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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を含む画像であって、ヘッダ部分を含む画像ファイルに関連付けられた画像を表
示するための画像表示部品と、
　送受信器と、
　プロセッサと、を有する移動通信端末であって、
　前記プロセッサは、
　　ユーザから、表示された画像に含まれる被写体の識別子を含む入力を受信し、
　　前記移動通信端末が名前及び連絡先情報を記憶する、前記移動通信端末に関連付けら
れた関連ユーザとは異なる複数の人物から、前記識別子に基づいて、２人以上を人物のサ
ブセットとして選択し、
　　前記サブセットに関するデータを前記ユーザに提供し、
　　前記ユーザから、前記サブセットから前記被写体を特定する選択を受信し、
　　前記選択された前記被写体に関する名前及び連絡先情報を、被写体情報として、前記
表示された画像のヘッダ部分に自動的にコピーすることにより、前記複数の人物の少なく
とも１人に関する前記名前及び連絡先情報を、ユーザから受信した入力に少なくとも一部
基づいて、前記表示された画像に関連付け、
　さらに前記プロセッサは、
　　前記画像及び前記被写体情報を前記画像表示部品に提供して、前記画像表示部品に、
前記画像及び前記被写体に関連付けられた連絡先情報を含む前記被写体情報を同時に表示
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させ、
　　前記画像表示部品による前記画像及び前記被写体情報の前記同時表示に応答して、ユ
ーザから、前記選択された名前に関連付けられた人物への連絡要求を受信し、
　　前記通信識別子を前記ヘッダ部分から読み出し、
　　前記通信識別子を前記送受信器へ送信して前記送受信器に前記人物へ前記通信識別子
を用いた連絡を行わせる、
ことを特徴とする移動通信端末。
【請求項２】
　前記通信識別子が、電話番号、電子メールアドレス、インスタントメッセージングアド
レス、又はインターネットプロトコルアドレスを有することを特徴とする請求項１記載の
移動通信端末。
【請求項３】
　前記ヘッダ部分の中の前記被写体情報を保存するためのストレージをさらに有すること
を特徴とする請求項１記載の移動通信端末。
【請求項４】
　ユーザ入力に応答して前記画像を取り込むためのカメラをさらに有することを特徴とす
る請求項１記載の移動通信端末。
【請求項５】
　移動通信端末で実行される方法であって、
　画像を受信する工程と、
　ユーザから、前記画像についてのラベルを受信する工程と、
　前記画像についての前記ラベルを含む、記憶されている名前を自動的に検索する工程と
、
　前記ユーザから、前記名前の１つを選択する入力を受信する工程と、
　前記選択された名前及び前記選択された名前に関連付けられた通信識別子を含む被写体
情報であって、前記選択された名前に関連付けられた被写体情報を検索する工程と、
　前記ユーザから受信した入力に基づいて、前記被写体情報を前記画像のヘッダ部分に自
動的にコピーする工程と、
　前記画像及び前記被写体情報を保存する工程と、
　前記画像と前記被写体情報を読み出す工程と、
　前記無線通信装置のディスプレイを用いて前記画像及び前記被写体情報を同時に表示す
る工程と、
　前記ユーザから、前記画像と前記被写体情報の表示中に、通信セッションの開始要求を
受信する工程と、
　前記被写体情報を用いて前記通信セッションを確立する工程と、
を有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記被写体情報が、電話番号、電子メールアドレス、インスタントメッセージングアド
レス、又はインターネットプロトコルアドレスを含むことを特徴とする請求項５記載の方
法。
【請求項７】
　前記ヘッダ部分が、ヘッダ、開始フレーム、開始セグメント、マーカ、又はタグを有す
ることを特徴とする請求項５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載される実施は概して無線装置に関するもので、より具体的には無線装置
に表示される画像に関する動作の実行に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　移動通信装置のような装置は、それらを消費者にとってより便利にするために、通信機
能以外の機能を実行することができる。例えば、移動通信装置は、音楽及び／又はビデオ
ファイルを保存並びに再生したり、さらには／あるいは静止画像やビデオを記録したりす
るように構成されうる。
【０００３】
　画像を記録するために個別にカメラを持ち運ぶ必要がないので、撮影機能を有する移動
通信装置を消費者は非常に便利であると感じるであろう。移動通信装置の持ち運びやすさ
から、ユーザは自分が様々な場所で移動通信装置で撮影することに気付くであろう。
【０００４】
　ユーザは、移動通信装置で撮影した写真に写っている人の名前を覚えていない場合もあ
るだろう。例えば、ユーザは、移動通信装置を用いて撮影した写真に写っている人に電話
したくなるかもしれない。その人の名前が移動通信装置の電話帳に登録されていたとして
も、ユーザはその人の名前を思い出すことができないかもしれない。ユーザは、その人の
容姿と名前とを関連付けることができないので、その人の名前を容易に思い出せないかも
しれない。
【発明の概要】
【０００５】
　１つの見地によれば、装置が提供される。この装置は、被写体を含む画像であって、ヘ
ッダ部分を有する画像ファイルに関連付けられた画像を表示するとともに、その被写体に
関連付けられた通信識別子を含む被写体情報を表示するための画像表示部品を有すること
ができ、被写体情報はヘッダ部分に格納されている。装置は、通信識別子を用いて被写体
と連絡するための送受信器を有することができる。装置は、画像及び被写体情報を表示部
品に提供し、被写体への連絡要求を受信し、ヘッダ部分から通信識別子を読み出し、通信
識別子を送受信器に送信して送受信器に被写体へ連絡させるためのプロセッサを有するこ
とができる。
【０００６】
　さらに、装置は、ユーザ入力に応答して画像を取り込むカメラを含むことができる。さ
らに、通信識別子は名前、電話番号、電子メールアドレス、インスタントメッセージング
アドレス、インターネットプロトコルアドレス、又は住所を含むことができる。
【０００７】
　さらに、ヘッダ部分はヘッダ、開始フレーム、開始セグメント、マーカ、又はタグを含
むことができる。さらに、送受信器は電話番号をダイヤルして、電子メールアドレスに電
子メールを送信して、またはインスタントメッセージングアドレスにインスタントメッセ
ージを送信して、被写体に連絡する。
【０００８】
　さらに、プロセッサは、音声プロンプト、コントロールキー信号、キーパッド信号、又
はタッチセンサー式ディスプレイ信号に応答して要求を受信する。
【０００９】
　さらに、プロセッサは命令の提供に先立って、被写体を選択する選択インジケータを受
信する。
【００１０】
　さらに、装置は被写体情報をユーザ又は他の装置から受信する。さらに、装置は、ヘッ
ダ部分の被写体情報を格納するためのストレージを有することができる。さらに、送受信
器は画像及び被写体情報を、自動的に、あるいはリモート装置からの要求に基づいて、宛
先に送信する。
【００１１】
　別の見地によれば、移動端末が提供される。移動端末は、画像であって、当該画像に現
れている被写体に関連付けられた被写体情報がヘッダに格納された画像をリモート装置か
ら受信するとともに、通信要求に基づいて被写体との通信セッションを確立する送受信器
を含むことができ、通信要求は被写体情報に基づいて生成される。移動端末は、画像及び
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被写体情報を表示するディスプレイを含むことができる。移動端末は、ヘッダから被写体
情報を読み出し、被写体情報および表示すべき画像を提供し、ユーザ入力に応答して通信
要求を生成するプロセッサを有することができ、ユーザ入力は画像の内容又は被写体情報
の内容に基づいて生成される。
【００１２】
　さらに、移動端末は第２の画像を取り込むためのカメラを有することができ、プロセッ
サは第２の被写体情報を第２の画像のヘッダに関連付け、読み出された第２の被写体情報
に基づいて第２の通信要求を生成し、読み出された第２の被写体情報に基づいて第２の通
信要求を生成し、第２の通信要求は第２の被写体との第２の通信セッションを確立するた
めに用いられる。
【００１３】
　さらに別の見地によれば、無線装置が提供される。無線装置は、複数の画像を含む画像
カタログを維持するための手段と、複数の画像のうち、被写体を含んだ１つと、当該被写
体に関連付けられた被写体情報とを表示するための手段と、複数の画像の１つのヘッダか
ら読み出され、通信情報をさらに有する被写体情報を受信するための手段と、通信情報を
用いて被写体と通信するための手段とを有することができる。
【００１４】
　さらに別の見地によれば、方法が提供される。方法は、ヘッダを有する画像を受信する
工程と、被写体又はその被写体についての連絡先を特定する被写体情報をヘッダから読み
出す工程と、無線装置のディスプレイを用いて画像と被写体情報を表示する工程と、この
表示に基づいて被写体情報を選択する工程と、選択に基づいて、連絡先を用いて被写体と
の通信セッションを確立する工程とを含むことができる。
【００１５】
　さらに、受信する工程が、カメラから画像を受信する工程をさらに有するとともに、方
法が、リモート装置、ユーザ入力、ローカルデータベース、リモートデータベース、ロー
カルアプリケーション、又はリモートアプリケーションを用いて被写体情報を受信する工
程をさらに有する。
【００１６】
　さらに方法は、画像及び被写体情報を通信セッション中にリモート装置に送信する工程
を有することができる。
【００１７】
　さらに別の見地によれば、方法が提供される。方法は、画像を取り込む工程と、データ
部分及びヘッダ部分を有する画像ファイルを生成する工程と、データ部分に画像を、ユー
ザを特定し、電話番号、電子メールアドレス、又はインスタントメッセージアドレスを含
む被写体情報をヘッダ部分に、それぞれ自動的に格納する工程と、宛先装置で画像データ
を表示することに応答して、宛先装置が被写体情報を用いてユーザに連絡することができ
るよう、画像ファイルを無線リンクを用いて宛先へ送信する工程とを有することができる
。
【００１８】
　さらに別の見地によれば、方法が提供される。方法は、画像を取り込む工程と、データ
部分及びヘッダ部分を有する画像ファイルを生成する工程と、被写体名および被写体連絡
先情報とを含み、画像内の被写体に関連付けられた被写体情報を、アプリケーションから
読み出す工程とを有することができる。方法は、データ部分を用いて画像を格納する工程
と、ヘッダ部分を用いて被写体情報を格納する工程と、被写体連絡先情報に基づいて被写
体との通信セッションを確立する工程とを有することができ、被写体連絡先情報は、通信
セッションの確立に先立ってヘッダから読み出される。
【００１９】
　さらに、読み出す工程は、無線装置で稼働中のローカルアプリケーション、又は、無線
リンクを用いて無線装置にデータを送信するリモートアプリケーションから、被写体情報
を読み出す工程を有する。
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【００２０】
　さらに、方法は、画像及び被写体情報を表示する工程と、ユーザ入力に応答して命令を
生成する工程とを有し、確立する工程はこの命令に応答して実行される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１Ａ】、
【図１Ｂ】移動端末の例示的な実施形態の図である。
【図２】移動端末の例示的な機能図である。
【図３Ａ】、
【図３Ｂ】例示的なデータ構造を示す図である。
【図４Ａ】表示された画像に情報を関連付ける例示的な方法を示す図である。
【図４Ｂ】情報を、移動端末を用いて表示可能な画像にリンクする例示的な方法を示す図
である。
【図５】画像に基づく発呼を実行するために使用可能な例示的な処理を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明を詳細に説明する。異なる図面における同一の参照
符号は、同一又は類似の要素を特定しうる。また、以下の詳細な説明は、本発明を限定し
ない。
【００２３】
　ここで説明する実装は、画像に関連付けられた動作を実行するために使用可能である。
例えば、移動端末はデジタルカメラを備えることができる。ユーザはカメラを用いてデジ
タル写真（画像）を撮影し、その画像に現れる人物に関連付けられた情報、その画像の内
容に関連付けられた情報、撮影した人物に関連付けられた情報等の情報を、その画像に関
連付けたいと望むかもしれない。
【００２４】
　ある実施形態では、情報をユーザから受信することができるとともに、情報を画像に関
連付けることができる。例えば、移動端末は、名前、電話番号、電子メールアドレス、住
所など、画像内の人物（被写体）特定する情報をユーザから受信することができる。移動
端末は、ユーザが画像内の人物と通信することができるよう、入力された情報を画像に関
連付けることができる。画像はデータ部分とヘッダ部分を含むことができる。移動端末は
、情報（例えば電話番号）を、ヘッダ部分に格納することができる。移動端末は情報をヘ
ッダ部分から読み出すことができ、読み出した情報をデータと共に表示することができる
。ユーザは移動端末で用いられるディスプレイ上で画像を見ることができ、表示される画
像は、画像内の人物の名前及び／又は電話番号を含んでよい。ユーザは画像内の人物の一
人に関連付けられた電話番号を選択デバイス（例えばカーソル）を用いて選択することが
でき、キーパッド入力、コントロールキー入力、タッチセンサー式ディスプレイ入力、及
び／又は音声プロンプトを用いてその人物の電話番号をダイヤルすることができる。
【００２５】
　ある実施形態は、情報を画像に自動的に関連付けることができ、画像が宛先へ送信され
る際に、関連付けられた情報を宛先に送信することができる。例えば、ユーザの移動端末
はそのユーザの名前、アドレス及び／又は電話番号を、その移動端末のカメラを用いてユ
ーザが取り込んだ画像と自動的に関連付けてよい。ユーザの名前、アドレス及び／又は電
話番号は、その画像と共に宛先に送信されてよい。
【００２６】
　別の実施形態は、移動端末上の画像のカタログを維持することができる。ユーザは、複
数の画像に渡ってスクロール可能であって良く、移動端末を用いて複数の画像を見る際に
、画像内の人物に関連付けられた情報を見ることが可能であってよい。例えば、ユーザは
二人の人物が写った画像を見ることができ、その二人の名前、アドレス及び／又は電話番
号が、表示された画像の下側部分に重畳表示されてよい。ユーザは画像に現れる第１の人
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物に発呼するため、第１のキーを押下することができ、画像に現れる第２の人物に発呼す
るために第２のキーを押下することができる。電話帳アプリケーションのような、移動端
末上の他のアプリケーションにアクセスせずに、及び／又は電話番号を手動でダイヤルす
ることなしに、ユーザが一方又は両方の人物に発呼可能であってよい。
【００２７】
　さらに別の実施形態において、ユーザは移動端末を用いて画像を取り込み、画像にラベ
ルを付けることができる。例えば、ユーザは画像を取り込み、その画像に”Bill”とラベ
ルを付けることができる。移動端末はアプリケーション（例えば連絡先情報データベース
）にアクセスし、Billという名前の一人以上の人物についての連絡先情報を読み出すこと
ができる。例えば、移動端末は、Bill Smith、Bill Jones、及びBill Hillを表示するこ
とができる。ユーザは、画像に現れる人物の名前（例えばBill Jones)を選択することが
できる。移動端末は選択された名前（Bill Jones）に関連付けられた情報を、Bill Jones
の写真を含む画像のヘッダ部分へ、自動的にコピーすることができる。
【００２８】
　実施形態は、画像中の人物の電話番号及び／又は名前を電話帳アプリケーションのよう
な移動端末で稼働中の他のアプリケーションから読み出すことなく、ユーザが画像中の複
数の被写体を特定し、それら複数の被写体に発呼することを可能にすることができる。
【００２９】
　ここで用いられているように、”被写体情報”とは、ディスプレイを用いて表示される
画像及び／又はメモリに格納される画像に関連付けられた、被写体に関連付けられた情報
を示す。画像に関連付けられることができ、また、関連する被写体情報を有することがで
きる被写体の例は、人物、動物、ランドマーク、物体(object)、等を含むことができる。
被写体情報の例は、電話番号、電子メールアドレス、インスタントメッセージ(IM)アドレ
ス、インターネットプロトコル(IP)アドレス、自宅／勤務先住所、などを含むことができ
る。
【００３０】
　例示的な実施形態を、移動通信端末に関して説明する。移動通信端末は、ここで説明さ
れる、画像に基づく発呼方法を使用可能な装置の種類の一例であり、画像に基づく発呼方
法を使用可能な装置又は用途の種類を限定するものと解釈すべきものでないことを理解さ
れたい。例えば、ここで説明する、画像に基づく発呼方法は、フィルムカメラ及び／又は
デジタルカメラのような、ケーブル又は他の種類の相互接続手段によって通信装置又はネ
ットワークに接続可能な他の種類の装置、及び／又は、カメラのような機能及び通信機能
を含むことが可能な他の種類の装置においても利用可能である。
【００３１】
　例示的な移動端末
　図１Ａは、移動端末１００の例示的な実施例の図である。移動端末１００（以下、端末
１００）は移動通信装置であってよい。また、本明細書において、”移動通信装置”及び
／又は”移動端末”とは、無線電話機、セルラ無線電話機とデータ処理機能、ファクシミ
リ機能及び／又はデータ通信機能とを組み合わせたパーソナル通信システム（ＰＣＳ）端
末、無線電話、ポケットベル、インターネット／イントラネットアクセス、ウェブブラウ
ザ、スケジュール帳(organizer)、カレンダ及び／又はＧＰＳ受信機を含みうる携帯情報
端末（ＰＤＡ）及び、無線電話送受信器を含むことのできる、ラップトップ及び／又はパ
ームトップ受信機、又は他の電化製品を含むことができる。
【００３２】
　端末１００は筐体１０１、キーパッド１１０、コントロールキー１２０、スピーカ１３
０、ディスプレイ１４０及びマイク１５０及び１５０Ａを含んでよい。筐体１０１は端末
１００で用いられるデバイス及び部品を保持するように形成された構成を含むことができ
る。例えば、筐体１０１はプラスチック、金属、又は他の素材から形成されることができ
、キー１１２Ａ～Ｌ（まとめてキー群１１２という）、コントロールキー１２０、スピー
カ１３０、ディスプレイ１４０及びマイク１５０又は１５０Ａを指示するように構成され
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ることができる。１つの実施形態において、筐体１０１は端末１００の前面または正面を
形成しうる。
【００３３】
　キーパッド１１０は、キー１１２Ａ～Ｌのような、ユーザが情報を端末１００へ入力す
るために使用可能な入力装置を含むことができる。キー群１１２は、（図１Ａに示される
ような）キーパッドで、キーボードで、又は他の何らかのキー配列で用いられうる。キー
群１１２の実施形態は、数字、文字、シンボルなどといった、それらに関連付けられる情
報を含むことができる。ユーザはキー群１１２を操作して、キー情報を端末１００へ入力
することができる。例えば、ユーザはキー群１１２を操作して、数字、コマンド、及び／
又はテキストを端末１００へ入力することができる。
【００３４】
　コントロールキー１２０は、端末１００が備えるデジタルカメラを用いてデジタル写真
を撮影させたり、ディスプレイ１４０を用いてテキストメッセージを表示させたり、スピ
ーカ１３０の音量設定を上げ下げさせたり、通信セッションを確立させたりといった動作
を端末１００に行わせるために、ユーザが端末１００とやりとりすることを可能にするボ
タンを含むことができる。スピーカ１３０は端末１００のユーザに可聴情報を提供するデ
バイスを含むことができる。スピーカ１３０は端末の上部に配置されることができ、ユー
ザが端末１００を用いて通信セッションに携わっている際に、イヤピースとして、又はイ
ヤピースと共に機能することができる。
【００３５】
　ディスプレイ１４０は、ユーザに視覚情報を提供するデバイスを含むことができる。例
えば、ディスプレイ１４０は、着呼又は発呼、テキストメッセージ、ゲーム、画像、ビデ
オ、電話帳、現在の日付／時刻、音量設定、等に関する情報を、端末１００のユーザに提
供することができる。ディスプレイ１４０は、ディスプレイ１４０が端末１００のユーザ
からの入力を受け付けることを可能にする接触感知素子を含むことができる。ディスプレ
イ１４０の実施形態は、静止画像又はビデオの表示であってよい。ディスプレイ１４０の
実施形態は、基地局及び／又は他の形式の送信機のような、端末１００に情報を送信して
いる装置に関する情報の表示を含むこともできる。マイク１５０及び／又は１５０Ａは、
それぞれ、音声又は他の音響信号を、端末１００が用いるための電気信号に変換するデバ
イスを含むことができる。
【００３６】
　図１Ｂは、端末１００の背面１０２を示す。背面１０２はフラッシュ１６０、レンズ１
７０及びレンジファインダ１８０を含むことができる。背面１０２はプラスチック、金属
、及び／又は他の素材から形成されることができ、フラッシュ１６０、レンズ１７０及び
レンジファインダ１８０を指示するように構成されてよい。
【００３７】
　フラッシュ１６０は、レンズ１７０で写真撮影されている被写体を照らすためのデバイ
スを含むことができる。フラッシュ１６０は白熱光源、発光ダイオード(LED)を用いた光
源、キセノンベースの光源、及び／又は他の形式の発光デバイスを含むことができる。レ
ンズ１７０は、画像に関する光学情報を受信するためのデバイスを含むことができる。例
えば、レンズ１７０は、被写体からの反射光を受け、反射光を用いた被写体のデジタル表
現を取り込むことができる。レンズ１７０は、端末１００に実装されたデジタルカメラの
一部として動作する光学要素、機械要素、及び／又は電気要素を含むことができる。
【００３８】
　レンジファインダ１８０はレンズ１７０から被写体（例えば、端末１００を用いて撮影
されている被写体）までの距離を求めるためのデバイスを含むことができる。レンジファ
インダ１８０はフィードバックループとともに、画像の鮮明さを求めることによって動作
することができる。例えば、カメラ２５０を画像に合焦させることを可能にするため、レ
ンズ１７０を用いて取り込まれた画像の鮮鋭さに関する誤差をフィードバックとして用い
ることができる。別の実施形態に係るレンジファインダ１８０は、レンズ１７０とともに
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動作する撮像デバイスについて被写体にピントを合わせる、レンズ１７０に付属するオー
トフォーカス素子に接続されてもよい。レンジファインダ１８０は超音波信号、赤外線信
号、等を用いて動作することができる。例えば、レンジファインダ１８０の一実施形態は
、薄暗い環境においてフィードバックベースのオートフォーカスを可能とするため、ＬＥ
Ｄを用いて被写体を照射することができる。
【００３９】
　例示的な機能図
図２は、端末１００の例示的な機能図を示す。図２に示すように、端末１００は、処理ロ
ジック２１０、ストレージ２２０、ユーザインタフェース２３０、通信インタフェース２
４０、カメラ２５０、画像表示ロジック２６０、及びアップロード／ダウンロードロジッ
ク２７０を含むことができる。処理ロジック２１０はプロセッサ、マイクロプロセッサ、
特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、等を含む
ことができる。処理ロジック２１０は、端末１００及び、カメラ２５０のような構成部品
の動作を制御するためのデータ構造又はソフトウェアプログラムを含んでよい。ストレー
ジ２２０は、処理ロジック２１０によって用いられてよいデータ及び命令を格納するため
の、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)、磁気又は光学ディスク及
び対応するドライブ、及び／又は他の形式のメモリを含むことができる。
【００４０】
　一実施形態に係る処理ロジック２１０は、ヘッダ部のような、画像又は画像ファイルの
ある部分への情報の挿入、及び／又は被写体情報のヘッダ部へのリンク、を行うことがで
きる。別の実施形態において、処理ロジック２１０は、カメラ２５０が画像を取り込んだ
際に、画像の一部（例えばヘッダ部）に、自動的に被写体情報を関連付けてもよい。これ
により、通信インタフェース２４０及び／又はアップロード／ダウンロードロジック２７
０を用いて、画像及び／又は被写体情報を宛先装置へ送信することが可能になる。さらに
別の実施形態において、処理ロジック２１０はストレージ２２０及び／又は画像表示ロジ
ック２６０とともに、画像のカタログを制御することができる。例えば、処理ロジック２
１０はカタログ内の画像をユーザがスクロールすることを可能にし、さらに、１回の操作
、例えばユーザ入力、により、ユーザが画像内の被写体に関連付けられた電話番号へ発呼
することを可能にすることができる。またさらに別の実施形態において、処理ロジック２
１０は被写体情報、例えば名前、電話番号、等を別のアプリケーション（例えばアドレス
帳アプリケーション）から読み出してよく、また、表示された画像に読み出した情報をラ
ベル付けしてよい。さらに処理ロジック２１０は、読み出した情報を画像のヘッダ部に挿
入し、被写体情報が画像とともに格納されることを可能にしてもよい。
【００４１】
　ユーザインタフェース２３０は、情報を端末１００に入力するための機構、及び／又は
端末１００から情報を出力するための機構を含むことができる。入力及び出力機構の例は
、電気信号を受信して音声信号を出力するスピーカ（例えばスピーカ１３０）、音声信号
を受信して電気信号を出力するマイク（例えばマイク１５０）、データ及び制御コマンド
を端末１００へ入力することを可能にするボタン（例えばコントロールキー１２０及び／
又はキー群１１２）、視覚情報を出力するためのディスプレイ（例えばディスプレイ１４
０）、及び／又は端末１００を振動させるバイブレータを含んでよい。
【００４２】
　通信インタフェース２４０は例えば、アンテナ、処理ロジック２１０からのベースバン
ド信号を無線周波数（RF）信号に変換してよい送信器、及び／又はアンテナからのRF信号
をベースバンド信号に変換してよい受信器を含むことができる。あるいは、通信インタフ
ェース２４０は送信器及び受信器の両方の機能を実行する送受信器を含んでもよい。通信
インタフェース２４０は、端末１００を代表して通信セッションを確立する際、処理ロジ
ック２１０は、画像表示ロジック２６０、及び／又はアップロード／ダウンロードロジッ
ク２７０のような他の構成とともに動作することができる。
【００４３】
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　カメラ２５０は、端末１００を用いて静止画像又は動画像を生成するためのハードウェ
ア及びソフトウェアベースのロジックを含むことができる。一実施形態において、カメラ
２５０は電荷結合素子(CCD)及び／又は相補型金属酸化型半導体(CMOS)素子のような固体
撮像素子を含んでよい。他の実施形態において、カメラ２５０は、画像をフィルムに記録
するために用いられるようなデバイスのような、非半導体デバイスを含んでもよい。
【００４４】
　画像表示ロジック２６０は、画像を端末１００に表示するためのハードウェア又はソフ
トウェアを含むことができる。画像表示ロジック２６０は、液晶ディスプレイ(LCD)ベー
スのデバイスのような、フラットパネルディスプレイデバイスを含んでよい。画像表示ロ
ジック２６０の実施形態は、端末１００のユーザに情報を表示し、及び／又はユーザ入力
を受け付けるように適合されたタッチセンサ式ディスプレイデバイスを含むことができる
。画像表示ロジック２６０は静止画像（例えば写真）、動画像（例えばビデオ）、テキス
ト、数字、シンボル、等を端末１００のユーザに対して表示する。
【００４５】
　一実施形態において、画像表示ロジック２６０はディスプレイ１４０を用いて画像及び
被写体情報を表示してもよい。画像表示ロジック２６０は、画像を表示のために読み込ん
だ際に、画像に関連付けられた構造情報（例えばヘッダ情報、開始フレーム情報、開始マ
ーカ情報、開始シーケンス情報、等）を特定してもよい。画像表示ロジック２６０は構造
情報に関して１つ又は複数のフィールド（例えば画像のヘッダ内の汎用フィールド）から
被写体情報を読み出してもよく、ディスプレイ１４０を用いて画像の一部に被写体情報を
表示してもよい。
【００４６】
　画像表示ロジック２６０は、画像、画像の一部、及び／又はディスプレイ１４０を用い
て表示された他の情報（例えば被写体情報）をユーザが選択できるよう、１つ又は複数の
選択デバイス（例えばカーソル、選択ウィンドウ、等）をサポートしてよい。画像表示ロ
ジック２６０は、ユーザがディスプレイ１４０上の画像中に現れている被写体及び／又は
ディスプレイ１４０に現れている被写体と関連する個人（例えば、画像中に現れている建
物の持ち主であり、建物はそれに関連付けられた電話番号、電子メールアドレス等を有す
る）と通信することを可能にするため、通信インタフェース２４０、ユーザインタフェー
ス２３０、及び／又はアップロード／ダウンロードロジック２７０とともに動作してよい
。
【００４７】
　アップロード／ダウンロードロジック２７０は画像及び／又は画像に関連付けられた情
報を宛先に送信するための、及び／又は画像及び／又は画像に関連付けられた情報を受信
するための、ソフトウェア又はハードウェアを含んでよい。例えば、アップロード／ダウ
ンロードロジック２７０は、宛先装置（例えばサーバ）へ画像（例えばデータ及び被写体
情報）を送信するため、通信インタフェース２４０とともに動作してよい。アップロード
／ダウンロードロジック２７０は画像及び／又は画像に関連付けられた情報を、自身の肖
像が端末１００に格納されている画像に登場する被写体、によって操作されるPDAのよう
な他の装置から受信してもよい。例えば、アップロード／ダウンロードロジック２７０は
、画像及び／又は被写体情報を、他の装置から／他の装置へ、電子メール、IEEE 802.x（
例えばブルートゥース（登録商標））、IrDA (Infrared Data Association)、マルチメデ
ィアメッセエージングサービス(MMS)、等を用いて受信及び／又は送信してよい。アップ
ロード／ダウンロードロジック２７０は、画像及び／又は他の情報を他の装置へ／からア
ップロード／ダウンロードする際、処理ロジック２１０、ストレージ２２０、通信インタ
フェース２４０、及び／又は表示ロジック２６０とともに動作してよい。アップロード／
ダウンロードロジック２７０及び／又は通信インタフェース２４０は、画像及び／又は被
写体情報といった情報を送信及び／又は受信する際、宛先との連絡を確立するために、通
信識別子（例えば名前、電話番号、電子メールアドレス、IMアドレス、IPアドレス、等）
を用いてよい。
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【００４８】
　以下で詳細に説明するように、端末１００は、端末１００を用いて取り込まれた画像（
例えばデジタル写真）に被写体情報及び／又は注釈を関連付けることに関する所定の動作
を実行することができる。ストレージ２２０のようなコンピュータ読み取り可能な媒体に
格納されている、画像に基づく通信アプリケーションのソフトウェア命令を処理ロジック
２１０が実行することに応答して、端末１００はそれら動作を実行してよい。コンピュー
タ読み取り可能な媒体は、物理的又は論理的記憶デバイス及び／又は搬送波として規定す
ることができる。
【００４９】
　ソフトウェア命令は、他のコンピュータ読み取り可能な媒体から、又は他の装置から、
通信インタフェース２４０を用いてストレージ２２０に読み込まれてよい。ストレージ２
２０に格納されるソフトウェア命令は、以下に説明する処理を処理ロジック２１０に実行
させてよい。あるいは、ソフトウェア命令に代えて、もしくはソフトウェア命令と組み合
わせて、ハードウェア回路を用いて本発明の原理に従って処理を実施してもよい。従って
、本発明の原理に従った実施は、ハードウェア回路及びソフトウェアの特定の組み合わせ
には限定されない。
【００５０】
　例示的データ構造
　図３Ａ及び図３Ｂは、例示的なデータ構造３００及び３０２をそれぞれ示す図である。
データ構造３００／３０２は装置が読み取り可能なフォーマットで情報を格納するコンピ
ュータ読み取り可能な媒体を通じて実現されてよい。データ構造３００／３０２内の情報
は、データ構造３００／３０２内の情報を端末１００のユーザ及び／又は処理ロジック２
１０が解釈することを容易にするため、行及び列形式に配列されてよい。
【００５１】
　データ構造３００／３０２はヘッダ、開始フレーム、開始シーケンス、開始マーカ、開
始タグ、等の、画像に含まれるデータといった、画像を表すデータに関する部分を表して
よい。例えば、データ構造３００／３０２は、JPEG (Joint Picture Expert' s Group)、
Exif (Exchangeable Image File Format)、TIFF (Tagged Image File Format)、GIF (Gra
phic Interchange Format)、PNG (Portable Network Graphics)、ビットマップ、JFIF (J
PEG File Interchange Format)、等、画像ファイル形式についてのヘッダフィールドを表
してもよい。他の実施形態において、データ構造３００／３０２は、画像データを格納す
るファイルの他の部分を表してもよい。
【００５２】
　図３Ａを参照して、データ構造３００は画像識別子(ID)３１０、日付３１５、時刻３２
０、カメラ機種３２５、光源３３０、ISO (International Organization for Standards)
感度３３５、汎用フィールド(1)３４０及び汎用フィールド(N)３４５を含んでよい。画像
ID３１０は、端末１００内の画像を特定する情報を含んでいる。画像ID３１０は、番号（
例えば01, 02, 等）、名前（画像01、新しい仕事の初日、私の犬、等）、リンク（例えば
、その画像に対する名前を含んだファイルへのリンク）、などを含んでよい。日付３１５
は、画像ID３１０で特定される画像に関連付けられた日付を特定する情報を含んでよい。
日付３１５はその画像の撮影、変更、保存、宛先への送信などがいつ行われたかを特定し
てもよい。時刻３２０は、画像ID３１０で特定される画像の撮影、変更、保存、宛先への
送信などがどの時刻に行われたかを特定する情報を含んでよい。
【００５３】
　カメラ機種３２５は、画像ID３１０で特定される画像に関連付けられたカメラを特定す
る情報を含んでよい。カメラ機種３２５はメーカ名及び／又は機種番号を含んでよい。光
源３３０は、画像ID３１０で特定される画像に関して推定された光源を特定する情報を含
んでよい。例えば、光源３３０は、端末１００で画像が取り込まれた際に用いられた推定
光源がフラッシュ１６０であることを示す”フラッシュ”、及び／又は端末１００で画像
が取り込まれた際に用いられた推定光源が定常光であることを示す”自然光”を含んでよ
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い。ＩＳＯ感度３３５は、画像ID３１０で特定される画像に関連付けられたＩＳＯ感度を
特定する情報を含んでよい。
【００５４】
　汎用フィールド(1)３４０及び汎用フィールド(N)３４５は、利用可能なフィールドであ
ってよいJPEG画像汎用フィールドのような、画像についてのヘッダ部分に関連付けられた
様々な情報を含んでよい。ここで説明するように、端末１００を用いた画像ベースの発呼
を容易にするために被写体情報を画像に関連付けるアプリケーションは、所定の情報を汎
用フィールド(1)３４０及び／又は汎用フィールド(N)３４５に格納することができる。汎
用フィールド(1)３４０及び／又は汎用フィールド(N)３４５における情報は、アドレス、
リンク及び／又は、データのようなコンテンツを含んでよい。一実施形態において、汎用
フィールド(1)３４０は、データ構造３０２のような、画像ID３１０で特定される画像に
関連付けられた情報を含むことのできる別のデータ構造を特定する値を含んでもよい。
【００５５】
　図３Ｂを参照して、データ構造３０２は、汎用フィールドID３５０、撮影者名３５５、
被写体名３６０、被写体電話番号３６５、被写体住所３７０、被写体電子メール３７５、
及びその他の情報３８０を含んでよい。汎用フィールドID３５０は、汎用フィールド(1)
３４０及び／又は汎用フィールド(N)３４５に関連付けられた値を特定する情報を含んで
よい。汎用フィールドID３５０内の情報は、データ構造３０２をデータ構造３００に関連
付ける機能を果たしてもよい。
【００５６】
　撮影者名３５５は、カメラ２５０を用いて画像が取り込まれた際の端末１００の操作者
を特定する情報を含んでよい。一実施形態において、撮影者名３５５は、端末１００の所
有者の名前のような、端末１００に格納されている所有者識別子から得られる情報を用い
て自動的に補われてもよい。別の実施形態において、ユーザは撮影者名をキーパッド１０
０、コントロールキー１２０、音声プロンプト、及び／又はタッチセンサ式ディスプレイ
を通じて入力してもよい。さらに別の実施形態において、撮影者名３５５は、端末１００
に画像を送信するリモート装置のような、リモート装置から取得されてもよい。
【００５７】
　被写体名３６０は端末１００に関連付けられた画像中の被写体を特定する情報及び／又
は画像に写されている人物を特定する情報（例えば、撮影者または端末１００のユーザの
名前）を含んでよい。被写体電話番号３６５は、被写体名３６０で特定される被写体に関
連付けられた電話番号を特定する情報を含んでよい。被写体住所３７０は、被写体名３６
０で特定される被写体に関連付けられた電話番号を特定する情報を含んでよい。被写体電
子メール３７５は、被写体名３６０で特定される被写体に関連付けられた電子メールアド
レスを特定する情報を含んでよい。その他の情報３８０は、被写体名３６０及び／又はデ
ータ構造３００／３０２における他のフィールドを用いて特定される被写体に関連付けら
れた情報を含んでよい。例えば、その他の情報３８０は、端末１００のユーザによって取
り込まれた画像に関連付けられたメモ及び／又は、画像及び／又は被写体に関連付けられ
た音声情報へのリンクを含んでよい。
【００５８】
　データ構造３００／３０２の他の実施形態は、より多くのフィールド又はより少ないフ
ィールドを含んでよい。さらに、端末１００の実施形態は、第１の画像に関連付けられた
第１のデータ構造および第２の画像に関連付けられた第２のデータ構造といったように、
実質的に任意の数のデータ構造３００／３０２を含んでよい。データ構造３００／３０２
は様々な形式で実現されてよい。例えば、一実施形態において、データ構造３００／３０
２内の情報は、画像の内容に関連付けられたメタデータとして格納されてもよい。
【００５９】
　例示的な画像ラベル付け方法
　実施形態に係る端末１００は、画像を、その画像、その画像中の被写体（人物）及び／
又はその画像に関連付けられた被写体（人物）、その画像に関連付けられた場所、画像の
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サイズ、画像の形式、画像のステータス、等を特定するために利用可能な情報（例えば、
画像名、人物の名前、その画像が取り込まれた場所など）にラベル付けしてもよい。画像
は様々な方法を用いてラベル付けされてよい。例えば、ラベルは、端末１００のユーザが
入力した情報及び／又は、撮影される被写体が携行している装置のような装置から受信し
た情報を含んでよい。
【００６０】
　図４Ａは、表示された画像に情報を関連付ける例示的な方法を示す図である。図４Ａに
おいて、画像データ４１０（以下、画像４１０）は、データ構造３００及び／又は３０２
、又はデータ構造３００及び／又は３０２の一部を用いてラベル付けされてよい。データ
構造３００及び／又は３０２は、図４Ａに示すように、画像４１０の一部、例えば下部に
書き込まれる。データ構造３００／３０２及び画像４１０は、端末１００に格納されても
、端末１００を用いて他の装置から受信されても、及び／又は端末１００を用いて宛先へ
送信されてもよい。
【００６１】
　図４Ｂは、画像に情報をリンクする例示的な方法を示す図である。図４Ｂの実施形態に
おいて、画像４１０及びデータ構造３０２は、ストレージ２２０の異なる記憶場所に格納
されるといったように、個別に格納されて良く、リンク４２０を用いて互いにリンクされ
てよい。リンク４２０はあるオブジェクトが他のオブジェクトを参照するための装置又は
方法を含んでもよい。一実施形態において、リンク４２０はポインタであってよい。例え
ば、第１の画像は、第１の画像についての被写体情報を含んだ第１のデータ構造を有する
ことができ、第１のデータ構造は図４Ａのデータ構造と類似の構造で第１の画像とともに
格納される。第２の画像は第１の画像に現れるのと同じ被写体を含んでもよい。第２の画
像はリンク４２０を用いて第１のデータ構造とリンクされて良く、それによって第１のデ
ータ構造及び／又はそこに格納される情報が重複して格納される必要性を無くしている。
【００６２】
　例示的な処理
　図５は、画像に基づく発呼を実行するために使用可能な例示的な処理を示す図である。
ユーザは端末１００を用いてデジタル画像を取り込むことができる（ブロック５１０）。
ここで、ユーザは、不慣れな街にいる旅行者であるとする。例えば、スウェーデン人がニ
ューヨークで休日を過ごしているかもしれない。旅行者はマンハッタンを見物し、デジタ
ルカメラを備えたセルラ電話機（例えば端末１００）を用いて撮影するかもしれない。旅
行者は環境に不慣れなため、撮影した被写体の名前及び／又は端末１００を用いて画像を
撮影した場所の名前を覚えていないであろう。例えば、旅行者はニューヨーク市に住んで
いる人物（在住者）と会っているかも知れない。在住者がマンハッタンを旅行者に案内し
ているかもしれない。旅行者は１つ又は複数のランドマークの前で、その居住者を撮影し
ているかもしれない。旅行者は休暇中に他の人にも会っているかもしれないので、旅行者
がスウェーデンの自宅に戻った際に、居住者の名前を覚えていないかもしれない。実施形
態に係る端末１００は、旅行者が端末１００及び／又は他の装置を用いて撮影した人物を
特定することを助けるであろう。
【００６３】
　端末１００は、被写体情報を受信するように構成されうる（ブロック５２０）。端末１
００は、ユーザの名前、住所、電話番号及び電子メールアドレスといった、ユーザ（旅行
者）に関連付けられた被写体情報を受信することができる。端末１００は、ユーザが端末
１００を用いて取り込んだ画像に現れる人物のように、ユーザ以外の人物に関連付けられ
た情報、及び／又は、端末１００に画像を送信しうる撮影者のような、他の画像に関連付
けられた人物に関連付けられた情報を受信してもよい。例えば、ユーザはデータ構造３０
２に関連付けられた情報を端末１００に入力してもよい。ここで、データ構造３０２内の
情報は、ユーザが端末１００を用いて撮像した１つ又は複数の画像（写真）中の被写体に
関連付けられる。旅行者が居住者の名前（図３Ｂ、Janis Joplin）、電話番号(800-555-1
212)、住所(4 Elm Street)、及び／又は電子メールアドレス(Joplin@oldies.com)を端末
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１００に入力したとする。
【００６４】
　端末１００は、画像に被写体情報を関連付けてよい（ブロック５３０）。例えば、端末
１００はデータ構造３０２を、画像４１０のような画像に付加してもよい（図４Ａ）及び
／又は、データ構造３０２を、リンク４２０を用いて画像４１０に関連付けてもよい（図
４Ｂ）。端末１００は、画像４１０に被写体情報を関連付けるために、画像４１０を格納
しているファイルに関連付けられたタグ及び／又はフィールドを用いてもよい。端末１０
０は、ディスプレイ１４０に画像４１０とデータ構造３０２中の被写体情報とを一緒に表
示できるよう、画像表示ロジック２６０と互換性のある形式で、被写体情報を画像にマッ
ピングしてよい。画像４１０及びデータ構造３０２が端末１００を用いて関連付けされる
と、端末１００及び／又はユーザが、画像４１０を用いてデータ構造３０２内の情報にア
クセス可能となってよい。
【００６５】
　旅行者が、聖パトリック教会（教会）の前で居住者の画像を撮影したとする。旅行者は
居住者と教会の画像をディスプレイ１４０に表示することができる。旅行者は、データ構
造３０２に格納されている居住者の情報（例えば名前、電話番号、住所、及び／又は電子
メールアドレス）を、表示されている画像と関連付けることができる。
【００６６】
　一実施形態において、旅行者が、居住者の顔又は他の特徴を、データ構造３０２内の情
報とリンクさせることが可能であってもよい。例えば、旅行者は画像４１０中のJanis Jo
plinの顔の上にカーソルを置き、コントロールキー１２０及び／又はキー群１１２の１つ
のようなボタン／キーを押下することにより、データ構造３０２内の情報をJanis Joplin
の顔に関連付けすることができる。
【００６７】
　端末１００は、ディスプレイ１４０を用いて被写体情報を表示する際、画像のヘッダか
ら被写体情報を読み出してよい。別の実施形態において、端末１００は被写体情報を自動
的に画像に関連付けてもよい。例えば、端末１００は、画像を取り込み、被写体情報を他
のアプリケーション（例えばデータベース）から、被写体から（例えば無線リンクを用い
て）、及び／又は他の画像（例えば端末１００に保存されている他の画像のヘッダ部分か
ら）から読み出し、ユーザの入力無しに、取り込んだ画像に被写体情報を関連付けること
ができる。端末１００は、被写体情報を、画像と共にディスプレイ１４０に表示すること
ができる。
【００６８】
　端末１００は画像及び／又はデータ構造を格納することができる（ブロック５４０）。
例えば、端末１００は画像４１０及びデータ構造３０２をストレージ２２０の１つの記憶
場所に保存してもよいし、画像４１０をストレージ２２０の第１の保存場所に、データ構
造３０２をストレージ２２０の第２の保存場所に保存してもよい。端末１００はデータ構
造３０２を、画像４１０のヘッダの一部に格納してもよい。データ構造３０２は画像４１
０よりもサイズが小さいであろうから、データ構造３０２を画像４１０とともに保存して
も、画像４１０のみを保存する場合に対して記憶容量に対する影響は無視できる程度であ
ろう。
【００６９】
　画像４１０（教会及びJanis Joplin)が表示されている状態で、旅行者がマイク１５０
に向かって「画像保存」コマンドを話したとする。端末１００は教会／居住者画像および
居住者の情報（例えば、データ構造３０２）をストレージ２２０に保存することができる
。端末１００は教会／居住者画像及びデータ構造３０２を一緒に及び／又は別々に保存す
ることができる。端末１００はさらに、画像４１０中のJanis Joplinの顔から、データ構
造３０２内の彼女の名前へのリンクのような、画像４１０の部分とデータ構造３０２との
間の関係を保存してもよい。
【００７０】



(14) JP 4928607 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

　別の実施形態において、端末１００は画像４１０を自動的に、すなわち、ユーザからの
指示を必要とせずに、保存してもよい。例えば、端末１００は自動的に画像を取り込み、
被写体情報をその画像に関連付け、その画像と被写体情報とを保存してもよい。
【００７１】
　後で、ユーザは画像４１０及び被写体情報をストレージ２２０から読み戻してもよい（
ブロック５５０）。例えば、旅行者がスウェーデンの自宅へ戻っており、友人に休日の写
真を見せているかも知れない。旅行者は、居住者(Janis Joplin)を含んだ教会の画像を読
み出しているかもしれない。データ構造３０２内の居住者の情報（例えば、Janis Joplin
, 800-555-1212, 4 Elm St.及び／又はJoplin@oldies.com)が、教会の画像とともにディ
スプレイ１４０に表示されうる。例えば、端末１００は、画像４１０のヘッダから被写体
情報を読み出し、読み出した被写体情報を教会／居住者の画像とともにディスプレイ１４
０に表示することができる。旅行者は、ディスプレイ１４０上の居住者の肖像の近くに表
示された名前を見ると、居住者の名前を思い出すであろう。一実施形態において、旅行者
は画像中に表示されている居住者を選択することができ、その居住者の情報がディスプレ
イ１４０において強調及び／又は点滅表示されてもよい。
【００７２】
　端末１００は、関連付けされた被写体情報を含んだ画像を実質的に任意の数だけ含むこ
とのできる画像カタログを、旅行者がスクロールできるように構成されてよい。端末１０
０は、個々の画像のヘッダから被写体情報を読み出し、画像がディスプレイ１４０に表示
される際に、その画像の被写体情報を表示してもよい。
【００７３】
　ユーザは画像中に表示されている被写体に発呼してもよい（ブロック５５０）。例えば
、旅行者はコントロールキー１２０やキー群１１２を押下したり、プロンプトを発声した
りといったことにより、画像４１０中に表示されている居住者に発呼することができる。
旅行者がマイク１５０に向かって「発呼」と発声したとすると、端末１００はJanis Jopl
inへ繋がるように800-555-1212へダイヤルする。この際、Janis Joplinの写真及び／又は
名前「Janis Joplin」が、教会の画像とともにディスプレイ１４０に現れている。あるい
は、旅行者は「電子メール」と発声して、端末１００に対し、ディスプレイ１４０上に電
子メール編集ウィンドウを開かせたり、及び／又は予め編集済みの電子メールをJoplin@o
ldies.comへ送信させたりしてもよい。他の実施形態は、ある画像中に表示されている１
又は複数の被写体を旅行者が選択できるようにするとともに、選択された被写体に対し、
会議通話のような多者通話を形成するように同時発呼することを可能としてもよい。
【００７４】
　実施形態において、取り込んだ画像を自動的に端末１００のユーザに関連付けられた被
写体情報とラベル付けするよう、ユーザが端末１００を構成することを可能にしてもよい
。端末１００は、取り込んだ画像とともに、ユーザの情報を宛先へ送信してもよい。受信
装置（宛先装置）は、受信した画像が宛先装置で表示される際、ユーザ情報を表示させて
もよい。宛先装置の操作者は、受信した画像及びユーザ情報が宛先装置に表示されている
状態で、コントロールキーの押下といった、ある動作を実行することにより、そのユーザ
へ発呼することができる。
【００７５】
　別の実施形態において、ユーザは音声を記録することができると共に、画像にデータ構
造３０２の情報を付加する際に、記録した音声を画像に付加することが可能であってよい
。例えば、旅行者が、聖パトリック教会の鐘楼で演奏された聖歌を、端末１００のマイク
１５０を用いて録音することができたとする。旅行者はデジタル化された聖歌及び／又は
他の情報（例えばキーパッド１１０を用いて入力された情報）を、教会／居住者を含んだ
画像に、及び／又は、居住者(Janis Joplin)に関連付けられた情報を格納するデータ構造
３０２に添付することができる。旅行者は聖歌、画像及び被写体情報をストレージ２２０
に保存することができる。旅行者は教会の画像、デジタル化された聖歌及びデータ構造３
０２内の情報を読み出すこと及び／又は教会の画像、デジタル化された聖歌及びデータ構
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造３０２内の情報を無線及び／又は有線リンクを用いて宛先へ送信することができる。
【００７６】
　さらに別の実施形態において、端末１００はデータベースから１つ又は複数の名前を読
み出し、ユーザ操作に基づいて、読み出した名前の１つを表示されている画像に関連付け
てもよい。ユーザが送信元装置から画像を受信し、その画像にBilly Joelという名前の人
物の写真が含まれているとする。そして、その写真には端末１００で受信された際に、ラ
ベル「Bill」が関連付けられていたとする。端末１００は、受信した画像内に表示されて
いる適切な人物をユーザが選択できるよう、端末内でBillという名前を検索する。例えば
、端末１００がBill Jones、Thomas Bill White、Mr. Bill及びBilly Joelを表示したと
する。ユーザはBilly Joelを選択することができ、端末１００はBilly Joel及びBilly Jo
elの連絡先情報を、Billと特定された画像のヘッダ部分に格納することができる。端末１
００は端末１００上のローカルデータベース（例えば、端末１００内の電話帳）及び／又
はリモートデータベース（例えばサーバ上にある、ある組織用の電話番号簿）から、名前
を検索することができる。データベースから検索した情報は、画像ファイルヘッダ、テキ
ストファイル、及び／又はファイル及び／又はフォーマットの他の部分から読み出された
ものであってよい。
【００７７】
　結び
　ここで説明した実施形態は、被写体情報のような情報を、移動端末を用いて取り込んだ
画像に関連付けることを容易にすることができる。実施形態はさらに、画像中に表示され
ている被写体に関連付けられた電話番号への、端末１００を用いた発呼を容易にすること
ができる。
【００７８】
　本発明の好適な実施形態の記述は、例証及び説明を与えるものであるが、本発明を余す
ところ無く開示することや、本発明を開示されたものに限定することを意図したものでは
ない。上述の教示を踏まえて変更物又は派生物を実現することも可能であるし、本発明の
実践からも変更物又は派生物を得ることができる。
【００７９】
　図５に関して一連の動作を説明したが、本発明の原理に準拠する他の実施形態において
、それら動作の順序は変更されうる。さらに、依存関係にない複数の動作は並行して実施
されてもよい。
【００８０】
　本技術分野に属する当業者は、上述したような本発明の見地が、図面に記載された実施
形態において、ソフトウェア、ファームウェア及びハードウェアの異なる形態で実施され
うることを理解するであろう。本発明の原理に従った見地を実施するために用いられる実
際のソフトウェアコード又は専用の制御ハードウェアは、本発明を限定しない。従って、
見地の動作及び振る舞いは、特定のソフトウェアコードを参照することなく記述されてい
るが、本技術分野に属する当業者が記述に基づいて本発明の見地を実施するためのソフト
ウェア及び制御ハードウェアを設計できる程度に記載されているものと理解されるべきで
ある。
【００８１】
　さらに、本発明のある複数の部分は、１つ以上の機能を実行する「ロジック」として実
現されうる。このロジックは、ハードウェアロジックのようなハードウェア、特定用途向
け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、マイクロプロセッサ、ソフトウェ
ア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせを含むことができる。
【００８２】
　なお、本明細書及び／又は請求項において「有する／備える」という語が用いられる場
合、説明された機能、整数、ステップ、又は構成部品の存在を特定するものとして解釈さ
れるが、他の機能、整数、ステップ、構成部品、又はそのグループの１つ又はそれより多
くの存在や付加を排除するものではないことを強調しておく。
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【００８３】
　本願において用いられるいかなる要素、動作、又は命令も、それが必須であると明記さ
れていない限り、本発明にとって重大又は必須なものと解釈されるべきではない。また、
複数と明記されていないものは、１つ又は複数の場合を含むことが意図されている。１つ
であることが意図されている場合には、「１つの」または類似の記載が用いられている。
さらに、「～に基づく」という表現は、特に明示されていない限り、「少なくとも一部が
～に基づく」という意味を意図している。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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