有している場合に、画面表示された画像と相手先の電
話番号とをあらかじめ関連付けしておくことによって、画像を画面表示している状態から
、画像に映っている人物を相手先としてワンタッチで電話発信を行うことを可能とする仕
組みを有する画像表示端末、電話発信制御方法および電話発信制御プログラムを提供する
ことを、その目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の課題を解決するため、本発明による画像表示端末、電話発信制御方法および電話
発信制御プログラムは、主に、次のような特徴的な構成を採用している。
【００１１】
　（１）本発明による画像表示端末は、画像を端末の画面に表示する画像表示部と画像フ
ァイルを添付した画像付きメールを受信するメール受信部と電話発信を行う呼制御部とを
少なくとも備えた画像表示端末であって、前記画像表示部に画面表示する画像の画像ファ
イル名と該画像に映っている人物に関するメールアドレスとを対応付けてリストデータと
して登録する添付画像データ管理部と、該画像に映っている人物に関するメールアドレス
と電話番号とを対応付けてリストデータとして登録する電話帳データ管理部とを備え、ユ
ーザによって前記画像表示部に画面表示した画像に映っている人物を選択する選択操作が
なされた際に、選択操作がなされた画像の画像ファイル名を用いて前記添付画像データ管
理部のリストデータを検索して、対応するメールアドレスを抽出し、さらに、抽出した前
記メールアドレスをキーとして前記電話帳データ管理部のリストデータを検索して、抽出
した前記メールアドレスに対応する電話番号を取得して、取得した電話番号を用いて、前
記呼制御部により電話発信を行うことを特徴とする。
【００１２】
　（２）本発明による電話発信制御方法は、画像を端末の画面に表示する画像表示部と画
像ファイルを添付した画像付きメールを受信するメール受信部と電話発信を行う呼制御部
とを少なくとも備えた画像表示端末における電話発信制御方法であって、前記画像表示部
に画面表示する画像の画像ファイル名と該画像に映っている人物に関するメールアドレス
とを対応付けて添付画像のリストデータとして登録するとともに、該画像に映っている人
物に関するメールアドレスと電話番号とを対応付けて電話帳のリストデータとして登録し
、ユーザによって前記画像表示部に画面表示した画像に映っている人物を選択する選択操
作がなされた際に、選択操作がなされた画像の画像ファイル名を用いて前記添付画像のリ
ストデータを検索して、対応するメールアドレスを抽出し、さらに、抽出した前記メール
アドレスをキーとして前記電話帳のリストデータを検索して、抽出した前記メールアドレ
スに対応する電話番号を取得して、取得した電話番号を用いて、前記呼制御部により電話
発信を行うことを特徴とする。
【００１３】
　（３）本発明による電話発信制御プログラムは、少なくとも前記（２）に記載の電話発
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信制御方法を、コンピュータによって実行可能なプログラムとして実施していることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の画像表示端末、電話発信制御方法および電話発信制御プログラムによれば、画
面表示された画像と、該画像に映っている人物の電話番号とを関連付ける仕組みを有して
いるので、以下のような効果を奏することができる。
【００１５】
　デジタルフォトフレームのような画像表示端末において、画面表示された画像を選択操
作するだけのワンタッチ操作で、選択操作された画像に映っている人物を相手先として電
話発信を行うことを可能としている。
【００１６】
　つまり、画像表示端末に画面表示された画像が、画像付きメールとして受信した画像に
当該画像付きメールの送信者が映っていた場合、画面表示された当該画像を選択操作して
該送信者を選択するだけで、当該画像付きメールの送信者に対して、容易に電話発信（コ
ールバック）を行うことが可能である。例えば、孫が居るユーザが、孫から自分の元気な
姿が映った画像が添付されたメールを受信した際に、画像表示端末の画面に映っている元
気な孫と話をしたいと思った場合には、画面表示されている孫の画像にタッチして選択操
作を行うだけの簡単な操作で、孫への電話発信（コールバック）を行うことが可能になる
。
【００１７】
　より詳細には、次のような効果を奏することができる。
【００１８】
　第１の効果は、ユーザは画面表示した画像の選択操作を行うだけで、選択操作した画像
に映っている人物を電話発信先の相手として電話発信を行うことが可能であり、従来技術
のように、一旦、トップ画面（ホームメニュー）に戻ってから、電話発信操作を行うよう
な煩わしさから解放されることにある。その理由は、画面表示されている画像の画像ファ
イル名と当該画像ファイル名の画像を添付したメールの送信者のメールアドレスとを関連
付けたリストデータおよびメールアドレスと電話番号とを関連付けたリストデータを登録
保存しているので、メールアドレスをキーとして、選択操作した画像と電話番号とが紐付
けされているためである。
【００１９】
　第２の効果は、画像表示端末のユーザは、画面表示して選択操作を行った画像が、電話
帳のリストデータとして登録済みの相手から画像付きメールとして受信した画像であるか
否かを容易に判別することができることにある。その理由は、選択操作した画像の画像フ
ァイル名と対応付けされたメールアドレスが電話帳のリストデータに登録されていた場合
には、該メールアドレスに対応して電話帳のリストデータに登録されている電話番号を基
に、電話発信処理を行い、一方、電話帳のリストデータに登録されていない場合には、未
登録データである旨のダイアログ画面を画面表示するからである。
【００２０】
　第３の効果は、画像付きメールの送信者に関する電話帳データ（メールアドレスと電話
番号とを対応付けしたデータ）が、電話帳のリストデータとしてあらかじめ登録されてい
なかった場合であっても、受信した画像付きメールの送信者に対するコールバック（電話
発信）が可能になることにある。その理由は、受信した画像付きメールの本文中に送信者
の電話番号情報が記載されていた場合には、画像付きメールの送信者のメールアドレスお
よび電話番号を対応付けて、電話帳のリストデータとして登録しているからである。
【００２１】
　第４の効果は、たとえ、画像付きメールの送信者に関する電話帳データ（メールアドレ
スと電話番号とを対応付けしたデータ）を、電話帳のリストデータに登録しない場合であ
っても、受信した画像付きメールの送信者に対するコールバック（電話発信）が可能にな
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ることにある。その理由は、画像付きメールの送信者が電話を掛けてもらいたい場合には
、当該送信者の電話番号に関する情報を当該画像付きメールに添付した画像ファイル名に
含ませてメール送信することによって、当該画像付きメールを受信した画像表示端末にお
いて、該画像ファイル名に含まれている電話番号に対して、電話発信を行うことを可能に
しているからである。
【００２２】
　第５の効果は、画面表示されている画像が、画像付きメールとして受信した画像ではな
かった場合であっても、画像表示端末のユーザが画面表示されている画像の選択操作を行
うだけで、当該画像に映っている人物に対して電話発信を行うことが可能となることにあ
る。その理由は、画面表示して選択操作された画像に映っている人物に関するデータが電
話帳データのリストデータとして登録されていない場合には、画像表示端末のユーザが、
選択操作された画像に映っている人物を相手先とする電話番号を電話帳のリストデータと
して登録することができるインタフェースを設けているからである。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による画像表示端末のブロック構成の一例を示すブロック構成図である。
【図２】図１に示す画像表示端末の電話帳データ管理部に登録されるリストデータの一例
を説明するためのテーブルである。
【図３】図１に示す画像表示端末の添付画像データ管理部に登録されるリストデータの一
例を説明するためのテーブルである。
【図４】図１に示した画像表示端末が画像ファイルを添付した画像付きメールを受信した
際の動作の一例を第１の実施形態として説明するためのフローチャートである。
【図５】図１に示した画像表示端末のユーザが、画面表示された画像の選択操作を行った
際の動作の一例を第１の実施形態として説明するためのフローチャートである。
【図６】図１に示した画像表示端末が画像ファイルを添付した画像付きメールを受信した
際の動作の他の例を第２の実施形態として説明するためのフローチャートである。
【図７】図１に示した画像表示端末が画像ファイルを添付した画像付きメールを受信した
際の動作の図６とは異なる例を第３の実施形態として説明するためのフローチャートであ
る。
【図８】図１に示した画像表示端末のユーザが、画面表示された画像の選択操作を行った
際の動作の他の例を第４の実施形態として説明するためのフローチャートである。
【図９】図１に示した画像表示端末のユーザが、画面表示された画像の選択操作を行った
際の動作の図５、図８とは異なる例を第５の実施形態として説明するためのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明による画像表示端末、電話発信制御方法および電話発信制御プログラムの
好適な実施形態について添付図を参照して説明する。なお、以下の説明においては、本発
明による画像表示端末および電話発信制御方法について説明するが、かかる電話発信制御
方法をコンピュータにより実行可能な電話発信制御プログラムとして実施するようにして
も良いし、あるいは、電話発信制御プログラムをコンピュータにより読み取り可能な記録
媒体に記録するようにしても良いことは言うまでもない。
【００２５】
（本発明の特徴）
　本発明の実施形態の説明に先立って、本発明の特徴についてその概要をまず説明する。
本発明は、デジタルフォトフレームのように端末の画面に画像を表示する画像表示機能と
メールを受信するメール受信機能と電話発信を行う電話発信機能とを少なくとも備えた画
像表示端末に関するものであり、かくのごとき画像表示端末において、画面表示する画像
（画像ファイル名により特定される）と該画像に映っている人物を電話相手先とする電話
番号情報とをメールアドレスをキーとしてあらかじめ紐付けしておくことにより、画面表
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示されている画像の画像ファイル名から電話発信先ユーザの電話番号情報を取得すること
ができ、画像表示端末のユーザは画面表示した画像の選択操作（つまり、選択した画像に
映っている人物を相手先とする電話発信を指示する操作）を行うだけで、当該画像に該当
する電話発信先ユーザが利用する端末装置に対して電話発信を行うことを可能とする仕組
みを実現していることを主要な特徴としている。
【００２６】
　より具体的には、次の通りである。本発明の画像表示端末においては、画像を画面表示
する画像表示機能、画像付きメールを受信するメール機能、電話発信を行う電話機能を少
なくとも有しているとともに、該画像表示端末に、画像ファイルを添付した画像付きメー
ルを送信する送信者のメールアドレス、電話番号を電話帳データのリストデータとしてあ
らかじめ登録管理しておき、かつ、画像ファイルを添付した画像付きメールを受信した際
に、メール送信者のメールアドレス情報および添付画像ファイル名を取得して添付画像デ
ータのリストデータとして管理登録する機能を有している。
【００２７】
　ここで、メール受信側の画像表示端末において、受信した画像付きメールに添付された
画像ファイルの画像を画面表示して、画面表示した画像に映っている人物を相手先として
電話発信を行うことを指示する選択操作をユーザが行うと、添付画像データのリストデー
タを検索して、該画像の画像ファイル名に該当するメールアドレス情報を検索し、さらに
、該メールアドレス情報をキーとして電話帳データのリストデータを検索することによっ
て、該メールアドレス情報に該当する電話番号を抽出する。
【００２８】
　しかる後、抽出した電話番号を用いて電話発信を行うことによって、トップ画面に戻っ
て電話発信操作を行ったり、電話番号の入力操作をしたりしなくても、画面表示した画像
上で選択操作を行うだけで、所望の相手先に電話発信を行うことができる。而して、画像
表示端末のユーザは、画像表示端末に表示される画像を選択するだけで、画像メールの送
信者に対してコールバックを容易に行うことも可能であり、操作性に富む電話発信を実現
することが可能となる。
【００２９】
（実施形態の構成例）
　次に、本発明による画像表示端末のブロック構成の一例について、図１を用いて説明す
る。図１は、本発明による画像表示端末のブロック構成の一例を示すブロック構成図であ
り、画像表示端末の接続形態の一例も含めて示している。
【００３０】
　図１に示すように、本発明の一例を示す画像表示端末１０は、画像を表示する画像表示
機能とメールを受信するメール受信機能と電話発信を行う電話発信機能とを少なくとも備
えている。そして、画像表示端末１０は、通信ネットワーク３０を介して、他の端末装置
例えば携帯端末２０と接続されており、携帯端末２０から通信ネットワーク３０を介して
送信されてくるメールに添付されている画像ファイルを受信して、該画像ファイルの画像
を画面に表示することができるとともに、他の端末装置例えば携帯端末２０に対して、通
信ネットワーク３０を介して電話発信を行うことができる。
【００３１】
　画像表示端末１０は、通信インタフェース部１１、制御部１２、メール受信部１３、画
像表示部１４、タッチパネル認識部１５、電話帳データ管理部１６、添付画像データ管理
部１７、呼制御部１８の各部を少なくとも含んで構成される。
【００３２】
　通信インタフェース部１１は、通信ネットワーク３０を介して他の端末装置と通信を行
う部位であり、制御部１２は、画像表示端末１０の全体を制御する部位であり、メール受
信部１３は、通信ネットワーク３０を介して受信されるメールの受信処理を制御する部位
である。
【００３３】
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　また、画像表示部１４は、画像を画面表示する部位であり、受信メールに画像ファイル
が添付されていた場合に、制御部１２の制御の下、メール受信部１３によって受信した画
像ファイルの画像を画面表示する。タッチパネル認識部１５は、画像表示部１４の画面上
に配設されているタッチパネルにユーザの指等が触れた（タッチした）位置を認識する部
位であり、画像を画面表示して、画像表示した画像に映っている人物を指等でタッチする
ことによって、タッチした該画像の位置に映っている人物を電話発信先としてユーザが選
択していることを認識する。
【００３４】
　また、電話帳データ管理部１６は、電話発信相手の電話番号とメールアドレスとを電話
帳のリストデータとしてあらかじめ登録して管理する部位であり、添付画像データ管理部
１７は、受信メールに添付された画像ファイル名と該受信メールの送信者のメールアドレ
スとをリストデータとして登録して管理する部位である。また、呼制御部１８は、電話発
着信に関する制御を行う部位である。
【００３５】
　電話帳データ管理部１６に登録されるリストデータの一例について、図２を用いて説明
する。図２は、図１に示す画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６に登録されるリス
トデータの一例を説明するためのテーブルである。図２に示すように、電話帳データ管理
部１６には、画像データ送信者メールアドレス１６ａと画像データ送信者電話番号１６ｂ
とを対応付けて電話帳データとしてあらかじめ登録される。
【００３６】
　つまり、電話帳データ管理部１６のリストデータは、画像表示端末１０の電話発信先と
なる通話相手の電話番号を当該通話相手のメールアドレスと対応付けて登録するものであ
り、例えば、画像表示端末１０に対して画像ファイルを添付した画像付きメールを送信し
てくるユーザの端末装置例えば携帯端末２０のメールアドレスと電話番号とを対応付けて
登録している。図２に示す登録例においては、画像データの送信者のメールアドレスが、
画像データ送信者メールアドレス１６ａに示すように、「111@abc.def」であり、当該送
信者の電話番号が、画像データ送信者電話番号１６ｂに示すように、「0123-45-6789」で
あることを示している。
【００３７】
　また、添付画像データ管理部１７に登録されるリストデータの一例について、図３を用
いて説明する。図３は、図１に示す画像表示端末１０の添付画像データ管理部１７に登録
されるリストデータの一例を説明するためのテーブルである。図３に示すように、添付画
像データ管理部１７には、画像データ送信者メールアドレス１７ａと画像ファイル名１７
ｂとを対応付けて添付画像データとして登録される。
【００３８】
　つまり、添付画像データ管理部１７のリストデータは、画像表示端末１０の画像表示部
１４に画面表示した画像に映っている人物のメールアドレスと、該画像の画像ファイル名
とを対応付けて登録するものであり、例えば、画像表示端末１０に対して画像ファイルを
添付したメールを送信してくる他の端末装置例えば携帯端末２０のメールアドレスと該メ
ールに添付された画像ファイルの画像ファイル名とを対応付けて登録している。図２に示
す登録例においては、画像データの送信者のメールアドレスが、画像データ送信者メール
アドレス１７ａに示すように、図２の画像データ送信者メールアドレス１６ａと同様、「
111@abc.def」であり、当該送信者が送信してきた画像ファイル名が、画像ファイル名１
７ｂに示すように、「aaaa.jpg」であることを示している。
【００３９】
　したがって、図２の電話帳データ管理部１６の電話帳データと図３の添付画像データ管
理部１７の添付画像データとは、画像ファイルをメール送信してきた送信者のメールアド
レスによって互いに関連付けられており、該メールアドレスをキーとして、該送信者の電
話番号と画像ファイル名とが紐付けされていることになる。例えば、図２の電話帳データ
管理部１６と図３の添付画像データ管理部１７との登録例の場合、画像表示端末１０にお
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いて、画像表示部１４に画像ファイル名「aaaa.jpg」の画像が画面表示されている状態に
あるときに、当該画像が選択操作されたことをタッチパネル認識部１５にて認識すると、
制御部１２は、次のようにして、画像ファイル名「aaaa.jpg」の画像の送信者の電話番号
を検索して、当該送信者に対して電話発信することができる。
【００４０】
　まず、制御部１２は、選択された画像ファイル名「aaaa.jpg」をキーとして、添付画像
データ管理部１７のリストデータを検索して、選択された画像ファイル名「aaaa.jpg」に
対応付けて登録されている画像データ送信者メールアドレス「111@abc.def」を取得する
。次いで、取得した画像データ送信者メールアドレス「111@abc.def」をキーとして、電
話帳データ管理部１６のリストデータを検索して、該画像データ送信者メールアドレス「
111@abc.def」に対応付けてあらかじめ登録されている画像データ送信者電話番号「0123-
45-6789」を抽出する。しかる後、制御部１２は、呼制御部１８を起動して、抽出した画
像データ送信者電話番号「0123-45-6789」の電話発信先に対して電話発信を行わせる。
【００４１】
　かくのごとく、画像ファイルが添付されたメールを受信して、画像表示部１４に画像が
画面表示された際に、ユーザは、画像表示端末１０に画面表示された画像を選択する操作
を行うだけで、当該画像に映っている人物を相手先として電話発信を行うことができ、自
分の写真を添付した画像付きメールの送信者に対してコールバックを容易に行うことが可
能となり、簡易かつ操作性に富む電話発信方法を実現することが可能である。
【００４２】
（第１の実施形態の動作の説明）
　次に、図１～図３に示した画像表示端末の動作の第１の実施形態について、図４および
図５のフローチャートを用いて詳細に説明する。図４は、図１に示した画像表示端末１０
が画像ファイルを添付した画像付きメールを受信した際の動作の一例を第１の実施形態と
して説明するためのフローチャートである。また、図５は、図１に示した画像表示端末１
０のユーザが、画面表示された画像の選択操作を行った際の動作の一例を第１の実施形態
として説明するためのフローチャートである。
【００４３】
　まず、図４のフローチャートを用いて、画像付きメールを受信した際の動作について説
明する。画像表示端末１０は、画像ファイルが添付された画像付きメールをメール受信部
１３にて受信する都度（ステップＡ１）、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールの
送信者のメールアドレスおよび添付された画像ファイルの画像ファイル名を抽出して、添
付画像データ管理部１７にリストデータとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップ
Ａ２）。
【００４４】
　ここで、画像付きメールを受信した際に、添付画像データ管理部１７にリストデータと
して登録する動作と合わせて、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールに添付された
画像ファイルの画像を画像表示部１４に画面表示するようにしても良い。また、添付画像
データ管理部１７にリストデータとして登録される対象となる画像ファイルは、画像付き
メールを受信した場合のみに限ることなく、ＳＤカード（Secure　Digital　Memory　Car
d）のようなメモリカード内にあらかじめ保存されている画像ファイルであっても良い。
かかる場合には、当該メモリカード内に保存されている各画像ファイルの画像に映ってい
る人物それぞれのメールアドレスが関連付けて当該メモリカード内に記録されていても良
いし、当該メモリカードに保存されている画像を画面表示した際に、ユーザが当該画像に
映っている人物のメールアドレスを入力するようにしても良いし、あるいは、当該メモリ
カードに保存されている画像を画面表示して、ユーザによって選択操作された際に、当該
画像を特定することができる特定の文字列（例えば当該画像を始めて画面表示した時刻を
示すタイムスタンプ情報）を、擬似のメールアドレスとして用いて、添付画像データ管理
部１７のリストデータに、該擬似のメールアドレスを、当該画像の画像ファイル名と関連
付けて登録するようにしても良い。
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【００４５】
　次に、図５のフローチャートを用いて、画面表示された画像が選択された際の動作につ
いて説明する。まず、画像表示端末１０は、制御部１２の制御の下、受信メールに添付さ
れていた画像ファイルの画像を画像表示部１４に画面表示する（ステップＢ１）。ここで
、画面表示される画像は、前述のように、画像付きメールによって受け取った画像ではな
く、ＳＤカードのようなメモリカード内にあらかじめ保存されていた画像ファイルの画像
であっても良い。
【００４６】
　画像表示部１４に画面表示されている画像にユーザがタッチすることにより、当該画像
に映っている人物を相手先として電話発信を行う旨を指示する選択操作が行われると（ス
テップＢ２）、該選択操作をタッチパネル認識部１５が認識して、制御部１２に通知する
。制御部１２は、電話発信の相手先として、画面表示されている画像の画像ファイル名を
画像表示部１４から取得する（ステップＢ３）。
【００４７】
　次に、制御部１２は、取得した画像ファイル名が添付画像データ管理部１７のリストデ
ータとして存在しているか否かを確認する（ステップＢ４）。当該画像ファイル名が存在
していなかった場合には（ステップＢ４のＮＯ）、ユーザによって選択操作された画像が
、画像付きメールとして受信した画像ファイルでもなく、また、何らかの形式でメールア
ドレスと関連付けられたメモリカードの画像ファイルでもないので、添付画像データ管理
部１７のリストデータには未登録の画像データである旨のダイアログ画面を画像表示部１
４に表示することにより（ステップＢ６）、ユーザに注意を促すだけにして、処理を終了
する。
【００４８】
　一方、添付画像データ管理部１７のリストデータとして当該画像ファイル名が存在して
いた場合には（ステップＢ４のＹＥＳ）、添付画像データ管理部１７から当該画像ファイ
ル名に対応するメールアドレスを取得する（ステップＢ５）。
【００４９】
　しかる後、取得したメールアドレスが電話帳データ管理部１６のリストデータとして存
在しているか否かを確認する（ステップＢ７）。当該メールアドレスが存在していなかっ
た場合には（ステップＢ７のＮＯ）、ユーザによって選択操作された画像が、画像付きメ
ールとして受信した画像ファイル、あるいは、何らかの形式でメールアドレスと関連付け
られたメモリカードの画像ファイルではあるものの、ユーザによって選択操作された画像
に映っている人物のメールアドレスが、電話帳データ管理部１６のリストデータには電話
帳データとして電話番号と対応付けされた形式で登録されていないメールアドレスである
ので、電話帳データ管理部１６のリストデータには未登録のメールアドレスである旨のダ
イアログ画面を画像表示部１４に表示することにより（ステップＢ６）、ユーザに注意を
促すだけにして、処理を終了する。
【００５０】
　一方、電話帳データ管理部１６のリストデータとして当該メールアドレスが存在してい
た場合には（ステップＢ７のＹＥＳ）、電話帳データ管理部１６から当該メールアドレス
に対応する電話番号を取得する（ステップＢ８）。しかる後、制御部１２は、呼制御部１
８を起動することにより、呼制御部１８は、取得した電話番号を用いて、通信ネットワー
ク３０を介して、該電話番号の相手先例えば携帯端末２０に対して電話発信（発呼）を行
う（ステップＢ９）。
【００５１】
（実施形態の効果の説明）
　以上に詳細に説明したように、本発明の実施形態においては、次のような効果が得られ
る。
【００５２】
　第１の効果は、画像表示端末１０のユーザは、画像表示部１４に画面表示した画像の選
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択操作を行うだけで、選択操作した画像に映っている人物を電話発信先の相手として電話
発信を行うことが可能であり、従来技術のように、一旦、トップ画面（ホームメニュー）
に戻ってから、電話発信操作を行うような煩わしさから解放されることにある。その理由
は、画面表示されている画像の画像ファイル名と当該画像ファイル名の画像を添付したメ
ールの送信者のメールアドレスとを関連付けたリストデータおよびメールアドレスと電話
番号とを関連付けたリストデータを登録保存しているので、メールアドレスをキーとして
、選択操作した画像と電話番号とが紐付けされているためである。
【００５３】
　第２の効果は、画像表示端末１０のユーザは、画像表示部１４に画面表示して選択操作
を行った画像が、電話帳データ管理部１６のリストデータとして登録済みの相手から画像
付きメールとして受信した画像であるか否かを容易に判別することができることにある。
その理由は、選択操作した画像の画像ファイル名と対応付けされたメールアドレスが電話
帳データ管理部１６のリストデータに登録されていた場合には、該メールアドレスに対応
して電話帳データ管理部１６のリストデータに登録されている電話番号を基に、電話発信
処理を行い、一方、電話帳データ管理部１６のリストデータに登録されていない場合には
、未登録データである旨のダイアログ画面を画面表示するからである。
【００５４】
（第２の実施形態の動作の説明）
　次に、図１～図３に示した画像表示端末の動作の第２の実施形態について、図６のフロ
ーチャートを用いて詳細に説明する。図６は、図１に示した画像表示端末１０が画像ファ
イルを添付した画像付きメールを受信した際の動作の他の例を第２の実施形態として説明
するためのフローチャートであり、受信した画像付きメールの本文中に当該メール送信者
の電話番号に関する情報が記載されている場合について示している。
【００５５】
　すなわち、本第２の実施形態においては、画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６
のリストデータへの登録は、画像付きメールの送信者からのリモート登録を可能とするこ
とによって、電話帳データ管理部１６のリストデータには当該送信者の電話帳データが未
登録であった場合であっても、当該送信者に対して、電話発信（コールバック）を行うこ
とを可能とする例を示している。
【００５６】
　図６のフローチャートにおいて、画像表示端末１０は、新たなメール送信元から画像フ
ァイルが添付された画像付きメールをメール受信部１３にて受信する都度（ステップＣ１
）、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールのメール本文中に、送信者に関する電話
番号情報が存在しているか否かを確認する（ステップＣ２）。メール本文中に送信者に関
する電話番号情報が存在していなかった場合には（ステップＣ２のＮＯ）、電話帳データ
管理部１６のリストデータへのリモート登録動作を行うことなく、図４のフローチャート
の場合と同様、当該画像付きメールの送信者のメールアドレスおよび添付された画像ファ
イルの画像ファイル名を抽出して、添付画像データ管理部１７にリストデータとして登録
保存し、リスト管理を行う（ステップＣ４）。
【００５７】
　一方、メール本文中に送信者に関する電話番号情報が存在していた場合には（ステップ
Ｃ２のＹＥＳ）、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールの送信者のメールアドレス
を抽出するとともに、メール本文中から画像付きメールの送信者の電話番号を抽出して、
抽出したメールアドレスおよび電話番号を対応付けて、電話帳データ管理部１６にリスト
データとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップＣ３）。しかる後、当該画像付き
メールの送信者のメールアドレスおよび添付された画像ファイルの画像ファイル名を抽出
して、添付画像データ管理部１７にリストデータとして登録保存し、リスト管理を行う（
ステップＣ４）。
【００５８】
　なお、電話番号情報は、画像付きメールのメール本文中に記載する場合に限るものでは
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なく、例えば、電子名刺の標準フォーマットであるvCard形式のデータ（添付ファイル）
として、当該画像付きメールに添付されていても良い。また、画像付きメールを受信した
際に、第１の実施形態の場合と同様、添付画像データ管理部１７にリストデータとして登
録する動作と合わせて、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールに添付された画像フ
ァイルの画像を画像表示部１４に画面表示するようにしても良い。
【００５９】
　次に、本第２の実施形態において、画像付きメールを用いて、電話帳データ管理部１６
のリストデータへのリモート登録を行った場合の作用効果について、前述した図５のフロ
ーチャートを用いて簡単に説明する。
【００６０】
　図５のステップＢ２において、画像表示部１４に画面表示された画像の選択操作が行わ
れた際に、添付画像データ管理部１７のリストデータとして当該画像の画像ファイル名が
存在していて（ステップＢ４のＹＥＳ）、添付画像データ管理部１７から当該画像ファイ
ル名に対応するメールアドレスを取得することができたとしても（ステップＢ５）、取得
したメールアドレスが電話帳データ管理部１６のリストデータとしてあらかじめ存在して
いなかった場合には（ステップＢ７のＮＯ）、第１の実施形態においては、図５のステッ
プＢ６に示したように、電話帳データ管理部１６のリストデータには未登録のメールアド
レスである旨のダイアログ画面を画像表示部１４に表示するだけで、画像付きメールの送
信者に対するコールバック（電話発信）は不可能であった。
【００６１】
　これに対して、本第２の実施形態においては、受信した画像付きメールの本文中に送信
者の電話番号情報を記載しておくことによって（図６のステップＣ２のＹＥＳ）、画像付
きメールの送信者のメールアドレスおよび電話番号を対応付けて、電話帳データ管理部１
６にリストデータとして登録している（図６のステップＣ３）。
【００６２】
　したがって、かかる場合には、第１の実施形態とは異なり、取得したメールアドレスが
電話帳データ管理部１６のリストデータとしてあらかじめ存在していなかった場合（ステ
ップＢ７のＮＯ）ではなく、取得したメールアドレスが電話帳データ管理部１６のリスト
データとして存在している場合（ステップＢ７のＹＥＳ）に相当することになり、電話帳
データ管理部１６から当該メールアドレスに対応する電話番号を取得して（ステップＢ８
）。該電話番号の相手先例えば携帯端末２０に対して電話発信を行うことになる（ステッ
プＢ９）。
【００６３】
　つまり、本第２の実施形態においては、画像付きメールの送信者に関する電話帳データ
（メールアドレスと電話番号とを対応付けしたデータ）が、電話帳データ管理部１６のリ
ストデータとしてあらかじめ登録されていなかった場合であっても、受信した画像付きメ
ールの本文中に、あるいは、例えばvCard形式の添付ファイルとして、当該送信者の電話
番号情報が記載されている場合には、電話帳データ管理部１６のリストデータにリモート
登録を行うことによって、受信した画像付きメールの送信者に対するコールバック（電話
発信）が可能になる。
【００６４】
（第３の実施形態の動作の説明）
　次に、図１～図３に示した画像表示端末の動作の第３の実施形態について、図７のフロ
ーチャートを用いて詳細に説明する。図７は、図１に示した画像表示端末１０が画像ファ
イルを添付した画像付きメールを受信した際の動作の図６とは異なる例を第３の実施形態
として説明するためのフローチャートであり、受信した画像付きメールの本文中に記載さ
れている当該メール送信者の電話番号に関する情報を電話帳データ管理部１６のリストデ
ータへの登録を行うという第２の実施形態の場合に加えて、該画像付きメールの題名（件
名）に特定のキーワードを含む場合に限って、本文中の電話番号に関する情報を電話帳デ
ータ管理部１６のリストデータとして登録するリモート登録の動作を許可する場合につい
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て示している。
【００６５】
　すなわち、本第３の実施形態においては、受信した画像付きメールの本文中または添付
ファイル中に、当該画像付きメールの送信者の電話番号に関する情報が記載されており、
かつ、当該画像付きメールの題名（件名）が、あらかじめ定めた特定のキーワードに一致
する文字列を含む場合には、メールの本文中または添付ファイル中の電話番号に関する情
報を電話帳データ管理部１６のリストデータとして登録する例を示している。
【００６６】
　なお、画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６へのリモート登録をするための該キ
ーワードは、画像表示端末１０において任意に自由に決めるようにしても良い。例えば、
画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６のリモート登録をするためのキーワードとし
て、画像表示端末１０のユーザが「電話帳登録」という用語をあらかじめ定め、当該画像
表示端末１０に画像データを送信してくる特定の通信相手に対してあらかじめ通知してお
く。
【００６７】
　画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６のリストデータに電話番号をリモート登録
しようとするメール送信者は、メール本文中または添付ファイル中に当該メール送信者の
電話番号情報を記載するのみならず、画像表示端末１０から通知されてきた「電話帳登録
」というキーワードを含む内容を画像付きメールの題名（件名）に設定した画像付きメー
ルを作成することが必要である。かくのごとき制約を課すことによって、当該画像表示端
末１０においてあらかじめ定めたキーワードを知っている相手のみが、画像表示端末１０
の電話帳データ管理部１６へのリモート登録が可能になり、セキュリティの向上を図るこ
とができる。
【００６８】
　図７のフローチャートにおいて、画像表示端末１０は、画像ファイルが添付された画像
付きメールをメール受信部１３にて受信する都度（ステップＤ１）、当該画像付きメール
の題名（件名）に、あらかじめ定めた特定のキーワードが含まれているか否かを確認する
（ステップＤ２）。
【００６９】
　当該画像付きメールの題名（件名）に該キーワードと一致する用語が含まれていなかっ
た場合には（ステップＤ２のＮＯ）、第２の実施形態の場合とは異なり、当該画像付きメ
ールのメール本文中に送信者に関する電話番号情報が記載されているか否かを確認するこ
ともなく、電話帳データ管理部１６のリストデータへの登録動作をスキップして、図４の
フローチャートの場合と同様、当該画像付きメールの送信者のメールアドレスおよび添付
された画像ファイルの画像ファイル名を抽出して、添付画像データ管理部１７にリストデ
ータとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップＤ５）。
【００７０】
　一方、当該画像付きメールの題名（件名）に該キーワードと一致する用語が含まれてい
た場合には（ステップＤ２のＹＥＳ）、次に、第２の実施形態の場合と同様、当該画像付
きメールのメール本文中に、送信者に関する電話番号情報が存在しているか否かを確認す
る（ステップＤ３）。
【００７１】
　メール本文中に送信者に関する電話番号情報が存在していなかった場合には（ステップ
Ｄ３のＮＯ）、電話帳データ管理部１６のリストデータへのリモート登録動作を行うこと
なく、図４のフローチャートの場合と同様、当該画像付きメールの送信者のメールアドレ
スおよび添付された画像ファイルの画像ファイル名を抽出して、添付画像データ管理部１
７にリストデータとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップＤ５）。
【００７２】
　一方、メール本文中に送信者に関する電話番号情報が存在していた場合には（ステップ
Ｄ３のＹＥＳ）、制御部１２の制御の下、当該画像付きメールの送信者のメールアドレス
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を抽出するとともに、メール本文中から画像付きメールの送信者の電話番号を抽出して、
抽出したメールアドレスおよび電話番号を対応付けて、電話帳データ管理部１６にリスト
データとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップＤ４）。しかる後、当該画像付き
メールの送信者のメールアドレスおよび添付された画像ファイルの画像ファイル名を抽出
して、添付画像データ管理部１７にリストデータとして登録保存し、リスト管理を行う（
ステップＤ５）。
【００７３】
　なお、電話番号情報は、第２の実施形態に前述したように、画像付きメールのメール本
文中に記載する場合に限るものではなく、例えば、電子名刺の標準フォーマットであるvC
ard形式のデータ（添付ファイル）として、当該画像付きメールに添付されていても良い
。また、画像付きメールを受信した際に、第１の実施形態の場合と同様、添付画像データ
管理部１７にリストデータとして登録する動作と合わせて、制御部１２の制御の下、当該
画像付きメールに添付された画像ファイルの画像を画像表示部１４に画面表示するように
しても良い。
【００７４】
（第４の実施形態の動作の説明）
　次に、図１～図３に示した画像表示端末の動作の第４の実施形態について、図８のフロ
ーチャートを用いて詳細に説明する。図８は、図１に示した画像表示端末のユーザが、画
面表示された画像の選択操作を行った際の動作の他の例を第４の実施形態として説明する
ためのフローチャートであり、画像付きメールに添付した画像ファイル名に、メール送信
者の電話番号に関する情報を含ませることによって、たとえ、電話帳データ管理部１６の
リストデータに当該メール送信者に関するデータが登録されていない場合であっても、該
メール送信者に対するコールバック（電話発信）を行うことを可能にする場合について示
している。
【００７５】
　すなわち、本第４の実施形態においては、第１の実施形態の場合とは異なり、画面表示
する画像の画像ファイル名に、例えば、「…TEL＋"送信元の電話番号"．ｊｐｇ」という
形式で、拡張子「．ｊｐｇ」の直前に、識別子「TEL＋」に後続させて、当該画像に映っ
ている人物に関する電話番号情報を含ませることとしている。而して、かかる画像を画面
表示して選択操作がなされた際に、電話帳データ管理部１６のリストデータにあらかじめ
登録されていなかった相手であっても、当該画像に映っている人物を相手先として、電話
発信を行うことができ、例えば、当該画像が画像付きメールとして受信されていた場合に
は、当該画像付きメールの送信者に対してコールバック（電話発信）を行うことを可能と
している。
【００７６】
　図８のフローチャートにおいて、画像表示端末１０は、制御部１２の制御の下、電話番
号情報が含まれた画像ファイル名が付されている画像を画像表示部１４に画面表示する（
ステップＥ１）。
【００７７】
　画像表示部１４に画面表示されている画像に映っている人物にユーザがタッチすること
により、当該人物を相手先として電話発信を行うことを指示する選択操作が行われると（
ステップＥ２）、該選択操作をタッチパネル認識部１５が認識して、制御部１２に通知す
る。
【００７８】
　該通知を受け取った制御部１２は、画像表示部１４により画面表示されている画像の画
像ファイル名の中から、電話発信の相手先を示している人物の電話番号情報を取得する（
ステップＥ３）。しかる後、制御部１２は、呼制御部１８を起動することにより、呼制御
部１８は、取得した電話番号を用いて、通信ネットワーク３０を介して、該電話番号の相
手先例えば携帯端末２０に対して電話発信（発呼）を行う（ステップＥ４）。
【００７９】
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　ここで、画面表示した画像は、画像ファイル名に電話番号情報を含ませた画像付きメー
ルとして受信していた場合であっても勿論構わない。かかる場合には、第２、第３の実施
形態の場合とは異なり、メール送信者の電話番号に関する情報をメール本文中や添付ファ
イル中に記載する代わりに、当該画像付きメールに添付した画像ファイルの画像ファイル
名に、メール送信者に関する電話番号情報が含まれていることになる。画像表示端末１０
がこのような画像付きメールを受信した場合であって、当該画像付きメールに添付されて
いる画像ファイルの画像を画像表示部１４に画面表示して、ユーザにより選択操作がなさ
れた場合には、当該画像付きメールの送信者の電話帳データが電話帳データ管理部１６の
リストデータとして登録されていなかった場合であっても、当該画像付きメールの送信者
に対してコールバック（電話発信）を行うことを可能にする。
【００８０】
　かくのごとく、本第４の実施形態においては、第１の実施形態の場合とは異なり、画像
表示端末１０のユーザが、画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６のリストデータに
画像付きメール送信者の電話番号情報をあらかじめ登録しなくても、画面表示された画像
の選択操作を行うだけで、当該画像の画像付きメール送信者に対して電話発信を行うこと
が可能となる。また、本第４の実施形態においては、画像付きメール送信者が、当該画像
に関する電話連絡が欲しい場合には、当該メール送信者の電話番号情報を、添付した画像
ファイルの画像ファイル名に含ませて指定すれば良いので、画像表示端末１０に対する画
像付きメールの送信者に関する柔軟性を増加させることも可能になる。
【００８１】
　なお、本第４の実施形態においても、場合によっては、メール送信者に対してコールバ
ック（電話発信）を行うだけでなく、画像ファイル名に含まれている電話番号に関する情
報を画像表示端末１０の電話帳データ管理部１６のリストデータとしてリモート登録を行
う動作を合わせて行うようにしても良い。また、電話帳データ管理部１６のリストデータ
にリモート登録を行う場合についても、第３の実施形態に示したように、画像付きメール
の題名（件名）に特定のキーワードを含む場合に限って、画像ファイル名に含まれている
電話番号に関する情報を電話帳データ管理部１６のリストデータとして登録する動作を許
可するようにしても良い。
【００８２】
（第５の実施形態の動作の説明）
　次に、図１～図３に示した画像表示端末の動作の第５の実施形態について、図９のフロ
ーチャートを用いて詳細に説明する。図９は、図１に示した画像表示端末のユーザが、画
面表示された画像の選択操作を行った際の動作の図５、図８とは異なる例を第５の実施形
態として説明するためのフローチャートであり、メール送信者に関するデータが添付画像
データ管理部１７や電話帳データ管理部１６のリストデータに登録されていなかった場合
、添付画像データ管理部１７のリストデータには、選択操作された画像を一意に特定する
ことが可能な特定の文字列を擬似メールアドレスとして設定登録するとともに、画像表示
端末１０のユーザに対して、電話帳データ管理部１６のリストデータに当該画像付きメー
ルのメール送信者に関する電話帳データを登録することができるインタフェースを提供し
ている場合について示している。
【００８３】
　すなわち、本第５の実施形態においては、画像表示部１４に画像を表示して選択操作が
なされた際に、当該画像に関するデータが添付画像データ管理部１７や電話帳データ管理
部１６のリストデータに登録されていなかった場合、添付画像データ管理部１７のリスト
データには、メールアドレスの代わりに、当該画像を一意に特定することができる特定の
文字列をメールアドレス情報（つまり擬似メールアドレス）として用いて画像ファイル名
と対応付けて登録する。一方、電話帳データ管理部１６のリストデータに未登録の通知を
受け取った場合、画像表示端末１０のユーザは、選択操作された当該画像に映っている人
物に関するメールアドレス（擬似メールアドレスも含む）に対応付けて電話番号を入力す
ることにより、電話帳データ管理部１６のリストデータに登録することを可能とすること
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によって、当該画像に映っている人物に対して電話発信を行うことを可能としている。
【００８４】
　ここで、擬似メールアドレスとして利用する特定の文字列としては、選択操作された画
像を一意に特定するタイムスタンプ情報として、当該画像を始めて画面表示した時刻を用
いたりしても良く、当該画像に映っている人物を一意に特定することができる情報を設定
することができれば、如何なる文字列を用いても良い。
【００８５】
　而して、添付画像データ管理部１７のリストデータに登録されていなかった相手や電話
帳データ管理部１６のリストデータにあらかじめ登録されていなかった相手であっても、
選択操作を行った当該画像に映っている人物に対して容易に電話発信を行うことを可能と
している。つまり、画面表示した画像が画像付きメールとして受信した画像ではなかった
場合であっても、また、画面表示した画像に映っている人物に関するデータが電話帳デー
タ管理部１６にあらかじめ登録されていなかった場合であっても、画像表示端末１０のユ
ーザによって、画面表示された画像の選択操作を行うだけで、当該画像に映っている人物
に対して電話発信を行うことが可能となる。
【００８６】
　図９のフローチャートにおいて、画像表示端末１０は、制御部１２の制御の下、選択し
た画像ファイルの画像を画像表示部１４に画面表示する（ステップＦ１）。
【００８７】
　画像表示部１４に画面表示されている画像に映っている人物にユーザがタッチすること
により、当該人物を相手先として電話発信を行うことを指示する選択操作が行われると（
ステップＦ２）、該選択操作をタッチパネル認識部１５が認識して、制御部１２に通知す
る。
【００８８】
　該通知を受け取った制御部１２は、第１の実施形態の図５の場合と同様、電話発信の相
手先として、画面表示されている画像の画像ファイル名を画像表示部１４から取得する（
ステップＦ３）。
【００８９】
　次に、制御部１２は、取得した画像ファイル名が添付画像データ管理部１７のリストデ
ータとして存在しているか否かを確認する（ステップＦ４）当該画像ファイル名が存在し
ていなかった場合には（ステップＦ４のＮＯ）、第１の実施形態の図５の場合とは異なり
、メールアドレスの代わりに、当該画像に映っている人物を一意に特定する特定の文字列
（例えばタイムスタンプ情報）を擬似のメールアドレス情報として用いて、該特定の文字
列（擬似メールアドレス）をステップＦ３にて取得した画像ファイル名と対応付けて、添
付画像データ管理部１７にリストデータとして登録保存し、リスト管理を行う（ステップ
Ｆ６）。しかる後、ステップＦ５に移行する。
【００９０】
　つまり、ステップＦ１において画像表示部１４に画面表示された画像は、画像付きメー
ルとして受信した画像ではないので、添付画像データ管理部１７には当該画像に関するメ
ールアドレス情報は登録されていない。そのため、添付画像データ管理部１７のリストデ
ータとして登録するメールアドレス情報としては、メールアドレスの代わりとして用いる
ことができる特定の文字列（擬似メールアドレス）を登録することとする。以降の動作に
おいては、添付画像データ管理部１７に登録された特定の文字列（擬似メールアドレス）
も、当該画像に映っている人物のメールアドレスと表現して取り扱う。
【００９１】
　また、添付画像データ管理部１７のリストデータとして当該画像ファイル名が存在して
いた場合（ステップＦ４のＹＥＳ）、および、ステップＳ６によって、添付画像データ管
理部１７のリストデータとして当該画像ファイル名が登録された場合には、第１の実施形
態の図５の場合と同様、添付画像データ管理部１７から当該画像ファイル名に対応するメ
ールアドレス（擬似メールアドレスとなる特定の文字列の場合も含む）を取得する（ステ
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ップＦ５）。
【００９２】
　しかる後、取得したメールアドレスが電話帳データ管理部１６のリストデータとして存
在しているか否かを確認する（ステップＦ７）。当該メールアドレスが存在していなかっ
た場合には（ステップＢ７のＮＯ）、第１の実施形態の図５の場合とは異なり、まず、新
たに、当該画像に映っている人物に関する電話帳データをメールアドレスと対応付けて電
話帳データ管理部１６のリストデータとして登録するか否かを、画像表示端末１０のユー
ザに確認する(ステップＦ８)。
【００９３】
　画像表示端末１０のユーザが、当該画像に映っている人物に関する電話帳データを電話
帳データ管理部１６のリストデータとして登録しない旨を指示した場合は（ステップＦ８
のＮＯ）、電話帳データ管理部１６のリストデータへの登録動作をスキップするとともに
、当該画像に映っている人物の電話番号が電話帳データ管理部１６のリストデータには未
登録であるので、当該画像に映っている人物に対する電話発信動作を行うことなく、処理
を終了する。
【００９４】
　一方、画像表示端末１０のユーザが、当該画像に映っている人物に関する電話帳データ
を電話帳データ管理部１６のリストデータとして登録する旨を指示した場合は（ステップ
Ｆ８のＹＥＳ）、当該画像に映っている人物の電話番号の入力を促す画面を画像表示部１
４に画面表示する。該入力画面を視認した画像表示端末１０のユーザから、電話番号の入
力を受け付けると、入力された電話番号を、取得していたメールアドレス（擬似メールア
ドレスとなる特定の文字列の場合も含む）に対応付けて電話帳データ管理部１６のリスト
データとして新たに登録保存し、リスト管理を行う（ステップＦ９）。しかる後、ステッ
プＦ１０に移行する。
【００９５】
　次に、ステップＦ７において、電話帳データ管理部１６のリストデータとして当該メー
ルアドレスが存在していた場合（ステップＦ７のＹＥＳ）、または、ステップＦ９におい
て、画像表示端末１０のユーザによって電話帳データ管理部１６のリストデータとして当
該メールアドレス（擬似メールアドレスとなる特定の文字列の場合も含む）と電話番号と
が新たに登録された場合（ステップＦ９）、制御部１２は、電話帳データ管理部１６から
当該メールアドレスに対応する電話番号を取得する（ステップＦ１０）。しかる後、制御
部１２は、呼制御部１８を起動することにより、呼制御部１８は、取得した電話番号を用
いて、通信ネットワーク３０を介して、該電話番号の相手先例えば携帯端末２０に対して
電話発信（発呼）を行う（ステップＦ１１）。
【００９６】
　以上のように、本第５の実施形態においては、画像表示端末１０に画面表示されている
画像が、画像付きメールとして受信した画像ではなかった場合であっても、画像表示端末
１０のユーザが画面表示されている画像の選択操作を行うだけで、当該画像に映っている
人物に対して電話発信を行うことが可能となる。また、画像表示端末１０のユーザが、画
面表示されている画像に対応する電話番号を電話帳データ管理部１６に登録することがで
きるインタフェースを設けたことによって、画像の送信者に関する電話帳データが電話帳
データ管理部１６のリストデータとして登録されていなかった場合であっても、画像表示
端末１０のユーザが画面表示されている画像の選択操作を行うだけで、当該画像に映って
いる人物に関する電話帳データを新たに登録するとともに、当該人物に対して電話発信を
行うことが可能となる。
【００９７】
　以上、本発明の好適な実施形態の構成を説明した。しかし、かかる実施形態は、本発明
の単なる例示に過ぎず、何ら本発明を限定するものではないことに留意されたい。本発明
の要旨を逸脱することなく、特定用途に応じて種々の変形変更が可能であることが、当業
者には容易に理解できよう。
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【符号の説明】
【００９８】
１０　　　画像表示端末
１１　　　通信インタフェース部
１２　　　制御部
１３　　　メール受信部
１４　　　画像表示部
１５　　　タッチパネル認識部
１６　　　電話帳データ管理部
１６ａ　　画像データ送信者メールアドレス
１６ｂ　　画像データ送信者電話番号
１７　　　添付画像データ管理部
１７ａ　　画像データ送信者メールアドレス
１７ｂ　　画像ファイル名
１８　　　呼制御部
２０　　　携帯端末
３０　　　通信ネットワーク

【図１】 【図２】



(20) JP 2012-147224 A 2012.8.2

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 2012-147224 A 2012.8.2

【図７】 【図８】

【図９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

