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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回線を通じて通話および通信可能な電話機能と、前記電話機能を介して受信者への画像デ
ータの添付された電子メールを受け取ると添付されている画像データをデジタルフォトフ
レーム上で公開することを送信者が許諾しているかどうか検知するとともに画像データの
公開が許諾されている場合にはこの電子メールを前記電話機能による通話とは無関係に自
動開封して添付された画像データを取り出す制御部と、前記制御部が取り出した画像デー
タをデジタルフォトフレームに自動転送する転送部とを有することを特徴とする携帯電話
。
【請求項２】
前記制御部は、転送先のデジタルフォトフレームが登録されているときに電子メールを自
動開封して添付された画像データを取り出すことを特徴とする請求項１記載の携帯電話。
【請求項３】
前記転送部は、近距離無線通信機能であることを特徴とする請求項１または２記載の携帯
電話。
【請求項４】
前記転送部は、デジタルフォトフレームとの通信を可能とする通信接点であることを特徴
とする請求項１または２記載の携帯電話。
【請求項５】
充電器との充電接点を有し、前記通信接点は、前記充電接点が充電器と接触した時デジタ
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ルフォトフレームとの通信が可能となるよう構成されることを特徴とする請求項４記載の
携帯電話。
【請求項６】
前記制御部は、前記転送部による転送が可能となると画像データの添付された電子メール
を自動開封して添付された画像データを取り出すことを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルフォトフレームに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、デジタル画像の観賞のために種々の電子画像鑑賞装置が提案されている。その代表
的なものはデジタルフォトフレームとして商品化されている。そして鑑賞すべきデジタル
画像の入力方法についても種々の提案がなされている。
【０００３】
しかしながら、しかしながら、デジタルフォトフレームのさらなる普及のためには、鑑賞
対象のデジタル画像データの取り扱いについてはさらに検討すべき課題が残されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１３５１５６号広報
【特許文献２】特開２００８－２３６３９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、デジタルフォトフレームにおいて鑑賞対象のデジタ
ル画像データの取り扱いを容易にし、その普及に貢献することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため本発明は、通信回線を通じて通信可能な電話機能と、電話機
能を介して画像データの添付された電子メールを受け取るとこの電子メールを自動開封し
て添付された画像データを取り出す制御部と、制御部が取り出した画像データをデジタル
フォトフレームに自動転送する転送部とを有する携帯電話を提供する。これによってデジ
タルフォトフレームに通信回線を通じて通信可能な電話機能がなくても、携帯電話が受信
する画像データが自動的にデジタルフォトフレームに表示される。
【０００７】
本発明の具体的な特徴によれば、制御部は、画像データの添付の有無を検知するとともに
画像データが添付されている場合に電子メールを自動開封して添付された画像データを取
り出す。これによって電子メールの自動開封を必要なものに限ることができる。
【０００８】
本発明の他の具体的な特徴によれば、制御部は、添付されている画像データの公開を送信
者が許諾しているかどうかを検知するとともに画像データの公開が許諾されている場合に
電子メールを自動開封して添付された画像データを取り出す。これによって、送信者が携
帯電話の持ち主だけに送ったプライベートな画像がデジタルフォトフレーム上で公開され
ることを防止することができる。
【０００９】
本発明の他の具体的な特徴によれば、制御部は、転送先のデジタルフォトフレームが登録
されているときに電子メールを自動開封して添付された画像データを取り出す。これによ
って電子メールの自動開封を必要なものに限ることができる。
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【００１０】
本発明の他の具体的な特徴によれば、制御部は、転送部による転送が可能なときに電子メ
ールを自動開封して添付された画像データを取り出す。これによって電子メールの自動開
封を必要なものに限ることができる。
【００１１】
本発明の他の具体的な特徴によれば、転送部は、近距離無線通信機能である。また他の具
体的な特徴によれば、転送部は、デジタルフォトフレームとの通信を可能とする通信接点
である。ここにおいて、上記における転送部による転送が可能なときの例としては、前者
にあっては携帯電話がデジタルフォトフレームとの近距離通信が可能は範囲にある場合で
あり、後者にあっては、携帯電話が通信接点と接触した場合である。なお、後者のさらに
具体的な特徴として、携帯電話の充電接点が充電器と接触した時に通信接点の接触によっ
てデジタルフォトフレームとの通信が可能となるよう構成するのが実用的である。
【００１２】
本発明の他の具体的な特徴によれば、携帯電話に充電を行うための充電接点と、受信した
電子メールに添付されている画像データを出力するための携帯電話側の端子と接触する通
信接点と、通信接点から入力された画像データをデジタルフォトフレームに出力する出力
手段とを有する充電器が提供される。これによって上記のように携帯電話の充電接点が充
電器と接触した時に通信接点の接触によってデジタルフォトフレームとの通信が可能とな
るよう構成することができる。なお、このような本発明の特徴のさらに具体的な特徴とし
て、上記のような特徴を備える充電器をデジタルフォトフレームと一体的に構成すること
も提案される。
【００１３】
本発明の他の具体的な特徴によれば、画像データを鑑賞するための表示画面と、表示画面
に表示する画像を所定の手順で制御するとともに電子メールに添付されている画像データ
が新着したとき所定の手順に代えて新着の画像データを前記表示画面に表示するよう制御
する制御部とを有するデジタルフォトフレームが提供される。これによって、デジタルフ
ォトフレームの自然な画像表示機能を損なうことなく画像データの新着が効果的に告知さ
れる。
【００１４】
上記本発明の具体的な特徴によれば、制御部は、所定の手順に所定のバックグラウンドミ
ュージックの再生が含まれている場合において電子メールに添付されている画像データが
新着したときバックグラウンドミュージックを画像データ新着告知用に予め定められたも
のに変更する。これによって、聴覚的にも自然に画像データの新着が効果的に告知される
。さらに、電子メールに添付されている画像データが新着したとき、その旨のメッセージ
を前記表示画面に重畳表示するよう構成することも有用である。
【００１５】
上記本発明の他の具体的な特徴によれば、制御部は、新着の画像データが既に着信してい
る画像データと同一かどうかをチェックし、異なる新着画像データの場合に所定の手順に
代えて新着の画像データを前記表示画面に表示する。これは、同室内にいる複数の家族の
それぞれの携帯電話に同報の電子メールが新着し、これらが共通のデジタルフォトフレー
ムに転送された場合などに重複する画像の一方を自動的に省略する上で有用である。
【発明の効果】
【００１６】
　上記のように、電子画像の鑑賞のために容易にデジタル画像データを取り扱うことがで
きる携帯電話、充電器およびデジタルフォトフレームを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１に関する画像鑑賞システム全体のブロック図を示した図面代用
写真である。（実施例１）
【図２】実施例１において、デジタルフォトフレームの近傍に複数の携帯電話がある場合
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のシステムブロック図を示した図面代用写真である。
【図３】実施例１において、デジタルフォトフレームおよび複数の携帯電話がある場合の
システムブロック図を示した図面代用写真である。
【図４】本発明の実施例２に関する画像鑑賞システム全体のブロック図を示した図面代用
写真である。（実施例２）
【図５】実施例２において、充電器兼用デジタルフォトフレームの近傍に複数の携帯電話
がある場合のシステムブロック図を示した図面代用写真である。
【図６】実施例２において、複数の携帯電話と対応する複数の充電器兼用デジタルフォト
フレームがある場合のシステムブロック図を示した図面代用写真である。
【図７】本発明の実施例３に関する画像鑑賞システム全体のブロック図を示した図面代用
写真である。（実施例３）
【図８】本発明の実施例４に関する画像鑑賞システム全体のブロック図を示した図面代用
写真である。（実施例４）
【図９】実施例１から実施例４に共通して適用可能な携帯電話制御部の動作のフローチャ
ートを示した図面代用写真である。
【図１０】実施例１から実施例４に共通して適用可能なフォトフレーム制御部の動作のフ
ローチャートを示した図面代用写真である。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１８】
図１は、本発明の実施例１に関する画像鑑賞システム全体を示すブロック図であり、シス
テムはデジタルフォトフレーム２、携帯電話４および携帯電話用の充電器６を有する。デ
ジタルフォトフレーム２は、表示画面８を有し、記憶部１０などに記憶されている画像デ
ータがフォトフレーム制御部１２の制御によって表示される。記憶部１０は画像データを
記憶するとともにフォトフレーム制御部１２の機能に必要なプログラムおよび制御に必要
な臨時データを記憶する。フォトフレーム制御部１２は、記憶部１０のプログラムに従っ
て記憶部１０から画像データを読出し、ドライバ１４によって表示画面８に表示されてい
る画像を書き換える。
【００１９】
記憶部１０に記憶される画像データは、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などに
よる近距離無線通信部１６によって携帯電話４などから受信することができる。近距離無
線通信部１６はまた、デジタルカメラなどからも画像データを受信することが可能である
。フォトフレーム制御部１２は、記憶媒体スロット１８に挿入された外部記憶媒体に記憶
される画像データを表示することもできる。また、記憶媒体スロット１８から出力される
画像データを記憶部１０に取り込んだ上で記憶部１０から読み取って表示することも可能
である。
【００２０】
フォトフレーム制御部１２は、後に詳述するように、近距離無線通信部１６から新着画像
の受信があるとその旨を表示画面に赤字の「Ｎｅｗ！」等のメッセージを重畳表示するこ
とで通知するとともに、それまで行っていたスライドショー表示等に代えて受信した新着
画像のスライドショーに置き換える。また、それまで行っていたスライドショーのバック
グラウンドミュージックに代えて、予め設定しておいた着信専用メロディーを新着画像の
スライドショーのバックグラウンドメロディーとし、画像の新着を通知する。なお、バッ
クグラウンドミュージックの音源データは記憶部１０に記憶されているとともに、音はス
ピーカ１３により発音される。このような新着画像のスライドショーは、操作部１８によ
る操作が行われるまで継続する。
【００２１】
なお、操作部１８はボタン等の直接操作手段を含むとともにリモコン操作を受ける赤外線
受光部を含む。この赤外線受光部は、携帯電話４等からの操作信号を受信することが可能
であり、この場合、デジタルフォトフレーム２は、携帯電話４の操作によって携帯電話４
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の画像を表示画面４で表示する大画面画像観賞装置となる。電源部２０はデジタルフォト
フレーム全体に必要に応じ異なった電圧で給電する電源部であり、ＡＣアダプタ２２を介
して電灯線コンセント２３に接続されている。
【００２２】
次に、携帯電話４の構成について説明する。携帯電話制御部２４は、電話機能部２６を含
む携帯電話４全体を制御するためのもので、記憶部２８に記憶されるプログラムによって
動作する。操作部３０および表示部３２は、それぞれ電話機能部２６の機能に関する操作
および表示のために設けられている。カメラ部３４は、カメラモードにおいて撮影を行う
ことが可能であり、撮影された画像データは記憶部２８または記憶媒体スロット３６に挿
入された記憶媒体に記憶される。なお、この記憶媒体は記憶媒体スロットに着脱可能であ
り、記憶媒体スロット３６から取り出してデジタルフォトフレーム２の記憶媒体スロット
１８に挿入することにより、記憶された画像データを表示画面８に表示することも可能で
ある。
【００２３】
携帯電話４は、電話機能部２６を介した電子メール機能により他の携帯電話や画像サーバ
と画像データのやりとりが可能である。黒矢印２７は電話機能による着信電波を示す。後
に詳述するように、携帯電話４が電話機能部２６により受信した画像データ添付の電子メ
ールは、所定の条件が成立するときに自動開封され、添付されている画像データが近距離
通信部３８から自動送信される。近距離通信電波は稲妻印３９で示す。なお、上記の所定
の条件の一例は、携帯電話４が充電器６に載置されているとともにデジタルフォトフレー
ム２と近距離通信可能な状態にあることである。近距離通信部３８から送信された画像デ
ータはデジタルフォトフレーム２の近距離通信部１６で新着データとして受信され、上記
のように表示画面８で表示される。このようにして、携帯電話４が画像データ添付の電子
メールを受信すると、所定の条件下において、添付された画像データは自動的にデジタル
フォトフレーム２の表示画面８表示される。
【００２４】
充電池４０は、携帯電話４全体に必要に応じ異なった電圧で給電する電源部４２の電力源
となっている。充電池４０は携帯電話４の接点部４４および充電器６の接点部４８との接
触により、ＡＣアダプタ５０を介して電灯線コンセント２３に接続されている。なお、後
に詳述するように、携帯電話４が充電器６に載置されていなくてもデジタルフォトフレー
ム２と近距離通信可能な近傍にあれば、画像データ添付の電子メールが着信次第、これを
自動動開封し、添付されている画像データを近距離通信部３８から自動送信するよう構成
することも可能である。以上のような実施例１によれば、通常の携帯電話およびデジタル
フォトフレームにハード上の構成に大きな変更を加えることなしに、本発明の実施が可能
となる。
【００２５】
図２は、図1の実施例１において、デジタルフォトフレーム２の近傍の近距離通信可能範
囲内に複数の携帯電話がある場合のシステムブロック図である。図２では、図１と共通の
部分には同一番号を付すとともに、図１における詳細構成は図示を省略している。具体的
に説明すると、図２では、図１で示した携帯電話４の他に、第２の携帯電話６２が第２の
充電器６４に載置され、ＡＣアダプタ６６を介して充電されている。さらに、第３の携帯
電話６８が、デジタルフォトフレーム２の近傍の例えば机の上などに置かれている。
【００２６】
携帯電話４および、第３の携帯電話６８には、遠方の第４携帯電話７０から着信電波２７
および７２によりそれぞれ同報の電子メールが着信している。例えば、携帯電話４が父親
用、第３の携帯電話６８が母親用、第４の携帯電話７０が遠隔地に住む娘用であり、電子
メールには孫の写真が添付されている場合を想定する。なお、図２では、簡単のため着信
電波が携帯電話間で直接やりとりされるように図示しているが、周知のごとく実際は基地
局経由の着信である。
【００２７】
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携帯電話４および、第３の携帯電話６８に着信した電子メールはそれぞれ自動開封され、
添付されている画像データがそれぞれ近距離無線通信によりデジタルフォトフレーム２に
自動転送される。その場合、携帯電話４および、第３の携帯電話６８からの送信は先着順
に実行され、先の送信が完了してから後の送信が行われるよう交通整理される。また、携
帯電話４および、第３の携帯電話６８に着信した電子メールが同報である場合、デジタル
フォトフレーム２に着信した画像データも同一となるが、デジタルフォトフレームでは画
像データのＩＤにより画像が同一であると判断したときは一方をスライドショーから自動
除去する。
【００２８】
図３は、図1の実施例１において、デジタルフォトフレームが複数あり、それぞれの近距
離通信可能域が重なる範囲内に複数の携帯電話がある場合のシステムブロック図である。
図３では、図１および図２と共通の部分には同一番号を付す。また、図２と同様にして、
図１の詳細構成は図示を省略している。また、図２の第２の携帯電話６２も図示を省略し
ている。具体的に説明すると、第３の携帯電話６８は、第４の携帯電話から着信した電子
メールを自動開封するとともに、添付されている画像データを近距離無線通信により第２
のデジタルフォトフレーム７４に自動転送する。第２のデジタルフォトフレームは別途Ａ
Ｃアダプタ７６より給電されている。デジタルフォトフレーム２および７４には、それぞ
れ近距離通信用のＩＰアドレスが付与されており、このＩＰアドレスを携帯電話４および
６８にそれぞれ転送先として登録しておくことにより、画像データを予め登録したデジタ
ルフォトフレームに転送することができる。なお、図３の場合は、携帯電話４および第３
の携帯電話６８に着信した電子メールが同報であっても、デジタルフォトフレーム２およ
び７４においてそれぞれスライドショーに供される。
【実施例２】
【００２９】
図４は、本発明の実施例２に関する画像鑑賞システム全体を示すブロック図である。その
構成は実施例１と共通部分が多いので、対応する部分には同一番号を付し、特に必要のな
い限り説明も省略する。実施例２のシステムは、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０
２および携帯電話１０４を有する。実施例２が実施例１と異なる第一点は、充電器兼用デ
ジタルフォトフレーム１０２が携帯電話１０４のための充電器と一体に構成されているこ
とである。
【００３０】
実施例２が実施例１と異なる第二点は、携帯電話４が受信した電子メールに添付されてい
る画像データを自動開封して充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２に伝達する際、接
点部１４４および１４８の接触による有線通信によって送信が可能なことである。なお、
実施例２の変形として、その特徴を充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２が携帯電話
１０４のための充電器と一体に構成されていることに留め、携帯電話４が受信した電子メ
ールに添付されている画像データの自動送信については、実施例１と同様に、近距離無線
通信部３８および１６により無線で行うよう構成してもよい。さらに必要に応じ、画像の
自動送信において無線と有線を併用してもよい。
【００３１】
具体的に説明すると、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２は携帯電話１０４を載置
可能な接点部１４８を有し、この接点部１４８には本来の充電用の接点の他に通信接点２
４８が設けられている。これ対応して、携帯電話１０４側の接点部１４４にも本来の充電
用の接点の他に通信接点２４４が設けられている。そして、携帯電話４が受信した電子メ
ールに添付されている画像データは携帯電話制御部２４から通信接点２４４および２４８
を介してフォトフレーム制御部１１２に伝達される。ＡＣアダプタ１２２は充電器兼用デ
ジタルフォトフレーム１０２の電源部２０および携帯電話１０４の充電のための接点部１
４８にそれぞれ必要な電圧にて給電を行う。
【００３２】
実施例２の構成では、充電のために携帯電話１０４を充電器に置くことによって画像デー



(7) JP 5435456 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

タ送信のための有線通信路の接続が行われ、携帯電話４への電子メールによる画像データ
の新着に備えることができる。この構成は、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２ま
たは携帯電話１０４の少なくともいずれか一方に近距離無線通信部がない場合であっても
、充電接点近傍に通信２４４および２４８を設けるという簡単な構成で携帯電話４に電子
メールによる画像データが新着したときこれをデジタルフォトフレームの表示部に表示す
ることが可能となる。なお、充電のために携帯電話１０４が充電器に置かれたとき、それ
までに着信済みでデジタルフォトフレームに未送信の電子メールを全て自動開封し、添付
の画像データを一括して自動送信することも可能である。実施例２では、充電のために携
帯電話１０４を充電器に置くだけで、特別な操作をしなくても、携帯電話１０４が受信し
た画像データをデジタルフォトフレーム２０２で表示することができる。
【００３３】
図５は、図４の実施例２において、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２の近傍の近
距離通信可能範囲内に複数の携帯電話がある場合のシステムブロック図である。図５にお
いても、図４と共通の部分には同一番号を付すとともに、図４における詳細構成は図示を
省略している。具体的に説明すると、図４では、図４で示した携帯電話１０４の他に、図
２と同様の第２の携帯電話６２および第３の携帯電話６８が、充電器兼用デジタルフォト
フレーム１０２の近傍に存在する。
【００３４】
図２と同様にして、携帯電話１０４および、第３の携帯電話６８には、遠方の第４携帯電
話７０から着信電波２７および７２によりそれぞれ同報の電子メールが着信している。携
帯電話１０４および、第３の携帯電話６８に着信した電子メールはそれぞれ自動開封され
、添付されている画像データがそれぞれ取り出される。そして携帯電話１０４から取り出
された画像データは携帯電話１０４の通信接点２４４および充電器兼用デジタルフォトフ
レーム１０２の通信接点２４８を介して有線で充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２
に自動転送される。太い矢印７８はこのような有線による画像データの転送を示す。一方
、第３の携帯電話６８に着信した電子メールも自動開封され、添付されている画像データ
とりだされて図２と同様にして近距離無線通信により充電器兼用デジタルフォトフレーム
１０２に自動転送される。携帯電話１０４および、第３の携帯電話６８に着信した電子メ
ールが同報である場合一方をスライドショーから除去する処理は図２と同様である。
【００３５】
図６は、図４の実施例２において、複数の携帯電話にそれぞれ対応した充電器兼用デジタ
ルフォトフレームが複数ある場合のシステムブロック図である。図６でも、図４および図
５と共通の部分には同一番号を付す。また、図５と同様にして、図４の詳細構成は図示を
省略している。また、図５の第２の携帯電話６２も図示を省略し、他の携帯電話としては
、携帯電話１０４と同様の通信接点８０を持つ第５の携帯電話８２を図示している。また
、これと対応する通信接点８４を有し、第５の携帯電話８２を載置することができる第２
の充電器兼用デジタルフォトフレーム８６を図示している。第２の充電器兼用デジタルフ
ォトフレーム８６は、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２と同様にして、携帯電話
８２を充電するとともに充電器兼用デジタルフォトフレーム８６自体に給電するＡＣアダ
プタ８８を有する。
【００３６】
図５と同様にして、携帯電話１０４および第５の携帯電話８２には、遠方の第４携帯電話
７０からの着信電波２７および７２によってそれぞれ同報の電子メールが着信する。着信
した電子メールは携帯電話１０４および第５の携帯電話８２でそれぞれ自動開封され、添
付されている画像データがそれぞれ充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２および８６
に通信接点を通じて有線で転送される。第２の充電器兼用デジタルフォトフレーム８６の
太い矢印９０は、太い矢印７８と同様にして、このような有線による画像データの転送を
示す。図６の場合は、図３と同様にして、携帯電話１０４および第５の携帯電話８２に着
信した電子メールが同報であっても、充電器兼用デジタルフォトフレーム１０２および８
６においてそれぞれスライドショーに供される。
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【実施例３】
【００３７】
図７は、本発明の実施例３に関する画像鑑賞システム全体を示すブロック図である。その
構成は実施例２と共通部分が多いので、対応する部分には同一番号を付し、特に必要のな
い限り説明も省略する。実施例３のシステムは、デジタルフォトフレーム２０２、携帯電
話１０４および携帯電話用の充電器２０６を有する。
【００３８】
実施例３は、充電用の接点部１４４および１４８に通信接点２４４および２４８が設けら
れ、これら通信接点の接触により画像データが有線で携帯電話１０４から充電器２０６に
伝達される点において、実施例２と共通である。実施例３が実施例２と異なるのは、デジ
タルフォトフレーム２０２と充電器２０６が別体となっており充電器側通信接点９２およ
びデジタルフォトフレーム側通信接点９４の間を通信ケーブルで接続することによって有
線通信を行っている点である。
【００３９】
デジタルフォトフレーム側通信接点９４は通常規格のデジタル端子で構成できるので、実
施例３のデジタルフォトフレーム２０２は通常の構成でよく、携帯電話１０４の充電器を
兼ねた特別の構成とする必要がなくなる。
【実施例４】
【００４０】
図８は、本発明の実施例４に関する画像鑑賞システム全体を示すブロック図である。その
構成は実施例1から実施例３と共通部分が多いので、対応する部分には同一番号を付し、
特に必要のない限り説明も省略する。実施例４のシステムは、デジタルフォトフレーム２
、携帯電話１０４および携帯電話用の充電器３０６を有する。
【００４１】
実施例４は、通信接点２４４および２４８の接触により画像データが有線で携帯電話１０
４から充電器３０６に伝達される点および、デジタルフォトフレーム２と充電器３０６が
別体となっている点において、実施例３と共通である。実施例４が実施例３と異なるのは
、充電器３０６に近距離無線通信部９６が設けられており、充電器３０６に有線で伝達さ
れた画像データを近距離無線通信にてデジタルフォトフレーム２の近距離無線通信部１６
に送信できるよう構成した点である。
【００４２】
実施例４の構成によれば、携帯電話１０４に近距離無線通信機能がない場合でも、充電器
３０６に携帯電話１０４を置くことによって携帯電話１０４への電子メールによる画像デ
ータの新着に備えることができる。また、充電器３０６が近距離無線通信のステーション
として機能することになり、充電中の携帯電話１０４はデジタルフォトフレーム２以外の
機器との間でも無線ＬＡＮによる通信を行うことができる。
【００４３】
図９は、実施例１から実施例４に共通して適用可能な携帯電話制御部２４の動作を示すフ
ローチャートである。なお、図９のフローは着信画像のデジタルフォトフレームへの転送
に関連する機能に限定し、他の通常の携帯電話の機能は省略している。携帯電話の電源オ
ンによりフローがスタートすると、ステップＳ２で携帯電話の立上処理が行われる。そし
てステップＳ４で電子メール着信の有無がチェックされる。
【００４４】
ステップＳ４で電子メールの新着が検出されなかった時はステップＳ６に移行し既に着信
済みであるがデジタルフォトフレームに転送されていない電子メールの有無をチェックす
る。そして該当する電子メールがあればステップＳ８に移行する。また、ステップＳ４で
電子メールの新着が検出された場合もステップＳ８に以降する。
【００４５】
ステップＳ８では、該当する電子メールに画像データが添付されているかどうかチェック
し、添付があればステップＳ１０に進んで、送信者が公開を許諾している画像データであ
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るかかどうかチェックする。この画像の公開非公開の別は送信電子メールに画像を添付す
る際に設定できる。ステップＳ１０で送信社交界許諾画像であることが確認されるとステ
ップＳ１２に進み、携帯電話に送信先としてＩＰアドレスを登録しているフォトフレーム
があるかどうかチェックする。
【００４６】
ステップＳ１２で登録フォトフレームがあることが確認されるとステップＳ１４に進み、
携帯電話が充電器に載置されているかどうかチェックする。載置されていなければステッ
プＳ１６に進み、携帯電話がデジタルフォトフレームの近距離通信範囲内にあるかどうか
チェックし、該当すればステップＳ１８に進む。一方ステップＳ１４において携帯電話が
充電器に載置されていることが確認されるとステップＳ２０に進み、充電器に通信接点が
あるかどうかチェックする。そして通信接点があれば近距離通信可能かどうかのチェック
を待たずに直接ステップＳ１８に以降する。なお、ステップＳ２０で通信接点がなければ
、ステップＳ１６の近距離通信可能かどうかのチェックに入る。
【００４７】
ステップＳ１８に至ると電子メールが自動開封され、さらにステップＳ２２で電子メール
に添付されている画像データが自動的に取り出されてステップＳ２４で添付画像の自動送
信が指示される。自動送信は無線または有線の可能な手段により行われる。そして、ステ
ップＳ２６で所定時間内に画像データの転送が成功したかどうかチェックされ、成功であ
ればステップＳ２８でその画像データが添付されている電子メールに転送済みの旨マーク
し手ステップＳ３０に進む。一方ステップＳ２６で所定時間内の転送成功が確認できなけ
れば直接ステップＳ３０に進む。
【００４８】
ステップＳ３０では、自動開封した電子メールを自動格納し、電子メールを開封前の状態
に戻す。つまり、ステップＳ２６とステップＳ３０により、転送が成功してもしなくても
所定時間が経過すればひとまず電子メールを開封前の状態に戻す。そしてステップＳ３２
で携帯電話の電源がオフされたかどうかチェックし、電源オフがあればフローを終了する
。一方、電源オフがなければフローはステップＳ４に戻り、新たな電子メール着信等を待
つ。以下、電源オフがない限り、ステップＳ４からステップＳ３２が繰り返される。
【００４９】
ステップＳ６で着信済未転送電子メールがなかったとき、ステップＳ８で画像添付がなか
ったとき、ステップＳ１０で添付画像が送信者公開許諾画像でなかったとき、ステップＳ
１２で登録されたデジタルフォトフレームがなかったとき、およびステップＳ１６で携帯
電話が近距離通信可能な範囲になかったとき、のいずれかに該当するときは、いずれもス
テップＳ４に戻り、その後の状況変化に対処する。
【００５０】
図１０は、実施例１から実施例４に共通して適用可能なフォトフレーム制御部１２または
１１２の動作を示すフローチャートである。なお、図１０のフローは、デジタルフォトフ
レームにおける着信画像の取り扱いに関連する機能に限定し、デジタルフォトフレームの
通常の機能の詳細は省略している。デジタルフォトフレームの電源オンによりフローがス
タートすると、ステップＳ４２でデジタルフォトフレームの立上処理が行われる。そして
ステップＳ４４でデジタルフォトフレームの通常のスライドショー開始が指示される。
【００５１】
ここで「通常スライドショー」とはデジタルフォトフレームに入力されるかまたはデジタ
ルフォトフレームが保持する画像データに基づきユーザが設定したスライドショーであっ
て、画像の選択、順序、再生のレイアウト、バックグラウンドミュージックなどが適宜選
択されている。またここでいうスライドショーは単一の画像を継続して表示する設定が選
ばれている場合も含むものとする。
【００５２】
ステップＳ４４で通常スライドショー開始が指示されると、フローはステップＳ４６に進
み、画像データを受信中かどうかチェックする。そして受信中でなければステップＳ４８
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で画像データの新着が開始したかどうかチェックする。次いでステップＳ５０で新着した
画像が既に受信済のものと同一画像かどうかチェックする。そして同一画像でなければス
テップＳ５２に進み、現状実行されているスライドショーを停止するとともにステップＳ
５４で新着画像のみによるスライドショーを開始する。
【００５３】
次いで、ステップＳ５６で画像が新着した旨の「Ｎｅｗ！」等の文字メッセージを画面の
画像に重畳表示する。そしてステップＳ５８に進んで、現状スライドショーがバックグラ
ウンドミュージックの再生を伴っているかどうかチェックする。そしてバックグラウンド
ミュージック再生中であればステップＳ６０に進んで現状のバックグラウンドミュージッ
クを停止するとともに、ステップＳ６２で着信通知専用メロディー（着メロ）として予め
設定されているバックグラウンドミュージックの再生開始を指示してステップＳ６４に至
る。ここで開始された着信通知専用メロディーによるバックグラウンドミュージックは後
述するステップＳ６４での操作がない限り継続される。
【００５４】
一方、ステップＳ５８でバックグラウンドミュージックが再生中であることが検出されな
い時はステップＳ６６に進み、所定時間だけ継続してあとは自動停止する着信通知専用メ
ロディーの再生が指示されてステップＳ６４に進む。以上のように、ステップＳ５８での
バックグラウンドミュージックの再生検出の如何にかかわらず、いずれの場合でも着信通
知専用メロディーが再生されて聴覚面でも画像の新着を告知する。
【００５５】
ステップＳ６４では、通常スライドショーへの復帰を指示する操作があったかどうかチェ
ックする。これは、画像の新着に気付いたユーザが新着画像のみによるスライドショーの
終了を望んで操作部１８を操作することを想定している。ステップＳ６４でこの操作が検
出されるとステップＳ６８に進み、新着画像を含めた通常スライドショーの開始が指示さ
れる。このとき通常スライドショーがバックグラウンドミュージックを伴う設定になって
いるときは、着信通知専用メロディーの再生が停止されて通常のバックグラウンドミュー
ジック再生に復帰する。
【００５６】
ステップＳ６８での通常スライドショー開始指示が行われるとフローはステップＳ７０に
進み、電源オフ操作があったかどうかチェックする。なお、ステップＳ６４で通常スライ
ドショー指示操作が検出されないときは直ちにステップＳ７０に移行する。また、ステッ
プＳ４６において画像データ受信中であったときはステップＳ７２に進んで携帯電話等の
周囲の機器に「Ｂｕｓｙ信号」の発信が指示される。この「Ｂｕｓｙ信号」の発信は、デ
ジタルフォトフレームが画像データ受信中である限り継続する。これによって、ある携帯
電話からの画像データがデジタルフォトフレームに受信中であるときは、他の携帯電話か
らの画像データ転送はできず、先の携帯電話による画像データ転送が終わり、「Ｂｕｓｙ
信号」の発信が停止するまで待機することになる。「Ｂｕｓｙ信号」の発信が指示される
とフローはステップＳ７０に移行する。さらに、ステップＳ４８で画像データの新着開始
が検出されないとき、またはステップＳ５０で新着画像が既に受信済のものと同一画像で
あることが検知されたときも、フローは直接ステップＳ７０に移行する。
【００５７】
ステップＳ７０で電源オフ操作が検出されたときは図１０のフローが終了する。一方、電
源オフ操作が検出されないとき、フローはステップＳ４６に戻り、以下ステップＳ４６か
らステップＳ７２を繰り返す。つまり、データが受信中であるときはこれを継続するとと
もに、受信中でなければ新たな画像データの着信を待ち、着信があればこれに対応する。
【００５８】
以上の本発明の種々の特徴は、上記の実施例に限られるものではなく、他の種々の実施形
態において実施可能である。上記の実施例における実施に限られるものではない。例えば
、上記の図１０におけるデジタルフォトフレームの種々の特徴は、デジタルフォトフレー
ム自身が通信回線により直接画像を受信する機能を持っているような実施形態において、
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近距離無線通信または優先による携帯電話からの画像転送だけでなく、デジタルフォトフ
レームが通信回線により直接画像を受信する場合においても実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、携帯電話による画像通信とデジタルフォトフレームによる画像鑑賞に適用で
きる。
【符号の説明】
【００６０】
　４、１０４　携帯電話
　２４　携帯電話の制御部
　３８、２４４　転送部
　６、１０２、２０６、３０６　充電器
　２、７４、８６、１０２、２０２、デジタルフォトフレーム
　８　表示画面
　１２、１１２　デジタルフォトフレームの制御部

【図１】
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