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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像データを記憶している記憶手段と、
メールの送信元またはメールの送信先を示す情報を前記画像データに対応させて記憶して
いるアドレス帳記憶手段と、
受信メール一覧のうち１つの受信メールが開かれたとき、前記受信メールの送信元の情報
に対応する画像データを、前記受信メールの送信元の情報と併せて表示させ、
送信済みメール一覧のうち１つの送信済みメールが開かれたとき、前記送信済みメールの
送信先の情報に対応する画像データを、前記送信済みメールの送信先の情報と併せて表示
させる、
出力制御手段と、
を備えることを特徴とする携帯通信機器。
【請求項２】
前記出力制御手段は、前記画像データを、前記受信メールの本文または前記送信済みメー
ルの本文と併せて表示させる請求項１記載の携帯通信機器。
【請求項３】
前記画像データは、前記送信元または前記送信先の顔写真のデータである請求項１または
２記載の携帯通信機器。
【請求項４】
画像データを記憶している記憶部と、
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メールの送信元またはメールの送信先を示す情報を前記画像データに対応させて記憶して
いるアドレス帳記憶部を有する携帯通信機器の制御方法であって、
受信メール一覧のうち１つの受信メールが開かれたとき又は送信済みメール一覧のうち１
つの送信済みメールが開かれたとき、前記受信メールの送信元又は前記送信済みメールの
送信先の情報に対応する画像データを前記記憶部から読み出す読出ステップと、
読み出した前記画像データを、前記受信メールの送信元または前記送信済みメールの送信
先の情報と併せて表示させる出力制御ステップとを有することを特徴とする携帯通信機器
の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信機器に関し、特に携帯電話機による電子メールの表示技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　最近の携帯電話機では、アドレス帳に通話相手に関する電話番号、着信音、及び画像が
登録されていれば、電話の着信の際、発信者の着信音を鳴らし、また相手の画像、例えば
顔写真を表示する機能が提供されている。これによりユーザは、相手を確認してから話す
ことができる。
【０００３】
　ところで、時と所を構わない電話での呼出しは迷惑なことがあるが、電子メール（以下
単に「メール」という）なら受け手は都合のよいときに読め、かつ送り手にとっても一般
に通話に比べると経済的なことから、携帯電話機の用途は、最近では通話よりもメールで
連絡する方が普通となりつつある。
【０００４】
　これに対応して、電話の着信時と同様にメールの受信時に、その発信者のメールアドレ
スに対応付けて登録された画像の表示等を行う技術が開示されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１７６６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の技術では、メール受信時には相手を確認できても時間の経過とともに記
憶がうすれてしまい、受信メール一覧からその受信メールを選択したり、あるいは開封し
て本文を読んだりする際、相手を想起あるいは確認できなくなって困る場合がある。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑み、メールの選択あるいは開封の際、メールの相手をユーザに
想起、確認させる携帯電話機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】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明の携帯通信機器は、画像データを記憶している記憶手
段と、メールの相手先を示す相手先情報を前記画像データに対応させて記憶しているアド
レス帳記憶手段と、少なくとも一つのメールの相手先情報が特定されたとき、前記特定さ
れた相手先情報に対応する画像データを、前記特定された相手先情報と併せて表示させる
出力制御手段とを備えることとしている。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成により、アドレス帳記憶手段にメールの相手先情報が画像データに対応して記
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憶されていれば、少なくとも一つのメールの相手先情報が特定されるとき、特定された相
手先情報とともにその相手先情報と対応する画像データも表示されるので、そのメールの
相手を想起あるいは確認することができる。
【００１０】
　また上記課題を解決するために本発明の携帯通信機器は、画像データを記憶している記
憶手段と、メールの相手先を示す相手先情報を前記画像データに対応させて記憶している
アドレス帳記憶手段と、メールが特定されたとき、特定されたメールの相手先情報に対応
する画像データを、特定されたメールの本文と併せて表示させる出力制御手段とを備える
こととしている。
【００１１】
　上記構成により、アドレス帳記憶手段にメールの相手先情報が画像データに対応して記
憶されていれば、特定されたメールの本文が表示されるとき、その相手先情報と対応する
画像データも表示されるので、そのメールの相手を想起あるいは確認することができる。
【００１２】
　また、前記出力制御手段は、前記メールの本文を表示させるとき、前記画像データと前
記メールの本文とを合成する画像合成部と、前記画像合成部で合成された合成画像を表示
する合成画像表示部と、を有することとしている。
【００１３】
　これにより、前記画像データと前記メールの本文とが合成されて表示されるので、本文
とともに画像データを視ることができる。
【００１４】
　また、前記画像合成部は、前記画像データの各画素の輝度を最大輝度に近付ける高輝度
化処理を含み、前記高輝度化処理により得られた画像を背景としてその上に前記メールの
本文を黒字化して合成することとしている。
【００１５】
　これにより、相手の画像が輝度変化の少ない明るい背景画像（バックグラウンド）とし
て表示され、メールの本文が黒字なので、合成しても両者のコントラストがあるため、本
文が読みやすく表示される。
【００１６】
　また、前記高輝度化処理は、最大の輝度階調をｍとし、前記画像の任意の画素の輝度階
調をｎとすると、当該画素の輝度階調を（ｍ＋ｎ）／２になるようにすることとしている
。
【００１７】
　これにより、相手の画像が、最も暗い画素でも最大輝度の半分で明るく表示され、もと
の画像の画素の輝度に応じて、もとの画像より明るい背景画像（バックグラウンド）とし
て表示されるので、画像もメールの本文も見易く表示される。
【００１８】
　また、前記画像合成部は、前記画像データの各画素の輝度を最小輝度に近付ける低輝度
化処理を含み、前記低輝度化処理により得られた画像を背景としてその上に前記メールの
本文を白字化して合成することとしている。
【００１９】
　これにより、相手の画像が輝度変化の少ない暗い背景画像として表示され、メールの本
文が白字なので、合成しても両者のコントラストがあるため、ユーザにとっては画像もメ
ールの本文も見易く表示される。
【００２０】
　また、前記記憶手段は、更に、音楽データを記憶する音楽データ記憶部を有し、前記ア
ドレス帳記憶手段は、更に、メールの相手先を示す相手先情報を前記音楽データに対応さ
せて記憶し、前記出力制御手段は、更に、前記メールの本文を表示するとき、前記アドレ
ス帳記憶手段に記憶されている前記メールの相手先情報に対応する音楽データを併せて出
力する音楽出力部を有することとしている。
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【００２１】
　これにより、アドレス帳記憶手段にメールの相手先情報が音楽データに対応して記憶さ
れていれば、そのメールアドレスのメールの本文が表示されるとき、その音楽データの音
楽も出力されるので、ユーザは相手に因んだ音楽により、相手を想起あるいは確認をする
ことができる。
【００２２】
　また、前記出力制御手段は、メール一覧を表示しているとき、選択したメール一覧の相
手先情報に対応する画像データと前記メール一覧とを合成する画像合成部と、前記画像合
成部で合成された合成画像を表示する合成画像表示部とを有することとしている。
【００２３】
　これにより、メール一覧が表示されるとき、選択されたメールの相手の画像をメール一
覧の背景として絶えず視ることができる。
【００２４】
　また、前記アドレス帳記憶手段に記憶された相手先情報は、相手先のメールアドレスを
含み、前記出力制御手段は、前記アドレス帳記憶手段において、前記メールの相手先のメ
ールアドレスを含む相手先情報に対応する画像データを併せて表示させることとしている
。
【００２５】
　これにより、アドレス帳記憶手段において、メールアドレスをもとに相手先情報を特定
でき、その相手先情報に対応する画像データを特定できる。
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明の携帯通信機器の制御方法は、画像データを記憶し
ている記憶部と、メールの相手先を示す相手先情報を前記画像データに対応させて記憶し
ているアドレス帳記憶部を有する携帯通信機器の制御方法であって、少なくも一つのメー
ルの相手先情報が特定されたとき、前記特定された相手先情報に対応する画像データを前
記記憶部から読み出す読出ステップと、読み出した画像データを前記特定された相手先情
報と併せて表示させる出力制御ステップとを有する。
【００２７】
　上記制御方法により、アドレス帳記憶手段にメールの相手先情報が画像データに対応し
て記憶されていれば、少なくとも一つのメールの相手先情報が特定されるとき、特定され
た相手先情報とともにその相手先情報と対応する画像データも表示されるので、メールの
相手を想起あるいは確認することができる。
【００２８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の携帯通信機器の制御方法は、画像データを
記憶している記憶部と、メールの相手先を示す相手先情報を前記画像データに対応させて
記憶しているアドレス帳記憶部を有する携帯通信機器の制御方法であって、メールが特定
されたとき、特定されたメールの相手先情報に対応する画像データを前記記憶部から読み
出す読出ステップと、読み出した画像データを特定されたメールの本文と併せて表示させ
る出力制御ステップとを有する。
【００２９】
　上記制御方法により、アドレス帳記憶手段に特定されたメールの相手先情報が画像デー
タに対応して記憶されていれば、特定されたメールの本文が表示されるとき、その相手先
情報と対応する画像データも表示されるので、そのメールの相手を想起あるいは確認する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は本発明に係る携帯電話機の一実施の形態のブロック図である。
【図２】図２は上記実施の形態の携帯電話機の開いた状態を示す図である。
【図３】図３は上記実施の形態の情報記憶部のアドレス帳等を示す図である。
【図４】図４は上記実施の形態の情報記憶部のメール関係のデータを示す図である。
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【図５】図５は上記実施の形態のアドレス帳とメールのメニュの例を示す図である。
【図６】図６は上記実施の形態のアドレス帳への登録画面の例を示す図である。
【図７】図７は上記実施の形態のアドレス帳への登録結果の例を示す図である。
【図８】図８は上記実施の形態の受信メール一覧の表示例を示す図である。
【図９】図９は上記実施の形態の本文と背景画像との合成処理の例を示す図である。
【図１０】図１０は上記実施の形態の背景画像の輝度の変換の例を示す図である。
【図１１】図１１は上記実施の形態の本文の表示処理を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は上記実施の形態の変形としての受信メール一覧における背景画像の表
示の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明に係る携帯通信機器の携帯電話機の一実施の形態について図面を用いて説
明する。
【００３２】
　図１は、本実施の形態の情報通信機器である携帯電話機の構成図である。この携帯電話
機は、アンテナ１０１、通信部１０２、音声処理部１０４、マイク１０６、スピーカ１０
７、情報記憶部１００、操作部１１０、表示部１２０、アドレス帳処理部１３０、受信メ
ール表示制御部１４０から構成される。
【００３３】
　図２は、本実施の形態の折り畳み式のカメラ付携帯電話機を開いた状態で、正面の外観
を示す図である。図２の各符合は、図１において対応する構成部があればその符号と同じ
である。
【００３４】
　アンテナ１０１は、不図示の通信基地局から、通話相手の音声、受信メールなどの変調
信号の電波を受け取り、その変調信号を通信部１０２に伝達する。また、逆に通信部１０
２から受け取った当電話機の話者の音声、送信メールなどの変調信号の電波を通信基地局
に送る。
【００３５】
　通信部１０２は、アンテナ１０１から受け取った変調信号を、相手の音声、受信メール
などの信号に復調し、音声は音声処理部１０４に出力し、メールは情報記憶部１００の受
信メールＢＯＸ４０２に記録する。また逆に、当電話機の話者の音声、送信メールなどの
変調信号をアンテナ１０１に伝達する。
【００３６】
　音声処理部１０４は、通信部１０２または受信メール表示制御部１４０から受け取った
音声信号をスピーカ１０７に出力する。また、マイク１０６から受け取った当電話の話者
の音声を通信部１０２に伝達する。
【００３７】
　情報記憶部１００は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）およびＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）で実現され、各種の情報、例えばアドレス帳３０
１、画像・音楽情報３０２、受信メールＢＯＸ４０２と送信メールＢＯＸ４０３とを含む
メールＢＯＸ４０１、メニュ等を記憶する。
【００３８】
　図３は、アドレス帳３０１および画像・音楽情報３０２の一例を示している。アドレス
帳３０１は、電話あるいはメール等による通信を行う通信相手の情報を記載したものであ
り、記載項目には、名前、電話番号、メールアドレス、画像データの識別子、音楽データ
の識別子が含まれる。アドレス帳３０１への登録は、アドレス帳処理部１３０がユーザの
操作部１１０のボタン操作により行われ、アドレス帳処理部１３０および受信メール表示
制御部１４０により参照される。
【００３９】
　画像・音楽情報３０２は、画像データおよび音楽データに関する情報であり、画像・音
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楽データ識別情報３０３と画像・音楽データファイル３０４とからなる。画像・音楽デー
タ識別情報３０３は、画像データの識別情報と音楽データの識別情報とからなり、各識別
情報は受信メール表示制御部１４０により参照され、表示部１２０等に出力される。画像
・音楽データファイル３０４は、画像データファイル群と音楽データファイル群とからな
り、各ファイルはファイル名を有する。
【００４０】
　ここで、画像データの識別情報は画像データの識別子であり、具体的には、画像データ
ファイルのファイル名を意味する。また同様に、音楽データの識別情報は、音楽データの
識別子であり、具体的には音楽データファイルのファイル名を意味する。画像・音楽情報
３０２の画像データおよび音楽データには、ユーザが作成したユーザデータと、携帯電話
機に最初から組み込まれているプリセットデータとがある。ユーザデータはＲＡＭに、プ
リセットデータはＲＯＭにそれぞれ記憶されている。なお、画像データおよび音楽データ
は、携帯端末用のコンテンツ記述言語、例えばＨＤＭＬ（Ｈａｎｄｈｅｌｄ Ｄｅｖｉｃ
ｅ Ｍａｒｋｕｐ Ｌａｎｇｕａｇｅ）でそれぞれ指定された形式のデータであればよい。
【００４１】
　図４は、メールＢＯＸのデータ構成の一例を示す図である。メールＢＯＸ４０１は、受
信メールＢＯＸ４０２、送信メールＢＯＸ４０３およびメール管理表４０４からなる。受
信メールＢＯＸ４０２は、受信メール４１２を納め、受信メール４１２は受信日時の新し
い順に管理されている。送信メールＢＯＸ４０２も同様に、送信メール４１３を納め、送
信メール４１３は送信日時の新しい順に管理されている。
【００４２】
　受信メール４１２には、送信元の名前、メールアドレス、受信日時、主題、本文の情報
項目が含まれ、受信メール表示制御部１４０により参照され、表示部１２０等に出力され
る。また、送信メール４１３には、送信先の名前、メールアドレス、送信日時、主題、本
文の各項目が含まれる。
【００４３】
　メール管理表４０４は、メールの表示時あるいは送受信時における制御条件等の設定を
記録している。これらの設定の変更は操作部１１０を通じて行われる。メール管理表４０
４で管理する制御条件には、受信・表示設定として背景画像と背景音楽とについてＯＮま
たはＯＦＦに設定することが含まれる。
【００４４】
　背景画像がＯＮに設定されている場合、受信メール４１２の本文が表示される際、その
メールアドレスがアドレス帳３０１に登録されていて、しかも画像も登録されていればそ
の画像も背景画像として併せて表示される。背景画像がＯＦＦに設定されていれば、背景
画像の表示は行われない。
【００４５】
　背景音楽の場合も同様であり、ＯＮに設定されている場合、受信メール４１２の本文が
表示される際、そのメールアドレスがアドレス帳３０１に登録されていて、しかも音楽も
登録されていればその音楽も背景音楽（ＢＧＭ）として併せて音声出力される。
【００４６】
　図５は、情報記憶部１００に記憶されているアドレス帳メニュ５０１およびメールメニ
ュ５１１を示す図である。情報記憶部１００は、これらのメニュをＲＯＭに記憶している
。操作部１１０は、ユーザによる各種の操作を受付ける。ユーザによる操作には、電話の
発信と受信、アドレス帳３０１の登録、メールの読み出しなどがある。
【００４７】
　図２は、操作部１１０における各種ボタンの配置を示している。操作部１１０のボタン
には、アドレス帳メニュボタン１１１、メールメニュボタン１１２、決定ボタン１１５、
上ボタン１１６、下ボタン１１７、０から９の数字ボタン等がある。
【００４８】
　表示部１２０は、メインディスプレイとサブディスプレイとから成り、これらは例えば
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液晶パネルで実現される。メインディスプレイは、機能の設定やメール表示など携帯電話
機の通常の操作を行う場合に使用される。また、サブディスプレイは簡単な情報の表示、
例えば着信時の着信メッセージの表示などに使用される。以降では表示部１２０に対する
表示といえば、メインディスプレイに対する表示を指す。
【００４９】
　アドレス帳処理部１３０は、通信する相手に関する情報を記録するアドレス帳の登録と
参照を行う。
【００５０】
　アドレス帳への通信相手の新規の登録は、ユーザが先ずアドレス帳メニュボタン１１１
を押下することにより行われる。アドレス帳メニュボタン１１１が押下されると、アドレ
ス帳処理部１３０は、アドレス帳メニュ５０１を表示部１２０に表示する。なお以降では
、表示するとは表示部１２０に表示することを意味する。
【００５１】
　アドレス帳メニュ５０１のメニュ項目には、「参照」と「新規登録」とがあり、最初は
「参照」の項目が選択候補として反転表示（不図示）されている。ユーザにより下ボタン
１１７が押下されると、「参照」が通常表示に変化し、次の「新規登録」が反転表示され
る。
【００５２】
　図６は、アドレス帳に新規登録する場合の例を示す図である。
【００５３】
　ユーザにより新規登録のメニュ項目に対して決定ボタン１１５が押下されると、アドレ
ス帳処理部１３０は、新規登録６０１の画面を表示する。新規登録６０１の項目には、相
手の名前、電話番号、メールアドレス、画像、音楽が含まれる。最初は名前が入力候補と
して反転表示されている。ユーザが決定ボタン１１５を押下することにより「名前」の入
力画面（不図示）が表示されるので、名前を操作部１１０の適当なボタンにより入力し、
再び決定ボタン１１５を押下すると新規登録６０１の画面に戻る。このとき入力した名前
が名前の項目に表示されている。以下、ユーザは同様にして下ボタン１１７で項目を移動
しながら電話番号、メールアドレスを入力する。
【００５４】
　次に、「画像」の項目で、ユーザが決定ボタン１１５を押下すると、アドレス帳処理部
１３０は、情報記憶部１００にある画像・音楽データ識別情報３０３から、画像データ識
別情報を読み出して表示する。画像データ識別情報一覧６０２はその例を示す。この例で
は画像データ識別子を識別情報としている。画像データ識別情報一覧６０２では、ユーザ
データ、プリセットデータの種類の順に画像データ識別子が表示される。
【００５５】
　ユーザは、上ボタン１１６、下ボタン１１７の操作で適当な画像データ識別子を反転表
示し、決定ボタン１１５を押下して選択する。画像・音楽データ識別情報３０３で、例え
ば「山田さんの近影」というように名前を画像データの作成・記憶の際に画像データに与
えて、そのデータ識別子と対にして画像・音楽データ識別情報３０３に記録しておいても
よい。そのとき、画像データ識別情報表示６０１としてデータ識別子に代えて画像の名前
を表示することもできる。この場合には、画像・音楽データ識別情報３０３には、データ
の名前を記録項目として追加し、対応するデータファイル名と対で記録しておくのが良い
。
【００５６】
　音楽の登録も、画像の場合と全く同様に、音楽データ識別情報一覧６０３から適当な音
楽データ識別子を選択すればよい。
【００５７】
　図７は、アドレス帳３０１へ、送信元情報を登録する一例を示す図である。ここで、送
信元情報とは、メールの送信元の送信元情報のことである。
【００５８】
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　受信メール表示制御部１４０は、受信メールの表示を行う。受信メールの送信元のメー
ルアドレスと、その送信元の画像データ識別情報、音楽データ識別情報が登録されていれ
ば、受信メールの表示の際、画像データ識別情報に対応する画像データファイルの画像と
、音楽データ識別情報に対応する音楽データファイルの音楽も併せて出力する。
【００５９】
　ここで、画像の出力では、本文の背景画像として表示する。また音楽の出力では、本文
の表示中、音声処理部１０４を通じて音声出力される。
【００６０】
　受信メール表示制御部１４０は、ユーザによりメールメニュボタン１１２が押下される
と、メールメニュを表示する。メールメニュ５１１は、その一例である。
【００６１】
　メールメニュ５１１からユーザが決定ボタン１１５により「受信メールＢＯＸ」を選択
すると、受信メール表示制御部１４０は、受信メールＢＯＸにある受信メールをもとに、
その受信メール一覧８０１を作成し、受信日時の新しい順に表示する。受信メール一覧８
０１で表示される項目には、受信月日、送信元の名前が含まれる。ここで、送信元の名前
はアドレス帳において送信元のメールアドレスに対応する名前であり、名前がないかある
いは送信元のメールアドレスがないとき、受信メール表示制御部１４０は送信元メールア
ドレスを名前とみなして表示する。
【００６２】
　受信メール一覧８０１の最初の表示において、表示制御部１４０は先頭のメールが選択
されたものとみなし、それを反転表示する。したがって、最初に表示される受信メール一
覧８０１は、先頭のメールが選択された受信メール一覧の一例を示す図である。
【００６３】
　上ボタン１１６および下ボタン１１７の押下により、表示制御部１４０は、選択される
受信メールを移動し、受信メール一覧において選択されたメールを反転表示する。
【００６４】
　決定ボタン１１５が押下されると、現在受信メール一覧８０１で選択されているメール
、例えば山田太郎８０２のメールを表示制御部１４０は開封し、そのメールの送信元の名
前、受信日時、主題、本文の順に表示する。
【００６５】
　図９は、メールの本文を表示する際に、画像も表示するときに、受信メール表示制御部
１４０による本文と画像の合成処理を示す図である。
【００６６】
　受信メール表示制御部１４０は、アドレス帳に登録されたメール送信元の画像データ識
別情報の画像データファイルを読み込み、それを原画像としてＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａ
ｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）の一時領域において画像の画素毎に輝度あるいは濃度を与え
る画像展開を行う。ここで例えば各画素はＲ、Ｇ、Ｂの３原色からなりそれぞれの色につ
いて、０から１０までの１０階調の輝度で与えられるとする。
【００６７】
　次に、受信メール表示制御部１４０は、展開された画像における各画素の色の輝度を高
くして、あるいは低くして背景画像とする。
【００６８】
　図１０は、現画像の各色の輝度階調を高くする、あるいは低くする様子を示す図である
。まず、輝度を高くする高輝度化の場合について説明する。図１０（ａ）に示すように、
原画像のある色の輝度がｎであれば、それを５から１０までの６階調の輝度に変換する。
例えば、原画像の輝度階調が０または１の場合は５に、２または３の場合は６にというよ
うに変換する。
【００６９】
　また、最大輝度をｍ（ｍ＝１０）、原画像のある色の輝度をｎとすると、変換後の輝度
ｃは次の式１で表せる。
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【００７０】
　式１： ｃ ＝ （ｍ＋ｎ）／２　　　　　ここで少数部は切り捨て
　こうして得られた輝度を高くした処理後の画像を背景画像として、それにメールの本文
を黒字（文字部分の画素のＲ，Ｇ，Ｂをすべて０の輝度にする）で上書きすることによっ
て合成し、それを表示する。
【００７１】
　次に、輝度を低くする低輝度化の場合は、図１０（ｂ）に示すように、原画像のある色
の輝度ｎであれば、それを０から５までの６階調の輝度に変換する。それを５から１０ま
での６階調の輝度に変換する。例えば、原画像の輝度階調が１または２の場合は１に、３
または４の場合は２にというように変換する。また、変換後の輝度ｃは次の式２で表せる
。
【００７２】
　式２： ｃ ＝ ｎ／２　　　　　ここで少数部は切り捨て
　処理後の背景画像に対し、メールの本文を白字（文字部分の画素のＲ，Ｇ，Ｂをすべて
０の輝度にする）で上書きすることによって合成し、それを表示する。以上、いずれかの
方法の合成処理を行えばよい。
【００７３】
　図１１はメールの本文表示の処理を示すフローチャートである。
【００７４】
　受信メール表示制御部１４０によるメールの本文表示の処理について図１１を使用して
説明する。受信メール表示制御部１４０は、ユーザによって指定された受信メールの送信
元の名前、受信日時、主題を表示した後、本文を表示する。次に、受信メール表示制御部
１４０は、メールデータ４０１にあるメール管理表４０４を参照し、受信・表示設定の背
景画像のフラッグがＯＮかどうかをチェックする（Ｓ１０）。背景画像がＯＮでなければ
、背景画像の表示はしないで当該メールの本文を通常の方法で表示する（Ｓ６０）。
【００７５】
　背景画像がＯＮの場合、受信メール表示制御部１４０は、当該メールの送信元のメール
アドレスがアドレス帳３０１に登録されているかチェックする（Ｓ２０）。登録されてい
なければ、本文を通常表示する（Ｓ６０）。送信元のメールアドレスが登録されていれば
、更に、アドレス帳に当該メールアドレスと同じ相手の画像の項目として、画像データ識
別情報が登録されているかチェックする（Ｓ３０）。登録されていなければ、本文を通常
表示する（Ｓ６０）。
【００７６】
　画像データ識別情報が登録されていれば、受信メール表示制御部１４０は、その画像デ
ータ識別情報で識別される画像データファイルを、情報記憶部１００の画像・音楽データ
ファイル３０４から読み込み、ＲＡＭの一時領域に画像の展開を行い、各画素の各Ｒ，Ｇ
，Ｂ色の輝度階調を式１に従って高くして背景画像に変換する（Ｓ４０）。当該メールの
本文を黒字にして、その黒字部分を上記の背景画像に上書きして表示する（Ｓ５０）。
【００７７】
　次に、アドレス帳に当該メールアドレスと対応して、音楽の項目として音楽データ識別
情報が登録されているかチェックする（Ｓ７０）。音楽データ識別情報が登録されていれ
ば、その音楽データ識別情報で識別される音楽データファイルを画像・音楽データファイ
ル３０４から読み込み、音声処理部１０４を通じてその音楽を出力する（Ｓ８０）。以上
が、受信メール表示制御部１４０による本文表示の処理である。
【００７８】
　上記の本文表示の処理において、Ｓ４０のステップにおいて、画像の背景画像化では輝
度階調を高くし、本文を黒字で表示している。これを、画像の背景画像化では輝度階調を
式２により低くし、本文を白字で表示するようにしてもよい。また、本文処理の対象を受
信メールだけとしているが、送信ＢＯＸにある送信済みの送信メール４１３の本文の表示
の際、更には作成途中の送信メールの本文の表示の際も、同様にして相手の画像と音楽の
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出力を行ってもよい。
【００７９】
　また、実施の形態では、画像の輝度階調は０から１０までとしているが、この階調に限
定されないのは勿論であり、画像データおよび表示デバイスの性能に従って可変的に設定
される。また、輝度は画素の３原色の各色の輝度として説明したが、色はこの３原色に限
定されないのは勿論であり、また画素が無色濃淡（グレイスケール）で表される場合も輝
度に含まれる。
【００８０】
　また、実施の形態では、受信メールの本文を表示する際、受信メールの送信元のメール
アドレスと対応して画像データ識別情報がアドレス帳３０１において登録されていれば、
その画像データ識別情報で示される画像データファイルの画像を、メール一覧の背景画像
として表示している。これに加えて、あるいはこれに代えて、受信メール一覧８０１の表
示の際、図８において現在選択されている受信メール８０２の送信元メールのメールアド
レスと対応して画像データ識別情報がアドレス帳において登録されていれば、図１２に示
すように、画像データ識別情報で示される画像データファイルの画像を、受信メール一覧
１２０１の背景画像として表示するようにしてもよい。図１２は、「山田」という送信元
の送信元情報に登録された画像データ識別情報の示す画像データを背景画像として表示し
ている。
【００８１】
　本発明の方法を、コンピュータシステムを用いて実現するためのコンピュータプログラ
ムであるとしてもよいし、前記プログラムを表すデジタル信号であるとしてもよい。また
、本発明は、前記プログラム又は前記デジタル信号を記録したコンピュータ読取り可能な
記録媒体、例えば半導体メモリ等であるとしてもよい。また、本発明は、電気通信回線、
無線又は有線通信回線、若しくはインターネットに代表されるネットワーク等を経由して
伝送される前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号であるとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明に係る携帯通信機器は情報通信分野で活用される。
【符号の説明】
【００８３】
１０１　アンテナ
１０２　通信部
１０４　音声処理部
１０６　マイク（送話部）
１０７　スピーカ（受話部）
１００　情報記憶部
１１０　操作部
１１１　アドレス帳メニュボタン
１１２　メールメニュボタン
１１５　決定ボタン
１１６　上ボタン
１１７　下ボタン
１２０　表示部
１３０　アドレス帳処理部
１４０　受信メール表示制御部
３０１　アドレス帳
３０２　画像・音楽情報
３０３　画像・音楽データ識別情報
３０４　画像・音楽データファイル
４０１　メールＢＯＸ
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４０２　受信メールＢＯＸ
４０３　送信メールＢＯＸ
４０４　メール管理表
５０１　アドレス帳メニュ
５１１　メールメニュ
６０１　新規登録
６０２　画像データ識別情報一覧
６０３　音楽データ識別情報一覧
７０１　アドレス帳登録例
８０１　受信メール一覧
８１１　受信メール表示例

【図１】
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