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(57)【要約】
　本発明は、連絡先情報推薦方法、装置、プログラム及
び記録媒体に関し、端末の技術分野に属する。前記方法
は、モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと
、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複
数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、前記
複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと
、指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連
絡先情報を推薦するステップと、を含み、前記指定画像
は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である
。本発明は、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定す
ることで、指定画像共有命令を受信すると、候補連絡先
の連絡先情報を推薦して、連絡先情報を照会する速度、
及び正確度を向上させ、照会時間を節約し、画像共有の
効率を向上させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦方法。
【請求項２】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項２
に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項４】
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項２
に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の連絡先情報推薦
方法。
【請求項６】
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含むことを特徴とする請求項５に記載の連絡先情報



(3) JP 2017-532694 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

推薦方法。
【請求項７】
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含むことを特徴とする請求項６に記載の連絡先情報
推薦方法。
【請求項８】
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含むことを特徴とす
る請求項７に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項９】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定する第１の確定モジュールと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する第２の確定モジュール
と、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する推薦モジュー
ルと、を備え、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦装置。
【請求項１０】
　前記第１の確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得する取得ユニットと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する第１の識別ユニットと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定する第１の確定ユニットと、を備えることを特徴とする請求項９に記載の連絡先情報
推薦装置。
【請求項１１】
　前記取得ユニットは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得する撮影サブユニットと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第１の区分サブユニットと
、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第１の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項１
０に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１２】
　前記取得ユニットは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する取得サブユニッ
トと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第２の区分サブユニットと、
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　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第２の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項１
０に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１３】
　前記第２の確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する第２の確定ユニットと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得する第２の識別ユニットと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択する選択ユニットと、を備えることを特徴とする請求項９に記載の連絡先情
報推薦装置。
【請求項１４】
　前記選択ユニットは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択する選択サブユニットと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得する選別サブユニットと、を備えることを特徴とする請求項１３に記載
の連絡先情報推薦装置。
【請求項１５】
　前記選別サブユニットは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定することを特徴とする請求項１４に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１６】
　前記選別サブユニットは、さらに、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定することを特徴とする請求項１５に記載の連絡
先情報推薦装置。
【請求項１７】
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定し、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定し、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するように構成さ
れ、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦装置。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号が２０１５１０４５９７９２．３であって、出願日が２０１５年７月
３０日である中国特許出願を基礎として優先権を主張し、当該中国特許出願の内容の全体
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を本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、端末の技術分野に関し、より詳細には、連絡先情報推薦方法、及び装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　端末の技術の急速な発展に伴い、ますます多くの画像共有機能を備えた、例えば、携帯
電話、タブレットＰＣなど端末が示されている。これらの端末の間には、画像の転送を行
い、複数端末との間の画像の共有を実現する。
【０００４】
　例えば端末Ａは、画像を端末Ｂに共有するとき、端末Ａは自体に保存された連絡先情報
の端末Ｂに対応する連絡先情報を検索して選択した後、その連絡先情報を介して画像を端
末Ｂと共有する。しかし、端末Ａに格納された連絡先情報の量が比較的多いと保存された
連絡先情報の端末Ｂに対応する連絡先情報を照会するために消費される時間が比較的長く
、エラーが生じやすいため連絡先情報推薦方法が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、関連技術の問題点を解決するために、連絡先情報推薦方法、及び装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、連絡先情報推薦方法が提供され、前記方法は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【０００７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
いて、複数の連絡先の中から、前記モバイル端末の所有者と関連関係が存在する候補連絡
先を確定することにより、指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報
を推薦することができるので、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上させ、照会時
間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０００８】
　第１の態様に結合して、前記第１の態様の第１の可能な実現方式において、前記モバイ
ル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含む。
【０００９】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することにより、候補連
絡先の年齢が属する年齢帯を確定するために基礎を定め、さらに、候補連絡先の確定範囲
を縮小させ、候補連絡先を確定する速度を向上させる。
【００１０】
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　第１の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第２の可能な実現方
式において、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００１１】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリガする人に対して顔
画像撮影を行って、撮影して取得した複数の顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔
画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔
画像セットとして確定することにより、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する
範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する正確度を向上させる。
【００１２】
　第１の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第３の可能な実現方
式において、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００１３】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリで自分撮りに属
する顔画像を取得し、取得した顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画像セットの
中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔画像セットと
して確定することにより、自分撮りするときの撮影される頻度の高低に基づいて、モバイ
ル端末の所有者の顔画像セットを確定する範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画
像セットを確定する正確度を向上させる。
【００１４】
　第１の態様に結合して、前記第１の態様の第４の可能な実現方式において、前記モバイ
ル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づい
て、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【００１５】
　本発明の実施例では、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年
齢帯、及び保存された複数の連絡先の年齢を確定することにより、複数の連絡先の年齢及
び確定された年齢帯に基づいて、快速かつ効果的に候補連絡先を選択することができ、候
補連絡先の選択範囲を縮小させ、候補連絡先を確定する速度及び正確度を向上させる。
【００１６】
　第１の態様の第４の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第５の可能な実現方
式において、前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の
中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
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　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【００１７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度を介して、選
択された連絡先に対して選別を行って、候補連絡先を取得することにより、前記モバイル
端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して、候補連絡先を確定する
正確度をより一層向上させる。
【００１８】
　第１の態様の第５の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第６の可能な実現方
式において、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対し
て選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【００１９】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の
頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択した連絡先の中の連絡頻度が指
定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定することにより、前記モバイル端末
の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して、候補連絡先を確定する正確
度をより一層向上させる。
【００２０】
　第１の態様の第６の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第７可能な実現方式
において、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連
絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【００２１】
　本発明の実施例では、選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連
絡先が含まれていない場合、前記モバイル端末は、連絡頻度の降順に沿って選択された連
絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定するこ
とにより、前記モバイル端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して
連絡先情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約する。
【００２２】
　本発明の第２の態様によれば、連絡先情報推薦装置が提供され、前記装置は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定する第１の確定モジュールと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する第２の確定モジュール
と、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する推薦モジュー
ルと、を備え、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００２３】
　第２の態様に結合して、前記第２の態様の第１の可能な実現方式において、前記第１の
確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得する取得ユニットと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
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って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する第１の識別ユニットと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定する第１の確定ユニットと、を備える。
【００２４】
　第２の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第２の可能な実現方
式において、前記取得ユニットは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得する撮影サブユニットと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第１の区分サブユニットと
、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第１の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００２５】
　第２の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第３の可能な実現方
式において、前記取得ユニットは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する取得サブユニッ
トと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第２の区分サブユニットと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第２の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００２６】
　第２の態様に結合して、前記第２の態様の第４の可能な実現方式において、前記第２の
確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する第２の確定ユニットと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得する第２の識別ユニットと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択する選択ユニットと、を備える。
【００２７】
　第２の態様の第４の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第５の可能な実現方
式において、前記選択ユニットは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択する選択サブユニットと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得する選別サブユニットと、を備える。
【００２８】
　第２の態様の第５の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第６の可能な実現方
式において、前記選別サブユニットは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定する。
【００２９】
　第２の態様の第６の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第７の可能な実現方
式において、前記選別サブユニットは、さらに、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
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ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定する。
【００３０】
　本発明の第３の態様によれば、連絡先情報推薦装置が提供され、前記装置は、
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定し、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定し、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するように構成さ
れ、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の実施例を示した技術的案によると、以下のような作用効果を奏することができ
る。
【００３２】
　前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバイル端末の所有者の年
齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の
中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡
先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画
像である。従って、連絡先の情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約
し、画像共有の効率を向上させる。
【００３３】
　なお、前記一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的で解釈的な記載であり
、本発明を限定しない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　以下の図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈する。
【図１】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。
【図２】一例示的な実施例に係る他の連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。
【図３】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。
【図４】一例示的な実施例に係る第１の確定モジュールを示すブロック図である。
【図５】一例示的な実施例に係る取得ユニットを示すブロック図である。
【図６】一例示的な実施例に係る他の取得ユニットを示すブロック図である。
【図７】一例示的な実施例に係る第２の確定モジュールを示すブロック図である。
【図８】一例示的な実施例に係る選択ユニットを示すブロック図である。
【図９】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特に別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する
要素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例
を代表するものではない。それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に一致す
る装置及び方法の例に過ぎない。
【００３６】
　図１は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。図
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１に示すように、前記方法は、端末に応用され、以下のようなステップを含んでもよい。
【００３７】
　ステップ１０１：モバイル端末の所有者の年齢を確定する。
【００３８】
　ステップ１０２：前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連
絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する。
【００３９】
　ステップ１０３：指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦
する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００４０】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
いて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの
中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上さ
せ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【００４１】
　本発明の他の実施例では、モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含む。
【００４２】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することにより、候補連
絡先の年齢が属する年齢帯を確定するために基礎を定め、さらに、候補連絡先の確定範囲
を縮小させ、候補連絡先を確定する速度を向上させる。
【００４３】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００４４】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリガする人に対して顔
画像撮影を行い、撮影して取得した複数の顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画
像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔画
像セットとして確定することにより、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する範
囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する正確度を向上させる。
【００４５】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
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【００４６】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリで自分撮りに属
する顔画像を取得し、取得した顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画像セットの
中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットをモバイル端末の所有者の顔画像セットとし
て確定することにより、自分撮りするときに撮影される頻度の高低に基づいて、モバイル
端末の所有者の顔画像セットを確定する範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像
セットを確定する正確度を向上させる。
【００４７】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連
絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定
するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【００４８】
　本発明の実施例では、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年
齢帯、及び保存された複数の連絡先の年齢を確定することにより、複数の連絡先の年齢及
び確定された年齢帯に基づいて、快速かつ効果的に候補連絡先を選択することができ、候
補連絡先の選択範囲を縮小させ、候補連絡先を確定する速度及び正確度を向上させる。
【００４９】
　本発明の他の実施例では、前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記
複数の連絡先の中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【００５０】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度を介して、選
択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得することにより、前記モバイル端
末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して候補連絡先を確定する正確
度をより一層向上させる。
【００５１】
　本発明の他の実施例では、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【００５２】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の
頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択した連絡先の中の連絡頻度が指
定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定することにより、前記モバイル端末
の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して候補連絡先を確定する正確度
をより一層向上させる。
【００５３】
　本発明の他の実施例では、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択され
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た連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後
、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【００５４】
　本発明の実施例では、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡
先が含まれていない場合、前記モバイル端末は、連絡頻度を降順に沿って、選択された連
絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定するこ
とにより、前記モバイル端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して
連絡先情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約する。
【００５５】
　前記すべての選択可能な技術的案は任意の組み合わせによって、本発明の選択可能な実
施例を形成することができ、本発明の実施例はこれに対して一一贅言しない。
【００５６】
　図２は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。図
２に示すように、前記方法は、端末に応用され、以下のようなステップを含んでもよい。
【００５７】
　ステップ２０１：前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得し、前記モバイル端
末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行って、前記それぞ
れの顔画像に対応する年齢を取得する。
【００５８】
　ここで、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するために、前記モバイル端末は、ま
ず、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得しなければならない。前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットを取得する方式は、以下のような２つを含む。
【００５９】
　第１の方式：前記モバイル端末がロック解除命令を受信するたびに、前記モバイル端末
は、前記ロック解除命令をトリガした人に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得
し、前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する。それぞれの顔画像セッ
トの中の顔画像は同一人の顔画像である。前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が
最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定する。
【００６０】
　前記モバイル端末がロック解除命令を受信するたびに、前記モバイル端末は自体が携帯
したカメラを呼び出し、呼び出したカメラを介して、前記ロック解除命令をトリガする人
に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得する。前記モバイル端末は、前記複数の
顔画像の中から同一人に属する顔画像を一つの顔画像セットに区分して複数の顔画像セッ
トを取得する。ここで、前記ロック解除命令をトリガする人は、前記モバイル端末の所有
者であってもよく、又は、前記モバイル端末を使用している他のユーザーであってもよい
。前記モバイル端末の所有者はその他のユーザーを比較すると、前記ロック解除命令をト
リガする回数が明らかに多く、前記モバイル端末の所有者を撮影した顔画像も最も多い。
つまり、区分して取得した複数の顔画像セットにおいて、前記モバイル端末の所有者の顔
画像が所在する顔画像セットに含まれている顔画像の数量が最も多い。従って、前記モバ
イル端末は、前記複数の顔画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを選
択し、選択された顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定
する。
【００６１】
　なお、前記ロック解除命令は、前記モバイル端末のロックを解除するための命令であり
、前記ロック解除命令は、ユーザーによりトリガする。前記ユーザーは、ロック解除ボタ
ンをスライドしたり、ロック解除パスワードを入力したり、ロック解除パターンを描くな
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どの操作を介してトリガする。本発明の実施例は、これに対して具体的な限定をしない。
【００６２】
　そして、前記複数の顔画像に対して区分して複数の顔画像セットを取得したとき、前記
モバイル端末は、前記複数の顔画像に対して顔識別を行って、同一人に属する顔画像を一
つの顔画像セットに区分して複数の顔画像セットを取得する。前記複数の顔画像に対して
区分する詳細な操作は、顔識別などの関連技術を参考すればよいので、本発明の実施例は
これに対して詳細な説明をしない。
【００６３】
　第２の方式：前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属す
る顔画像を取得し、取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する。それぞれ
の顔画像セットの中の顔画像は同一人の顔画像である。前記複数の顔画像セットの中で顔
画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして
確定する。
【００６４】
　自分撮りした顔画像は、通常は、前記モバイル端末のフロントカメラを使用して撮影さ
れたものであり、フロントカメラの画素はリアカメラの画素よりも著しく少ないため、前
記モバイル端末のフロントカメラを使用して撮影して取得した顔画像の画素は、リアカメ
ラを介して撮影して取得した顔画像の画素よりも著しく低い。従って、前記モバイル端末
が保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する際に、前記モバ
イル端末は、前記画像ライブラリの中のそれぞれの画像の画素に基づいて、前記画像ライ
ブラリの中から画素が指定画素閾値以下である顔画像を選択し、選択された顔画像を自分
撮りした顔画像として確定する。
【００６５】
　なお、前記指定画素閾値は事前に設定されてもよい。例えば、前記指定画素閾値は、前
記モバイル端末のフロントカメラの画素であってもよい。又は、前記指定画素閾値は、現
在のマーケットで様々なモバイル端末のフロントカメラ画素の平均値であってもよい。又
は、前記指定画素閾値は、前記画像ライブラリの中のすべての顔画像の画素の平均値であ
ってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００６６】
　そして、取得した自分撮りの顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得し、複数の顔
画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者
の顔画像集合として確定する詳細な操作は、第１の方式と同じであるため、本発明の実施
例はこれに対して贅言しない。
【００６７】
　なお、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットの中のそれぞれの顔画像に対して年齢
識別を行って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する操作は、年齢識別などの
関連技術を参考すればいいので、本発明の実施例はこれに対して説明しない。
【００６８】
　ステップ２０２：前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末
の所有者の年齢を確定する。
【００６９】
　前記モバイル端末がそれぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の
所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢の
中から１つの年齢最大値と、１つの年齢最小値を選別して捨て、残りの年齢の平均値を計
算し、前記平均値を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７０】
　例えば、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットに画像１、画像２、画像３、画像４
、画像５の５つの顔画像が含まれる場合、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対し
て年齢識別を行い、画像１に対応する年齢２５、画像２に対応する年齢２７、画像３に対
応する年齢２９、画像４に対応する年齢２８、画像５に対応する年齢３４を取得する。前
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記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢の中から１つの年齢最大値３４と、
１つの年齢最小値２５を選別して捨て、残りの２７、２８、２９の平均値である２８を算
出し、この平均値２８を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７１】
　また、前記モバイル端末がそれぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル
端末の所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末はさらにそれぞれの顔画像に対応
する年齢、及び複数の指定年齢帯に基づいて、それぞれの指定年齢帯に属する顔画像の数
を確定し、前記複数の指定年齢帯の中から顔画像の数が最も多い指定年齢帯を選択する。
つまり、それぞれの指定年齢帯に属する顔画像の確率分布を確定し、顔画像の数が最も多
い指定年齢帯に対応する確率が最も大きい。従って、前記複数の指定年齢帯の中から確率
が最大の指定年齢帯を選択し、そして、前記モバイル端末は、選択された指定年齢帯に属
する顔画像に対応する年齢の平均値を確定する。前記平均値を前記モバイル端末の所有者
の年齢として確定する。
【００７２】
　なお、前記複数の指定年齢帯は事前に設定されてもよい。また、前記モバイル端末の所
有者の年齢を確定する正確度を向上させるために、前記複数の指定年齢帯の中のそれぞれ
の年齢帯区間の長さが同じにする。例えば、前記複数の指定年齢帯は１８～３０、３１～
４３、４４～５６等であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしな
い。また、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定する正確度をより一層向上させるため
に、前記複数の指定年齢帯の区間の区画長さをさらに短くすることができる。例えば、前
記複数の指定年齢帯は１８～２５、２６～３３、３４～４１、４２～４９、５０～５７等
であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００７３】
　例えば、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢、及び複数の指定年齢
帯に基づいて、つまり、画像１に対応する年齢２５、画像２に対応する年齢２７、画像３
に対応する年齢２９、画像４に対応する年齢２８、画像５に対応する年齢３４、及び複数
の指定年齢帯１８～２５、２６～３３、３４～４１、４２～４９、５０～５７に基づいて
、１８～２５に属する顔画像の数が１であり、２６～３３に属する顔画像の数が３であり
、３４～４１に属する顔画像の数が１であり、４２～４９及び５０～５７に属する数がそ
れぞれ０であると確定する。 従って、前記モバイル端末は、前記複数の指定年齢帯の中
から顔画像の数が最も多い指定年齢帯２６～３３を選択し、指定年齢帯２６～３３に属す
る画像２、画像３、画像４に対応する年齢２７、２９、２８の平均値が２８であると確定
し、前記平均値２８を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７４】
　勿論、実際の応用において、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢に
基づいて、前記モデルマイル端末の所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末はさ
らに他の方式を介して、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することができる。本発
明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００７５】
　ステップ２０３：前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバム
と関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する。
【００７６】
　前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯に基づいて、
候補連絡先情報を確定して、保存された複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する範囲
を縮小するとともに、確定速度を向上させるために、前記モバイル端末は、携帯電話端末
の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が
属する年齢帯を確定する必要がある。前記モバイル端末が、前記モバイル端末の所有者の
年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢
帯を確定する操作は、以下の通りである。即ち、前記モバイル端末は、前記共有待機アル
バムのアルバム属性を確定し、また、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先
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を確定し、前記アルバム属性と確定された連絡先に基づいて、保存されたアルバム属性、
連絡先と年齢差の範囲の対応関係から、対応する年齢差の範囲を取得するとともに、前記
モバイル端末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲を合わせる。つまり、前記モバイル端
末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲内の最大値を互いに加算して、前記共有待機アル
バムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最大値を取得し、前記モバイル
端末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲内の最小値を互いに加算して、前記共有待機ア
ルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最小値を取得し、これによっ
て、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する
。
【００７７】
　ここで、共有待機アルバムのアルバム属性は、写真アルバム名称、共有待機アルバムの
中の顔画像に対応する年齢などによって確定できる。また、共有待機アルバムのアルバム
属性は、共有待機アルバムとモバイル端末の所有者との間の家族関係を識別するために用
いられる。そして、前記モバイル端末が前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡
先を確定するときに、前記モバイル端末は、共有待機アルバムのアルバム属性に基づいて
、保存されたアルバム属性と連絡先の間の対応関係から、対応する連絡先を取得し、取得
された連絡先を共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先として確定する。
【００７８】
　例えば、前記モバイル端末の所有者の年齢が２８であるとすれば、前記共有待機アルバ
ムのアルバム属性は、赤ん坊のアルバムであり、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先は祖父や、祖母や、外祖父や、外祖母であり、前記モバイル端末は、前記赤ん
坊のアルバムと、前記赤ん坊のアルバムと関連関係が存在する連絡先の祖父や、祖母や、
外祖父や、外祖母に基づいて、以下の表１に示されるアルバム属性、連絡先と年齢差の範
囲の間の対応関係から、対応する年齢差の範囲[２０、３０]を取得し、前記モバイル端末
の所有者の年齢２８と前記年齢差の範囲内の最大値の３０を互いに加算して、前記共有待
機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最大値５８を取得し、前
記モバイル端末の所有者の年齢２８と前記年齢差の最小値の２０を互いに加算して、前記
共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最小値４８を取得
する。従って、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯
を［４８、５８］として確定する。
【表１】

【００７９】
　なお、本発明の実施例では、前記表１に示されるアルバム属性、連絡先と年齢差の範囲
の間の対応関係を例に挙げて説明したが、前記表１は、本発明の実施例を限定しない。
【００８０】
　ステップ２０４：保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別
を行って前記複数の連絡先の年齢を取得する。
【００８１】
　現在、モバイル端末に連絡先情報を保存するとき、連絡先の連絡先プロフィール写真を
保存する。従って、前記モバイル端末は、保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真を取得することができ、取得した複数の連絡先プロフィール写真に対してそれぞれ年
齢識別を行って前記複数の連絡先の年齢を取得する。
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【００８２】
　例えば、前記複数の連絡先の数が５であり、それぞれ連絡先１、連絡先２、連絡先３、
連絡先４、連絡先５であるすれば、前記モバイル端末は、保存された前記複数の連絡先の
連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、連絡先１の年齢２０、連絡先２の年
齢３６、連絡先３の年齢４９、連絡先４の年齢５１、連絡先５の年齢５５を取得する。
【００８３】
　なお、前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って前記複数
の連絡先の年齢を取得する操作は、前記ステップ２０１で、前記モバイル端末の所有者の
顔画像セットの中のそれぞれの顔画像に対する年齢識別操作と同様であり、すべては年齢
識別などの関連技術を参考すればよい。本発明の実施例は、これに対してもう詳細に説明
しない。
【００８４】
　ステップ２０５：前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する
連絡先の年齢が属する年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を選択す
る。
【００８５】
　指定画像を共有するとき、連絡先情報を推薦し、画像共有の効率を向上させるために、
前記端末は、前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先
の年齢が属する年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を選択する。前
記端末が前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年
齢が属する年齢帯に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を選択する操作は、以下
の通りである。即ち、前記モバイル端末は、前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複
数の連絡先の中から年齢が共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する
年齢帯に属する連絡先を選択し、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択した連絡
先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００８６】
　つまり、前記モバイル端末は、前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先
の中から、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯内の連絡
先を選択する。選択された連絡先の数が比較的多い可能性があるので、候補連絡先を確定
する正確度をより一層向上させるために、前記端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基
づいて、選択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００８７】
　例えば、前記端末は、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢帯に基づいて、つまり、連絡
先１の年齢２０、連絡先２の年齢３６、連絡先３の年齢４９、連絡先４の年齢５１、連絡
先５の年齢５５、及び前記年齢帯[４８、５８]に基づいて、前記複数の連絡先の中から年
齢が前記年齢帯[４８、５８]内に属する連絡先３、連絡先４、連絡先５を確定し、そして
、前記モバイル端末は、選択された連絡先３、連絡先４、連絡先５の連絡頻度に基づいて
、選択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００８８】
　ここで、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する操作は、以下の通りである。即ち、前記
モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先の中に連絡
頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択された連絡先の中に
連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれている場合、選択した連絡先の中から連
絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定する。
【００８９】
　つまり、前記モバイル端末は、選択された連絡先が第１の指定時間内の連絡回数を取得
し、前記連絡回数と第１の指定時間の割合を計算し、前記比率を選択された連絡先の連絡
頻度として確定し、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択
された連絡先の中に連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断する
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。選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれている場合
、選択した連絡先の中から連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確
定する。
【００９０】
　なお、第１の指定時間内に選択された連絡先の連絡回数は、通話又はメッセージの連絡
回数のうちの少なくとも１つであってもよい。また、他の通信に使用されるアプリケーシ
ョンの中の連絡回数であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしな
い。第１の指定時間は事前に設定されてもよい。例えば、第１の指定時間は、３０日、５
０日、６０日等であってもよい。本発明の実施例はやはりこれに対して具体的な限定をし
ない。
【００９１】
　そして、前記指定頻度も事前に設定されてもよい。例えば、前記指定頻度は、２、３等
であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００９２】
　例えば、前記第１の指定時間は３０日であり、前記指定頻度は２であり、前記モバイル
端末が第１の指定時間内に取得した選択された連絡先の連絡回数は、それぞれ連絡先３の
接触回数が３６であり、連絡先４の接触回数が３０であり、連絡先５の接触回数が６であ
る。それぞれの連絡先の連絡回数と第１の指定時間の割合を計算すると、連絡先３の接触
頻度１.２、連絡先４の接触頻度１、連絡先５の接触頻度０.２を取得して、前記モバイル
端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先３、連絡先４、連絡
先５の中に接触頻度が指定頻度２よりも大きい連絡先が含まれていないと判断する。
【００９３】
　さらに、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれ
ていない場合、前記モバイル端末は、連絡先の頻度の降順に沿って前記選択された連絡先
の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定する。
【００９４】
　例えば、前記指定数量が２であり、前記モバイル端末が選択された連絡先の連絡頻度に
基づいて、選択された連絡先３、連絡先４、連絡先５の中に連絡頻度が指定頻度２０より
も大きな連絡先が含まれていないと判断すると、前記モバイル端末は、連絡頻度の降順に
沿って前記選択された連絡先の中からそれぞれ連絡先３、及び連絡先４の２つの連絡先を
取得し、前記モバイル端末は、取得した連絡先３、及び連絡先４を候補連絡先として確定
する。
【００９５】
　さらに、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する際に、候補連絡先を確定する複雑度を下
げるために、前記モバイル端末は、取得した第１の指定時間内の選択された連絡先の連絡
回数に直接基づいて、選択された連絡先に対して選別を行て候補連絡先を取得することも
できる。前記モバイル端末が取得した第１の指定時間内の選択された連絡先の連絡回数に
基づいて、選択された連絡先に対しいて選別を行って候補連絡先を取得する操作は、前記
選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先に対して選別を行って候補連
絡先を取得する操作と同じである。本発明の実施例はこれに対して詳細に説明しない。
【００９６】
　ステップ２０６：指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦
する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００９７】
　指定画像を共有するときに、保存された複数の連絡先情報の中から共有待機の連絡先の
情報を照会する速度を向上させるために、前記モバイル端末は、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦して、ユーザーが直接に候補連絡先の連絡先
情報の中から連絡先情報を選択して前記指定画像を共有するようにする。
【００９８】
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　ここで、前記モバイル端末が候補連絡先の連絡先情報を推薦するとき、前記モバイル端
末は、候補連絡先の連絡先情報を自動的にポップアップする。さらに快速かつ効果的に候
補連絡先情報の中から選択するために、ポップアップされた連絡先情報の中には候補連絡
先の名称と連絡方式のみが含まれ、連絡先プロフィール写真、メールやアドレスなどの他
の情報が表示する必要がない。
【００９９】
　なお、前記指定画像共有命令は、前記指定画像を共有するために使用され、前記指定画
像共有命令はユーザーによりトリガする。前記ユーザーは、指定操作を介してトリガする
ことができる。前記指定操作は、クリック操作、スライド操作、音声操作などであっても
よい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【０１００】
　例えば、前記指定画像が赤ん坊のアルバムの中のいずれか１枚の画像であれば、前記候
補連絡先は共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先であるので、共有待機アルバム
の家族人員との連絡の緊密性、及び保存された複数の連絡先情報の中から共有待機の連絡
先情報を照会する速度を向上させるために、前記モバイル端末が指定画像共有命令を受信
すると、前記モバイル端末は、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。つまり、赤ちゃ
んの祖父や、祖母や、外祖父や、外祖母などの連絡方式を推薦して、ユーザーが直接に候
補連絡先の連絡方式の中で家庭人員の連絡方式を選択して前記指定画像を共有する。
【０１０１】
　さらに、前記モバイル端末が前記アルバムの中の複数の画像を共有するとき、前記モバ
イル端末は、前記写真アルバムの中から、前記複数の画像をそれぞれ選択し、前記モバイ
ル端末が画像確定命令を受信すると、前記モバイル端末は、選択された複数の画像を同時
に共有して複数の画像の共有効率を向上させる。
【０１０２】
　なお、前記画像確定命令は、複数の画像の選択が成功したことを確定するために使用さ
れる。前記画像確定命令は、ユーザーがトリガする。前記ユーザーは、確認ボタンのクリ
ック、エンターキーのクリック、送信キーのクリックなどの操作を介してトリガすること
ができる。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【０１０３】
　さらに、前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して候補連絡先を確定するタイミ
ングは、指定画像共有命令を受信する前であるため、前記モバイル端末は、画像を共有す
るたびに、前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を重複する必要がない。従って、画像
共有の速度を向上させることができる。前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して
候補連絡先を確定する過程で、ロック解除命令をトリガする人を撮影した顔画像や画像ラ
イブラリ中の画像は、いつでもアップデート可能である。つまり、前記モバイル端末が新
しい顔画像を撮影することができ、又はユーザーが画像ライブラリ中の画像に対していつ
でも削除、追加などの操作を行ることができる。また、連絡先の連絡頻度もいつでも変わ
るため、前記候補連絡先を適時にアップデータして候補連絡先を確定する正確度を向上さ
せるために、同時に前記モバイル端末に過重な負担を与えないために、前記モバイル端末
は、周期的に前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して候補連絡先をアップデート
することができる。
【０１０４】
　なお、前記候補連絡先をアップデートする周期は、第２の指定時間であってもよい。前
記第２の指定時間は事前に設定されてもよい。例えば、前記第２の指定時間は、１週間、
２週間、１ヶ月などであってもよい。勿論、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリ
ガする人の顔画像や画像ライブラリ中の画像がアップデータした数量が第１の数値である
時、１回アップデータすることができる。例えば、前記第１の数値は、１０、２０等であ
ってもよい。又は、前記モバイル端末は、連絡先の連絡頻度の変化率が第２の数値である
と確定した時、１回アップデータすることができる。前記連絡頻度の変化率は、前の周期
連絡頻度と現在時間の連絡頻度との間の変化率である。つまり、前の周期連絡頻度と現在
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時間の連絡頻度との間の差を、前の周期と現在時間との間の時間差で割った値である。例
えば、第２の数値が１.５、１、２などであってもよい。本発明の実施例はこれに対して
具体的な限定をしない。
【０１０５】
　さらに、前記モバイル端末は、前記ステップ２０１乃至ステップ２０６が提供した連絡
先情報推薦方法に基づいて候補連絡先を推薦することができるだけでなく、前記モバイル
端末はさらに、指定画像共有命令を受信した後、リアルタイム的に候補連絡先を確定する
とともに、確定された候補連絡先を推薦することができる。つまり、前記モバイル端末が
指定画像共有命令を受信すると、モバイル端末の所有者の年齢を確定し、前記モバイル端
末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、
前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するとともに、候補連絡先の連絡先情報を推
薦して候補連絡先を確定する正確度を向上させる。
【０１０６】
　前記指定画像共有命令を受信した後、候補連絡先を確定するとともに、候補連絡先の連
絡先情報を推薦する方法は、候補連絡先をリアルタイム的に確定して候補連絡先を確定す
る正確度をより向上させることができるが、画像を共有するたびに、候補連絡先を再度確
定する必要があるので、画像共有速度に影響を与え、同時に、前記モバイル端末に比較的
大きな負担を与える。従って、画像を共有するときに、好ましくは、前記ステップ２０１
乃至ステップ２０６が提供する方法を介して候補連絡先の連絡先情報を推薦する。
【０１０７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定す
るとともに、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プ
ロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から共有待機アルバムと関連関係が存在連
絡先を選択し、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて候補連絡先を確定することにより
、前記モバイル端末が指定画像共有命令を受信すると、前記モバイル端末は、前記候補連
絡先の連絡先情報を推薦する。こうして連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上させ
、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１０８】
　図３は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。図３を
参照すると、前記装置は、第１の確定モジュール３０１、第２の確定モジュール３０２及
び推薦モジュール３０３を備える。
【０１０９】
　第１の確定モジュール３０１は、モバイル端末の所有者の年齢を確定するように構成さ
れる。
【０１１０】
　第２の確定モジュール３０２は、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複
数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先
を確定するように構成される。
【０１１１】
　おすすめモジュール３０３は、指定画像共有命令を受信すると、候補連絡先の連絡先情
報を推薦するように構成される。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚
の画像である。
【０１１２】
　本発明の他の実施例では、図４を参照すると、前記第１の確定モジュール３０１は、取
得ユニット３０１１、第１の識別ユニット３０１２及び第１の確定ユニット３０１３を備
える。
【０１１３】
　取得ユニット３０１１は、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するように
構成される。
【０１１４】
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　第１の識別ユニット３０１２は、前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞ
れの顔画像に対して年齢識別を行い、それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するように
構成される。
【０１１５】
　第１の確定ユニット３０１３は、それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モ
バイル端末の所有者の年齢を確定するように構成される。
【０１１６】
　本発明の他の実施例では、図５を参照すると、前記取得ユニット３０１１は、撮影サブ
ユニット３０１１１、第１の区分サブユニット３０１１２及び第１の確定サブユニット３
０１１３を備える。
【０１１７】
　撮影サブユニット３０１１１は、ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命
令をトリガする人に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得するように構成される
。
【０１１８】
　第１の区分サブユニット３０１１２は、複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを
取得するように構成される。それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である
。
【０１１９】
　第１の確定サブユニット３０１１３は、複数の顔画像セットから顔画像の数量が最も多
い顔の画像のセットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定するように
構成される。
【０１２０】
　本発明の他の実施例では、図６を参照すると、前記取得ユニット３０１１は、取得サブ
ユニット３０１１４、第２の区分サブユニット３０１１５及び第２の確定サブユニット３
０１１６を備える。
【０１２１】
　取得サブユニット３０１１４は、保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する
顔画像を取得するように構成される。
【０１２２】
　第２の区分サブユニット３０１１５は、取得した顔画像を区分して複数の顔画像セット
を取得するように構成される。それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であ
る。
【０１２３】
　第２の確定サブユニット３０１１６は、複数の顔画像の中から顔画像の数量が最も多い
顔の画像のセットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定するように構
成される。
【０１２４】
　本発明の他の実施例では、図７を参照すると、前記第２の確定モジュール３０２は、第
２の確定ユニット３０２１、第２の識別ユニット３０２２及び選択ユニット３０２３を備
える。
【０１２５】
　第２の確定ユニット３０２１は、前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、共有待
機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するように構成され
る。
【０１２６】
　第２の識別ユニット３０２２は、保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に
対して年齢識別を行って、複数の連絡先の年齢を取得するように構成される。
【０１２７】
　選択ユニット３０２３は、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢に基づいて、複数の連絡
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先の中から候補連絡先を選択するように構成される。
【０１２８】
　本発明の他の実施例では、図８を参照すると、前記選択ユニット３０２３は、選択サブ
ユニット３０２３１及び選別サブユニット３０２３２を備える。
【０１２９】
　選択サブユニット３０２３１は、複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の
中から年齢が前記年齢帯に属する連絡先を選択するように構成される。
【０１３０】
　選別サブユニット３０２３２は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された
連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するように構成される。
【０１３１】
　本発明の他の実施例では、前記選別サブユニット３０２３２は、具体的には、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻
度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　選択された連絡先の中の連絡先の頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれていた
場合、選択した連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先と
して確定するように構成される。
【０１３２】
　本発明の他の実施例では、前記選別サブユニット３０２３２は、また、具体的に、
　選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれていない
場合、連絡頻度を降順に沿って、選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するように構成される。
【０１３３】
　本発明の実施例では、本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定す
るとともに、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プ
ロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指
定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は
、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速
度及び正確性を向上させ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１３４】
　前記実施例中の装置は、その中のそれぞれのモジュールが操作を実行する具体的な方法
は、前記方法の実施例ですでに詳細に説明したので、ここでこれ以上詳細に説明しない。
【０１３５】
　図９は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置９００に応用されるブロック図で
ある。例えば、装置９００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端末
、メッセージ送受信機、ゲーム機、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、
ＰＤＡ等のものであってもよい。
【０１３６】
　図９を照会すると、装置９００は、処理ユニット９０２、メモリ９０４、電源ユニット
９０６、マルチメディアユニット９０８、オーディオユニット９１０、入力/出力（Ｉ/Ｏ
）インターフェース９１２、センサーユニット９１４、及び通信ユニット９１６からなる
群から選ばれる少なくとも１つを有してもよい。
【０１３７】
　処理ユニット９０２は、一般的には、装置９００の全体の操作、例えば、表示、電話呼
び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット
９０２は、上述した方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、命令を実
行する少なくとも１つのプロセッサー９２０を有してもよい。また、処理ユニット９０２
は、他のユニットとのインタラクションの便宜を図るように、少なくとも１つのモジュー
ルを有してもよい。例えば、処理ユニット９０２は、マルチメディアユニット９０８との
インタラクションの便宜を図るように、マルチメディアモジュールを有してもよい。



(22) JP 2017-532694 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

【０１３８】
　メモリ９０４は、装置９００での操作をサポートするように、各種のデータを記憶する
ように配置される。これらのデータは、例えば、装置９００で何れのアプリケーション又
は方法を操作するための命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオ
等を含む。メモリ９０４は、何れの種類の揮発性又は不揮発性メモリ、例えば、ＳＲＡＭ
（Ｓｔａｔｉｃ Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃ
ｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍ
ｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏ
ｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは
光ディスクにより、或いはそれらの組み合わせにより実現することができる。
【０１３９】
　電源ユニット９０６は、装置９００の各種ユニットに電力を供給するためのものであり
、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置９００のために電力を生成、管理及
び分配することに関連する他のユニットを有してもよい。
【０１４０】
　マルチメディアユニット９０８は、装置９００とユーザーとの間に出力インターフェー
スを提供するスクリーンを有してもよい。スクリーンは、例えば、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を有してもよい。スクリーンは、タッチパネルを有する場
合、ユーザーからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンになることができる。
また、タッチパネルは、タッチや、スライドや、タッチパネル上の手振りを感知するよう
に、少なくとも１つのタッチセンサーを有する。タッチセンサーは、タッチやスライド動
作の境界を感知できるだけではなく、タッチやスライド操作と関連する持続時間や圧力も
感知できる。一実施例では、マルチメディアユニット９０８は、フロントカメラ及び/又
はバックカメラを有してもよい。装置９００が、例えば、撮影モードやビデオモードのよ
うな操作モードにある時、フロントカメラ及び/又はバックカメラが外部のマルチメディ
アデータを受信できる。フロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光学レン
ズ系であってもよいし、焦点距離及び光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１４１】
　オーディオユニット９１０は、オーディオ信号を出力及び/又は入力するように配置さ
れる。例えば、オーディオユニット９１０は、マイクロフォン（ＭｉＣ）を有してもよい
。装置９００が、例えば、呼び出しモード、記録モード、又は音声認識モードのような操
作モードにあるとき、マイクロフォンは、外部のオーディオ信号を受信するように配置さ
れる。受信したオーディオ信号は、メモリ９０４にさらに記憶されてもよいし、通信ユニ
ット９１６を介して送信されてもよい。一実施例では、オーディオユニット９１０は、オ
ーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに有してもよい。
【０１４２】
　Ｉ/Ｏインターフェース９１２は、処理ユニット９０２と外部のインターフェースモジ
ュールとの間にインターフェースを提供するためのものである。前記外部のインターフェ
ースモジュールは、キーボードや、クリックホイールや、ボタン等であってもよい。これ
らのボタンは、ホームボタンや、音量ボタンや、スタートボタンや、ロックボタンであっ
てもよいが、それらに限らない。
【０１４３】
　センサーユニット９１４は、装置９００のために各方面の状態を評価する少なくとも１
つのセンサーを有してもよい。例えば、センサーユニット９１４は、装置９００のオン/
オフ状態や、ユニットの相対的な位置を検出することができる。例えば、前記ユニットは
、装置９００のディスプレイ及びキーパッドである。センサーユニット９１４は、装置９
００又は装置９００の１つのユニットの位置の変化、ユーザーによる装置９００への接触
の有無、装置９００の方向又は加速/減速、装置９００の温度変化などを検出することが
できる。センサーユニット９１４は、何れの物理的な接触もない場合に付近の物体を検出
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するように配置される近接センサーを有してもよい。センサーユニット９１４は、画像ン
グアプリケーションに用いるための光センサー、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサ
ーを有してもよい。一実施例では、当該センサーユニット９１４は、加速度センサー、ジ
ャイロスコープセンサー、磁気センサー、圧力センサー又は温度センサーをさらに有して
もよい。
【０１４４】
　通信ユニット９１６は、装置９００と他の設備の間との無線又は有線通信の便宜を図る
ように配置される。装置９００は、例えば、ＷｉＦｉ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み
合わせの通信標準に基づく無線ネットワークにアクセスできる。１つの例示的な実施例で
は、通信ユニット９１６は、ブロードキャストチャンネルを介して外部のブロードキャス
ト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関する情報を受信す
る。１つの例示的な実施例では、前記通信ユニット９１６は、近距離通信を促進するため
に近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに有してもよい。例えば、ＮＦＣモジュー
ルは、無線周波数認識（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤＡ：Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域無線（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術、
ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）技術及び他の技術によって実現されてもよ
い。
【０１４５】
　例示的な実施例では、装置９００は、上述した方法を実行するために、１つ又は複数の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔａｌ 
Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄｉｇｉ
ｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラマブルロジック
デバイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ）、書替え可能
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ
）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサー、又は他の電子機器に
よって実現されてもよい。
【０１４６】
　例示的な実施例では、命令を有する非一時的コンピュータ読み取り可能な記録媒体、例
えば、命令を有するメモリ９０４をさらに提供する。この命令は、装置９００のプロセッ
サー９２０により実行されて上述した方法を実現する。例えば、前記非一時的コンピュー
タ読み取り可能な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
ディスク及び光データメモリ等であってもよい。
【０１４７】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記記録媒体における命令が端末の
プロセッサーにより実行されると、端末が連絡先記録処理方法を実行するようにする。前
記方法は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【０１４８】
　本発明の他の実施例では、モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
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確定するステップを含む。
【０１４９】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【０１５０】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【０１５１】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連
絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する
ステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【０１５２】
　本発明の他の実施例では、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢に基づいて、前記複数の
連絡先の中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【０１５３】
　本発明の他の実施例では、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【０１５４】
　本発明の他の実施例では、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択され
た連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後
、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
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　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【０１５５】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
いて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの
中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上さ
せ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１５６】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、ただ例示的なものであって、本発明の本当の範
囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１５７】
　本発明は、前記で記述され、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱
しない状況で、様々な修正や変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付される特許請
求の範囲のみにより限定される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月15日(2016.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦方法。
【請求項２】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項２
に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項４】
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項２
に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の連絡先情報推薦
方法。
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【請求項６】
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含むことを特徴とする請求項５に記載の連絡先情報
推薦方法。
【請求項７】
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含むことを特徴とする請求項６に記載の連絡先情報
推薦方法。
【請求項８】
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含むことを特徴とす
る請求項７に記載の連絡先情報推薦方法。
【請求項９】
　モバイル端末の所有者の年齢を確定する第１の確定モジュールと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する第２の確定モジュール
と、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する推薦モジュー
ルと、を備え、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦装置。
【請求項１０】
　前記第１の確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得する取得ユニットと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する第１の識別ユニットと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定する第１の確定ユニットと、を備えることを特徴とする請求項９に記載の連絡先情報
推薦装置。
【請求項１１】
　前記取得ユニットは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得する撮影サブユニットと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第１の区分サブユニットと
、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第１の確定サブユニットと、を備え、
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　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項１
０に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１２】
　前記取得ユニットは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する取得サブユニッ
トと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第２の区分サブユニットと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第２の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であることを特徴とする請求項１
０に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１３】
　前記第２の確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する第２の確定ユニットと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得する第２の識別ユニットと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択する選択ユニットと、を備えることを特徴とする請求項９に記載の連絡先情
報推薦装置。
【請求項１４】
　前記選択ユニットは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択する選択サブユニットと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得する選別サブユニットと、を備えることを特徴とする請求項１３に記載
の連絡先情報推薦装置。
【請求項１５】
　前記選別サブユニットは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定することを特徴とする請求項１４に記載の連絡先情報推薦装置。
【請求項１６】
　前記選別サブユニットは、さらに、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定することを特徴とする請求項１５に記載の連絡
先情報推薦装置。
【請求項１７】
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定し、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定し、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するように構成さ
れ、
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　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像であることを特徴とする
連絡先情報推薦装置。
【請求項１８】
　プロセッサーに実行されることにより、請求項１－８のいずれか１項に記載の連絡先情
報推薦方法を実現する、プログラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記録媒体。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本願は、出願番号が２０１５１０４５９７９２．３であって、出願日が２０１５年７月
３０日である中国特許出願を基礎として優先権を主張し、当該中国特許出願の内容の全体
を本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、端末の技術分野に関し、より詳細には、連絡先情報推薦方法、装置、プログ
ラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　端末の技術の急速な発展に伴い、ますます多くの画像共有機能を備えた、例えば、携帯
電話、タブレットＰＣなど端末が示されている。これらの端末の間には、画像の転送を行
い、複数端末との間の画像の共有を実現する。
【０００４】
　例えば端末Ａは、画像を端末Ｂに共有するとき、端末Ａは自体に保存された連絡先情報
の端末Ｂに対応する連絡先情報を検索して選択した後、その連絡先情報を介して画像を端
末Ｂと共有する。しかし、端末Ａに格納された連絡先情報の量が比較的多いと保存された
連絡先情報の端末Ｂに対応する連絡先情報を照会するために消費される時間が比較的長く
、エラーが生じやすいため連絡先情報推薦方法が必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、関連技術の問題点を解決するために、連絡先情報推薦方法、装置、プログラ
ム及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、連絡先情報推薦方法が提供され、前記方法は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【０００７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
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いて、複数の連絡先の中から、前記モバイル端末の所有者と関連関係が存在する候補連絡
先を確定することにより、指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報
を推薦することができるので、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上させ、照会時
間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０００８】
　第１の態様に結合して、前記第１の態様の第１の可能な実現方式において、前記モバイ
ル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含む。
【０００９】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することにより、候補連
絡先の年齢が属する年齢帯を確定するために基礎を定め、さらに、候補連絡先の確定範囲
を縮小させ、候補連絡先を確定する速度を向上させる。
【００１０】
　第１の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第２の可能な実現方
式において、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００１１】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリガする人に対して顔
画像撮影を行って、撮影して取得した複数の顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔
画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔
画像セットとして確定することにより、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する
範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する正確度を向上させる。
【００１２】
　第１の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第３の可能な実現方
式において、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００１３】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリで自分撮りに属
する顔画像を取得し、取得した顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画像セットの
中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔画像セットと
して確定することにより、自分撮りするときの撮影される頻度の高低に基づいて、モバイ
ル端末の所有者の顔画像セットを確定する範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画
像セットを確定する正確度を向上させる。
【００１４】
　第１の態様に結合して、前記第１の態様の第４の可能な実現方式において、前記モバイ
ル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づい
て、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップは、
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　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【００１５】
　本発明の実施例では、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年
齢帯、及び保存された複数の連絡先の年齢を確定することにより、複数の連絡先の年齢及
び確定された年齢帯に基づいて、快速かつ効果的に候補連絡先を選択することができ、候
補連絡先の選択範囲を縮小させ、候補連絡先を確定する速度及び正確度を向上させる。
【００１６】
　第１の態様の第４の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第５の可能な実現方
式において、前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の
中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【００１７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度を介して、選
択された連絡先に対して選別を行って、候補連絡先を取得することにより、前記モバイル
端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して、候補連絡先を確定する
正確度をより一層向上させる。
【００１８】
　第１の態様の第５の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第６の可能な実現方
式において、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対し
て選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【００１９】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の
頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択した連絡先の中の連絡頻度が指
定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定することにより、前記モバイル端末
の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して、候補連絡先を確定する正確
度をより一層向上させる。
【００２０】
　第１の態様の第６の可能な実現方式に結合して、前記第１の態様の第７可能な実現方式
において、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連
絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【００２１】
　本発明の実施例では、選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連
絡先が含まれていない場合、前記モバイル端末は、連絡頻度の降順に沿って選択された連
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絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定するこ
とにより、前記モバイル端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して
連絡先情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約する。
【００２２】
　本発明の第２の態様によれば、連絡先情報推薦装置が提供され、前記装置は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定する第１の確定モジュールと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する第２の確定モジュール
と、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する推薦モジュー
ルと、を備え、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００２３】
　第２の態様に結合して、前記第２の態様の第１の可能な実現方式において、前記第１の
確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得する取得ユニットと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する第１の識別ユニットと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定する第１の確定ユニットと、を備える。
【００２４】
　第２の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第２の可能な実現方
式において、前記取得ユニットは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得する撮影サブユニットと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第１の区分サブユニットと
、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第１の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００２５】
　第２の態様の第１の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第３の可能な実現方
式において、前記取得ユニットは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する取得サブユニッ
トと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する第２の区分サブユニットと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定する第２の確定サブユニットと、を備え、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００２６】
　第２の態様に結合して、前記第２の態様の第４の可能な実現方式において、前記第２の
確定モジュールは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する第２の確定ユニットと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得する第２の識別ユニットと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択する選択ユニットと、を備える。
【００２７】
　第２の態様の第４の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第５の可能な実現方
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式において、前記選択ユニットは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択する選択サブユニットと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得する選別サブユニットと、を備える。
【００２８】
　第２の態様の第５の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第６の可能な実現方
式において、前記選別サブユニットは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定する。
【００２９】
　第２の態様の第６の可能な実現方式に結合して、前記第２の態様の第７の可能な実現方
式において、前記選別サブユニットは、さらに、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定する。
【００３０】
　本発明の第３の態様によれば、連絡先情報推薦装置が提供され、前記装置は、
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーによって実行可能な命令を記憶するメモリと、を備え、
　前記プロセッサーは、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定し、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定し、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するように構成さ
れ、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００３１】
　本発明の第４の態様によれば、
　プロセッサーに実行されることにより、上記の連絡先情報推薦方法を実現する、プログ
ラムを提供する。
【００３２】
　本発明の第５の態様によれば、
　上記プログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の実施例を示した技術的案によると、以下のような作用効果を奏することができ
る。
【００３４】
　前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバイル端末の所有者の年
齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の
中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡
先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画
像である。従って、連絡先の情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約
し、画像共有の効率を向上させる。
【００３５】
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　なお、前記一般的な記載及び後述の詳細な記載は、単なる例示的で解釈的な記載であり
、本発明を限定しない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　以下の図面は、明細書に組み入れて本明細書の一部分を構成し、本発明に該当する実施
例を例示するとともに、明細書とともに本発明の原理を解釈する。
【図１】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。
【図２】一例示的な実施例に係る他の連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。
【図３】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。
【図４】一例示的な実施例に係る第１の確定モジュールを示すブロック図である。
【図５】一例示的な実施例に係る取得ユニットを示すブロック図である。
【図６】一例示的な実施例に係る他の取得ユニットを示すブロック図である。
【図７】一例示的な実施例に係る第２の確定モジュールを示すブロック図である。
【図８】一例示的な実施例に係る選択ユニットを示すブロック図である。
【図９】一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、例示的な実施例を詳しく説明し、その例示を図面に示す。以下の記載が図面に関
わる場合、特に別の説明がない限り、異なる図面における同一符号は、同じ又は類似する
要素を示す。以下の例示的な実施形態に記載の実施例は、本発明と一致する全ての実施例
を代表するものではない。それらは、特許請求の範囲に記載の本発明のある側面に一致す
る装置及び方法の例に過ぎない。
【００３８】
　図１は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。図
１に示すように、前記方法は、端末に応用され、以下のようなステップを含んでもよい。
【００３９】
　ステップ１０１：モバイル端末の所有者の年齢を確定する。
【００４０】
　ステップ１０２：前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連
絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する。
【００４１】
　ステップ１０３：指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦
する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００４２】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
いて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの
中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上さ
せ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【００４３】
　本発明の他の実施例では、モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含む。
【００４４】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することにより、候補連
絡先の年齢が属する年齢帯を確定するために基礎を定め、さらに、候補連絡先の確定範囲
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を縮小させ、候補連絡先を確定する速度を向上させる。
【００４５】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００４６】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリガする人に対して顔
画像撮影を行い、撮影して取得した複数の顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画
像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、モバイル端末の所有者の顔画
像セットとして確定することにより、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する範
囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像セットを確定する正確度を向上させる。
【００４７】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【００４８】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリで自分撮りに属
する顔画像を取得し、取得した顔画像を区分し、区分して取得した複数の顔画像セットの
中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットをモバイル端末の所有者の顔画像セットとし
て確定することにより、自分撮りするときに撮影される頻度の高低に基づいて、モバイル
端末の所有者の顔画像セットを確定する範囲を縮小させ、モバイル端末の所有者の顔画像
セットを確定する正確度を向上させる。
【００４９】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連
絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定
するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【００５０】
　本発明の実施例では、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年
齢帯、及び保存された複数の連絡先の年齢を確定することにより、複数の連絡先の年齢及
び確定された年齢帯に基づいて、快速かつ効果的に候補連絡先を選択することができ、候
補連絡先の選択範囲を縮小させ、候補連絡先を確定する速度及び正確度を向上させる。
【００５１】
　本発明の他の実施例では、前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記
複数の連絡先の中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
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する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【００５２】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度を介して、選
択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得することにより、前記モバイル端
末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して候補連絡先を確定する正確
度をより一層向上させる。
【００５３】
　本発明の他の実施例では、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【００５４】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の
頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択した連絡先の中の連絡頻度が指
定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定することにより、前記モバイル端末
の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して候補連絡先を確定する正確度
をより一層向上させる。
【００５５】
　本発明の他の実施例では、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択され
た連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後
、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【００５６】
　本発明の実施例では、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡
先が含まれていない場合、前記モバイル端末は、連絡頻度を降順に沿って、選択された連
絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定するこ
とにより、前記モバイル端末の所有者と連絡が緊密な連絡先を候補連絡先として確定して
連絡先情報を照会する速度及び正確度を向上させ、照会時間を節約する。
【００５７】
　前記すべての選択可能な技術的案は任意の組み合わせによって、本発明の選択可能な実
施例を形成することができ、本発明の実施例はこれに対して一一贅言しない。
【００５８】
　図２は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦方法を示すフローチャートである。図
２に示すように、前記方法は、端末に応用され、以下のようなステップを含んでもよい。
【００５９】
　ステップ２０１：前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得し、前記モバイル端
末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行って、前記それぞ
れの顔画像に対応する年齢を取得する。
【００６０】
　ここで、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するために、前記モバイル端末は、ま
ず、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得しなければならない。前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットを取得する方式は、以下のような２つを含む。
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【００６１】
　第１の方式：前記モバイル端末がロック解除命令を受信するたびに、前記モバイル端末
は、前記ロック解除命令をトリガした人に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得
し、前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する。それぞれの顔画像セッ
トの中の顔画像は同一人の顔画像である。前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が
最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定する。
【００６２】
　前記モバイル端末がロック解除命令を受信するたびに、前記モバイル端末は自体が携帯
したカメラを呼び出し、呼び出したカメラを介して、前記ロック解除命令をトリガする人
に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得する。前記モバイル端末は、前記複数の
顔画像の中から同一人に属する顔画像を一つの顔画像セットに区分して複数の顔画像セッ
トを取得する。ここで、前記ロック解除命令をトリガする人は、前記モバイル端末の所有
者であってもよく、又は、前記モバイル端末を使用している他のユーザーであってもよい
。前記モバイル端末の所有者はその他のユーザーを比較すると、前記ロック解除命令をト
リガする回数が明らかに多く、前記モバイル端末の所有者を撮影した顔画像も最も多い。
つまり、区分して取得した複数の顔画像セットにおいて、前記モバイル端末の所有者の顔
画像が所在する顔画像セットに含まれている顔画像の数量が最も多い。従って、前記モバ
イル端末は、前記複数の顔画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを選
択し、選択された顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定
する。
【００６３】
　なお、前記ロック解除命令は、前記モバイル端末のロックを解除するための命令であり
、前記ロック解除命令は、ユーザーによりトリガする。前記ユーザーは、ロック解除ボタ
ンをスライドしたり、ロック解除パスワードを入力したり、ロック解除パターンを描くな
どの操作を介してトリガする。本発明の実施例は、これに対して具体的な限定をしない。
【００６４】
　そして、前記複数の顔画像に対して区分して複数の顔画像セットを取得したとき、前記
モバイル端末は、前記複数の顔画像に対して顔識別を行って、同一人に属する顔画像を一
つの顔画像セットに区分して複数の顔画像セットを取得する。前記複数の顔画像に対して
区分する詳細な操作は、顔識別などの関連技術を参考すればよいので、本発明の実施例は
これに対して詳細な説明をしない。
【００６５】
　第２の方式：前記モバイル端末は、保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属す
る顔画像を取得し、取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得する。それぞれ
の顔画像セットの中の顔画像は同一人の顔画像である。前記複数の顔画像セットの中で顔
画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして
確定する。
【００６６】
　自分撮りした顔画像は、通常は、前記モバイル端末のフロントカメラを使用して撮影さ
れたものであり、フロントカメラの画素はリアカメラの画素よりも著しく少ないため、前
記モバイル端末のフロントカメラを使用して撮影して取得した顔画像の画素は、リアカメ
ラを介して撮影して取得した顔画像の画素よりも著しく低い。従って、前記モバイル端末
が保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得する際に、前記モバ
イル端末は、前記画像ライブラリの中のそれぞれの画像の画素に基づいて、前記画像ライ
ブラリの中から画素が指定画素閾値以下である顔画像を選択し、選択された顔画像を自分
撮りした顔画像として確定する。
【００６７】
　なお、前記指定画素閾値は事前に設定されてもよい。例えば、前記指定画素閾値は、前
記モバイル端末のフロントカメラの画素であってもよい。又は、前記指定画素閾値は、現
在のマーケットで様々なモバイル端末のフロントカメラ画素の平均値であってもよい。又
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は、前記指定画素閾値は、前記画像ライブラリの中のすべての顔画像の画素の平均値であ
ってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００６８】
　そして、取得した自分撮りの顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得し、複数の顔
画像セットの中から顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル端末の所有者
の顔画像集合として確定する詳細な操作は、第１の方式と同じであるため、本発明の実施
例はこれに対して贅言しない。
【００６９】
　なお、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットの中のそれぞれの顔画像に対して年齢
識別を行って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得する操作は、年齢識別などの
関連技術を参考すればいいので、本発明の実施例はこれに対して説明しない。
【００７０】
　ステップ２０２：前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末
の所有者の年齢を確定する。
【００７１】
　前記モバイル端末がそれぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の
所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢の
中から１つの年齢最大値と、１つの年齢最小値を選別して捨て、残りの年齢の平均値を計
算し、前記平均値を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７２】
　例えば、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットに画像１、画像２、画像３、画像４
、画像５の５つの顔画像が含まれる場合、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対し
て年齢識別を行い、画像１に対応する年齢２５、画像２に対応する年齢２７、画像３に対
応する年齢２９、画像４に対応する年齢２８、画像５に対応する年齢３４を取得する。前
記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢の中から１つの年齢最大値３４と、
１つの年齢最小値２５を選別して捨て、残りの２７、２８、２９の平均値である２８を算
出し、この平均値２８を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７３】
　また、前記モバイル端末がそれぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル
端末の所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末はさらにそれぞれの顔画像に対応
する年齢、及び複数の指定年齢帯に基づいて、それぞれの指定年齢帯に属する顔画像の数
を確定し、前記複数の指定年齢帯の中から顔画像の数が最も多い指定年齢帯を選択する。
つまり、それぞれの指定年齢帯に属する顔画像の確率分布を確定し、顔画像の数が最も多
い指定年齢帯に対応する確率が最も大きい。従って、前記複数の指定年齢帯の中から確率
が最大の指定年齢帯を選択し、そして、前記モバイル端末は、選択された指定年齢帯に属
する顔画像に対応する年齢の平均値を確定する。前記平均値を前記モバイル端末の所有者
の年齢として確定する。
【００７４】
　なお、前記複数の指定年齢帯は事前に設定されてもよい。また、前記モバイル端末の所
有者の年齢を確定する正確度を向上させるために、前記複数の指定年齢帯の中のそれぞれ
の年齢帯区間の長さが同じにする。例えば、前記複数の指定年齢帯は１８～３０、３１～
４３、４４～５６等であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしな
い。また、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定する正確度をより一層向上させるため
に、前記複数の指定年齢帯の区間の区画長さをさらに短くすることができる。例えば、前
記複数の指定年齢帯は１８～２５、２６～３３、３４～４１、４２～４９、５０～５７等
であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００７５】
　例えば、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢、及び複数の指定年齢
帯に基づいて、つまり、画像１に対応する年齢２５、画像２に対応する年齢２７、画像３
に対応する年齢２９、画像４に対応する年齢２８、画像５に対応する年齢３４、及び複数
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の指定年齢帯１８～２５、２６～３３、３４～４１、４２～４９、５０～５７に基づいて
、１８～２５に属する顔画像の数が１であり、２６～３３に属する顔画像の数が３であり
、３４～４１に属する顔画像の数が１であり、４２～４９及び５０～５７に属する数がそ
れぞれ０であると確定する。従って、前記モバイル端末は、前記複数の指定年齢帯の中か
ら顔画像の数が最も多い指定年齢帯２６～３３を選択し、指定年齢帯２６～３３に属する
画像２、画像３、画像４に対応する年齢２７、２９、２８の平均値が２８であると確定し
、前記平均値２８を前記モバイル端末の所有者の年齢として確定する。
【００７６】
　勿論、実際の応用において、前記モバイル端末は、それぞれの顔画像に対応する年齢に
基づいて、前記モデルマイル端末の所有者の年齢を確定する際に、前記モバイル端末はさ
らに他の方式を介して、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定することができる。本発
明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００７７】
　ステップ２０３：前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバム
と関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する。
【００７８】
　前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯に基づいて、
候補連絡先情報を確定して、保存された複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する範囲
を縮小するとともに、確定速度を向上させるために、前記モバイル端末は、携帯電話端末
の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が
属する年齢帯を確定する必要がある。前記モバイル端末が、前記モバイル端末の所有者の
年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢
帯を確定する操作は、以下の通りである。即ち、前記モバイル端末は、前記共有待機アル
バムのアルバム属性を確定し、また、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先
を確定し、前記アルバム属性と確定された連絡先に基づいて、保存されたアルバム属性、
連絡先と年齢差の範囲の対応関係から、対応する年齢差の範囲を取得するとともに、前記
モバイル端末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲を合わせる。つまり、前記モバイル端
末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲内の最大値を互いに加算して、前記共有待機アル
バムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最大値を取得し、前記モバイル
端末の所有者の年齢と、前記年齢差の範囲内の最小値を互いに加算して、前記共有待機ア
ルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最小値を取得し、これによっ
て、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定する
。
【００７９】
　ここで、共有待機アルバムのアルバム属性は、写真アルバム名称、共有待機アルバムの
中の顔画像に対応する年齢などによって確定できる。また、共有待機アルバムのアルバム
属性は、共有待機アルバムとモバイル端末の所有者との間の家族関係を識別するために用
いられる。そして、前記モバイル端末が前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡
先を確定するときに、前記モバイル端末は、共有待機アルバムのアルバム属性に基づいて
、保存されたアルバム属性と連絡先の間の対応関係から、対応する連絡先を取得し、取得
された連絡先を共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先として確定する。
【００８０】
　例えば、前記モバイル端末の所有者の年齢が２８であるとすれば、前記共有待機アルバ
ムのアルバム属性は、赤ん坊のアルバムであり、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先は祖父や、祖母や、外祖父や、外祖母であり、前記モバイル端末は、前記赤ん
坊のアルバムと、前記赤ん坊のアルバムと関連関係が存在する連絡先の祖父や、祖母や、
外祖父や、外祖母に基づいて、以下の表１に示されるアルバム属性、連絡先と年齢差の範
囲の間の対応関係から、対応する年齢差の範囲[２０、３０]を取得し、前記モバイル端末
の所有者の年齢２８と前記年齢差の範囲内の最大値の３０を互いに加算して、前記共有待
機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最大値５８を取得し、前
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記モバイル端末の所有者の年齢２８と前記年齢差の最小値の２０を互いに加算して、前記
共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯の最小値４８を取得
する。従って、前記共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯
を［４８、５８］として確定する。
【表１】

【００８１】
　なお、本発明の実施例では、前記表１に示されるアルバム属性、連絡先と年齢差の範囲
の間の対応関係を例に挙げて説明したが、前記表１は、本発明の実施例を限定しない。
【００８２】
　ステップ２０４：保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別
を行って前記複数の連絡先の年齢を取得する。
【００８３】
　現在、モバイル端末に連絡先情報を保存するとき、連絡先の連絡先プロフィール写真を
保存する。従って、前記モバイル端末は、保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真を取得することができ、取得した複数の連絡先プロフィール写真に対してそれぞれ年
齢識別を行って前記複数の連絡先の年齢を取得する。
【００８４】
　例えば、前記複数の連絡先の数が５であり、それぞれ連絡先１、連絡先２、連絡先３、
連絡先４、連絡先５であるすれば、前記モバイル端末は、保存された前記複数の連絡先の
連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、連絡先１の年齢２０、連絡先２の年
齢３６、連絡先３の年齢４９、連絡先４の年齢５１、連絡先５の年齢５５を取得する。
【００８５】
　なお、前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って前記複数
の連絡先の年齢を取得する操作は、前記ステップ２０１で、前記モバイル端末の所有者の
顔画像セットの中のそれぞれの顔画像に対する年齢識別操作と同様であり、すべては年齢
識別などの関連技術を参考すればよい。本発明の実施例は、これに対してもう詳細に説明
しない。
【００８６】
　ステップ２０５：前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する
連絡先の年齢が属する年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を選択す
る。
【００８７】
　指定画像を共有するとき、連絡先情報を推薦し、画像共有の効率を向上させるために、
前記端末は、前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先
の年齢が属する年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を選択する。前
記端末が前記複数の連絡先の年齢と、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年
齢が属する年齢帯に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を選択する操作は、以下
の通りである。即ち、前記モバイル端末は、前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複
数の連絡先の中から年齢が共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する
年齢帯に属する連絡先を選択し、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択した連絡
先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００８８】
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　つまり、前記モバイル端末は、前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先
の中から、共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯内の連絡
先を選択する。選択された連絡先の数が比較的多い可能性があるので、候補連絡先を確定
する正確度をより一層向上させるために、前記端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基
づいて、選択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００８９】
　例えば、前記端末は、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢帯に基づいて、つまり、連絡
先１の年齢２０、連絡先２の年齢３６、連絡先３の年齢４９、連絡先４の年齢５１、連絡
先５の年齢５５、及び前記年齢帯[４８、５８]に基づいて、前記複数の連絡先の中から年
齢が前記年齢帯[４８、５８]内に属する連絡先３、連絡先４、連絡先５を確定し、そして
、前記モバイル端末は、選択された連絡先３、連絡先４、連絡先５の連絡頻度に基づいて
、選択された連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する。
【００９０】
　ここで、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する操作は、以下の通りである。即ち、前記
モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先の中に連絡
頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、選択された連絡先の中に
連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれている場合、選択した連絡先の中から連
絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確定する。
【００９１】
　つまり、前記モバイル端末は、選択された連絡先が第１の指定時間内の連絡回数を取得
し、前記連絡回数と第１の指定時間の割合を計算し、前記比率を選択された連絡先の連絡
頻度として確定し、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択
された連絡先の中に連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断する
。選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれている場合
、選択した連絡先の中から連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先として確
定する。
【００９２】
　なお、第１の指定時間内に選択された連絡先の連絡回数は、通話又はメッセージの連絡
回数のうちの少なくとも１つであってもよい。また、他の通信に使用されるアプリケーシ
ョンの中の連絡回数であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしな
い。第１の指定時間は事前に設定されてもよい。例えば、第１の指定時間は、３０日、５
０日、６０日等であってもよい。本発明の実施例はやはりこれに対して具体的な限定をし
ない。
【００９３】
　そして、前記指定頻度も事前に設定されてもよい。例えば、前記指定頻度は、２、３等
であってもよい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【００９４】
　例えば、前記第１の指定時間は３０日であり、前記指定頻度は２であり、前記モバイル
端末が第１の指定時間内に取得した選択された連絡先の連絡回数は、それぞれ連絡先３の
接触回数が３６であり、連絡先４の接触回数が３０であり、連絡先５の接触回数が６であ
る。それぞれの連絡先の連絡回数と第１の指定時間の割合を計算すると、連絡先３の接触
頻度１.２、連絡先４の接触頻度１、連絡先５の接触頻度０.２を取得して、前記モバイル
端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先３、連絡先４、連絡
先５の中に接触頻度が指定頻度２よりも大きい連絡先が含まれていないと判断する。
【００９５】
　さらに、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が指定頻度よりも大きい連絡先が含まれ
ていない場合、前記モバイル端末は、連絡先の頻度の降順に沿って前記選択された連絡先
の中から指定数量の連絡先を取得し、取得した連絡先を候補連絡先として確定する。
【００９６】
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　例えば、前記指定数量が２であり、前記モバイル端末が選択された連絡先の連絡頻度に
基づいて、選択された連絡先３、連絡先４、連絡先５の中に連絡頻度が指定頻度２０より
も大きな連絡先が含まれていないと判断すると、前記モバイル端末は、連絡頻度の降順に
沿って前記選択された連絡先の中からそれぞれ連絡先３、及び連絡先４の２つの連絡先を
取得し、前記モバイル端末は、取得した連絡先３、及び連絡先４を候補連絡先として確定
する。
【００９７】
　さらに、前記モバイル端末は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得する際に、候補連絡先を確定する複雑度を下
げるために、前記モバイル端末は、取得した第１の指定時間内の選択された連絡先の連絡
回数に直接基づいて、選択された連絡先に対して選別を行て候補連絡先を取得することも
できる。前記モバイル端末が取得した第１の指定時間内の選択された連絡先の連絡回数に
基づいて、選択された連絡先に対しいて選別を行って候補連絡先を取得する操作は、前記
選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先に対して選別を行って候補連
絡先を取得する操作と同じである。本発明の実施例はこれに対して詳細に説明しない。
【００９８】
　ステップ２０６：指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦
する。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【００９９】
　指定画像を共有するときに、保存された複数の連絡先情報の中から共有待機の連絡先の
情報を照会する速度を向上させるために、前記モバイル端末は、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦して、ユーザーが直接に候補連絡先の連絡先
情報の中から連絡先情報を選択して前記指定画像を共有するようにする。
【０１００】
　ここで、前記モバイル端末が候補連絡先の連絡先情報を推薦するとき、前記モバイル端
末は、候補連絡先の連絡先情報を自動的にポップアップする。さらに快速かつ効果的に候
補連絡先情報の中から選択するために、ポップアップされた連絡先情報の中には候補連絡
先の名称と連絡方式のみが含まれ、連絡先プロフィール写真、メールやアドレスなどの他
の情報が表示する必要がない。
【０１０１】
　なお、前記指定画像共有命令は、前記指定画像を共有するために使用され、前記指定画
像共有命令はユーザーによりトリガする。前記ユーザーは、指定操作を介してトリガする
ことができる。前記指定操作は、クリック操作、スライド操作、音声操作などであっても
よい。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【０１０２】
　例えば、前記指定画像が赤ん坊のアルバムの中のいずれか１枚の画像であれば、前記候
補連絡先は共有待機アルバムと関連関係が存在する連絡先であるので、共有待機アルバム
の家族人員との連絡の緊密性、及び保存された複数の連絡先情報の中から共有待機の連絡
先情報を照会する速度を向上させるために、前記モバイル端末が指定画像共有命令を受信
すると、前記モバイル端末は、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。つまり、赤ちゃ
んの祖父や、祖母や、外祖父や、外祖母などの連絡方式を推薦して、ユーザーが直接に候
補連絡先の連絡方式の中で家庭人員の連絡方式を選択して前記指定画像を共有する。
【０１０３】
　さらに、前記モバイル端末が前記アルバムの中の複数の画像を共有するとき、前記モバ
イル端末は、前記写真アルバムの中から、前記複数の画像をそれぞれ選択し、前記モバイ
ル端末が画像確定命令を受信すると、前記モバイル端末は、選択された複数の画像を同時
に共有して複数の画像の共有効率を向上させる。
【０１０４】
　なお、前記画像確定命令は、複数の画像の選択が成功したことを確定するために使用さ
れる。前記画像確定命令は、ユーザーがトリガする。前記ユーザーは、確認ボタンのクリ
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ック、エンターキーのクリック、送信キーのクリックなどの操作を介してトリガすること
ができる。本発明の実施例はこれに対して具体的な限定をしない。
【０１０５】
　さらに、前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して候補連絡先を確定するタイミ
ングは、指定画像共有命令を受信する前であるため、前記モバイル端末は、画像を共有す
るたびに、前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を重複する必要がない。従って、画像
共有の速度を向上させることができる。前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して
候補連絡先を確定する過程で、ロック解除命令をトリガする人を撮影した顔画像や画像ラ
イブラリ中の画像は、いつでもアップデート可能である。つまり、前記モバイル端末が新
しい顔画像を撮影することができ、又はユーザーが画像ライブラリ中の画像に対していつ
でも削除、追加などの操作を行ることができる。また、連絡先の連絡頻度もいつでも変わ
るため、前記候補連絡先を適時にアップデータして候補連絡先を確定する正確度を向上さ
せるために、同時に前記モバイル端末に過重な負担を与えないために、前記モバイル端末
は、周期的に前記ステップ２０１乃至ステップ２０５を介して候補連絡先をアップデート
することができる。
【０１０６】
　なお、前記候補連絡先をアップデートする周期は、第２の指定時間であってもよい。前
記第２の指定時間は事前に設定されてもよい。例えば、前記第２の指定時間は、１週間、
２週間、１ヶ月などであってもよい。勿論、前記モバイル端末は、ロック解除命令をトリ
ガする人の顔画像や画像ライブラリ中の画像がアップデータした数量が第１の数値である
時、１回アップデータすることができる。例えば、前記第１の数値は、１０、２０等であ
ってもよい。又は、前記モバイル端末は、連絡先の連絡頻度の変化率が第２の数値である
と確定した時、１回アップデータすることができる。前記連絡頻度の変化率は、前の周期
連絡頻度と現在時間の連絡頻度との間の変化率である。つまり、前の周期連絡頻度と現在
時間の連絡頻度との間の差を、前の周期と現在時間との間の時間差で割った値である。例
えば、第２の数値が１.５、１、２などであってもよい。本発明の実施例はこれに対して
具体的な限定をしない。
【０１０７】
　さらに、前記モバイル端末は、前記ステップ２０１乃至ステップ２０６が提供した連絡
先情報推薦方法に基づいて候補連絡先を推薦することができるだけでなく、前記モバイル
端末はさらに、指定画像共有命令を受信した後、リアルタイム的に候補連絡先を確定する
とともに、確定された候補連絡先を推薦することができる。つまり、前記モバイル端末が
指定画像共有命令を受信すると、モバイル端末の所有者の年齢を確定し、前記モバイル端
末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、
前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するとともに、候補連絡先の連絡先情報を推
薦して候補連絡先を確定する正確度を向上させる。
【０１０８】
　前記指定画像共有命令を受信した後、候補連絡先を確定するとともに、候補連絡先の連
絡先情報を推薦する方法は、候補連絡先をリアルタイム的に確定して候補連絡先を確定す
る正確度をより向上させることができるが、画像を共有するたびに、候補連絡先を再度確
定する必要があるので、画像共有速度に影響を与え、同時に、前記モバイル端末に比較的
大きな負担を与える。従って、画像を共有するときに、好ましくは、前記ステップ２０１
乃至ステップ２０６が提供する方法を介して候補連絡先の連絡先情報を推薦する。
【０１０９】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末は、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定す
るとともに、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プ
ロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から共有待機アルバムと関連関係が存在連
絡先を選択し、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて候補連絡先を確定することにより
、前記モバイル端末が指定画像共有命令を受信すると、前記モバイル端末は、前記候補連
絡先の連絡先情報を推薦する。こうして連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上させ
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、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１１０】
　図３は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置を示すブロック図である。図３を
参照すると、前記装置は、第１の確定モジュール３０１、第２の確定モジュール３０２及
び推薦モジュール３０３を備える。
【０１１１】
　第１の確定モジュール３０１は、モバイル端末の所有者の年齢を確定するように構成さ
れる。
【０１１２】
　第２の確定モジュール３０２は、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複
数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先
を確定するように構成される。
【０１１３】
　おすすめモジュール３０３は、指定画像共有命令を受信すると、候補連絡先の連絡先情
報を推薦するように構成される。前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚
の画像である。
【０１１４】
　本発明の他の実施例では、図４を参照すると、前記第１の確定モジュール３０１は、取
得ユニット３０１１、第１の識別ユニット３０１２及び第１の確定ユニット３０１３を備
える。
【０１１５】
　取得ユニット３０１１は、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するように
構成される。
【０１１６】
　第１の識別ユニット３０１２は、前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞ
れの顔画像に対して年齢識別を行い、それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するように
構成される。
【０１１７】
　第１の確定ユニット３０１３は、それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モ
バイル端末の所有者の年齢を確定するように構成される。
【０１１８】
　本発明の他の実施例では、図５を参照すると、前記取得ユニット３０１１は、撮影サブ
ユニット３０１１１、第１の区分サブユニット３０１１２及び第１の確定サブユニット３
０１１３を備える。
【０１１９】
　撮影サブユニット３０１１１は、ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命
令をトリガする人に対して顔画像撮影を行って複数の顔画像を取得するように構成される
。
【０１２０】
　第１の区分サブユニット３０１１２は、複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを
取得するように構成される。それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である
。
【０１２１】
　第１の確定サブユニット３０１１３は、複数の顔画像セットから顔画像の数量が最も多
い顔の画像のセットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定するように
構成される。
【０１２２】
　本発明の他の実施例では、図６を参照すると、前記取得ユニット３０１１は、取得サブ
ユニット３０１１４、第２の区分サブユニット３０１１５及び第２の確定サブユニット３
０１１６を備える。
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【０１２３】
　取得サブユニット３０１１４は、保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する
顔画像を取得するように構成される。
【０１２４】
　第２の区分サブユニット３０１１５は、取得した顔画像を区分して複数の顔画像セット
を取得するように構成される。それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像であ
る。
【０１２５】
　第２の確定サブユニット３０１１６は、複数の顔画像の中から顔画像の数量が最も多い
顔の画像のセットを、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットとして確定するように構
成される。
【０１２６】
　本発明の他の実施例では、図７を参照すると、前記第２の確定モジュール３０２は、第
２の確定ユニット３０２１、第２の識別ユニット３０２２及び選択ユニット３０２３を備
える。
【０１２７】
　第２の確定ユニット３０２１は、前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、共有待
機アルバムと関連関係が存在する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するように構成され
る。
【０１２８】
　第２の識別ユニット３０２２は、保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に
対して年齢識別を行って、複数の連絡先の年齢を取得するように構成される。
【０１２９】
　選択ユニット３０２３は、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢に基づいて、複数の連絡
先の中から候補連絡先を選択するように構成される。
【０１３０】
　本発明の他の実施例では、図８を参照すると、前記選択ユニット３０２３は、選択サブ
ユニット３０２３１及び選別サブユニット３０２３２を備える。
【０１３１】
　選択サブユニット３０２３１は、複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の
中から年齢が前記年齢帯に属する連絡先を選択するように構成される。
【０１３２】
　選別サブユニット３０２３２は、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された
連絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するように構成される。
【０１３３】
　本発明の他の実施例では、前記選別サブユニット３０２３２は、具体的には、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、選択された連絡先の中に連絡頻度が指定の頻
度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断し、
　選択された連絡先の中の連絡先の頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれていた
場合、選択した連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補連絡先と
して確定するように構成される。
【０１３４】
　本発明の他の実施例では、前記選別サブユニット３０２３２は、また、具体的に、
　選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれていない
場合、連絡頻度を降順に沿って、選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取得し、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するように構成される。
【０１３５】
　本発明の実施例では、本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定す
るとともに、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プ
ロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指
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定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は
、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速
度及び正確性を向上させ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１３６】
　前記実施例中の装置は、その中のそれぞれのモジュールが操作を実行する具体的な方法
は、前記方法の実施例ですでに詳細に説明したので、ここでこれ以上詳細に説明しない。
【０１３７】
　図９は、一例示的な実施例に係る連絡先情報推薦装置９００に応用されるブロック図で
ある。例えば、装置９００は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端末
、メッセージ送受信機、ゲーム機、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機器、
ＰＤＡ等のものであってもよい。
【０１３８】
　図９を照会すると、装置９００は、処理ユニット９０２、メモリ９０４、電源ユニット
９０６、マルチメディアユニット９０８、オーディオユニット９１０、入力/出力（Ｉ/Ｏ
）インターフェース９１２、センサーユニット９１４、及び通信ユニット９１６からなる
群から選ばれる少なくとも１つを有してもよい。
【０１３９】
　処理ユニット９０２は、一般的には、装置９００の全体の操作、例えば、表示、電話呼
び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関連する操作を制御する。処理ユニット
９０２は、上述した方法におけるステップの一部又は全部を実現できるように、命令を実
行する少なくとも１つのプロセッサー９２０を有してもよい。また、処理ユニット９０２
は、他のユニットとのインタラクションの便宜を図るように、少なくとも１つのモジュー
ルを有してもよい。例えば、処理ユニット９０２は、マルチメディアユニット９０８との
インタラクションの便宜を図るように、マルチメディアモジュールを有してもよい。
【０１４０】
　メモリ９０４は、装置９００での操作をサポートするように、各種のデータを記憶する
ように配置される。これらのデータは、例えば、装置９００で何れのアプリケーション又
は方法を操作するための命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオ
等を含む。メモリ９０４は、何れの種類の揮発性又は不揮発性メモリ、例えば、ＳＲＡＭ
（ＳｔａｔｉｃＲａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃａｌｌｙＥｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎ
ｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（ＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａ
ｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光
ディスクにより、或いはそれらの組み合わせにより実現することができる。
【０１４１】
　電源ユニット９０６は、装置９００の各種ユニットに電力を供給するためのものであり
、電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装置９００のために電力を生成、管理及
び分配することに関連する他のユニットを有してもよい。
【０１４２】
　マルチメディアユニット９０８は、装置９００とユーザーとの間に出力インターフェー
スを提供するスクリーンを有してもよい。スクリーンは、例えば、液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）やタッチパネル（ＴＰ）を有してもよい。スクリーンは、タッチパネルを有する場
合、ユーザーからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンになることができる。
また、タッチパネルは、タッチや、スライドや、タッチパネル上の手振りを感知するよう
に、少なくとも１つのタッチセンサーを有する。タッチセンサーは、タッチやスライド動
作の境界を感知できるだけではなく、タッチやスライド操作と関連する持続時間や圧力も
感知できる。一実施例では、マルチメディアユニット９０８は、フロントカメラ及び/又
はバックカメラを有してもよい。装置９００が、例えば、撮影モードやビデオモードのよ
うな操作モードにある時、フロントカメラ及び/又はバックカメラが外部のマルチメディ
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アデータを受信できる。フロントカメラ及びバックカメラのそれぞれは、固定の光学レン
ズ系であってもよいし、焦点距離及び光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１４３】
　オーディオユニット９１０は、オーディオ信号を出力及び/又は入力するように配置さ
れる。例えば、オーディオユニット９１０は、マイクロフォン（ＭｉＣ）を有してもよい
。装置９００が、例えば、呼び出しモード、記録モード、又は音声認識モードのような操
作モードにあるとき、マイクロフォンは、外部のオーディオ信号を受信するように配置さ
れる。受信したオーディオ信号は、メモリ９０４にさらに記憶されてもよいし、通信ユニ
ット９１６を介して送信されてもよい。一実施例では、オーディオユニット９１０は、オ
ーディオ信号を出力するためのスピーカをさらに有してもよい。
【０１４４】
　Ｉ/Ｏインターフェース９１２は、処理ユニット９０２と外部のインターフェースモジ
ュールとの間にインターフェースを提供するためのものである。前記外部のインターフェ
ースモジュールは、キーボードや、クリックホイールや、ボタン等であってもよい。これ
らのボタンは、ホームボタンや、音量ボタンや、スタートボタンや、ロックボタンであっ
てもよいが、それらに限らない。
【０１４５】
　センサーユニット９１４は、装置９００のために各方面の状態を評価する少なくとも１
つのセンサーを有してもよい。例えば、センサーユニット９１４は、装置９００のオン/
オフ状態や、ユニットの相対的な位置を検出することができる。例えば、前記ユニットは
、装置９００のディスプレイ及びキーパッドである。センサーユニット９１４は、装置９
００又は装置９００の１つのユニットの位置の変化、ユーザーによる装置９００への接触
の有無、装置９００の方向又は加速/減速、装置９００の温度変化などを検出することが
できる。センサーユニット９１４は、何れの物理的な接触もない場合に付近の物体を検出
するように配置される近接センサーを有してもよい。センサーユニット９１４は、画像ン
グアプリケーションに用いるための光センサー、例えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤ画像センサ
ーを有してもよい。一実施例では、当該センサーユニット９１４は、加速度センサー、ジ
ャイロスコープセンサー、磁気センサー、圧力センサー又は温度センサーをさらに有して
もよい。
【０１４６】
　通信ユニット９１６は、装置９００と他の設備の間との無線又は有線通信の便宜を図る
ように配置される。装置９００は、例えば、ＷｉＦｉ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み
合わせの通信標準に基づく無線ネットワークにアクセスできる。１つの例示的な実施例で
は、通信ユニット９１６は、ブロードキャストチャンネルを介して外部のブロードキャス
ト管理システムからのブロードキャスト信号又はブロードキャストに関する情報を受信す
る。１つの例示的な実施例では、前記通信ユニット９１６は、近距離通信を促進するため
に近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに有してもよい。例えば、ＮＦＣモジュー
ルは、無線周波数認識（ＲＦＩＤ：ＲａｄｉｏＦｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）技術、赤外線データ協会（ＩｒＤＡ：ＩｎｆｒａｒｅｄＤａｔａ Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ）技術、超広帯域無線（ＵＷＢ：Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術、
ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）技術及び他の技術によって実現されてもよ
い。
【０１４７】
　例示的な実施例では、装置９００は、上述した方法を実行するために、１つ又は複数の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＳｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔａｌ
Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ：Ｄｉｇｉ
ｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、プログラマブルロジック
デバイス（ＰＬＤ：ＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＬｏｇｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ）、書替え可能
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ



(49) JP 2017-532694 A 2017.11.2

）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサー、又は他の電子機器に
よって実現されてもよい。
【０１４８】
　例示的な実施例では、命令を有する非一時的コンピュータ読み取り可能な記録媒体、例
えば、命令を有するメモリ９０４をさらに提供する。この命令は、装置９００のプロセッ
サー９２０により実行されて上述した方法を実現する。例えば、前記非一時的コンピュー
タ読み取り可能な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
ディスク及び光データメモリ等であってもよい。
【０１４９】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記記録媒体における命令が端末の
プロセッサーにより実行されると、端末が連絡先記録処理方法を実行するようにする。前
記方法は、
　モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール
写真に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補連絡先を確定するステップと、
　指定画像共有命令を受信すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦するステップと、
を含み、
　前記指定画像は、共有待機アルバムの中のいずれか１枚の画像である。
【０１５０】
　本発明の他の実施例では、モバイル端末の所有者の年齢を確定するステップは、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステップと、
　前記モバイル端末の所有者の顔画像セット中のそれぞれの顔画像に対して年齢識別を行
って、前記それぞれの顔画像に対応する年齢を取得するステップと、
　前記それぞれの顔画像に対応する年齢に基づいて、前記モバイル端末の所有者の年齢を
確定するステップを含む。
【０１５１】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　ロック解除命令を受信するたびに、前記ロック解除命令をトリガする人に対して顔画像
撮影を行って複数の顔画像を取得するステップと、
　前記複数の顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【０１５２】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の顔画像セットを取得するステッ
プは、
　保存された画像ライブラリの中から自分撮りに属する顔画像を取得するステップと、
　取得した顔画像を区分して複数の顔画像セットを取得するステップと、
　前記複数の顔画像セットの中で顔画像の数量が最も多い顔画像セットを、前記モバイル
端末の所有者の顔画像セットとして確定するステップと、を含み、
　それぞれの顔画像セット中の顔画像は同一人の顔画像である。
【０１５３】
　本発明の他の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連
絡先の連絡先プロフィール写真に基づいて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定する
ステップは、
　前記モバイル端末の所有者の年齢に基づいて、前記共有待機アルバムと関連関係が存在
する連絡先の年齢が属する年齢帯を確定するステップと、
　保存された前記複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に対して年齢識別を行って、前
記複数の連絡先の年齢を取得するステップと、
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　前記複数の連絡先の年齢、及び前記年齢帯に基づいて、前記複数の連絡先の中から候補
連絡先を選択するステップと、を含む。
【０１５４】
　本発明の他の実施例では、前記複数の連絡先の年齢、及び年齢に基づいて、前記複数の
連絡先の中から候補連絡先を選択するステップは、
　前記複数の連絡先の年齢に基づいて、前記複数の連絡先の中から年齢が前記年齢帯に属
する連絡先を選択するステップと、
　選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先に対して選別を行って
候補連絡先を取得するステップと、を含む。
【０１５５】
　本発明の他の実施例では、選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連
絡先に対して選別を行って候補連絡先を取得するステップは、
　前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択された連絡先の中に連絡頻度が
指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断するステップと、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
る場合、前記選択された連絡先の中から連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先を候補
連絡先として確定するステップと、を含む。
【０１５６】
　本発明の他の実施例では、前記選択された連絡先の連絡頻度に基づいて、前記選択され
た連絡先の中に連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれているかを判断した後
、
　前記選択された連絡先の中に、連絡頻度が指定の頻度よりも大きい連絡先が含まれてい
ない場合、連絡頻度の降順に沿って前記選択された連絡先の中から指定数量の連絡先を取
得するステップと、
　取得した連絡先を候補連絡先として確定するステップと、をさらに含む。
【０１５７】
　本発明の実施例では、前記モバイル端末の所有者の年齢を確定するとともに、前記モバ
イル端末の所有者の年齢、及び保存された複数の連絡先の連絡先プロフィール写真に基づ
いて、複数の連絡先の中から候補連絡先を確定することにより、指定画像共有命令を受信
すると、前記候補連絡先の連絡先情報を推薦する。前記指定画像は、共有待機アルバムの
中のいずれか１枚の画像である。従って、連絡先情報を照会する速度及び正確性を向上さ
せ、照会時間を節約し、画像共有の効率を向上させる。
【０１５８】
　当業者は、明細書に対する理解、及び明細書に記載された発明に対する実施を介して、
本発明の他の実施形態を容易に取得することができる。本発明は、本発明に対する任意の
変形、用途、又は適応的な変化を含み、このような変形、用途、又は適応的な変化は、本
発明の一般的な原理に従い、本発明では開示していない本技術分野の公知知識、又は通常
の技術手段を含む。明細書及び実施例は、ただ例示的なものであって、本発明の本当の範
囲と主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
【０１５９】
　本発明は、前記で記述され、図面で図示した特定の構成に限定されず、その範囲を離脱
しない状況で、様々な修正や変更を実施してもよい。本発明の範囲は、添付される特許請
求の範囲のみにより限定される。 
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