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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文
のみからなるテキストパートの何れかまたは双方のパート、及び添付ファイルで構成され
るマルチパート形式のメールを作成して送信するメール処理部と、
　画像を選択して画面表示すると共に、前記画像の添付方法である本文への貼り付けを行
うインライン添付かメールを単純に添付する単純添付のいずれかの方法で添付される添付
ファイルを含むメールの作成を指示する画像処理部と、
　前記画像処理部よりインライン添付による添付ファイルを含むメール作成の指示を受け
た際に、前記画像をメール本文に貼り付けたメール作成画面を展開可能なメール展開部と
、を備え、
　前記メール処理部は、前記メール展開部によるメール作成画面の展開状態で、メール切
替をメニューから選択した際に、前記メール作成画面を、前記画像を単純添付による添付
ファイルとするメール作成画面に切り替え可能とすることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　コンピュータが、
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文
のみからなるテキストパートの何れかまたは双方のパート、及び添付ファイルで構成され
るマルチパート形式のメールを作成して送信するメール処理ステップと、
　画像を選択して画面表示すると共に、前記画像の添付方法である本文への貼り付けを行



(2) JP 4565495 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

うインライン添付かメールを単純に添付する単純添付のいずれかの方法で添付される添付
ファイルを含むメールの作成を指示する画像処理ステップと、
　前記画像処理部よりインライン添付による添付ファイルを含むメール作成の指示を受け
た際に、前記画像をメール本文に貼り付けたメール作成画面を展開可能なメール展開ステ
ップとを実行し、
　前記メール処理ステップは、前記メール展開部によるメール作成画面の展開状態で、メ
ール切替をメニューから選択した際に、前記メール作成画面を、前記画像を単純添付によ
る添付ファイルとするメール作成画面に切り替え可能とすることを特徴とする端末装置の
メール処理方法。
【請求項３】
　コンピュータに、
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文
のみからなるテキストパートの何れかまたは双方のパート、及び添付ファイルで構成され
るマルチパート形式のメールを作成して送信するメール処理ステップと、
　画像を選択して画面表示すると共に、前記画像の添付方法である本文への貼り付けを行
うインライン添付かメールを単純に添付する単純添付のいずれかの方法で添付される添付
ファイルを含むメールの作成を指示する画像処理ステップと、
　前記画像処理部よりインライン添付による添付ファイルを含むメール作成の指示を受け
た際に、前記画像をメール本文に貼り付けたメール作成画面を展開可能なメール展開ステ
ップを実行させ、
　前記メール処理ステップは、前記メール展開部によるメール作成画面の展開状態で、メ
ール切替をメニューから選択した際に、前記メール作成画面を、前記画像を単純添付によ
る添付ファイルとするメール作成画面に切り替え可能とすることを特徴とする端末装置の
メール処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メール本文への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパート、テキストパート及
び添付ファイルで構成されるマルチパート形式のメールを作成して送信する端末装置、端
末装置のメール処理方法及びメール処理プログラムに関し、特に、画像コンテンツアプリ
ケーションから画像を選択してメールを作成するものに関する。

【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話サービスにあっては、カメラなどで撮影した画像をテキスト形式のメー
ルに添付して送信することができる。このような画像を添付したメールの作成は、メール
作成画面のメニュー選択でカメラなどの画像コンテンツアプリケーションを開いて画像を
選択する。また画像コンテンツアプリケーションから選択している画像に対してメール作
成用のソフトウェアキーを押すことで、選択した画像を自動的に添付したメールの作成画
面を展開し、メールを作成して送信する機能も提供されている。
【０００３】
　更に近年にあっては、広帯域での高速転送を可能とするＷ－ＣＭＤＡ方式を採用した携
帯電話サービスが開始され、この携帯電話サービスにあっては、カメラなどで撮影した静
止画像を添付ファイルとしてメール本文に添付する以外に、メール本文に貼付けるインラ
イン添付により送信できるＨＴＭＬメールを提供している。
【０００４】
　ＨＴＭＬメールは、ＨＴＭＬパートを含むＭＩＭＥフォーマットで記述されたメールで
あり、画像のメールに対する単純添付に加え、ＨＴＭＬ本文の中に画像を貼付けるインラ
イン添付とすることができる。
【特許文献１】特開２００１－３２５１９６号公報



(3) JP 4565495 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

【特許文献２】特開２００２－１１６９７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような従来のＨＴＭＬメールにあっては、ＨＴＭＬメールの作成画
面を開いてメール本文を作成し、メール本文の作成中または作成後にメニューからカメラ
などの画像コンテンツアプリケーションを開いて画像を選択するようにしているため、メ
ールに貼り付ける画像の選択に手間と時間がかかる問題がある。
【０００６】
　特に、メール作成中に画像を貼り付ける場合、話題にしている例えば旅行の写真という
ことは決めているが、実際に貼り付ける画像は画像コンテンツアプリケーションを開いて
写真を見ながら決めることとなり、前もって貼り付ける画像を決めていないため、画像を
貼り付けたメールの作成に手間と時間がかかる問題がある。
【０００７】
　また利用者によっては、画像コンテンツアプリケーションを開いて写真を選択している
際に、メール本文の画像貼付けではなく、選択した画像をメールに単純添付して送信した
い場合があるが、このような場合、ＨＴＭＬメール作成画面では画像選択が済むと自動的
に指定箇所に画像貼付けが行われ、画像選択の途中で画像をインライン添付から単純添付
に変更するようなことはできなかった。
【０００８】
　本発明は、画像コンテンツアプリケーションから単純添付のメール作成だけではなく、
ＨＴＭＬ本文内へのインライン添付による画像貼付けによるメール作成を容易に行うこと
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　図１は本発明の原理説明である。本発明は、携帯電話等の携帯端末装置を提供する。本
発明の携帯端末装置は、
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文
のみからなるテキストパートの何れか又は双方のパート、及び画像添付を可能とする選択
的な添付ファイルで構成されるマルチパート形式のメールを作成して送信するメール処理
部（メールアプリケーション３２）と、
　画像を選択して画面表示すると共に前記メールの作成を指示する画像処理部（画像コン
テンツ処理部３４）と、
　画像処理部よりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付けるインラ
イン添付をしてメール作成画面５６を展開可能なメール展開部４２と、
を備えたことを特徴とする
　更に本発明は、
　インライン添付を優先するインライン添付優先又は前記画像をメール本文に単純に添付
する単純添付を優先する単純添付優先を登録可能な記憶部を有し、
　メール展開部は、インライン添付優先又は単純添付優先の何れかを事前登録した場合、
事前登録の優先内容に対応したメール作成画面を展開させる。
【００１０】
　メール処理部は、メール展開部によるメール作成画面の展開状態で、メール切替えをメ
ニューから選択した際に、インライン添付のメール作成画面であれば単純添付のメール作
成画面に切替可能とする。
【００１１】
　本発明は携帯端末装置のメール処理方法を提供する。即ち、本発明は、メー本文及びメ
ール本文への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文のみからなるテキスト
パートの何れか又は双方のパート、及び画像添付を可能とする選択的な添付ファイルで構
成されるマルチパート形式のＨＴＭＬメールを作成して送信する携帯端末装置のメール処
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理方法に於いて、
　画像を選択して画面表示すると共に前記メールの作成を指示する画像処理ステップと、
　画像処理ステップよりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付ける
インライン添付をしてメール作成画面を展開可能なメール展開ステップと、
を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、携帯端末装置のコンピュータで実行されるメール処理用のプログラムを提供
する。本発明のプログラムは、メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とする
ＨＴＭＬパート、メール本文のテキストパート、及び画像添付を可能とする選択的な添付
ファイルで構成されるマルチパート形式のＨＴＭＬメールを作成して送信する携帯端末装
置のコンピュータに、
　画像を選択して画面表示すると共にメールの作成を指示する画像処理ステップと、
　画像処理ステップよりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付ける
インライン添付をしてメール作成画面を展開可能なメール展開ステップと、
を実行させることを特徴とする。
【００１３】
　なお、本発明による携帯端末装置のメール処理方法及びプログラムの詳細は、本発明の
携帯端末装置の場合と同じになる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、カメラ、イメージビューア、ブラウザなどの画像コンテンツアプリケ
ーションで画像を選択した後に、画像をインライン添付でメール本文に貼り付けるか、単
純添付としてメール本文に添付するかが選択でき、ユーザによる選択の自由度を高めるこ
とができる。
【００１５】
　また自動選択を利用者が事前登録しておくことで、選択操作を必要とすることなく、優
先設定したインライン添付又は単純添付のメール作成画面を速やかに展開でき、操作が容
易となる。
【００１６】
　更にインライン添付のメール作成画面の展開状態で、メニューよりメール切替えを選択
することにより単純添付のメール作成画面に切り替り、逆に単純添付のメール作成画面の
展開状態であれば、メール本文に画像を貼り付けたインライン添付のメール作成画面に切
り替り、利用者はメール画面を展開した後であっても、自由に画像貼付けか画像添付かを
選ぶことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図２は本発明のＨＴＭＬメールの作成処理に適用される携帯端末装置として携帯電話を
例にとって示した説明図である。図２において、携帯電話１０はディスプレイ１２と操作
キー１４で構成されている。ディスプレイ１２としては例えば液晶カラーディスプレイが
使用されている。
【００１８】
　操作キー１４には「０」～「９」の数字付きのキーに加え、その上部にディスプレイ１
２上に表示されるソフトウェアキー（以下「ソフトキー」という）に対応したスイッチ操
作を行う物理キー１４－１～１４－４が配置され、その間に確定キー１５を設けている。
なお確定キー１５は、オン、オフによる確定操作に加えシーソー構造を持つことにより、
上部または下部を押すことでディスプレイ１２上のダイアログの選択項目などのスクロー
ル選択を可能とする。
【００１９】
　図３は図２の携帯電話における本発明の機能構成のブロック図である。図３において、
携帯電話１０は、ＯＳ及びファイルシステムなどを含むプラットフォーム１６、Ｗ－ＣＤ
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ＭＡ方式の移動体通信を行う通信制御部１８が設けられている。プラットフォーム１６に
対してはディスプレイ１２、操作キー１４、マイク２０、スピーカ２２、ＲＡＭ２４、Ｒ
ＯＭ２６及び無線部２８が設けられている。
【００２０】
　またプラットフォーム１６に対しては通信制御部１８を介して、電話アプリケーション
３０、メール処理部として機能するメールアプリケーション３２及びブラウザ４０が設け
られている。更にプラットフォーム１６に対してはイメージビューア３６とカメラ撮影処
理部３８が設けられている。イメージビューア３６、カメラ撮影処理部３８及びブラウザ
４０は、画像処理部として機能する画像コンテンツ処理部３４を構成している。
【００２１】
　画像コンテンツ処理部３４とメールアプリケーション３２に対しては、本発明により新
たにメール展開部４２が設けられる。
【００２２】
　メール処理部として機能するメールアプリケーション３２は、ＨＴＭＬメールを作成し
て送信する機能を備える。ＨＴＭＬメールはＨＴＭＬパートと画像パート、又はＨＴＭＬ
パートと画像パートとテキストパートで構成されたマルチパート形式のメールであり、Ｈ
ＴＭＬパートのメール本文内に対し画像を貼り付けることができる。また，ＨＴＭＬメー
ルでなく、更にテキストパートのみからなるメールに対し単純添付により画像を添付する
メールを作成して送信することもできる。
【００２３】
　図４は本発明の携帯電話１０におけるマルチパート形式をとるＭＩＭＥメールフォーマ
ットの説明図である。図４（Ａ）は添付ファイルなしＭＩＭＥフォーマット４４－１であ
り、テキストパート４６とＨＴＭＬパート４８で構成されており、テキストパート４６に
はテキスト本文のみが格納され、またＨＴＭＬパート４８にはＨＴＭＬ本文のみが格納さ
れた場合である。
【００２４】
　図４（Ｂ）は添付ファイルありＭＩＭＥフォーマット４４－２の説明図である。この場
合には、図３（Ａ）と同じテキストパート４６とＨＴＭＬパート４８を備えた添付ファイ
ルなしＭＩＭＥフォーマット４４－１に、更に添付ファイル５０を単純添付している。添
付ファイル５０は画像であり、ｂａｓｅ６４で符号化されたＧＩＦファイルを単純添付し
ている。
【００２５】
　図４（Ｃ）はＨＴＭＬ本文に画像を貼り付けたインライン画像ありＭＩＭＥフォーマッ
ト４４－３の説明図である。この場合には、図４（Ａ）と同じテキストパート４６とＨＴ
ＭＬパート４８を含む添付ファイルなしＭＩＭＥフォーマット４４－１に加え、更にイン
ラインファイル５２を設けている。
【００２６】
　インラインファイル５２は画像ファイルであり、この例ではｂａｓｅ６４で符号化され
たＪＰＥＧファイルを添付している。ＨＴＭＬパート４８には、画像貼付けのためのスク
リプト文４８－１として「〈ｉｍｇ　ｓｒｃ＝“ｃｉｄ：ｘｘｘｘ”〉」が記述されてい
る。またインラインファイル５２には、コンテンツＩＤとして「Ｃｏｎｔｅｎｔ－ＩＤ：
〈ｘｘｘｘ〉」が記述されている。このためコンテンツＩＤで指定される画像は、ＨＴＭ
Ｌパート４８のスクリプト文で指定された位置に貼り付けられることになる。
【００２７】
　再び図３を参照するに、画像コンテンツ処理部３４を構成するイメージビューア３６、
カメラ撮影処理部３８及びブラウザ４０のそれぞれは、各アプリケーションを起動して、
その中で画像を選択してディスプレイ１２上に画面表示する際に、画面上にＨＴＭＬメー
ルの新規作成を指示するソフトキーを表示する。
【００２８】
　メール展開部４２は、画像コンテンツ処理部３４の何れかのアプリケーションによる画
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像の選択状態でソフトキーを操作した際に、まず画像をメール本文に貼り付けるインライ
ン添付か画像をメール本文に添付する単純添付かを選択するダイアログを表示し、表示さ
れたダイアログについて、インライン添付を選択した場合には選択画像を貼り付けたメー
ル作成画面をメールアプリケーション３２に展開させ、単純添付を選択した場合には選択
画像を単純添付したメール作成画面をメールアプリケーション３２に展開させる。
【００２９】
　図５は図３のメール展開部４２によるメール展開処理の説明図である。図４において、
例えば図３のイメージビューア３６を起動することで、画像選択画面５８に示すように、
メールに使用する選択画像５６を決める。このイメージビューア３６により展開している
画像選択画面５８の右下側には、メール作成用のソフトキー６０が表示されている。なお
ソフトキーとしては、メール作成用のソフトキー６０以外にメニュー用のソフトキー及び
編集用のソフトキーが表示されている。
【００３０】
　ソフトキー６０は図２の携帯電話１０の物理キー１４－４に対応している。このような
画像選択画面５８の選択画像５６を使用してメールを作成したい場合には、ソフトキー６
０を操作する。具体的には、ソフトキー６０に対応した図１の物理キー１４－４を操作す
る。このソフトキー６０の操作により、矢印で示すダイアログ６２が表示される。
【００３１】
　ダイアログ６２には選択メッセージとして「本文内に貼り付けますか？」が表示され、
その下に「はい」を表記したインライン添付選択窓６４と「いいえ」が表記された単純添
付選択窓６６が表示される。現在、ダイアログ６２はインライン添付選択窓６４の選択状
態にあり、この状態で図２の携帯電話１０における確定キー１５を押し下げると、左下側
に示すＨＴＭＬメール作成画面６８が開かれ、ＨＴＭＬメール作成画面６８のメール本文
内には同時に選択画像５６の貼付けが行われる。
【００３２】
　一方、ダイアログ６２において図２の確定キー１５の下側を押すシーソー動作により、
単純添付選択窓６６を選択して確定キー１５を押し下げると、右下側に示すテキストメー
ル作成画面７０が表示される。
【００３３】
　ＨＴＭＬメール作成画面６８は図４（Ｃ）に示したインライン画像ありＭＩＭＥフォー
マット４４－３に対応しており、またテキストメール作成画面７０は図４（Ｂ）の添付フ
ァイルありＭＩＭＥフォーマット４４－２に対応している。
【００３４】
　このように本発明の携帯電話にあっては、イメージビューア３６、カメラ撮影処理部３
８またはブラウザ４０などの画像コンテンツ処理部３４に設けた何れかのアプリケーショ
ンの動作状態で、メールに使用する画像を選択してソフトキー６０を押すとダイアログ６
２が表示され、ダイアログ６２から画像をメール本文に貼り付けるかメール本文に添付す
るかを選択し、この選択を確定すると、メール本文に貼り付ける場合にはＨＴＭＬメール
作成画面６８が選択画像５６を貼り付けた状態で表示され、貼付け画像が確定した後にメ
ール本文を作成して送信することができる。
【００３５】
　一方、画像の単純添付を選択した場合にはテキストメール作成画面７０が開き、この段
階で選択画像は既に単純添付された状態にあり、画像添付を確定した後にメール本文を作
成して送信することができる。
【００３６】
　また図５のメール作成処理にあっては、ソフトキーによってＨＴＭＬメール作成画面６
８またはテキストメール作成画面７０を選択して展開することも可能であるが、そのため
には画像選択画面５８にＨＴＭＬメール用とテキストメール用のソフトキーを２つ設けな
ければならない。携帯電話にあっては使用することのできるソフトキーには限りがあるた
め、本発明にあっては画像選択画面５８について、メール作成のために設けるキーとして
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はソフトキー６０を１つだけとし、ソフトキー６０の押し下げでダイアログ６２を開いて
ＨＴＭＬメールとテキストメールの選択を行わせることで、使用するソフトキーの数を低
減している。
【００３７】
　なお図５でＨＴＭＬメール作成画面６８を開いた場合、選択画像５６はメール本文の指
定された位置に貼り付けられることになるが、メール本文に貼付け位置の指定がない場合
には画像が最後に貼り付けられる。
【００３８】
　図６は図５に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャートである。図６にお
いて、ステップＳ１で画像処理用アプリケーションを起動した状態で、ステップＳ２でメ
ールに使用する画像を選択表示しており、続いてステップＳ３でメール作成用のソフトキ
ー６０の押し下げの有無をチェックしている。
【００３９】
　メール作成用のソフトキー６０の押し下げを判別するとステップＳ４に進み、ＨＴＭＬ
メールとテキストメールの選択ダイアログを表示する。このダイアログの表示に対しＨＴ
ＭＬメールの選択をステップＳ５で判別するとステップＳ６に進み、ＨＴＭＬメールの貼
付け画像を指示してメールアプリケーション３２を起動し、ステップＳ７で起動したメー
ルアプリケーション３２が画像を貼り付けたＨＴＭＬメールの作成画面を表示する。そし
てステップＳ８でＨＴＭＬメールの本文を作成した後に送信処理を行う。
【００４０】
　一方、ステップＳ４でテキストメールを選択した場合にはステップＳ５からステップＳ
９に進み、テキストメールの選択が判別され、ステップＳ１０でテキストメールに対する
単純添付画像を指定してメールアプリケーション３２を起動し、ステップＳ１１で画像を
添付したテキストメールの作成画面を表示する。そして、ステップＳ１２でテキストメー
ルの本文を作成してメール送信処理を行う。
【００４１】
　なお、ダイアログにおいて画像選択のためのキャンセル操作が行われると、ステップＳ
１３でダイアログの表示をキャンセルして、再びステップＳ２の画像の選択表示に戻る。
【００４２】
　図７はテンプレートをダイアログ選択する本発明によるメール展開処理の説明図である
。図７のメール展開処理にあっては、画像選択画面５８で画像選択を行って選択画像５６
を決めたならば、ソフトキー６０を操作することでダイアログ６２を表示する。この実施
形態にあっては、ダイアログ６２にインライン添付選択窓６４、単純添付選択窓６６に加
え、テンプレート選択窓７２を新たに設けている。
【００４３】
　ダイアログ６２につき確定キー１５による選択操作と確定操作によりテンプレート選択
窓７２を選択して操作すると、下側に示すＨＴＭＬテンプレートリスト７４－１が表示さ
れる。ここで、テンプレートリストにはＨＴＭＬテンプレートリスト７４－１とテキスト
テンプレートリスト７４－２があり、何れかのリスト画面で切替選択することができる。
【００４４】
　いまＨＴＭＬテンプレートリスト７４－１が表示されていることから、その中の適宜の
テンプレートを選択すると、テンプレートの内容に従ったＨＴＭＬメール作成画面６８が
メールアプリケーション３２により展開され、選択画像５６は選択されたテンプレートの
中の指定された位置に貼り付けられる。
【００４５】
　またテキストテンプレートリスト７４－２を表示して何れかのテンプレートを選択した
場合には、テキストメール作成画面７０がメールアプリケーション３２の起動により表示
され、この場合には選択画像５６は単純添付されることになる。なおＨＴＭＬテンプレー
トリスト７４－１から選択したテンプレートに画像貼付け位置の指定がない場合には、画
像は最後に貼付けられる。
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【００４６】
　図８は図７に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャートである。図８にお
いて、ステップＳ１で画像処理用のアプリケーションを起動し、ステップＳ２でメールに
使用する画像を選択表示し、ステップＳ３でメール作成用のソフトキー６０を押し下げる
と、ステップＳ４でＨＴＭＬメール、テキストメール及びテンプレートの選択ダイアログ
を表示する。
【００４７】
　続いてステップＳ５でダイアログからＨＴＭＬメールの選択を判別すると、ステップＳ
６に進み、ＨＴＭＬメールの貼付け画像を指定してメールアプリケーションを起動し、ス
テップＳ７で画像を貼り付けたメールの作成画面を表示し、ステップＳ８でＨＴＭＬメー
ルの本文作成による送信処理を行う。
【００４８】
　またステップＳ９でテンプレート選択を判別した場合には、ステップＳ１０でテンプレ
ートリストを表示する。このテンプレートリストの表示は、ＨＴＭＬテンプレートリスト
をまず表示し、必要があればテキストテンプレートリストの表示に切り替えることができ
るが、このフローチャートにあっては説明を簡単にするため、ＨＴＭＬテンプレートリス
トのみを表示する場合を例にとっている。
【００４９】
　このＨＴＭＬテンプレートリストの表示状態で任意のテンプレートを選択すると、ステ
ップＳ１１でＨＴＭＬメールの貼付け画像とテンプレートを指示してメールアプリケーシ
ョン３２を起動し、ステップＳ７で画像を貼り付けた選択テンプレートのメール作成画面
を表示し、ステップＳ８でＨＴＭＬメール本文を作成して送信処理を行う。
【００５０】
　ステップＳ１２でテキストメールを選択した場合には、ステップＳ１３でテキストメー
ルの添付画像を指定してメールアプリケーション３２を起動した後、ステップＳ１４で画
像を単純添付したテキストメールの作成画面を表示し、ステップＳ１５でテキストメール
の本文を作成して送信処理を行う。
【００５１】
　図９はＨＴＭＬメールとテキストメールを自動選択する本発明によるメール展開処理の
説明図である。図９において、イメージビューア３６などの画像コンテンツアプリケーシ
ョンの画像選択画面５８でメールに使用する画像を選択する処理に先立ち、利用者は予め
画像を使用したメール作成画面の優先選択モードを事前登録しておく。この事前登録する
優先モードとしては、
（１）ＨＴＭＬメール優先
（２）テンプレート優先
（３）テキストメール優先
（４）優先なし
とする。
【００５２】
　このようなメール作成の優先モードの設定が事前登録されていた場合、選択画像５６を
確定した画像選択画面５８のソフトキー６０を押し下げるとＨＴＭＬメール優先７６が判
別され、ダイアログ表示による選択を必要とすることなく自動的にＨＴＭＬメール作成画
面６８が展開され、同時に選択画像５６がメール本文に貼り付けられる。
【００５３】
　また事前登録によるテンプレート優先７８を判別するとＨＴＭＬテンプレートリスト７
４が表示され、その中の何れかのテンプレートを選択することで、テンプレートに対応し
たＨＴＭＬメール作成画面６８が表示される。
【００５４】
　また事前登録によるテキストメール優先８０を判別した場合には、テキストメール作成
画面７０が表示されることになる。更に優先なしの場合には、図７に示したようにダイア
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ログ６２の表示となる。
【００５５】
　なお、この例ではテンプレート優先７８を事前登録した場合にＨＴＭＬテンプレートリ
スト７４－１を表示するようにしているが、テンプレートリストの選択操作により切り替
わるテキストテンプレートリストを設け、テキストメールについてもテンプレートからテ
キストメール作成画面７０を開くようにしてもよい。
【００５６】
　図１０は図９に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャートである。図１０
において、ステップＳ１で、まずメール作成画像の優先モードを設定しておく。この優先
モードは図９に示したように、例えばＨＴＭＬメール優先モード、テンプレート優先モー
ド、テキストメール優先モード又は優先なしの何れかである。
【００５７】
　このようなメール作成画面の優先モードを事前登録した場合のステップＳ２以降の処理
にあっては、ステップＳ３で画像選択表示を行い、ステップＳ４でメール作成用のソフト
キー６０の押下げを判別した場合、これまでの実施形態にあってはダイアログを表示する
ようにしているが、この実施形態にあってはダイアログを表示せず、ステップＳ１で設定
した優先モードに従って自動的にメール作成画面を展開する。
【００５８】
　即ち、ステップＳ５でＨＴＭＬメール優先を判別すると、ステップＳ６～Ｓ８のＨＴＭ
Ｌメール作成画面の展開と画像貼付けを行う。ステップＳ９でテンプレート優先を判別し
た場合には、ステップＳ１０でテンプレートリストを表示し、ステップＳ１１で、選択し
たテンプレートリストに対応したＨＴＭＬメール作成画面を展開するためのメールアプリ
ケーションの起動を行った後、ステップＳ６～Ｓ８の処理を行う。
【００５９】
　更に、ステップＳ１２でテキストメール優先を判別した場合には、ステップＳ１３～Ｓ
１４の処理によりテキストメール作成画面を表示し、選択画像を単純添付としてメール作
成送信を行う。
【００６０】
　なお図１０のフローチャートにあっては、優先なしの場合については処理を省略してい
るが、この場合にはダイアログを表示し、ダイアログからＨＴＭＬメールテンプレートま
たはテキストメールを選択して、メール作成画面による画像の処理及びメール本文の作成
によるメール送信を行う。
【００６１】
　図１１はメール作成画面でＨＴＭＬメールとテキストメールを切替可能な本発明による
メール展開処理の説明図である。図１１のメール展開処理にあっては、メールに使用する
選択画像５６を決めて画像選択画面５８のソフトキー６０を押し下げると、ダイアログ６
２が表示され、インライン添付選択窓６４を選択操作するとＨＴＭＬメール作成画面６８
が表示されて、同時に選択画像５６が貼り付けられ、また単純添付選択窓６６を選択操作
するとテキストメール作成画面７０が表示され、選択画像５６は単純添付となる。
【００６２】
　このＨＴＭＬメール作成画面６８にあっては、メニュー８２－１を開くとメニュー画面
８４－１の中に現在のメール本文に画像貼付けるインライン添付から単純添付への切替え
を示す切替窓８５－１が表示され、切替窓８５－１を選択して操作することでテキストメ
ール作成画面７０に切り替え、この場合にはメール本文の貼付け画像から単純添付の画像
となる。
【００６３】
　またテキストメール作成画面７０についても、メニュー８２－２を操作してメニュー画
面８４－２を開くと、その中にＨＴＭＬメール作成画面６８に対する切替窓８５－２が表
示される。したがって、メニュー画面８４－２について、切替窓８５－２を選択して操作
するとＨＴＭＬメール作成画面６８に切り替わり、選択画像はメール本文に貼り付けられ
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ることになる。
【００６４】
　このように図１１の実施形態によれば、画像コンテンツアプリケーションからメールで
使用する画像を選択して、ＨＴＭＬメールの画像貼付けまたはテキストメールの画像の単
純添付の何れかによるメール作成画面を選択した後において、利用者が必要に応じてＨＴ
ＭＬメールとテキストメールの作成画面を切り替えることができ、これによってメール本
文に画像を貼り付けるか画像を単純添付とするかを、利用者がメール作成過程において自
由に決めることができる。
【００６５】
　図１２は図１１に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャートである。図１
２のフローチャートにあっては、ステップＳ８のテキストメール切替えの判別と、ステッ
プＳ１３のＨＴＭＬメールの切替えの判別が新たに加えられており、それ以外の処理は図
６のフローチャートと同じである。
【００６６】
　即ち、ステップＳ７で画像を貼り付けたＨＴＭＬメール作成画面を表示した状態で、メ
ニュー選択によりテキストメールへの切替えをステップＳ８で判別すると、ステップＳ１
２に進み、画像を単純添付したテキストメールの作成画面を表示する。一方、画像を単純
添付したテキストメールの作成画面の表示状態で、メニュー選択によりステップＳ１３で
ＨＴＭＬメールへの切替えを判別するとステップＳ７に進み、画像をメール本文に貼り付
けたＨＴＭＬメール作成画面を表示するようにしている。
【００６７】
　図１３はメール作成画面で選択した画像のサイズを自動変更する本発明によるメール展
開処理のフローチャートである。図１３のメール展開処理にあっては、ステップＳ１で画
像サイズの変更モードを事前登録により設定している。即ち携帯電話にあっては、ディス
プレイ上に表示する画像は縦型ＱＶＧＡ（Ｑｕａｒｔｅｒ　Ｖｉｄｅｏ
Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ａｒｒａｙｓ）であり、縦×横＝３２０×２４０ドットの画像サイズ
となる。
【００６８】
　このため横２４０ドット以上の画像部分は不必要となる。そこで横２４０ドットを超え
る画像については、ＨＴＭＬメールのメール本文に対する貼付けの際に自動的にサイズを
変更できるようにしている。
【００６９】
　この場合のサイズの自動変更処理としては、次のモードを事前登録することができる。
（１）画像自動縮小モード：アスペクト比を変更することなく、画像を横２４０ドットに
縮小する。
（２）画像自動切出し：画像の真中からアスペクト比の変更なしに、横方向左右１２０ド
ットの合計２４０ドットを切り出す。
（３）変更なし
　なお変更なしの場合には、メール作成画面の際にダイアログを開いて問い合わせること
になる。
【００７０】
　このようなＨＴＭＬメールに貼り付ける画像のサイズ変更機能の事前登録をステップＳ
１で行っていた場合には、ステップＳ６でＨＴＭＬメールの選択を判別した場合、ステッ
プＳ７でメールアプリケーションを起動した後、ステップＳ８で事前登録された画像サイ
ズへの変更処理を実行し、ステップＳ９でサイズ変更した画像をメール本文に貼り付けた
ＨＴＭＬメールの作成画面を表示することになる。
【００７１】
　この画像サイズの変更モードに伴うステップＳ１とステップＳ８の処理以外は、図５の
フローチャートと同じ処理になる。
【００７２】
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　また本発明は携帯電話のメール作成処理に使用するプログラムを提供するものであり、
このプログラムは図６、図８、図１０、図１２及び図１３の各フローチャートに対応した
処理内容を持つ。
【００７３】
　なお上記の実施形態は携帯端末装置として携帯電話を例にとるものであったが、ＨＴＭ
Ｌメールによるメール本文の画像貼付けに対応したメールアプリケーションを備えたＰＤ
Ａ、携帯情報端末装置など適宜の装置にそのまま適用できる。
【００７４】
　また上記の実施形態にあっては、画像選択画面のソフトキーの押下げでダイアログを表
示してメール本文の画像貼付け、又は画像の単純添付によるメール作成画面を表示してい
るが、ダイアログを表示せずに、例えば画像選択画面においてサブメニューからメール本
文の画像貼付けまたは単純添付によるメール作成画面を展開する処理を行うようにしても
よい。
【００７５】
　更に本発明は、その目的と利点を損なうことのない適宜の変形を含み、また上記の実施
形態に示した数値による限定は受けない。
【００７６】
　ここで本発明の特徴を列挙すると次の付記のようになる。
【００７７】
　（付記）
（付記１）
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文
のみからなるテキストパートの何れか又は双方のパート、及び画像添付を可能とする選択
的な添付ファイルで構成されるマルチパート形式のメールを作成して送信するメール処理
部と、
画像を選択して画面表示すると共に前記メールの作成を指示する画像処理部と、
前記画像処理部よりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付けるイン
ライン添付をしてメール作成画面を展開可能なメール展開部と、
を備えたことを特徴とする携帯端末装置。（１）
【００７８】
　（付記２）
　付記１記載の携帯端末装置に於いて、
前記インライン添付を優先するインライン添付優先又は前記画像をメール本文に単純に添
付する単純添付を優先する単純添付優先を登録可能な記憶部を有し、
前記メール展開部は、前記インライン添付優先又は前記単純添付優先の何れかを事前登録
した場合、前記事前登録の優先内容に対応したメール作成画面を展開させることを特徴と
する携帯端末装置。（２）
【００７９】
　（付記３）
　付記１記載の携帯端末装置に於いて、前記メール処理部は、前記メール展開部によるメ
ール作成画面の展開状態で、メール切替えをメニューから選択した際に、前記インライン
添付のメール作成画面であれば前記単純添付のメール作成画面に切替可能とすることを特
徴とする携帯端末装置。（３）
【００８０】
　（付記４）
　付記１記載の携帯端末装置に於いて、前記メール展開部は、選択画像のサイズ変更を事
前登録した場合、前記ソフトウェアキーを操作した際に前記選択画像のサイズを変更して
貼付け又は添付したメール作成画面を展開することを特徴とする携帯端末装置。
【００８１】
　（付記５）
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　メー本文及びメール本文への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパートとメール本文のみ
からなるテキストパートの何れか又は双方のパート、及び画像添付を可能とする選択的な
添付ファイルで構成されるマルチパート形式のＨＴＭＬメールを作成して送信する携帯端
末装置のメール処理方法に於いて、
画像を選択して画面表示すると共に前記メールの作成を指示する画像処理ステップと、
前記画像処理ステップよりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付け
るインライン添付をしてメール作成画面を展開可能なメール展開ステップと、
を備えたことを特徴とする携帯端末装置のメール処理方法。（４）
【００８２】
　（付記６）
　付記５記載の携帯端末装置のメール処理方法に於いて、前記メール展開ステップは、前
記インライン添付優先又は前記単純添付優先の何れかを事前登録した場合、前記ソフトウ
ェアキーを操作した際に前記ダイアログを表示せずに前記事前登録の優先内容に対応した
メール作成画面を展開させることを特徴とする携帯端末装置のメール処理方法。
【００８３】
　（付記７）
　付記５記載の携帯端末装置のメール処理方法に於いて、前記メール処理ステップは、前
記メール展開ステップによるメール作成画面の展開状態で、メール切替えをメニューから
選択した際に、前記インライン添付のメール作成画面であれば前記単純添付のメール作成
画面に切替え、前記単純添付のメール作成画面であれば前記インライン添付のメール作成
画面に切替可能とすることを特徴とする携帯端末装置のメール処理方法。
【００８４】
　（付記８）
　付記５記載の携帯端末装置のメール処理方法に於いて、前記メール展開ステップは、選
択画像のサイズ変更を事前登録した場合、前記ソフトウェアキーを操作した際に前記選択
画像のサイズを変更して貼付け又は添付したメール作成画面を展開することを特徴とする
携帯端末装置のメール処理方法。
【００８５】
　（付記９）
　メール本文及びメール本文内への画像貼付けを可能とするＨＴＭＬパート、メール本文
のテキストパート、及び画像添付を可能とする選択的な添付ファイルで構成されるマルチ
パート形式のＨＴＭＬメールを作成して送信する携帯端末装置のコンピュータに、
画像を選択して画面表示すると共に前記メールの作成を指示する画像処理ステップと、
前記画像処理ステップよりメール作成の指示を受けた際に、画像をメール本文に貼り付け
るインライン添付をしてメール作成画面を展開可能なメール展開ステップと、
を実行させることを特徴とするプログラム。（５）
【００８６】
　（付記１０）
　付記９記載のプログラムに於いて、前記メール展開ステップは、前記インライン添付優
先又は前記単純添付優先の何れかを事前登録した場合、前記ソフトウェアキーを操作した
際に前記ダイアログを表示せずに前記事前登録の優先内容に対応したメール作成画面を展
開させることを特徴とするプログラム。
【００８７】
　（付記１１）
　付記９記載のプログラムに於いて、前記メール処理ステップは、前記メール展開ステッ
プによるメール作成画面の展開状態で、メール切替えをメニューから選択した際に、前記
インライン添付のメール作成画面であれば前記単純添付のメール作成画面に切替え、前記
単純添付のメール作成画面であれば前記インライン添付のメール作成画面に切替可能とす
ることを特徴とするプログラム。
【００８８】
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　（付記１２）
　付記９記載のプログラムに於いて、前記メール展開ステップは、選択画像のサイズ変更
を事前登録した場合、前記ソフトウェアキーを操作した際に前記選択画像のサイズを変更
して貼付け又は添付したメール作成画面を展開することを特徴とするプログラム。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の原理説明図
【図２】本発明のＨＴＭＬメールの作成処理が適用される携帯電話の説明図
【図３】図２の携帯電話における本発明の機能構成のブロック図
【図４】本発明の携帯電話におけるマルチパート形式をとるＭＩＭＥメールフォーマット
の説明図
【図５】本発明によるメール展開処理の説明図
【図６】図５に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャート
【図７】テンプレートをダイアログ選択する本発明によるメール展開処理の説明図
【図８】図７に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャート
【図９】ＨＴＭＬメールとテキストメールを自動選択する本発明によるメール展開処理の
説明図
【図１０】図９に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャート
【図１１】メール展開画面でＨＴＭＬメールとテキストメールを切替可能な本発明による
メール展開処理の説明図
【図１２】図１１に対応した本発明によるメール展開処理のフローチャート
【図１３】メール作成画面で画像サイズを自動変更する本発明によるメール展開処理のフ
ローチャート
【符号の説明】
【００９０】
１０：携帯電話
１２：ディスプレイ
１４：操作キー
１４－１～１４－４：物理キー
１５：確定キー
１６：プラットフォーム
１８：通信制御部
２０：マイク
２２：スピーカ
２４：ＲＡＭ
２６：ＲＯＭ
２８：無線部
３０：電話アプリケーション
３２：メールアプリケーション（メール処理部）
３４：画像コンテンツ処理部
３６：イメージビューア
３８：カメラ撮影処理部
４０：ブラウザ
４２：メール展開部
４４－１：添付ファイルなしＭＩＭＥフォーマット
４４－２：添付ファイルありＭＩＭＥフォーマット
４４－１：インライン画像ありＭＩＭＥフォーマット
４６：テキストパート
４８：ＨＴＭＬパート
５０：添付ファイル
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５２：インラインファイル
５６：画像選択画面
５８：選択画像
６０：ソフトキー
６２：ダイアログ
６４：インライン添付選択窓
６６：単純添付選択窓
６８：ＨＴＭＬメール作成画面
７０：テキストメール作成画面
７２：テンプレート選択窓
７４：テンプレートリスト
８２－１、８２－２：メニューキー
８４－１、８４－２：メニュー画面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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