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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画像が登録可能な電
話帳と、
　静止画像を記憶した画像記憶部と、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
の受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メー
ルの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信又は
電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上記電
話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静止画
像を、上記画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画像検
出部と、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに選択して表示部
に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順次切り替えて上
記表示部に表示制御する表示制御部と
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　上記一致人物画像検出部で、上記指定された人物画像と一致する人物画像が写っている
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静止画像が複数枚検出された場合、上記表示制御部は、上記電話帳に登録されている上記
指定された人物画像を表示部に表示し、次に上記複数枚検出された静止画像を上記ランダ
ムに或いは上記順次切り替えて上記表示部に表示制御する
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の情報処理装置であって、
　上記一致人物画像検出部は、テレビ電話通信の通信相手の通信機器から、当該通信相手
の電話番号と共に受信した当該通信相手の人物画像と一致する人物画像が写っている静止
画像を、上記画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置であって、
　上記画像記憶部に静止画像を記憶する際に、当該静止画像に写っている人物の顔部分の
特徴点を示す特徴点データを、該静止画像に付加して上記画像記憶部に記憶する記憶制御
部を有し、
　上記一致人物画像検出部は、上記電話帳から検出した上記人物画像、或いは上記テレビ
電話通信時に受信した上記通信相手の人物画像から特徴点データを抽出し、この抽出した
特徴点データに基づいて、上記画像記憶部に記憶されている各静止画像に付加されている
特徴点データを参照することで、上記一致する人物が写っている静止画像を検出する
　情報処理装置。
【請求項５】
　登録制御部が、電話帳に対して、少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関
連付けて人物画像を登録するステップと、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
の受信をした際に、一致人物画像検出部が、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メ
ールの送信又は電子メールの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照するこ
とで、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対
応する人物画像を上記電話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物
画像が写っている静止画像を、画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出
するステップと、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、表示制御部が、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに
選択して表示部に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順
次切り替えて上記表示部に表示制御するステップと
　を有する情報処理方法。
【請求項６】
　電話帳に対して、少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画
像を登録する登録制御部としてコンピュータを機能させ、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
の受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メー
ルの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信又は
電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上記電
話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静止画
像を、画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画像検出部
としてコンピュータを機能させ、
　上記一致人物画像検出部としてコンピュータを機能させることで、上記一致する人物画
像が写っている静止画像が複数枚検出された場合、この複数枚検出された静止画像を所定
時間置きにランダムに選択して表示部に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画
像を所定時間置きに順次切り替えて上記表示部に表示制御する表示制御部としてコンピュ
ータを機能させる
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　情報処理プログラム。
【請求項７】
　無線通信部と、
　少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画像が登録可能な電
話帳と、
　静止画像を記憶した画像記憶部と、
　上記無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メ
ールの受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子
メールの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信
又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上
記電話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静
止画像を、上記画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画
像検出部と、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに選択して表示部
に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順次切り替えて上
記表示部に表示制御する表示制御部と
　を有する携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話機、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、
通信機能を備えたＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistant）やノート型のパーソ
ナルコンピュータ装置等の携帯機器に適用して好適な情報処理装置、情報処理方法、情報
処理プログラム、及び携帯端末装置に関し、特に電話帳に対する各ユーザの人物画像の登
録を自動化した情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、及び携帯端末装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２０００－３３２８７８号の公開特許公報（特許文献１）に、ユーザの電話番号等
の個人情報と共にユーザの画像情報が登録可能な電話帳に対して、指定したユーザの画像
情報が登録されているか否かを容易に判別可能な携帯型電話装置が開示されている。
【０００３】
　すなわち、通常、電話帳に登録されたデータは、指定したユーザの電話番号等の文字情
報が表示されてから、登録されている画像情報の復号化処理に要する時間を経過した後に
、該画像情報が表示されるようになっている。そして、登録されている画像情報の復号化
処理が終了するまでは、画像情報の表示領域が黒画面となる。これに対して、そのユーザ
の画像情報が登録されていない場合にも、画像情報の表示領域が黒画面となる。
【０００４】
　このため、画像情報の表示領域が黒画面となっているのは、登録されている画像情報の
復号化処理に時間を要しているために黒画面となっているのか、或いはそのユーザの画像
情報が登録されていないために黒画面となっているのか、ユーザは判断に困る問題があっ
た。
【０００５】
　このようなことから、特許文献１に開示されている携帯型電話装置では、電話発信等が
指定されたユーザの画像情報が電話帳に登録されていない場合には、当該画像情報が登録
されていない旨の表示を行う。これにより、ユーザは、電話帳から指定したユーザの画像
情報の登録の有無を容易に判別することができる。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－３３２８７８号公報（第４頁：図４、図５）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、この特許文献１に開示されている携帯型電話装置の場合、表示されるユーザの
画像情報は、電話帳に対して登録されている画像情報のみである。このため、電話帳に対
して登録する画像情報を変更しない限り、同じ画像情報が表示され続ける問題があった。
【０００８】
　本発明は上述の課題に鑑みてなされたものであり、電話帳に登録されているユーザの画
像情報を表示する際に、そのユーザの電話帳に登録されている画像情報以外の画像情報も
表示することができるような情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、及び携
帯端末装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る情報処理装置は、上述の課題を解決するための手段として、
　少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画像が登録可能な電
話帳と、
　静止画像を記憶した画像記憶部と、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
の受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メー
ルの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信又は
電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上記電
話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静止画
像を、上記画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画像検
出部と、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに選択して表示部
に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順次切り替えて上
記表示部に表示制御する表示制御部と
　を有する。
【００１０】
　また、本発明に係る情報処理方法は、上述の課題を解決するための手段として、
　登録制御部が、電話帳に対して、少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関
連付けて人物画像を登録するステップと、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
の受信をした際に、一致人物画像検出部が、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メ
ールの送信又は電子メールの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照するこ
とで、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対
応する人物画像を上記電話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物
画像が写っている静止画像を、画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出
するステップと、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、表示制御部が、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに
選択して表示部に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順
次切り替えて上記表示部に表示制御するステップと
　を有する。
【００１１】
　また、本発明に係る情報処理プログラムは、上述の課題を解決するために、
　電話帳に対して、少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画
像を登録する登録制御部としてコンピュータを機能させ、
　無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メール
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の受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メー
ルの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信又は
電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上記電
話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静止画
像を、画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画像検出部
としてコンピュータを機能させ、
　上記一致人物画像検出部としてコンピュータを機能させることで、上記一致する人物画
像が写っている静止画像が複数枚検出された場合、この複数枚検出された静止画像を所定
時間置きにランダムに選択して表示部に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画
像を所定時間置きに順次切り替えて上記表示部に表示制御する表示制御部としてコンピュ
ータを機能させる。
【００１２】
　また、本発明に係る携帯端末装置は、上述の課題を解決するための手段として、
　無線通信部と、
　少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡先に関連付けて人物画像が登録可能な電
話帳と、
　静止画像を記憶した画像記憶部と、
　上記無線通信部を介して電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メ
ールの受信をした際に、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子
メールの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電話帳を参照することで、上記電話送信
又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する人物画像を上
記電話帳から検出すると共に、この検出した人物画像と一致する人物画像が写っている静
止画像を、上記画像記憶部に記憶されている複数の静止画像の中から検出する一致人物画
像検出部と、
　上記一致人物画像検出部で、上記一致する人物画像が写っている静止画像が複数枚検出
された場合、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにランダムに選択して表示部
に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順次切り替えて上
記表示部に表示制御する表示制御部と
　を有する。
【００１３】
　このような本発明は、電話帳に対して、少なくとも各連絡先の連絡情報、及び該各連絡
先に関連付けて人物画像が登録されている。無線通信部を介して電話送信又は電話受信、
若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信をした際に、上記電話送信又は電話受信
、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信に対応する連絡情報に基づいて上記電
話帳を参照することで、上記電話送信又は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子
メールの受信に対応する人物画像を上記電話帳から検出する。また、この検出した人物画
像と一致する人物画像が写っている静止画像を、画像記憶部に記憶されている複数の静止
画像の中から検出する。そして、この一致する人物画像が写っている静止画像が上記画像
記憶部から複数枚検出された場合、この複数枚検出された静止画像を所定時間置きにラン
ダムに選択して表示部に表示制御し、或いは上記複数枚検出された静止画像を所定時間置
きに順次切り替えて上記表示部に表示制御する。このランダム表示或いは切り替え表示を
行うことで、画像記憶部に記憶されたまま表示する機会の少なかった静止画像を表示する
こともでき、ユーザの想い出や過去の出来事等を想起させる効果も期待することができる
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、表示する人物画像の範囲を、電話帳に登録されている人物画像のみならず、
画像記憶部に記憶されている静止画像にまで広げることができる。このため、電話帳に登
録されている連絡先の人物画像を表示する際に、電話帳に登録されている当該連絡先の人
物画像の他、画像記憶部に記憶されている静止画像の中から検出された、上記連絡先に対
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応する様々な人物の画像を表示することができる。また、無線通信部を介して電話送信又
は電話受信、若しくは電子メールの送信又は電子メールの受信をした際に、画像記憶部に
記憶されている上記一致する人物の静止画像をランダム表示、或いは切り替え表示するこ
とができる。このため、画像記憶部に記憶されたまま表示する機会の少なかった静止画像
を表示することもでき、ユーザの想い出や過去の出来事等を想起させる効果も期待するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、携帯電話機に適用することができる。
【００１６】
［携帯電話機の電気構成］
　この本発明の実施の形態となる携帯電話機は、図１に示すように基地局との間で無線通
信を行うアンテナ１及び通信回路２と、着信音や受話音声等の音響出力を得るためのスピ
ーカ部３と、送話音声を集音するマイクロホン部４と、画像（動画像、静止画像等）や文
字等を表示するための表示部５とを有している。
【００１７】
　また、この携帯電話機は、文字等の入力操作や所望のメニューの選択操作等を行うため
の操作部６と、発着信等を光で知らせるための発光部７（LED：Light Emitting Diode）
と、所望の被写体の静止画像或いは動画像を撮像するためのカメラ部８と、当該携帯電話
機の筐体を振動させて発着信等をユーザに知らせるためのバイブレーションユニット９と
を有している。
【００１８】
　また、この携帯電話機は、現在時刻をカウントするタイマ１０と、音声通話通信の他、
音声及び動画像を送受信することで通話を行うテレビ電話通信を行うための通信処理プロ
グラム（コミュニケーションプログラム）の他、各種アプリケーションプログラムや、こ
れら各アプリケーションプログラムで取り扱われる各種データ等が記憶されたメモリ１１
と、当該携帯電話機全体を制御する制御部１２とを有している。
【００１９】
　メモリ１１には、電子メールの作成や送受信を制御するための電子メール管理プログラ
ムと、カメラ部８の撮像制御や、カメラ部８で撮像され、或いはネットワークや入力端子
を介して取り込まれた動画像、静止画像のビューワ機能を有するカメラ制御プログラムと
、ユーザのスケジュールが登録されたスケジュール帳の管理を行うためのスケジュール帳
管理プログラムと、電話帳の管理を行うための電話帳管理プログラムと、音楽コンテンツ
の再生を行うための音楽プレーヤプログラムとが記憶されている。
【００２０】
　また、メモリ１１には、ユーザの所望のスケジュールが登録されるスケジュール帳と、
ユーザの知人や友人等の静止画像、電話番号、電子メールアドレス、誕生年月日等が登録
された電話帳と、音楽プレーヤプログラムに基づいて再生される音楽コンテンツと、カメ
ラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて再生される静止画像及び動画像と、送受信さ
れた電子メールと、電話、テレビ電話及び電子メールの発着信履歴等が記憶されている。
【００２１】
［携帯電話機の外観構成］
　一例ではあるが、この実施の形態の携帯電話機は、図２（ａ）、（ｂ）に示すように上
筐体２１及び下筐体２２をヒンジ部２３を介して折り畳み可能に接続した、いわゆる折り
畳み式の携帯電話機となっている。なお、図２（ａ）は、開状態時の当該携帯電話機を、
内面側（閉状態時に突き合わせられる面側）から見た図であり、図２（ｂ）は、開状態時
の当該携帯電話機を、外面側から見た図である。
【００２２】
　図２（ａ）において、この携帯電話機は、上筐体２１に表示部５を有している。また、
この携帯電話機は、筐体２１の上端部２１ａと表示部５の上端部５ａとの間に、通話用の
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スピーカ部３と、第２のカメラ部８ｂ（インカメラ部）とを有している。また、この携帯
電話機は、下筐体２２に操作部６を有しており、この操作部６と下筐体２２の下端部２２
ａとの間に通話用或いは周囲の音声集音用となるマイクロホン部４を有している。
【００２３】
　操作部６は、上下左右に押圧操作可能な十字キー２４と、この十字キーの中央部に設け
られた決定キー２５とを有している。また、操作部６は、通常は、電子メール管理プログ
ラムの起動を指示する際に押圧操作を行う第１のソフトキー２６と、通常は、インターネ
ット等のネットワーク接続を指示する際に押圧操作を行う第２のソフトキー２７とを有し
ている。また、操作部６は、通常は、メインメニューの表示を指示する際に押圧操作を行
う第３のソフトキー２８と、通常は、所望のコマンドを割り当てて使用する第４のソフト
キー２９とを有している。
【００２４】
　また、操作部６は、通常、電話発信や着信した電話を取る際に押圧操作するオフフック
キー３０と、通常、メイン電源のオンオフ時及び通話終了時に押圧操作するオンフックキ
ー３１と、通常、入力した文字の削除や指定した動作の訂正時等に押圧操作するクリアキ
ー３２と、０～９の数字やアルファベット、アスタリスク「＊」、シャープ「＃」等の文
字が割り当てられた１２個の１２キー３３とを有している。
【００２５】
　また、この携帯電話機は、図２（ｂ）に示すように、下筐体２２の背面側（上記操作部
６が設けられている面に対して反対側となる面）に第１のカメラ部８ａ（メインカメラ部
）を有している。すなわち、この携帯電話機は、図１のブロック図に示すカメラ部８とし
て、メインカメラ部８ａとインカメラ部８ｂとの、計２つのカメラ部を有している。そし
て、主に、メインカメラ部８ａは他のユーザや風景等を撮像する場合に用いられ、インカ
メラ部８ｂは、例えばテレビ電話通信を行う際に当該携帯電話機のユーザ等を撮像する際
に用いられるようになっている。
【００２６】
［電話又は電子メールの発着信時における人物画像の表示動作］
　この実施の形態の携帯電話機は、電話又は電子メールの発着信時において、メモリ１１
に記憶されている静止画像の中から、当該発着信に対応する人物が写っている静止画像を
検索して表示するようになっている。図３のフローチャートに、このような人物画像の表
示動作の流れを示す。このフローチャートは、電話又は電子メールの発着信を検出するこ
とで、制御部１２が、メモリ１１に記憶されているコミュニケーションプログラムに基づ
いてスタートさせる。
【００２７】
　ステップＳ１では、制御部１２が、発着信した電話番号が登録されている電話帳の登録
欄を参照することで、当該発着信した電話番号の登録欄に、当該電話番号に対応するユー
ザの人物画像を検出する。そして、ステップＳ２において、上記発着信した電話番号の登
録欄に、当該電話番号に対応するユーザの人物画像が登録されているか否かを判別し、該
人物画像が登録されている場合は処理をステップＳ３に進め、該人物画像が登録されてい
ない場合は処理をステップＳ６に進める。
【００２８】
　上記発着信したユーザの人物画像が登録されていないものと判別することで処理をステ
ップＳ６に進めると、制御部１２は、該発着信に対応するユーザの氏名（或いはニックネ
ーム等）を電話帳から読み出し、これを表示部５に表示して、当該図３のフローチャート
に示す全処理を終了する。
【００２９】
　これに対して、上記発着信したユーザの人物画像が登録されているものと判別すること
で処理をステップＳ３に進めると、制御部１２は、この電話帳から検出した人物画像に基
づいてメモリ１１内に記憶されている静止画像を検索することで、メモリ１１内に記憶さ
れている静止画像の中から、電話帳に登録されている人物画像の人物と同一の人物が写っ
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ている静止画像を、所定の顔認識技術等を用いて検索する。
【００３０】
　なお、この例では、内部メモリであるメモリ１１内に記憶されている静止画像を上記検
索の対象としたが、外部メモリが存在する場合は、この外部メモリ内を検索してもよい。
或いは、上記検索を行うメモリやフォルダをユーザが予め設定可能としてもよい。
【００３１】
　次に、ステップＳ４では、制御部１２が、電話帳に登録されている人物画像の人物と同
一の人物が写っている静止画像がメモリ１１から検索されたか否かを判別し、該検索でき
た場合はステップＳ５に処理を進め、該検索できなかった場合にはステップＳ７に処理を
進める。
【００３２】
　メモリ１１から上記静止画像の検索を行うことができなかった場合に処理をステップＳ
７に進めると、制御部１２は、電話帳に予め登録されている、そのユーザの人物画像を表
示部５に表示制御して、当該図３のフローチャートに示す処理を終了する。
【００３３】
　これに対して、メモリ１１から上記静止画像を検出した場合に処理をステップＳ５に進
めると、制御部１２は、電話帳に予め登録されている、そのユーザの人物画像と、上記ス
テップＳ３で検出した静止画像を所定時間置きにランダムに表示部５に表示する。或いは
、制御部１２は、電話帳に予め登録されている、そのユーザの人物画像を最初に表示部５
に表示し、メモリ１１から上記ユーザに対応する静止画像が検索される毎に、この検索さ
れた静止画像を表示部５に順次表示する。
【００３４】
　このランダム表示、及び順次表示の各表示形態は、ユーザが予め指定可能となっており
、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている当該指定情報に基づいて、上記ランダム表
示、或いは順次表示のいずれかの表示制御を行う。また、この例の場合、検索した静止画
像の全体を表示することとしたが、検索した静止画像から上記ユーザの顔部分等を抽出し
た部分的な表示を行ってもよい。
【００３５】
　制御部１２は、このような表示制御を、終話或いは電子メールの送受信終了を検出する
までの間、継続して行う。これにより、通話中或いは電子メールを送受信している間は、
表示部５に、通話相手或いは電子メールの送受信の相手となるユーザの様々な人物画像が
、所定時間置きに切り替わって表示されることとなる。
【００３６】
　なお、この例では、制御部１２は、終話或いは電子メールの送受信終了を検出するまで
の間、このような表示制御を行うこととしたが、終話或いは電子メールの送受信終了を検
出した後に、上述の表示制御を所定時間行うようにしてもよい。
【００３７】
［テレビ電話の発着信時における人物画像の表示動作］
　次に、この実施の形態の携帯電話機は、電話帳に人物画像が登録されていない場合でも
、テレビ電話の通話時に通話相手となるユーザの携帯電話機から送信される、当該通話相
手の人物画像に基づいて、メモリ１１に記憶されている静止画像の中から、当該通話相手
となる人物が写っている静止画像を検索して表示するようになっている。図４のフローチ
ャートに、このような人物画像の表示動作の流れを示す。このフローチャートは、テレビ
電話の発着信を検出することで、制御部１２が、メモリ１１に記憶されているコミュニケ
ーションプログラムに基づいてスタートさせる。
【００３８】
　ステップＳ１１では、制御部１２が、発着信したテレビ電話の電話番号に基づいて電話
帳を参照することで、当該電話番号の登録欄に登録されている人物画像を検出する。そし
て、ステップＳ２において、上記発着信したテレビ電話の電話番号の登録欄に人物画像が
登録されているか否かを判別し、該人物画像が登録されている場合は処理をステップＳ１
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３に進め、該人物画像が登録されていない場合は処理をステップＳ１６に進める。
【００３９】
　上記人物画像が登録されているものと判別することで処理をステップＳ１３に進めると
、制御部１２は、この人物画像に基づいてメモリ１１内に記憶されている静止画像を検索
することで、メモリ１１内に記憶されている静止画像の中から、電話帳に登録されている
人物画像の人物と同一の人物が写っている静止画像を、所定の顔認識技術等を用いて検索
する。
【００４０】
　これに対して、上記人物画像が登録されていないものと判別することで処理をステップ
Ｓ１６に進めると、制御部１２は、このテレビ電話の通話相手の携帯電話機から受信した
人物画像に基づいてメモリ１１内に記憶されている静止画像を検索することで、メモリ１
１内に記憶されている静止画像の中から、上記テレビ電話の通話相手の携帯電話機から受
信した人物画像の人物と同一の人物が写っている静止画像を、所定の顔認識技術等を用い
て検索する。これにより、電話帳に人物画像が登録されていない場合でも、テレビ電話の
通話相手の携帯電話機から受信した人物画像を用いて上記検索を行うことができる。
【００４１】
　次に、ステップＳ１４では、制御部１２が、上記ステップＳ１３で電話帳に登録されて
いる人物画像に基づいて検索を行った結果、同一人物の静止画像が検索されたか、或いは
上記ステップＳ１６でテレビ電話の通話相手の携帯電話機から受信した人物画像に基づい
て検索を行った結果、同一人物の静止画像が検索されたかを判別する。
【００４２】
　この判別により、同一人物の静止画像が検索されなかったものと判別した場合、制御部
１２は、処理をステップＳ１７に進め、テレビ電話の通話相手の携帯電話機から受信した
人物画像を表示部５に表示して、この図４のフローチャートに示す全処理を終了する。
【００４３】
　これに対して、上記判別により、同一人物の静止画像が検索されたものと判別した場合
、制御部１２は、処理をステップＳ１５に進め、電話帳に予め登録されている、そのユー
ザの人物画像と、メモリ１１から検出した静止画像を所定時間置きにランダムに表示部５
に表示する。或いは、制御部１２は、電話帳に予め登録されている、そのユーザの人物画
像を最初に表示部５に表示し、メモリ１１から上記ユーザに対応する静止画像が検索され
る毎に、この検索された静止画像を表示部５に順次表示する。
【００４４】
　上述のように、このランダム表示、及び順次表示の各表示形態は、ユーザが予め指定可
能となっており、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている当該指定情報に基づいて、
上記ランダム表示、或いは順次表示のいずれかの表示制御を行う。また、この例の場合、
検索した静止画像の全体を表示することとしたが、検索した静止画像から上記ユーザの顔
部分等を抽出した部分的な表示を行ってもよいことも、上述のとおりである。
【００４５】
　制御部１２は、このような表示制御を、テレビ電話の終話を検出するまでの間、継続し
て行う。これにより、テレビ電話の通話中は、表示部５に、通話相手となるユーザの様々
な人物画像が、所定時間置きに切り替わって表示されることとなる。通常、テレビ電話の
通話を行う場合、ユーザは、表示部５に表示される通話相手の人物画像を見ながら通話を
行うこととなる。このため、この通話中に、通話相手となるユーザの様々な人物画像を、
所定時間置きに切り替えて表示することで、当該携帯電話機のユーザは、通話相手の想い
出等を想起しながら通話を行うことを可能とすることができる。
【００４６】
　なお、この例では、制御部１２は、テレビ電話の終話を検出するまでの間、このような
表示制御を行うこととしたが、テレビ電話の通話中は、通話相手の携帯電話機から受信し
た人物画像を表示部５に表示し、テレビ電話の終話を検出した後に、上述の表示制御を所
定時間行うようにしてもよい。
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【００４７】
　また、テレビ電話の通話中において、通話相手の携帯電話機から受信した人物画像を表
示部５に表示すると共に、例えば表示画面の右隅等の余領域に、上記検索した人物画像を
表示するようにしてもよい。
【００４８】
　また、カメラ部８で撮像した静止画像をメモリ１１に保存する際、或いはネットワーク
を介してダウンロードした静止画像をメモリ１１に保存する際に、制御部１２が、この静
止画像に写っている人物の顔部分等の特徴点を予め抽出し、この特徴点データを当該静止
画像に付加してメモリ１１に保存するようにしてもよい。
【００４９】
　これにより、制御部１２は、電話帳に登録されている人物画像から抽出した特徴点デー
タ、或いはテレビ電話の通話相手の人物画像から抽出した特徴点データに基づいて、上述
の静止画像の検索を行うことができるため、当該静止画像の検索に要する時間を短縮化す
ることができる。このため、人物画像の表示を迅速化することができる。
【００５０】
［実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態の携帯電話機は、電話や電子メールの
発着信等により、電話帳に登録されているユーザのうち、当該発着信に対応するユーザの
人物画像の表示が指定されると、制御部１２が、電話帳に登録されているこの指定された
ユーザの人物画像に基づいて、メモリ１１に記憶されている静止画像の中から当該ユーザ
の人物画像が写っている静止画像を検出して表示部５に表示制御する。
【００５１】
　これにより、表示する人物画像の範囲を、電話帳に登録されている人物画像のみならず
、メモリ１１に記憶されている静止画像にまで広げることができる。このため、電話帳に
登録されているユーザの人物画像を表示する際に、電話帳に登録されている人物画像以外
に、そのユーザに対応する様々な人物画像を表示することができる。
【００５２】
　また、表示するユーザに対応する人物画像を、メモリ１１に記憶されている静止画像の
中から検索して表示できるため、メモリ１１に記憶されている静止画像を有効に利用する
ことができる。
【００５３】
　また、メモリ１１に記憶されている静止画像の中から、表示するユーザに対応する静止
画像が複数枚検出された場合、この複数枚検出された静止画像をランダムに選択して表示
し、或いは複数枚検出された静止画像を所定時間置きに順次表示するようになっている。
このため、メモリ１１に保存されたまま表示する機会の少なかった静止画像が表示される
こともあり、ユーザの想い出や過去の出来事等を想起させる効果も期待することができる
。
【００５４】
　また、テレビ電話による通話を行う際に、通話相手となるユーザの携帯電話機から送信
された人物画像に基づいて、メモリ１１に保存されている静止画像の中から、当該通話相
手となるユーザが写っている静止画像を検索して表示することができる。このため、上記
通話相手となるユーザの人物画像が電話帳に登録されていない場合でも、メモリ１１に記
憶されている静止画像の中から、当該通信相手となるユーザの人物画像を検索して表示す
ることができる。
【００５５】
［変形例］
　上述の実施の形態の説明では、本発明を携帯電話機に適用することとしたが、本発明は
、この携帯電話機以外であっても、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）
やＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistant）、或いはノート型のパーソナルコン
ピュータ装置等の携帯機器に適用しても上述と同じ効果を得ることができる。
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【００５６】
　最後に、本発明は、一例として開示したに過ぎない上述の実施の形態に限定されること
はない。このため、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、上述の実施の形
態以外であっても設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを付け加
えておく。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明を適用した実施の形態となる携帯電話機のブロック図である。
【図２】実施の形態の携帯電話機の外観を示す図である。
【図３】実施の形態となる携帯電話機の電話或いは電子メールの発着信時等における人物
画像の表示動作の流れを示すフローチャートである。
【図４】実施の形態の携帯電話機のテレビ電話の発着信時における人物画像の表示動作の
流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５８】
　１　アンテナ、２　通信回路、３　スピーカ部、４　マイクロホン部、５　表示部、６
　操作部、７　発光部（ＬＥＤ）、８　カメラ部、８ａ　メインカメラ部、８ｂ　インカ
メラ部、９　バイブレーションユニット、１０　タイマ、１１　メモリ、１２　制御部、
２１　携帯電話機の上筐体、２２　携帯電話機の下筐体、２３　携帯電話機のヒンジ部、
２４　十字キー、２５　決定キー、２６　第１のソフトキー、２７　第２のソフトキー、
２８　第３のソフトキー、２９　第４のソフトキー、３０　オフフックキー、３１　オン
フックキー、３２　クリアキー、３３　１２キー

【図１】 【図２】
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