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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メール通信装置で
あって、
　記憶部に保存された添付ファイルを持つ電子メールに基づいて前記添付ファイルを添付
した送信メールを生成し、前記記憶部へ保存する送信メール生成部と、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成し、前記記憶部へ
保存するテンポラリファイル生成部と、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
記憶部に保存された前記テンポラリファイルの編集をユーザの指示に従って行い、前記テ
ンポラリファイルを更新するテンポラリファイル編集部と、
　前記記憶部に保存された前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新部と、
　を備えてなる電子メール通信装置。
【請求項２】
　電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において記憶部に保存された添付ファイ
ルを持つ電子メールに基づいて生成され、前記添付ファイルが添付され且つ前記記憶部に
保存された送信メールの前記添付ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成
されるテンポラリファイルを用いる添付ファイル更新装置であって、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
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テンポラリファイルの編集をユーザの指示に従って行い、前記テンポラリファイルを更新
するテンポラリファイル編集部と、
　前記記憶部に保存された前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新部と、
　を備えてなる添付ファイル更新装置。
【請求項３】
　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メール通信方法で
あって、
　記憶部に保存された添付ファイルを持つ電子メールに基づいて前記添付ファイルを添付
した送信メールを生成し、前記記憶部へ保存する送信メール生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成し、前記記憶部へ
保存するテンポラリファイル生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
記憶部に保存された前記テンポラリファイルの編集をユーザの指示に従って行い、前記テ
ンポラリファイルを更新するテンポラリファイル編集ステップと、
　前記記憶部に保存された前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップと、
　を備えてなる電子メール通信方法。
【請求項４】
　電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において記憶部に保存された添付ファイ
ルを持つ電子メールに基づいて生成され、前記添付ファイルが添付され且つ前記記憶部に
保存された送信メールの前記添付ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成
されるテンポラリファイルを用いる添付ファイル更新方法であって、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集をユーザの指示に従って行い、前記テンポラリファイルを更新
するテンポラリファイル編集ステップと、
　前記記憶部に保存された前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップと、
　を備えてなる添付ファイル更新方法。
【請求項５】
　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メール通信方法を
コンピュータに実行させる電子メール通信プログラムであって、
　記憶部に保存された添付ファイルを持つ電子メールに基づいて前記添付ファイルを添付
した送信メールを生成し、前記記憶部へ保存する送信メール生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成し、前記記憶部へ
保存するテンポラリファイル生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
記憶部に保存された前記テンポラリファイルの編集をユーザの指示に従って行い、前記テ
ンポラリファイルを更新するテンポラリファイル編集ステップと、
　前記記憶部に保存された前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップと、
　をコンピュータに実行させる電子メール通信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既存の電子メールの添付ファイルを変更し、送信するための電子メール通信
装置、添付ファイル更新装置、電子メール通信方法、添付ファイル更新方法、電子メール
通信プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　電子メールの送受信を行うためのメールアプリケーションと、添付ファイルの編集を行
うために対応づけられた編集アプリケーションとを用いて、添付ファイルを持つ受信メー
ルに対して同じ添付ファイルを持つ返信メールを作成し、さらに添付ファイルを変更して
送信する場合について説明する。例えば、受信した添付ファイルの内容が、回答欄、チェ
ック欄、修正点等を持つ文書であり、受信したユーザが、添付ファイルに回答、チェック
、修正等を書き込み、返信する場合である。
【０００３】
　図３は、従来の電子メール通信装置の構成の一例を示すブロック図である。この電子メ
ール通信装置は、コンピュータ等で実現され、内部に、メールアプリケーション１０１、
編集アプリケーション２、データ記憶部１０３を備える。また、データ記憶部１０３は、
メール記憶領域１１、テンポラリ記憶領域１２、ファイル記憶領域１１３を備える。
【０００４】
　メールアプリケーション１０１は、外部のメールサーバとの間でメールの送受信を行う
。また、メールアプリケーション１０１は、受信したメールをメール記憶領域１１へ保存
し、送信するメールをメール記憶領域１１から取得する。また、メールアプリケーション
１０１は、添付ファイルをファイル記憶領域１１３へ保存し、添付ファイルをファイル記
憶領域１１３から取得する。更に、メールアプリケーション１０１は、添付ファイルを開
く場合にテンポラリ記憶領域１２へ保存するとともに、テンポラリ記憶領域１２の添付フ
ァイルを開くよう編集アプリケーション２へ指示を行う。編集アプリケーション２は、メ
ールアプリケーション１０１から指示されたテンポラリ記憶領域１２の添付ファイルを開
く。
【０００５】
　図４は、従来のメールアプリケーションにおける添付ファイル保存の動作の一例を示す
フローチャートである。まず、メールアプリケーションは、ユーザの指示に従って、受信
したメールの内容を表示し（Ｓ５１）、添付ファイルをローカルの記憶装置に保存する（
Ｓ５２）。図５は、従来の編集アプリケーションにおける編集の動作の一例を示すフロー
チャートである。編集アプリケーションは、ユーザの指示に従って、添付ファイルを開き
（Ｓ６１）、編集を行い（Ｓ６２）、変更した添付ファイルを保存し（Ｓ６３）、終了す
る。図６は、従来のメールアプリケーションにおける返信メール送信の動作の一例を示す
フローチャートである。メールアプリケーションは、ユーザの指示に従って、受信したメ
ールに対する返信メールを作成し（Ｓ７１）、変更した添付ファイルを選択して添付し（
Ｓ７２）、返信メールの本文を編集し（Ｓ７３）、返信メールを送信する（Ｓ７４）。
【０００６】
　次に、従来のメールアプリケーションと編集アプリケーションとを用いて、受信したメ
ールの添付ファイルの内容を表示する場合の動作について説明する。まず、メールアプリ
ケーションは、ユーザの指示に従って、受信したメールの内容を表示し、添付ファイルに
関連づけられた編集アプリケーションを呼び出す。次に、編集アプリケーションは添付フ
ァイルを開く。このとき、添付ファイルは、メールアプリケーションのテンポラリ領域に
保存される。
【０００７】
　なお、本発明の関連ある従来技術として、例えば、下記に示す特許文献１が知られてい
る。この文書の履歴管理方法は、電子メールの送受信の過程で添付ファイルが更新された
履歴を表示するものである。
【特許文献１】特開２００１－１４２８０１号公報　（第３－９頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来のメールアプリケーションにおいて、添付ファイルを変更して返信
する場合、添付ファイルの保存や、編集アプリケーションの起動、返信メールへの添付等
、ユーザによる個々のアプリケーションでの操作が発生することから、ユーザの手間がか
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かっていた。また、受信した添付ファイルをローカルの記憶装置に保存することにより、
ユーザが削除しない限り残留し、ローカルの記憶装置の容量を圧迫することがあった。ま
た、編集アプリケーションで添付ファイルを変更した際に上書き保存を行うと、添付ファ
イルの変更の有無が分からなくなることがあった。
【０００９】
　また、従来のメールアプリケーションにおいて、添付ファイルを表示する場合、編集ア
プリケーションで開くために自動的にテンポラリ領域に添付ファイルが複製され、複製さ
れた添付ファイルが残留することにより、ローカルの記憶装置の容量を圧迫することがあ
った。
【００１０】
　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、電子メールに添付され
た添付ファイルの変更処理を改善する電子メール通信装置、電子メール通信方法、電子メ
ール通信プログラ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】
【００１１】
　上述した課題を解決するため、本発明は、電子メールの添付ファイルを編集し、前記電
子メールを送信する電子メール通信装置であって、添付ファイルを添付した送信メールを
生成する送信メール生成部と、前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファ
イルを生成するテンポラリファイル生成部と、前記送信メールの添付ファイルに対応づけ
られたアプリケーションを呼び出して、前記テンポラリファイルの編集を行い、前記テン
ポラリファイルを更新するテンポラリファイル編集部と、前記送信メールの添付ファイル
を、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新部と
を備えたものである。
【００１２】
　また、本発明に係る電子メール通信装置において、前記送信メール生成部はさらに、既
存の電子メールの添付ファイルを取得し、前記送信メールの添付ファイルとすることを特
徴とするものである。
【００１３】
　また、本発明に係る電子メール通信装置において、前記添付ファイル更新部はさらに、
前記送信メールの添付ファイルのファイル名を変更することを特徴とするものである。
【００１４】
　また、本発明に係る電子メール通信装置において、さらに、前記電子メールの送信後に
テンポラリファイルを削除するテンポラリファイル削除部を備えることを特徴とするもの
である。
【００１５】
　また、本発明は、電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの
添付ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを
用いる添付ファイル更新装置であって、前記送信メールの添付ファイルに対応づけられた
アプリケーションを呼び出して、前記テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリ
ファイルを更新するテンポラリファイル編集部と、前記送信メールの添付ファイルを、更
新した前記テンポラリファイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新部とを備え
たものである。
【００１６】
　また、本発明は、電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子
メール通信方法であって、添付ファイルを添付した送信メールを生成する送信メール生成
ステップと、前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成するテ
ンポラリファイル生成ステップと、前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプ
リケーションを呼び出して、前記テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファ
イルを更新するテンポラリファイル編集ステップと、前記送信メールの添付ファイルを、
更新した前記テンポラリファイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップ
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とを備えたものである。
【００１７】
　また、本発明に係る電子メール通信方法において、前記送信メール生成ステップはさら
に、既存の電子メールの添付ファイルを取得し、前記送信メールの添付ファイルとするこ
とを特徴とするものである。
【００１８】
　また、本発明に係る、電子メール通信方法において、前記添付ファイル更新ステップは
さらに、前記送信メールの添付ファイルのファイル名を変更することを特徴とするもので
ある。
【００１９】
　また、本発明に係る、電子メール通信方法において、さらに、前記電子メールの送信後
にテンポラリファイルを削除するテンポラリファイル削除ステップを備えることを特徴と
するものである。
【００２０】
　また、本発明は、電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの
添付ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを
用いる添付ファイル更新方法であって、前記送信メールの添付ファイルに対応づけられた
アプリケーションを呼び出して、前記テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリ
ファイルを更新するテンポラリファイル編集ステップと、前記送信メールの添付ファイル
を、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステ
ップとを備えたものである。
【００２１】
　また、本発明は、電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子
メール通信方法をコンピュータに実行させる電子メール通信プログラムであって、添付フ
ァイルを添付した送信メールを生成する送信メール生成ステップと、前記送信メールの添
付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成するテンポラリファイル生成ステップと
、前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集ステップと、前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイル
を複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップとをコンピュータに実行させるも
のである。
【００２２】
　また、本発明に係る電子メール通信プログラムにおいて、前記送信メール生成ステップ
はさらに、既存の電子メールの添付ファイルを取得し、前記送信メールの添付ファイルと
することを特徴とするものである。
【００２３】
　また、本発明に係る電子メール通信プログラムにおいて、前記添付ファイル更新ステッ
プはさらに、前記送信メールの添付ファイルのファイル名を変更することを特徴とするも
のである。
【００２４】
　また、本発明に係る電子メール通信プログラムにおいて、さらに、前記電子メールの送
信後にテンポラリファイルを削除するテンポラリファイル削除ステップを備えることを特
徴とするものである。
【００２５】
　また、本発明は、電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの
添付ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを
用いる添付ファイル更新方法をコンピュータに実行させる添付ファイル更新プログラムで
あって、前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して
、前記テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリ
ファイル編集ステップと、前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリフ
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ァイルを複製したものに置き換える添付ファイル更新ステップとをコンピュータに実行さ
せるものである。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、添付ファイルの保存、添付ファイルの編集、添付ファイルの添付等の
ユーザの手間を大幅に軽減できる。また、保存した添付ファイルやテンポラリファイルが
ローカルの記憶装置に残留することによる、容量の圧迫を防ぐことができる。また、添付
ファイルの更新とともにファイル名を変更することにより、ユーザが添付ファイルの更新
の有無を認識することができる。また、従来のメールアプリケーションで生成されるテン
ポラリファイルを用いることにより、本発明の機能を従来のメールアプリケーションのプ
ラグインとして追加するだけで容易に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００２８】
　上述した説明と同様に、電子メールの送受信を行うためのメールアプリケーションと、
添付ファイルの編集を行うために対応づけられた編集アプリケーションとを用いて、添付
ファイルを持つ受信メールに対して同じ添付ファイルを持つ返信メールを作成し、さらに
添付ファイルを変更して送信する場合について説明する。
【００２９】
　図１は、本発明に係る電子メール通信装置の構成の一例を示すブロック図である。図１
において、図３と同一符号は図３に示された対象と同一又は相当物を示しており、ここで
の説明を省略する。また、図１の電子メール通信装置は図３と比較して、メールアプリケ
ーション１０１の代わりにメールアプリケーション１を備え、データ記憶部１０３の代わ
りにデータ記憶部３を備える。また、データ記憶部３はデータ記憶部１０３と比較して、
ファイル記憶領域１１３を必要としない。
【００３０】
　メールアプリケーション１は、メールアプリケーション１０１と同様、外部のメールサ
ーバとの間でメールの送受信を行う。また、メールアプリケーション１は、受信したメー
ルをメール記憶領域１１へ保存し、送信するメールをメール記憶領域１１から取得する。
更に、メールアプリケーション１は、添付ファイルを開く場合に複製をテンポラリファイ
ルとしてテンポラリ記憶領域１２へ保存するとともに、テンポラリ記憶領域１２のテンポ
ラリファイルを開くよう編集アプリケーション２へ指示を行う。また、メールアプリケー
ション１は、テンポラリ記憶領域１２のテンポラリファイルを複製し、メール記憶領域１
１に添付ファイルとして保存する。
【００３１】
　編集アプリケーション２は、メールアプリケーション１から指示されたテンポラリ記憶
領域１２のテンポラリファイルを開き、変更されたテンポラリファイルをテンポラリ記憶
領域１２へ保存する。また、編集アプリケーション２は、自身が終了したことをメールア
プリケーション１に通知する。
【００３２】
　図２は、本発明に係るメールアプリケーションの動作の一例を示すフローチャートであ
る。まず、メールアプリケーションはユーザの指示に従って、添付ファイルを持つ受信メ
ールに基づいて、返信メールを作成する（Ｓ１１）。ここで、作成された返信メールには
、受信メールの添付ファイルがそのまま添付される。次に、メールアプリケーションはユ
ーザの指示に基づいて、添付ファイルを編集するか否かの判断を行う（Ｓ１２）。
【００３３】
　添付ファイルを編集しない場合（Ｓ１２，Ｎ）、処理Ｓ３１へ移行する。一方、添付フ
ァイルを編集する場合（Ｓ１２，Ｙ）、メールアプリケーションは、添付ファイルを複製
し、テンポラリ領域へテンポラリファイルとして作成し（Ｓ２１）、テンポラリファイル
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名を取得する（Ｓ２２）。テンポラリファイル名は、メールアプリケーションのワークフ
ァイル等に記憶しておく。次に、メールアプリケーションは、編集アプリケーションを起
動し、取得したテンポラリファイル名のファイルを開くように指示を与える（Ｓ２３）。
次に、編集アプリケーションはユーザの指示に従って、テンポラリファイルを編集し（Ｓ
２４）、変更したテンポラリファイルを上書き保存することにより更新し（Ｓ２５）、編
集アプリケーションを終了する（Ｓ２６）。
【００３４】
　編集アプリケーションの終了の通知を受けたメールアプリケーションは、記憶している
テンポラリファイル名に基づいて、テンポラリファイルを複製したものを、送信メールの
添付ファイルとして置き換えることにより、添付ファイルを更新する（Ｓ２７）。
【００３５】
　次に、メールアプリケーションはユーザの指示に従って、返信メールの本文を編集し（
Ｓ３１）、添付ファイルのファイル名を更新し（Ｓ３２）、返信メールを送信し（Ｓ３３
）、テンポラリファイルを削除し（Ｓ３４）、このフローを終了する。Ｓ３２においては
、添付ファイルが更新される度に、添付ファイルのファイル名を変更する。例えば、元の
添付ファイルのファイル名が”ａａａ．ｂｂｂ”とすると、更新される度に連番を付け、
”ａａａ＿１．ｂｂｂ”、”ａａａ＿２．ｂｂｂ”と変更する。従って、添付ファイルの
ファイル名を見たユーザは、添付ファイルが更新されたことを認識することができる。
【００３６】
　なお、本実施の形態においては、受信メールの添付ファイルを持つ返信メールの例につ
いて説明したが、受信メールの添付ファイルを持つ転送メールや、添付ファイルを持つ新
規メール等、既に添付ファイルを持つ電子メールであれば、本発明を適用して、添付ファ
イルの更新を行うことができる。
【００３７】
　また、上述したような、更新したテンポラリファイルを添付ファイルに複製し、ファイ
ル名を変更するという機能（Ｓ２２、Ｓ２３、Ｓ２７、Ｓ３２、Ｓ３４）だけを、従来の
メールアプリケーションの追加機能として提供することができる。これは、例えばメール
アプリケーションのプラグインとして実現できる。
【００３８】
　また、本発明に係る電子メール通信装置は、メールアプリケーションを備えたコンピュ
ータに容易に適用することができ、コンピュータの使用勝手をより高めることができる。
ここで、メールアプリケーションを備えたコンピュータには、例えばワークステーション
、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、携帯電話機等が含
まれ得る。
【００３９】
　更に、電子メール通信装置を構成するコンピュータに上述した各ステップを実行させる
プログラムを、電子メール通信プログラムとして提供することができる。上述したプログ
ラムは、コンピュータにより読取り可能な記録媒体に記憶させることによって、電子メー
ル通信装置を構成するコンピュータに実行させることが可能となる。ここで、上記コンピ
ュータにより読取り可能な記録媒体としては、ＣＤ－ＲＯＭやフレキシブルディスク、Ｄ
ＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカード等の可搬型記憶媒体や、コンピュータプログ
ラムを保持するデータベース、或いは、他のコンピュータ並びにそのデータベースや、更
に回線上の伝送媒体をも含むものである。
【００４０】
　なお、電子メール通信装置、電子メール通信方法、電子メール通信プログラムとは、実
施の形態におけるメールアプリケーションのことである。また、添付ファイルに対応づけ
られたアプリケーションとは、実施の形態における編集アプリケーションのことである。
また、添付ファイル更新装置、添付ファイル更新方法、添付ファイル更新プログラムとは
、実施の形態におけるプラグインのことである。
【００４１】
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　また、送信メール生成部及び送信メール生成ステップとは、実施の形態におけるＳ１１
のことである。また、テンポラリファイル生成部及びテンポラリファイル生成ステップと
は、実施の形態におけるＳ２１のことである。また、テンポラリファイル編集部及びテン
ポラリファイル編集ステップとは、実施の形態におけるＳ２３、Ｓ２４、Ｓ２５、Ｓ２６
のことである。また、添付ファイル更新部及び添付ファイル更新ステップとは、実施の形
態におけるＳ２７、Ｓ３２のことである。また、送信部及び送信ステップとは、実施の形
態におけるＳ３３のことである。また、テンポラリファイル削除部及びテンポラリファイ
ル削除ステップとは、実施の形態におけるＳ３４のことである。
【００４２】
（付記１）　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メール
通信装置であって、
　添付ファイルを添付した送信メールを生成する送信メール生成部と、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成するテンポラリフ
ァイル生成部と、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集部と、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新部と、
　を備えてなる電子メール通信装置。
（付記２）　付記１に記載の電子メール通信装置において、
　前記送信メール生成部はさらに、既存の電子メールの添付ファイルを取得し、前記送信
メールの添付ファイルとすることを特徴とする電子メール通信装置。
（付記３）　付記１または付記２に記載の電子メール通信装置において、
　前記添付ファイル更新部はさらに、前記送信メールの添付ファイルのファイル名を変更
することを特徴とする電子メール通信装置。
（付記４）　付記１乃至付記３のいずれかに記載の電子メール通信装置において、
　さらに、前記電子メールの送信後にテンポラリファイルを削除するテンポラリファイル
削除部を備えることを特徴とする電子メール通信装置。
（付記５）　電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの添付フ
ァイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを用いる
添付ファイル更新装置であって、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集部と、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新部と、
　を備えてなる添付ファイル更新装置。
（付記６）　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メール
通信方法であって、
　添付ファイルを添付した送信メールを生成する送信メール生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成するテンポラリフ
ァイル生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新ステップと、
　を備えてなる電子メール通信方法。
（付記７）　付記６に記載の電子メール通信方法において、
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　前記送信メール生成ステップはさらに、既存の電子メールの添付ファイルを取得し、前
記送信メールの添付ファイルとすることを特徴とする電子メール通信方法。
（付記８）　付記６または付記７に記載の電子メール通信方法において、
　前記添付ファイル更新ステップはさらに、前記送信メールの添付ファイルのファイル名
を変更することを特徴とする電子メール通信方法。
（付記９）　付記６乃至付記８のいずれかに記載の電子メール通信方法において、
　さらに、前記電子メールの送信後にテンポラリファイルを削除するテンポラリファイル
削除ステップを備えることを特徴とする電子メール通信方法。
（付記１０）　電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの添付
ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを用い
る添付ファイル更新方法であって、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新ステップと、
　を備えてなる添付ファイル更新方法。
（付記１１）　電子メールの添付ファイルを編集し、前記電子メールを送信する電子メー
ル通信方法をコンピュータに実行させる電子メール通信プログラムであって、
　添付ファイルを添付した送信メールを生成する送信メール生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを複製したテンポラリファイルを生成するテンポラリフ
ァイル生成ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新ステップと、
　をコンピュータに実行させる電子メール通信プログラム。
（付記１２）　付記１１に記載の電子メール通信プログラムにおいて、
　前記送信メール生成ステップはさらに、既存の電子メールの添付ファイルを取得し、前
記送信メールの添付ファイルとすることを特徴とする電子メール通信プログラム。
（付記１３）　付記１１または付記１２に記載の電子メール通信プログラムにおいて、
　前記添付ファイル更新ステップはさらに、前記送信メールの添付ファイルのファイル名
を変更することを特徴とする電子メール通信プログラム。
（付記１４）　付記１１乃至付記１３のいずれかに記載の電子メール通信プログラムにお
いて、
　さらに、前記電子メールの送信後にテンポラリファイルを削除するテンポラリファイル
削除ステップを備えることを特徴とする電子メール通信プログラム。
（付記１５）　電子メールの送受信を行う電子メール通信装置において送信メールの添付
ファイルを開く際に前記添付ファイルの複製として生成されるテンポラリファイルを用い
る添付ファイル更新方法をコンピュータに実行させる添付ファイル更新プログラムであっ
て、
　前記送信メールの添付ファイルに対応づけられたアプリケーションを呼び出して、前記
テンポラリファイルの編集を行い、前記テンポラリファイルを更新するテンポラリファイ
ル編集ステップと、
　前記送信メールの添付ファイルを、更新した前記テンポラリファイルを複製したものに
置き換える添付ファイル更新ステップと、
　をコンピュータに実行させる添付ファイル更新プログラム。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
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【図１】本発明に係る電子メール通信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】本発明に係るメールアプリケーションの動作の一例を示すフローチャートである
。
【図３】従来の電子メール通信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】従来のメールアプリケーションにおける添付ファイル保存の動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【図５】従来の編集アプリケーションにおける編集の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６】従来のメールアプリケーションにおける返信メール送信の動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００４４】
１　メールアプリケーション、２　編集アプリケーション、３　データ記憶部、１１　メ
ール記憶領域、１２　テンポラリ記憶領域。

【図１】 【図２】



(11) JP 4398343 B2 2010.1.13

【図３】

【図４】

【図５】
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