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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部と
、
　上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に対応するユーザ評価値が、該各
コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルと、
　上記記憶部に記憶されている各コンテンツを、該各コンテンツに付されている日付情報
に基づいて一覧表示する表示制御部と、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記各コンテンツのユーザ評価値に基づい
て、上記一覧表示画面に含まれる各コンテンツのうち、上記ユーザ評価値が最も高いコン
テンツを検出し、このコンテンツのユーザ評価値を、上記一覧表示画面の表示時間を判別
するための表示時間判別基準値として算出する表示時間判別基準値算出部と、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準値と所定の閾値
とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値であった場合、上記
各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、上記算出された表示時間判別基準値が
上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を短時間表示制御
するように上記表示制御部を制御する制御部と
　を有する情報処理装置。
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【請求項２】
　上記制御部は、上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指
定されている間、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準
値に応じた時間分、上記各コンテンツの一覧表示画面を表示するように上記表示制御部を
制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記制御部は、上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指
定されている間、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準
値と所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値のコ
ンテンツを含む上記覧表示画面のみを、一定時間、表示するように上記表示制御部を制御
する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記制御部は、上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指
定されている間、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準
値と所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値のコ
ンテンツを含む上記覧表示画面のみを、上記算出された上記表示時間判別基準値に対応す
る時間分、表示するように上記表示制御部を制御する
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ユーザにより予め設定された上記表示時間判別基準値を記憶する表示時間判別基準値記
憶部を有し、
　上記制御部は、上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指
定されている間、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準
値と上記表示時間判別基準値記憶部に記憶されている上記ユーザにより予め設定された上
記表示時間判別基準値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記ユーザによ
り予め設定された上記表示時間判別基準値以上の値のコンテンツを含む上記一覧表示画面
のみを表示するように上記表示制御部を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記表示時間判別基準値算出部は、上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位で
の切り替え表示が指定されている間、上記ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記各
コンテンツのユーザ評価値に基づいて、上記一覧表示画面に含まれる各コンテンツのユー
ザ評価値の総和を上記表示時間判別基準値として算出する
　請求項１から請求項５のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　上記表示時間判別基準値算出部は、上記一覧表示画面に表示する各コンテンツのうち、
ユーザ評価値の高い順に、所定数分のコンテンツを検出し、この検出した各コンテンツの
ユーザ評価値の総和を上記表示時間判別基準値として算出する
　請求項１から請求項５のうち、いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部に
記憶されている各コンテンツを、表示制御部が、該各コンテンツに付されている日付情報
に基づいて一覧表示するステップと、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、表示時間判別基準値算出部が、上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に
対応するユーザ評価値が、該各コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルに記憶さ
れている該各コンテンツのユーザ評価値に基づいて、上記一覧表示画面に含まれる各コン
テンツのうち、上記ユーザ評価値が最も高いコンテンツを検出し、このコンテンツのユー
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ザ評価値を、上記一覧表示画面の表示時間を判別するための表示時間判別基準値として算
出するステップと、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、制御部が、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準値と
所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値であった
場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、上記算出された表示時間判
別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を短時
間表示制御するように上記表示制御部を制御するステップと
　を有する情報処理方法。
【請求項９】
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部に
記憶されている各コンテンツを、該各コンテンツに付されている日付情報に基づいて一覧
表示するように表示制御部を制御する一覧表示制御部としてコンピュータを機能させ、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に対応するユーザ評価値が、該各
コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルに記憶されている該各コンテンツのユー
ザ評価値に基づいて、上記一覧表示画面に含まれる各コンテンツのうち、上記ユーザ評価
値が最も高いコンテンツを検出し、このコンテンツのユーザ評価値を、上記一覧表示画面
の表示時間を判別するための表示時間判別基準値として算出するように表示時間判別基準
値算出部を制御する表示時間判別基準値算出制御部としてコンピュータを機能させ、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、コンピュータを上記表示時間判別基準値算出制御部として機能させることで算出された
上記表示時間判別基準値と所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が
上記閾値以上の値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、
上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテ
ンツの一覧表示画面を短時間表示制御するように上記表示制御部を制御する制御部として
コンピュータを機能させる
　情報処理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話機、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、
ＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistant）、或いはノート型のパーソナルコンピ
ュータ装置等の携帯機器に適用して好適な情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００４－３２５９３７号の公開特許公報（特許文献１）に、複数の静止画像を１
枚ずつ表示する順次表示中に、該静止画像の表示時間を変更可能とした画像表示制御装置
が開示されている。
【０００３】
　この画像表示制御装置の場合、静止画像の順次表示中にリモートコントローラの第１の
ボタンを押圧操作すると、順次表示する静止画像の表示切替の間隔を短くして、該静止画
像の高速表示切り替えを行う。また、静止画像の順次表示中にリモートコントローラの第
２のボタンを押圧操作すると、順次表示する静止画像の表示切替の間隔を長くして、該静
止画像の低速表示切り替えを行う。これにより、順次表示中であっても、各静止画像の表
示時間をユーザが任意に変更可能となっている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３２５９３７号公報（第５頁～第６頁：図４）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述の特許文献１に開示されている画像表示制御装置は、上述の高速表示切り
替え及び低速表示切り替えを行うには、ユーザがリモートコントローラのいずれかのボタ
ンを押圧操作する必要がある。すなわち、所望の静止画像が表示されるまでの間は、上記
第１のボタンを押圧操作することで、静止画像の表示切替の間隔時間を短くして高速表示
切り替えを行い、所望の静止画像が表示されたタイミングで、上記第２のボタンを押圧操
作することで、該所望の静止画像の表示切替の間隔時間を長くして、低速表示切り替えを
行う必要があった。
【０００６】
　このため、所望の静止画像が表示されるまでの間は、上記高速表示切り替えされる静止
画像を注意深く監視する必要があるうえ、所望の静止画像が表示されたタイミングで上記
第２のボタンを押圧操作して高速表示切り替えから低速表示切り替えに移行させる面倒な
操作を必要とする問題があった。
【０００７】
　本発明は上述の課題に鑑みてなされたものであり、コンテンツの高速表示切り替えを行
っている際に、ユーザが希望する可能性の高いコンテンツを、面倒な操作や注意力を必要
とすることなく自動的に検索して表示することができるような情報処理装置、情報処理方
法、及び情報処理プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る情報処理装置は、上述の課題を解決するために、
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部と
、
　上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に対応するユーザ評価値が、該各
コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルと、
　上記記憶部に記憶されている各コンテンツを、該各コンテンツに付されている日付情報
に基づいて一覧表示する表示制御部と、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記各コンテンツのユーザ評価値に基づい
て、上記一覧表示画面に含まれる各コンテンツのうち、上記ユーザ評価値が最も高いコン
テンツを検出し、このコンテンツのユーザ評価値を、上記一覧表示画面の表示時間を判別
するための表示時間判別基準値として算出する表示時間判別基準値算出部と、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準値と所定の閾値
とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値であった場合、上記
各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、上記算出された表示時間判別基準値が
上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を短時間表示制御
するように上記表示制御部を制御する制御部と
　を有する。
【０００９】
　また、本発明に係る情報処理方法は、上述の課題を解決するために、
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部に
記憶されている各コンテンツを、表示制御部が、該各コンテンツに付されている日付情報
に基づいて一覧表示するステップと、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、表示時間判別基準値算出部が、上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に
対応するユーザ評価値が、該各コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルに記憶さ
れている該各コンテンツのユーザ評価値に基づいて、上記一覧表示画面に含まれる各コン
テンツのうち、上記ユーザ評価値が最も高いコンテンツを検出し、このコンテンツのユー
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ザ評価値を、上記一覧表示画面の表示時間を判別するための表示時間判別基準値として算
出するステップと、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、制御部が、上記表示時間判別基準値算出部により算出された上記表示時間判別基準値と
所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値以上の値であった
場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、上記算出された表示時間判
別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を短時
間表示制御するように上記表示制御部を制御するステップと
　を有する。
【００１０】
　本発明に係る情報処理プログラムは、上述の課題を解決するために、
　少なくとも日付情報が付されたそれぞれ種類の異なるコンテンツが記憶された記憶部に
記憶されている各コンテンツを、該各コンテンツに付されている日付情報に基づいて一覧
表示するように表示制御部を制御する一覧表示制御部としてコンピュータを機能させ、
　上記各コンテンツの一覧表示画面の表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、上記記憶部に記憶されている各コンテンツの処理回数に対応するユーザ評価値が、該各
コンテンツ毎に記憶されたユーザ評価値テーブルに記憶されている該各コンテンツのユー
ザ評価値に基づいて、上記一覧表示画面に含まれる各コンテンツのうち、上記ユーザ評価
値が最も高いコンテンツを検出し、このコンテンツのユーザ評価値を、上記一覧表示画面
の表示時間を判別するための表示時間判別基準値として算出するように表示時間判別基準
値算出部を制御する表示時間判別基準値算出制御部としてコンピュータを機能させ、
　上記一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が指定されている間
、コンピュータを上記表示時間判別基準値算出制御部として機能させることで算出された
上記表示時間判別基準値と所定の閾値とを比較し、上記算出された表示時間判別基準値が
上記閾値以上の値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、
上記算出された表示時間判別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテ
ンツの一覧表示画面を短時間表示制御するように上記表示制御部を制御する制御部として
コンピュータを機能させる。
【００１１】
　このような本発明は、一覧表示された各コンテンツの表示画面単位での切り替え表示が
指定されている間、一覧表示画面に含まれる各コンテンツのうち、ユーザ評価値が最も高
いコンテンツを検出し、このコンテンツのユーザ評価値を、上記一覧表示画面の表示時間
を判別するための表示時間判別基準値として算出する。そして、この算出された表示時間
判別基準値と所定の閾値とを比較し、該算出された表示時間判別基準値が該閾値以上の値
であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画面を長時間表示制御し、上記算出された表
示時間判別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、上記各コンテンツの一覧表示画
面を短時間表示制御する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、所定の閾値以上の表示時間判別基準値を有するコンテンツを含む一覧表示画
面を長時間表示し、所定の閾値よりも低い値の表示時間判別基準値を有するコンテンツを
含む一覧表示画面を短時間表示する。これにより、ユーザが希望する可能性の高いコンテ
ンツを含む一覧表示画面を長時間表示することができ、ユーザは、面倒な操作や注意力を
必要とすることなく自動的に所望のコンテンツを検索することを可能とすることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、携帯電話機に適用することができる。
【００１４】
［携帯電話機の電気構成］
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　この本発明の実施の形態となる携帯電話機は、図１に示すように基地局との間で無線通
信を行うアンテナ１及び通信回路２と、着信音や受話音声等の音響出力を得るためのスピ
ーカ部３と、送話音声を集音するマイクロホン部４と、画像（動画像、静止画像等）や文
字等の他、後に説明する「ライフタイムカレンダー」を表示するための表示部５とを有し
ている。
【００１５】
　また、この携帯電話機は、文字等の入力操作や所望のメニューの選択操作等を行うため
の操作部６と、発着信等を光で知らせるための発光部７（LED：Light Emitting Diode）
と、所望の被写体の静止画像或いは動画像を撮像するためのカメラ部８と、当該携帯電話
機の筐体を振動させて発着信等をユーザに知らせるためのバイブレーションユニット９と
を有している。
【００１６】
　また、この携帯電話機は、現在時刻をカウントするタイマ１０と、基地局を介した無線
通信処理を行うための通信処理プログラム（コミュニケーションプログラム）の他、各種
アプリケーションプログラムや、これら各アプリケーションプログラムで取り扱われる各
種データ（コンテンツ）等が記憶されたメモリ１１と、当該携帯電話機全体を制御する制
御部１２とを有している。
【００１７】
　メモリ１１には、電子メールの作成や送受信を制御するための電子メール管理プログラ
ムと、カメラ部８の撮像制御や、カメラ部８で撮像され、或いはネットワークや入力端子
を介して取り込まれた動画像、静止画像のビューワ機能を有するカメラ制御プログラムと
、ユーザのスケジュールが登録されたスケジュール帳の管理を行うためのスケジュール帳
管理プログラムと、電話帳の管理を行うための電話帳管理プログラムと、音楽コンテンツ
の再生を行うための音楽プレーヤプログラムとが記憶されている。
【００１８】
　また、メモリ１１には、上記「ライフタイムカレンダー」を表示部５に表示すると共に
、この「ライフタイムカレンダー」に基づいて指定された情報処理に対応するアプリケー
ションプログラムを、上記各種アプリケーションプログラムから選択して起動させる、い
わゆるランチャーソフトウェアとして機能するライフタイムカレンダーアプリケーション
プログラムが記憶されている。
【００１９】
　また、メモリ１１には、ユーザの所望のスケジュールが登録されるスケジュール帳と、
ユーザの知人や友人等の静止画像、電話番号、電子メールアドレス、誕生年月日等が登録
された電話帳と、音楽プレーヤプログラムに基づいて再生される音楽コンテンツと、カメ
ラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて再生される静止画像コンテンツ及び動画像コ
ンテンツと、送受信された電子メールコンテンツと、電話及び電子メールの発着信履歴と
、後述する「想い出ポップアップ表示」を行った際の履歴である想い出リストと等が記憶
されている。
【００２０】
　また、後述するが、この実施の形態の携帯電話機の場合、制御部１２は、上記ライフタ
イムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて、静止画像コンテンツ、動画像コ
ンテンツ、電子メールコンテンツ、音楽コンテンツ等の各コンテンツの表示や再生等の処
理回数をカウントしており、該各コンテンツ毎に、この処理回数に対応するユーザ評価値
を付加するようになっている。
【００２１】
　メモリ１１には、各コンテンツと、該各コンテンツのユーザ評価値をそれぞれ示すユー
ザ評価値テーブルが記憶されており、制御部１２は、コンテンツのスクロール表示やジャ
ンプ表示等の高速表示切り替えを行う際に、このユーザ評価値テーブルに記憶されている
ユーザ評価値に基づいて、各コンテンツの表示時間を変更制御するようになっている。
【００２２】
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［携帯電話機の外観構成］
　一例ではあるが、この実施の形態の携帯電話機は、図２（ａ）、（ｂ）に示すように上
筐体２１及び下筐体２２をヒンジ部２３を介して折り畳み可能に接続した、いわゆる折り
畳み式の携帯電話機となっている。なお、図２（ａ）は、開状態時の当該携帯電話機を、
内面側（閉状態時に突き合わせられる面側）から見た図であり、図２（ｂ）は、開状態時
の当該携帯電話機を、外面側から見た図である。
【００２３】
　図２（ａ）において、この携帯電話機は、上筐体２１に表示部５を有している。また、
この携帯電話機は、筐体２１の上端部２１ａと表示部５の上端部５ａとの間に、通話用の
スピーカ部３と、第２のカメラ部８ｂ（インカメラ部）とを有している。また、この携帯
電話機は、下筐体２２に操作部６を有しており、この操作部６と下筐体２２の下端部２２
ａとの間に通話用或いは周囲の音声集音用となるマイクロホン部４を有している。
【００２４】
　操作部６は、上下左右に押圧操作可能な十字キー２４と、この十字キーの中央部に設け
られた決定キー２５とを有している。また、操作部６は、通常は、電子メール管理プログ
ラムの起動を指示する際に押圧操作を行う第１のソフトキー２６と、通常は、インターネ
ット等のネットワーク接続を指示する際に押圧操作を行う第２のソフトキー２７とを有し
ている。また、操作部６は、通常は、メインメニューの表示を指示する際に押圧操作を行
う第３のソフトキー２８と、通常は、所望のコマンドを割り当てて使用する第４のソフト
キー２９とを有している。
【００２５】
　また、操作部６は、通常、電話発信や着信した電話を取る際に押圧操作するオフフック
キー３０と、通常、メイン電源のオンオフ時及び通話終了時に押圧操作するオンフックキ
ー３１と、通常、入力した文字の削除や指定した動作の訂正時等に押圧操作するクリアキ
ー３２と、０～９の数字やアルファベット、アスタリスク「＊」、シャープ「＃」等の文
字が割り当てられた１２個の１２キー３３とを有している。
【００２６】
　また、この携帯電話機は、図２（ｂ）に示すように、下筐体２２の背面側（上記操作部
６が設けられている面に対して反対側となる面）に第１のカメラ部８ａ（メインカメラ部
）を有している。すなわち、この携帯電話機は、図１のブロック図に示すカメラ部８とし
て、メインカメラ部８ａとインカメラ部８ｂとの、計２つのカメラ部を有している。そし
て、主に、メインカメラ部８ａは他のユーザや風景等を撮像する場合に用いられ、インカ
メラ部８ｂは、音声及び画像を互いに送受信しながら通話を行う、いわゆるテレビ電話に
よる通話を行う場合等に、当該携帯電話機のユーザの顔等を撮像する際に用いられるよう
になっている。
【００２７】
［ライフタイムカレンダーの概要］
　この実施の形態の携帯電話機は、画像コンテンツ（静止画像、動画像）、電子メールコ
ンテンツ、スケジュールコンテンツ、電話帳コンテンツ等の、通常、それぞれ専用のアプ
リケーションプログラムで別々に取り扱われる各種コンテンツを一括して取り扱い、これ
らのコンテンツを時系列に沿って一覧化した「ライフタイムカレンダー」を表示する機能
（ライフタイムカレンダー表示機能）を有している。
【００２８】
　このライフタイムカレンダーは、制御部１２が、メモリ１１に記憶されているライフタ
イムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて動作することで表示されるように
なっている。ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムは、各コンテンツのア
プリケーションプログラムと連携するコンテンツランチャーソフトウェアとなっている。
すなわち、ライフタイムカレンダー上に一覧化して表示したコンテンツの編集等を行う際
には、この編集等を行うコンテンツに対応する専用のアプリケーションプログラムが起動
するようになっている。
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【００２９】
　また、ライフタイムカレンダー上に表示するコンテンツは、後に説明する「表示設定機
能」及び「フィルタ設定機能」により、ユーザが任意に指定可能となっている。
【００３０】
　また、このライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムは、複数のコンテンツ
の中から乱数を用いてランダムに代表的なコンテンツを選出する「レーティング機能」を
有している。例えば、表示すべき静止画像コンテンツが多数存在することで、上記ライフ
タイムカレンダー上に一度に表示できない場合、制御部１２は、ライフタイムカレンダー
アプリケーションプログラムの「レーティング機能」に基づいて代表的な静止画像コンテ
ンツをランダムに選出し、これをライフタイムカレンダー上に表示するようになっている
。
【００３１】
　また、上記ライフタイムカレンダー上に一度に表示できない場合に表示される上記代表
的なコンテンツは、この「レーティング機能」に基づいて、所定のタイミングで変更され
るようになっている。この場合、一度表示したコンテンツ以外のコンテンツを、上記代表
的なコンテンツとして選出して表示するようになっている。
【００３２】
　また、この実施の形態の携帯電話機の場合、操作部６の操作に応じてライフタイムカレ
ンダー上の「フォーカス」を移動させて、該ライフタイムカレンダーの操作を行うように
なっている。このフォーカスは、選択中のメニューやコンテンツ等の枠部分或いは全体を
、非選択中のメニューやコンテンツよりも輝度や表示色を変更して表示する表示形態であ
る。以下、このようなフォーカスの移動操作を「フォーカスを当てる」との文言を用いて
表現することとする。
【００３３】
　なお、この例では、選択中のメニューやコンテンツ等に上記「フォーカスを当てる」こ
とで、ユーザに対して選択中のメニューやコンテンツ等を認識させることとしたが、いわ
ゆるカーソルの移動により、ユーザに対して選択中のメニューやコンテンツ等を認識させ
るようにしてもよい。
【００３４】
　また、このライフタイムカレンダーは、ライフタイムカレンダー上のいずれかの日付に
フォーカスが所定時間以上当たっていた場合に、このフォーカスが当たっている日付に対
して過去となる日付（例えば、１年前の日付や１ヶ月前の日付等）に対応するコンテンツ
を、ライフタイムカレンダーの一部に重ねてポップアップ表示する「想い出ポップアップ
機能」を有している。
【００３５】
［ライフタイムカレンダーで取り扱うメタデータ］
　図３に、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムで取り扱う各コンテンツ
の種類及び各コンテンツのメタデータの一部を示す。
【００３６】
　この図３からわかるように、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムでは
、「静止画像コンテンツ」、「受信電子メールコンテンツ」、「送信電子メールコンテン
ツ」、「スケジュールコンテンツ」、電話帳に登録された「誕生日コンテンツ」、及び「
通信サービスコンテンツ」を取り扱うようになっている。
【００３７】
　なお、この図３には、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムで取り扱う
コンテンツとして、静止画像コンテンツ、送受信した電子メールコンテンツ、スケジュー
ルコンテンツ及び電話帳に登録された誕生日コンテンツを図示しているが、ライフタイム
カレンダーアプリケーションプログラムでは、この他、動画像コンテンツ、音楽コンテン
ツ等も取り扱うようになっている。
【００３８】
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〔静止画像コンテンツのメタデータ〕
　「静止画像コンテンツ」としては、撮影時刻／保存時刻データ、サムネイル画像、管理
用タイトル、ファイル種別アイコン（静止画像アイコン）、ファイルサイズアイコン及び
取得元アイコンの各メタデータがライフタイムカレンダー上で取り扱われるようになって
いる。
【００３９】
　撮影時刻データは、カメラ部８で撮像を行った静止画像をメモリ１１に保存する際に、
制御部１２がタイマ１０で計時されている時刻情報を取り込んで静止画像コンテンツに付
加したデータである。
【００４０】
　なお、所定のＷｅｂサイトからダウンロード等を行った静止画像の場合、撮影時刻デー
タが付加されていないものもある。この場合、制御部１２は、メモリ１１に静止画像コン
テンツを保存する際に、タイマ１０から時刻情報（＝保存時刻）を取り込み、これをダウ
ンロード等を行った静止画像に対して付加する。図３の「撮影時刻／保存時刻」との記載
は、これを意味している。
【００４１】
　サムネイル画像は、制御部１２が、ライフタイムカレンダー上に表示を行う際に、メモ
リ１１に記憶されている元となる静止画像コンテンツに基づいてリアルタイムに形成する
、例えば１２０ドット×１６０ドットの大きさの画像である。なお、動画像コンテンツの
サムネイル画像をライフタイムカレンダー上に表示する場合、制御部１２は、例えばその
動画像コンテンツの最初のフレーム画像から上記１２０ドット×１６０ドットの大きさの
サムネイル画像をリアルタイムに形成して、ライフタイムカレンダー上に表示する。
【００４２】
　管理用タイトルは、静止画像コンテンツのタイトル名を示すデータである。この管理用
タイトルとしては、カメラ部８で撮像した静止画像コンテンツをメモリ１１に保存する際
に、制御部１２が、タイマ１０から取り込んだ現在時刻情報に対応する撮影年月日及び撮
影時刻を上記静止画像コンテンツに対して自動的に付加するようになっている。すなわち
、カメラ部８で撮像された静止画像コンテンツの管理用タイトルとしては、最初は、撮影
年月日及び撮影時刻が自動的に付加される。
【００４３】
　この管理用タイトルは、静止画像コンテンツをメモリ１１に保存した後に編集が可能と
なっている。管理用タイトルの編集を行う場合、ユーザは、所望のタイミングで管理用タ
イトルの編集画面を表示させ、操作部６を操作して所望の管理用タイトルを入力する。制
御部１２は、このユーザにより入力された管理用タイトルを、その静止画像コンテンツに
付加されている上記自動的に付加された撮影年月日及び撮影時刻に上書きする。これによ
り、その静止画像コンテンツの管理用タイトルが所望の管理用タイトルに変更されること
となる。
【００４４】
　なお、制御部１２は、所定のＷｅｂサイトからダウンロード等を行った静止画像コンテ
ンツのうち、既に管理用タイトルが付加されている静止画像コンテンツは、その付加され
ている管理用タイトルをそのまま取り扱い、管理用タイトルが付加されていない静止画像
コンテンツは、ダウンロードを行った年月日及び時刻を管理用タイトルとして、その静止
画像コンテンツに自動的に付加する。この自動的に付加された管理用タイトルも、前述の
管理用タイトルの編集画面においてユーザが任意に変更可能となっている。
【００４５】
　このライフタイムカレンダーにおいては、ＪＰＥＧ形式（JPEG：Joint Photographic E
xperts Group）、ＧＩＦ形式（アニメーションＧＩＦを含む。GIF：Graphic Interchange
 Format）、ＳＷＦ形式（SWF：Shockwave Flash、登録商標）、ＩＦＭ（スタンプ及びフ
レーム）等の各種画像形式を取り扱い可能となっている。
【００４６】
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　上記ファイル種別アイコン（静止画像アイコン）は、このようないずれかの画像形式の
静止画像コンテンツが存在することを示すアイコンであり、上記ファイルサイズアイコン
は、静止画像コンテンツのファイルサイズを示すアイコンとなっている。
【００４７】
　取得元アイコンは、その静止画像コンテンツの取得元を示すアイコンである。このライ
フタイムカレンダーでは、例えばカメラ部８で撮像された静止画像コンテンツの場合、取
得元がカメラ部８であることを示すアイコンを表示し、所定のＷｅｂサイトからダウンロ
ードした静止画像コンテンツの場合、取得元が上記Ｗｅｂサイトであることを示すアイコ
ンを表示するようになっている。
【００４８】
　なお、ライフタイムカレンダー上で静止画像コンテンツの表示等が指定された場合、制
御部１２は、メモリ１１に記憶されているカメラ制御プログラムのビューワ機能に基づい
て、上記指定された静止画像コンテンツの表示等を行うようになっている。
【００４９】
〔受信電子メールコンテンツのメタデータ〕
　「受信電子メールコンテンツ」は、受信時刻データ、ファイル種別アイコン（受信メー
ルアイコン）、Ｆｒｏｍアイコン、送信元名／送信元アドレス、添付データアイコン、送
信元画像、件名アイコン、件名データの各メタデータがライフタイムカレンダー上で取り
扱われるようになっている。
【００５０】
　受信時刻データは、その電子メールを受信した時刻を示すデータである。制御部１２は
、電子メールを受信したタイミングでタイマ１０から時刻情報を取り込み、この取り込ん
だ時刻情報を、受信した電子メールに付加してメモリ１１に保存する。そして、制御部１
２は、この電子メールに付加した時刻情報を、受信時刻データとしてライフタイムカレン
ダー上に表示するようになっている。
【００５１】
　ファイル種別アイコン（受信メールアイコン）は、受信電子メールコンテンツが存在す
ることを示すアイコンであり、一例として封書の画像に、受信を意味する下方向の矢印の
画像を付したアイコンとなっている。
【００５２】
　Ｆｒｏｍアイコンは、送信元名の表示欄であることを示すアイコンであり、「Ｆｒｏｍ
」の文字のアイコンとなっている。
【００５３】
　送信元画像は、電話帳に登録されている各ユーザの画像である。すなわち、メモリ１１
に記憶されている電話帳には、各ユーザの画像の登録欄が設けられている。当該携帯電話
機のユーザは、通常、カメラ部８で撮像した各ユーザの顔等の撮像画像を、この電話帳内
の登録欄に登録する。制御部１２は、受信電子メールコンテンツに付されている電子メー
ルアドレスに基づいて電話帳を検索することで、この受信電子メールコンテンツの送信元
となるユーザの撮像画像（＝送信元画像）を検出してライフタイムカレンダー上に表示す
る。なお、電話帳に登録されている画像の画像サイズが、ライフタイムカレンダー上の表
示サイズとは異なる場合、制御部１２は、電話帳に登録されている画像を、例えば１２０
ドット×１６０ドットの大きさの画像に縮小処理或いは拡大処理し、ライフタイムカレン
ダー上に表示するようになっている。
【００５４】
　送信元名／送信元アドレスは、受信した電子メールの送信元を示すデータである。制御
部１２は、受信した電子メールの送信元を示すデータとして、上記送信元画像、送信元名
或いは送信元アドレスのいずれかをライフタイムカレンダー上に表示する。
【００５５】
　すなわち、制御部１２は、ライフタイムカレンダー上に表示する優先順位を、送信元画
像、送信元名、送信元アドレスの順としており、受信した電子メールに対応する送信元画



(11) JP 4285704 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

像、送信元名及び送信元アドレスが電話帳に登録されている場合は、送信元画像をライフ
タイムカレンダー上に表示する。また、受信した電子メールに対応する送信元画像が登録
されておらず、送信元名及び送信元アドレスが電話帳に登録されている場合は、送信元名
をライフタイムカレンダー上に表示し、受信した電子メールに対応する送信元画像及び送
信元名が登録されておらず、送信元アドレスのみが電話帳に登録されている場合、或いは
電話帳に未登録の場合、送信元アドレスをライフタイムカレンダー上に表示する。
【００５６】
　添付データアイコンは、受信した電子メールに対して画像データや音楽データ等の添付
データが付加されていた場合に、制御部１２がライフタイムカレンダー上に表示するアイ
コンである。一例ではあるが、制御部１２は、この添付データアイコンとして、クリップ
の画像のアイコンをライフタイムカレンダー上に表示することで、ユーザに対して添付デ
ータの存在を示すようになっている。
【００５７】
　件名アイコンは、受信電子メールコンテンツに付されている表題（件名）の表示欄であ
ることを示すアイコンである。また、件名データは、受信電子メールコンテンツに付され
ている表題（件名）である。制御部１２は、受信した電子メールに付されている件名デー
タを、この件名アイコンに隣接させてライフタイムカレンダー上に表示するようになって
いる。
【００５８】
　なお、ライフタイムカレンダー上で受信電子メールコンテンツの表示等が指定された場
合、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている電子メール管理プログラムを起動して、
上記指定された電子メールの文章等を表示するようになっている。
【００５９】
　また、ライフタイムカレンダー上で受信電子メールコンテンツに添付されていた添付デ
ータの表示等が指定された場合、制御部１２は、その添付データに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動して、該指定された添付データを表示するようになっている。例え
ば、添付データとして静止画像が付加されていた場合、ライフタイムカレンダー上で添付
データの表示が指定されると、制御部１２は、メモリ１１に記憶されているカメラ制御プ
ログラムのビューワ機能に基づいて、この場合の添付データである静止画像の表示を行う
。同様に、添付データが音楽コンテンツである場合、ライフタイムカレンダー上で添付デ
ータの再生が指定されると、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている音楽プレーヤプ
ログラムに基づいて、この場合の添付データである音楽コンテンツの再生を行う。
【００６０】
〔送信電子メールコンテンツのメタデータ〕
　「送信電子メールコンテンツ」は、送信時刻データ、ファイル種別アイコン（送信メー
ルアイコン）、Ｔｏアイコン、宛先名／宛先アドレス、複数人アイコン、添付データアイ
コン、宛先画像、件名アイコン、件名データの各メタデータがライフタイムカレンダー上
で取り扱われるようになっている。
【００６１】
　送信時刻データは、その電子メールを送信した時刻を示すデータである。制御部１２は
、電子メールを送信したタイミングでタイマ１０から時刻情報を取り込み、この取り込ん
だ時刻情報を、送信した電子メールに付加してメモリ１１に保存する。そして、制御部１
２は、この電子メールに付加した時刻情報を、送信時刻データとしてライフタイムカレン
ダー上に表示するようになっている。
【００６２】
　ファイル種別アイコン（送信メールアイコン）は、送信電子メールコンテンツが存在す
ることを示すアイコンであり、一例として封書の画像に、送信を意味する上方向の矢印の
画像を付したアイコンとなっている。
【００６３】
　Ｔｏアイコンは、電子メールを送信した相手となるユーザ名（宛先名）の表示欄である
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ことを示すアイコンであり、「Ｔｏ」の文字のアイコンとなっている。
【００６４】
　宛先画像は、上述の送信元画像と同じく、電話帳に登録されている各ユーザの画像であ
る。ライフタイムカレンダーでは、この電話帳に登録されている各ユーザの画像を、上述
の「送信元画像」及びこの「宛先画像」として取り扱う。なお、電話帳に登録されている
画像の画像サイズが、ライフタイムカレンダーで取り扱う画像の表示サイズとは異なる場
合、制御部１２は、電話帳に登録されている画像を縮小処理或いは拡大処理してライフタ
イムカレンダー上に表示することは、上述のとおりである。
【００６５】
　宛先名／宛先アドレスは、送信した電子メールの宛先を示すデータである。制御部１２
は、送信した電子メールの宛先を示すデータとして、上記宛先画像、宛先名或いは宛先ア
ドレスのいずれかをライフタイムカレンダー上に表示する。
【００６６】
　すなわち、制御部１２は、ライフタイムカレンダー上に表示する優先順位を、宛先画像
、宛先名、宛先アドレスの順としており、送信した電子メールに対応する宛先画像、宛先
名及び宛先アドレスが電話帳に登録されている場合は、宛先画像をライフタイムカレンダ
ー上に表示する。また、送信した電子メールに対応する宛先画像が登録されておらず、宛
先名及び宛先アドレスが電話帳に登録されている場合は、宛先名をライフタイムカレンダ
ー上に表示し、送信した電子メールに対応する宛先画像及び宛先名が登録されておらず、
宛先アドレスのみが電話帳に登録されている場合、或いは電話帳に未登録の場合は、宛先
アドレスをライフタイムカレンダー上に表示する。
【００６７】
　複数人アイコンは、その送信電子メールコンテンツが、複数のユーザに対して同時に送
信した電子メールである場合に表示されるアイコンである。一例ではあるが、この複数人
アイコンは、その電子メールを複数人に同時に送信したことを、ユーザが直感的にわかる
ように、３人の人間の画像のアイコンとなっている。
【００６８】
　なお、この複数人アイコンは、複数のユーザに対して同時に送信した送信電子メールコ
ンテンツに対してのみ表示することとするが、受信した電子メールが、複数のユーザに対
して同時に送信された電子メールである場合も、この複数人アイコンを表示し、その受信
した電子メールが、複数のユーザに対して同時に送信されたものであることを示すように
してもよい。
【００６９】
　添付データアイコンは、送信した電子メールに対して添付データを付加した場合に表示
されるアイコンである。上述のように、この添付データアイコンは、クリップの画像のア
イコンとなっている。
【００７０】
　件名アイコンは、送信電子メールコンテンツに付されている表題（件名）の表示欄であ
ることを示すアイコンである。また、件名データは、送信電子メールコンテンツに付され
ている表題である。制御部１２は、送信した電子メールに付されている件名データを、こ
の件名アイコンに隣接させてライフタイムカレンダー上に表示するようになっている。
【００７１】
　なお、ライフタイムカレンダー上で送信電子メールコンテンツの表示等が指定された場
合、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている電子メール管理プログラムを起動して、
上記指定された電子メールの文章等を表示するようになっている。
【００７２】
　また、ライフタイムカレンダー上で送信電子メールコンテンツに添付されていた添付デ
ータの表示等が指定された場合、制御部１２は、その添付データに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動して、該指定された添付データを表示するようになっている。例え
ば、添付データとして静止画像が付加されていた場合、ライフタイムカレンダー上で添付
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データの表示が指定されると、制御部１２は、メモリ１１に記憶されているカメラ制御プ
ログラムのビューワ機能に基づいて、この場合の添付データである静止画像の表示を行う
。同様に、添付データが音楽コンテンツである場合、ライフタイムカレンダー上で添付デ
ータの再生が指定されると、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている音楽プレーヤプ
ログラムに基づいて、この場合の添付データである音楽コンテンツの再生を行う。
【００７３】
〔スケジュールコンテンツのメタデータ〕
　「スケジュールコンテンツ」としては、スケジュールの開始時刻データ、ファイル種別
アイコン（スケジュールアイコン）、分類アイコン、スケジュールの要約／内容を示すデ
ータ、アラームアイコン、アラームのＯＮ／ＯＦＦ設定を示すデータ、休祝日設定データ
の各メタデータがライフタイムカレンダー上で取り扱われるようになっている。
【００７４】
　スケジュールの開始時刻データは、スケジュール帳に登録されているスケジュールの開
始時刻を示すデータである。制御部１２は、ライフタイムカレンダー上にスケジュールを
表示する際、スケジュール帳に登録されているスケジュールの開始時刻を検出し、これを
ライフタイムカレンダー上に表示するようになっている。
【００７５】
　ファイル種別アイコン（スケジュールアイコン）は、スケジュールの存在を示すアイコ
ンである。一例ではあるが、このスケジュールアイコンとしては、カレンダー及び鉛筆を
モチーフとした画像のアイコンがライフタイムカレンダー上に表示されるようになってい
る。
【００７６】
　分類アイコンは、登録されているスケジュールの分類を示すアイコンである。ユーザは
、スケジュール帳にスケジュールを登録する際に、一覧表示された各分類アイコンの中か
ら、登録したスケジュールに対応する分類アイコンを選択するようになっている。制御部
１２は、このスケジュールの登録時に選択された分類アイコンを、上記スケジュールの開
始時刻と共にライフタイムカレンダー上に表示する。
【００７７】
　スケジュールの要約／内容を示すデータは、ユーザがスケジュールを登録した際に、そ
のスケジュールの表題の項に入力したデータである。制御部１２は、この表題の項に入力
されたデータを、スケジュールの要約としてライフタイムカレンダー上に表示する。
【００７８】
　なお、そのスケジュールの表題の項に対する入力がなされていない場合、制御部１２は
、そのスケジュールの内容の項に入力されている文字列の先頭から例えば１０文字等の文
字列をライフタイムカレンダー上に表示する。図３に示す「スケジュールの要約／内容」
との記載は、これを意味している。
【００７９】
　アラームアイコンは、例えば鐘をモチーフとした画像のアイコンとなっており、アラー
ムのＯＮ／ＯＦＦ設定を示すデータは、そのスケジュールに対してアラーム設定がなされ
ているか否かを示すデータとなっている。制御部１２は、そのスケジュールに対してアラ
ーム設定がなされている場合は、上記鐘の画像のアラームアイコンに隣接させて「ＯＮ」
の文字をライフタイムカレンダー上に表示し、そのスケジュールに対してアラーム設定が
なされていない場合は、上記鐘の画像のアラームアイコンに隣接させて「ＯＦＦ」の文字
をライフタイムカレンダー上に表示する。
【００８０】
　休祝日設定データは、スケジュール帳に対してユーザが指定した休祝日を示すデータで
ある。例えば、一般的には平日とされている日に、ユーザが個人的に休暇を取った場合、
この休暇を取った日を、ユーザは休祝日としてスケジュール帳に登録可能となっている。
制御部１２は、ライフタイムカレンダー上の表示日に対して、休祝日設定がなされている
か否かをスケジュール帳から判断する。そして、制御部１２は、その表示日に対して休祝
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日設定がなされている場合、例えばその日付欄の表示色を変更する等の表示形態の変更処
理を行い、ライフタイムカレンダー上に表示する。
【００８１】
　なお、ライフタイムカレンダー上でスケジュールの表示等が指定された場合、制御部１
２は、メモリ１１に記憶されているスケジュール管理プログラムを起動して、上記指定さ
れたスケジュールの内容等を表示する。
【００８２】
　また、上記スケジュール帳にスケジュールを登録する際に、例えば「会社」、「学校」
、「家」等の、スケジュールを実行する「場所」を示す文字を入力するようになっている
場合、制御部１２は、このスケジュールを実行する場所をスケジュール帳から読み出して
ライフタイムカレンダー上に表示するようにしてもよい。
【００８３】
〔誕生日コンテンツのメタデータ〕
　「誕生日コンテンツ」は、誕生年月日データ、ユーザ名、ファイル種別アイコン（誕生
日アイコン）、フレーム画像（画枠画像）、サムネイル画像の各メタデータがライフタイ
ムカレンダー上で取り扱われるようになっている。
【００８４】
　この実施の形態の携帯電話機の場合、電話帳には、ユーザのユーザ名、電話番号及び電
子メールアドレスの各登録欄の他、そのユーザの静止画像、画枠となるフレーム画像、及
び生年月日の各登録欄が設けられている。
【００８５】
　また、当該携帯電話機の場合、当該携帯電話機の持ち主となるユーザの静止画像、画枠
となるフレーム画像、住所、電子メールアドレス、携帯電話番号、生年月日等の個人情報
の登録欄が、上記電話帳とは別に設けられている。
【００８６】
　制御部１２は、この電話帳、或いは個人情報の登録欄に登録されている各情報に基づい
て、ライフタイムカレンダー上における、上記電話帳に登録されたユーザの誕生日に対応
する日付の表示欄、及び上記個人情報の登録欄に登録された当該携帯電話機の持ち主の誕
生日に対応する日付の表示欄に、例えばケーキの画像の誕生日アイコンと、例えば花の画
像の画枠となるフレーム画像（いくつかのフレーム画像のうち、当該携帯電話機の持ち主
となるユーザにより選択されたフレーム画像でもよい。）、その日付が誕生日となるユー
ザの顔等の静止画像、或いは当該携帯電話機の持ち主の顔等の静止画像、及びその日付が
誕生日となるユーザ或いは当該携帯電話機の持ち主のユーザ名を表示するようになってい
る。
【００８７】
　なお、ライフタイムカレンダー上で、この「誕生日コンテンツ」が選択された場合、制
御部１２は、電話帳のアプリケーションプログラムを起動して、その「誕生日コンテンツ
」に対応するユーザの個人情報の登録欄を表示制御し、或いは、当該携帯電話機の所有者
の個人情報を表示するためのアプリケーションプログラムを起動して、その「誕生日コン
テンツ」に対応する当該携帯電話機の所有者の個人情報の登録欄を表示制御する。
【００８８】
［ライフタイムカレンダーの設定詳細］
　次に、このようなライフタイムカレンダーで取り扱われる各種コンテンツの表示の有無
や表示を行うまでの時間等は当該ライフタイムカレンダーの設定画面において設定可能と
なっている。この設定を行う場合、ユーザは、表示部５に全体の設定メニューを表示し、
この全体の設定メニューの中からライフタイムカレンダーの設定メニューを選択するよう
に、操作部６を操作する。この操作がなされると、制御部１２は、図４（ａ）に示すライ
フタイムカレンダーの設定画面（ＬＴＣ設定画面）を表示部５に表示制御する。
【００８９】
　このライフタイムカレンダーの設定画面としては、「表示設定」、「フィルタ設定」、
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「想い出表示時間」の各設定メニューが表示される。制御部１２は、ユーザによる図２に
示す十字キー２４の上下操作に応じて、「表示設定」、「フィルタ設定」及び「想い出表
示時間」の各設定メニューの間でフォーカスを移動表示制御する。
【００９０】
　また、制御部１２は、この移動表示制御により上記各設定メニューにフォーカスを当て
た際に、そのフォーカスを当てた設定メニューの説明文を表示するようになっている。具
体的には、図４（ａ）に示す例は、「フィルタ設定」の設定メニューにフォーカスが当た
っている例であり、この場合、制御部１２は、例えば「電話帳に登録されていないアドレ
スからの受信メールを非表示にします」等の、当該「フィルタ設定」の設定メニューの説
明文を表示部５の余領域に表示制御する。このように、フォーカスを当てた設定メニュー
の説明文を表示することで、現在、フォーカスが当たっている設定メニューの設定内容を
ユーザに対して認識させることができ、ユーザが希望する設定メニューを容易に選択可能
とすることができる。
【００９１】
　次に、ユーザは、十字キー２４を上下操作することで、「表示設定」、「フィルタ設定
」、及び「想い出表示時間」の各設定メニューの中から所望の設定メニューにフォーカス
を移動操作し、図２に示す決定キー２５を押圧操作する。
【００９２】
〔表示設定〕
　制御部１２は、「表示設定」の設定メニューにフォーカスを当てている際に、決定キー
２５の押圧操作を検出すると、図４（ｂ）に示す「表示設定」の設定メニューの表示画面
を表示部５に表示制御する。この「表示設定」の設定メニューは、「静止画像コンテンツ
」、「受信電子メールコンテンツ」、「送信電子メールコンテンツ」、「スケジュールコ
ンテンツ」、及び「誕生日コンテンツ」をライフタイムカレンダー上に表示するか否かを
設定するための設定メニューとなっている。
【００９３】
　具体的には、制御部１２は、この「表示設定」の設定メニューとして、「静止画像コン
テンツ」、「受信電子メールコンテンツ」、「送信電子メールコンテンツ」、「スケジュ
ールコンテンツ」、及び「誕生日コンテンツ」に対する各設定メニューを表示する。
【００９４】
　このうち、「静止画像コンテンツ」の設定メニューは、ライフタイムカレンダー上に対
する静止画像の表示の有無や、表示する静止画像が記憶されているフォルダの指定を行う
ためのメニューとなっている。
【００９５】
　ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示する静止画像を制限しない場合、「全表示
／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「全表示」を選択操作する。この「
全表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機内に記憶されている全て
の静止画像の中からライフタイムカレンダー上に表示する静止画像を選択して表示を行う
こととなる。
【００９６】
　これに対して、ユーザは、上記静止画像をライフタイムカレンダー上に表示しない場合
、上記「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「非表示」を選択操
作する。この「非表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機内に記憶
されている全ての静止画像を、ライフタイムカレンダーに対する表示対象から除外する。
従って、この「非表示」が選択されている場合は、ライフタイムカレンダー上に静止画像
の表示は行われないこととなる。
【００９７】
　これに対して、ライフタイムカレンダー上に表示する静止画像が記憶されているフォル
ダを指定する場合、ユーザは、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中
から「指定表示」を選択操作する。この「指定表示」が選択操作されると、制御部１２は
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、「フォルダ指定」の選択欄を全輝度表示する。すなわち、上記プルダウンメニューの中
から「全表示」及び「非表示」が選択された場合、制御部１２は、この「フォルダ指定」
の選択欄を半輝度表示（グレー表示）することで、ユーザに対して、この「フォルダ指定
」の選択欄はノンアクティブであることを示す。これに対して、上記「指定表示」が選択
操作された場合、制御部１２は、「フォルダ指定」の選択欄を全輝度表示し、ユーザに対
して、この「フォルダ指定」の選択欄がアクティブとなったことを示す。
【００９８】
　この実施の形態の携帯電話機においては、ユーザは、カメラ部８で撮像した静止画像や
、ネットワーク等を介してダウンロードした静止画像、或いは電子メールに添付されて送
受信された静止画像等を、メモリ１１内に形成した複数の静止画像フォルダに、例えば撮
像日時やタイトル等に分類して保存しておくことが可能となっている。ユーザは、上記「
フォルダ指定」の選択欄をアクティブとした際に、上記各フォルダの中から所望のフォル
ダを指定操作する。この指定操作がなされると、制御部１２は、ユーザにより指定された
フォルダ内に保存している静止画像コンテンツのみを、ライフタイムカレンダー上に表示
する。
【００９９】
　次に、「受信電子メールコンテンツ」の設定メニューは、ライフタイムカレンダー上に
対する受信電子メールの表示の有無や、表示する受信電子メールが記憶されているフォル
ダ、電子メールアドレス、及び種類の設定を行うための設定メニューとなっている。
【０１００】
　ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示する受信電子メールを全て表示してもよい
場合、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「全表示」を選択操
作する。この「全表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機内に記憶
されている全ての受信電子メールの中からライフタイムカレンダー上に表示する受信電子
メールを選択して表示を行うこととなる。
【０１０１】
　これに対して、ユーザは、受信電子メールコンテンツをライフタイムカレンダー上に表
示しない場合、上記「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「非表
示」を選択操作する。この「非表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電
話機内に記憶されている全ての受信電子メールコンテンツを、ライフタイムカレンダーに
対する表示対象から除外する。従って、この「非表示」が選択されている場合は、ライフ
タイムカレンダー上に受信電子メールコンテンツの表示は行われないこととなる。
【０１０２】
　これに対して、指定した受信電子メールコンテンツのみをライフタイムカレンダー上に
表示する場合、ユーザは、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から
「指定表示」を選択操作する。この「指定表示」が選択操作されると、制御部１２は、「
フォルダ指定」、「メールアドレス指定」、「保護指定」の各選択欄を全輝度表示する。
【０１０３】
　すなわち、上記プルダウンメニューの中から「全表示」及び「非表示」が選択された場
合、制御部１２は、これら「フォルダ指定」、「メールアドレス指定」、「保護指定」の
各選択欄を半輝度表示（グレー表示）することで、ユーザに対して、これら各選択欄はノ
ンアクティブであることを示す。これに対し、上記「指定表示」が選択操作された場合、
制御部１２は、「フォルダ指定」、「メールアドレス指定」、「保護指定」の各選択欄を
全輝度表示し、ユーザに対して、当該各選択欄がアクティブとなったことを示す。
【０１０４】
　この実施の形態の携帯電話機においては、メモリ１１内に複数の受信電子メールフォル
ダを形成可能となっており、ユーザは、受信電子メールコンテンツの受信日時や受信電子
メールを送信したユーザ毎等に分類して、対応するフォルダ内に記憶させておくことが可
能となっている。このため、ユーザは、「フォルダ指定」を行う場合、プルダウンメニュ
ーに基づいて、受信電子メールが分類され記憶されている各フォルダの中から所望のフォ
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ルダを指定操作し、或いは全てのフォルダに記憶された受信電子メールを表示して良い場
合にはフォルダの全指定を行う。この指定操作がなされると、制御部１２は、ユーザによ
り指定されたフォルダ内に記憶されている受信電子メールのみを、ライフタイムカレンダ
ー上に表示する。
【０１０５】
　また、ユーザは、「メールアドレス指定」を行う場合、受信電子メールの差出人となる
ユーザの電子メールアドレスを指定操作する。電子メールアドレスの指定は、電話帳、送
信ランキング（送信回数の多いユーザを順に示すランキング）、受信ランキング（受信回
数の多いユーザを順に示すランキング）の中から所望のユーザ（＝所望の電子メールアド
レス）を指定することで行う。また、この電子メールアドレスの指定は、ユーザが、操作
部６を操作して直接的に入力することでも可能となっている。この電子メールアドレスの
指定操作がなされると、制御部１２は、ユーザにより指定された電子メールアドレスを有
する受信電子メールコンテンツのみを、ライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１０６】
　また、この実施の形態の携帯電話機の場合、受信電子メールのうち、所望の受信電子メ
ールの誤消去を防止する保護設定が可能となっている。そして、当該携帯電話機内に記憶
されている全受信電子メールのうち、この保護設定されている受信電子メールのみを、ラ
イフタイムカレンダー上に表示する受信電子メールコンテンツとして指定可能となってい
る。
【０１０７】
　すなわち、「保護指定」の選択欄としては、「全て表示」及び「保護メールのみ」の選
択メニューが存在する。ユーザは、当該携帯電話機内に記憶されている全受信電子メール
を表示してよい場合には、この「全て表示」の選択メニューを選択する。この選択がなさ
れている場合、受信電子メールに対して保護設定がなされているか否かにかかわらず、該
受信電子メールコンテンツをライフタイムカレンダー上に表示する。また、ユーザは、当
該携帯電話機内に記憶されている全受信電子メールコンテンツのうち、保護設定している
受信電子メールのみを表示する場合には、上記「保護メールのみ」の選択メニューを選択
する。この選択がなされている場合、制御部１２は、保護設定がなされている受信電子メ
ールコンテンツのみをライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１０８】
　当該実施の形態の携帯電話機は、このようにライフタイムカレンダー上に表示する受信
電子メールコンテンツを、記憶されているフォルダや保護設定の有無等の表示条件で指定
可能となっている。そして、制御部１２は、ユーザにより複数の表示条件が設定された場
合、全ての表示条件を満足させる受信電子メールコンテンツのみをライフタイムカレンダ
ー上に表示するようになっている。
【０１０９】
　次に、「送信電子メールコンテンツ」の設定メニューは、ライフタイムカレンダー上に
対する送信電子メールの表示の有無や、表示する送信電子メールが記憶されているフォル
ダ、電子メールアドレス、及び種類の設定を行うための設定メニューとなっている。
【０１１０】
　ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示する送信電子メールを制限しない場合、「
全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「全表示」を選択操作する。
この「全表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機内に記憶されてい
る全ての送信電子メールの中からライフタイムカレンダー上に表示する送信電子メールを
選択して表示を行う。
【０１１１】
　これに対して、ユーザは、上記送信電子メールコンテンツをライフタイムカレンダー上
に表示しない場合、上記「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「
非表示」を選択操作する。この「非表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携
帯電話機内に記憶されている全ての送信電子メールコンテンツを、ライフタイムカレンダ
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ーに対する表示対象から除外する。従って、この「非表示」が選択されている場合は、ラ
イフタイムカレンダー上に送信電子メールコンテンツの表示は行われないこととなる。
【０１１２】
　これに対して、ライフタイムカレンダー上に表示する送信電子メールコンテンツの指定
を行う場合、ユーザは、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「
指定表示」を選択操作する。この「指定表示」が選択操作されると、制御部１２は、「フ
ォルダ指定」、「メールアドレス指定」、「保護指定」の各選択欄を全輝度表示して、ユ
ーザに対して、当該各選択欄がアクティブとなったことを示す。
【０１１３】
　上述と同様に、メモリ１１内には、複数の送信電子メールフォルダを形成可能となって
おり、ユーザは、送信電子メールの送信日時や送信電子メールコンテンツの送信相手とな
る各ユーザ毎等に分類して、対応するフォルダ内に記憶させておくことが可能となってい
る。このため、ユーザは、「フォルダ指定」を行う場合、送信電子メールコンテンツが分
類されて記憶されている各フォルダの中から所望のフォルダを指定操作し、或いは全ての
フォルダに記憶された送信電子メールコンテンツを表示して良い場合にはフォルダの全指
定を行う。この指定操作がなされると、制御部１２は、ユーザにより指定されたフォルダ
内に記憶されている送信電子メールのみを、ライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１１４】
　また、ユーザは、「メールアドレス指定」を行う場合、送信電子メールの宛先となるユ
ーザの電子メールアドレスを指定操作する。電子メールアドレスの指定は、電話帳、送信
ランキング（送信回数の多いユーザを順に示すランキング）、受信ランキング（受信回数
の多いユーザを順に示すランキング）の中から所望のユーザ（＝所望の電子メールアドレ
ス）を指定することで行う。
【０１１５】
　また、この電子メールアドレスの指定は、ユーザが、操作部６を操作して直接的に入力
することでも可能となっている。この電子メールアドレスの指定操作がなされると、制御
部１２は、ユーザにより指定された電子メールアドレスを有する送信電子メールのみを、
ライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１１６】
　また、この実施の形態の携帯電話機の場合、送信電子メールのうち、所望の送信電子メ
ールの誤消去を防止する保護設定が可能となっている。そして、当該携帯電話機内に記憶
されている全送信電子メールのうち、この保護設定されている送信電子メールのみを、ラ
イフタイムカレンダー上に表示する送信電子メールとして指定可能となっている。
【０１１７】
　すなわち、「保護指定」の選択欄としては、「全て表示」及び「保護メールのみ」の選
択メニューが存在する。ユーザは、当該携帯電話機内に記憶されている全ての送信電子メ
ールコンテンツを表示してよい場合には、上記「全て表示」の選択メニューを選択する。
この選択がなされている場合、制御部１２は、送信電子メールコンテンツに対して保護設
定がなされているか否かにかかわらず、該送信電子メールコンテンツをライフタイムカレ
ンダー上に表示する。
【０１１８】
　また、ユーザは、当該携帯電話機内に記憶されている全ての送信電子メールコンテンツ
のうち、保護設定している送信電子メールコンテンツのみを表示する場合には、上記「保
護メールのみ」の選択メニューを選択する。この選択がなされている場合、制御部１２は
、保護設定がなされている送信電子メールコンテンツのみをライフタイムカレンダー上に
表示する。
【０１１９】
　当該実施の形態の携帯電話機は、このようにライフタイムカレンダー上に表示する送信
電子メールコンテンツを、記憶されているフォルダや保護設定の有無等の表示条件で指定
可能となっている。そして、制御部１２は、ユーザにより複数の表示条件が設定された場
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合、全ての表示条件を満足させる送信電子メールコンテンツのみをライフタイムカレンダ
ー上に表示するようになっている。
【０１２０】
　次に、「スケジュールコンテンツ」の設定メニューは、ライフタイムカレンダー上に対
するスケジュールの表示の有無や、表示するスケジュールの分類の設定を行うための設定
メニューとなっている。
【０１２１】
　ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示するスケジュールを全て表示してもよい場
合、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「全表示」を選択操作
する。この「全表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機のスケジュ
ール帳に登録されている全てのスケジュールの中からライフタイムカレンダー上に表示す
るスケジュールを選択して表示を行う。
【０１２２】
　これに対して、ユーザは、上記スケジュールをライフタイムカレンダー上に表示しない
場合、上記「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「非表示」を選
択操作する。この「非表示」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機のス
ケジュール帳に登録されている全てのスケジュールを、ライフタイムカレンダーに対する
表示対象から除外する。従って、この「非表示」が選択されている場合は、ライフタイム
カレンダー上にスケジュールの表示は行われないこととなる。
【０１２３】
　これに対して、ライフタイムカレンダー上に表示するスケジュールの分類を指定する場
合、ユーザは、「全表示／指定表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「指定表示
」を選択操作する。この「指定表示」が選択操作されると、制御部１２は、「分類選択」
の選択欄を全輝度表示して、ユーザに対して、当該各選択欄がアクティブとなったことを
示す。
【０１２４】
　当該携帯電話機の場合、スケジュール帳にスケジュールを登録する際、例えば会社、学
校、食事会、ドライブ、スポーツ等の、そのスケジュールの分類を設定するようになって
いる。このため、ユーザは「分類選択」を行う場合、スケジュールの所望の分類を指定操
作する。この指定操作がなされると、制御部１２は、スケジュール帳に登録されている全
てのスケジュールのうち、ユーザにより指定された分類のスケジュールのみを、ライフタ
イムカレンダー上に表示する。
【０１２５】
　次に、「誕生日コンテンツ」の設定メニューは、ライフタイムカレンダー上に誕生日コ
ンテンツを表示するか否かを設定するための設定メニューとなっている。ユーザは、ライ
フタイムカレンダーに対して、電話帳に登録されている全てのユーザの誕生日コンテンツ
、及び上記個人情報の登録欄に登録された誕生日コンテンツの表示を許可する場合、「全
表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「全表示」を選択操作する。この「全表示
」が選択されている場合、制御部１２は、当該携帯電話機の電話帳に登録されている全て
のユーザの誕生日コンテンツ、及び当該携帯電話機の所有者の情報である上記個人情報の
登録欄に登録された誕生日コンテンツを、ライフタイムカレンダーの表示対象と認識して
表示を行う。
【０１２６】
　これに対して、ユーザは、上記誕生日コンテンツをライフタイムカレンダー上に表示し
ない場合、上記「全表示／非表示」のプルダウンメニューの中から「非表示」を選択操作
する。この「非表示」が選択されている場合、制御部１２は、電話帳に登録されている全
てのユーザの誕生日コンテンツ、及び上記個人情報の登録欄に登録された誕生日コンテン
ツを、ライフタイムカレンダーの表示対象から除外する。これにより、「非表示」が選択
されている場合には、ライフタイムカレンダー上に誕生日コンテンツの表示は行われない
こととなる。
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【０１２７】
〔フィルタ設定〕
　次に、制御部１２は、図４（ａ）に示す「フィルタ設定」の設定メニューにフォーカス
を当てている際に、決定キー２５の押圧操作を検出すると、「ＯＮ／ＯＦＦ」のプルダウ
ンメニューをアクティブとする。この「フィルタ設定」の設定メニューは、電話帳に登録
されていない電子メールアドレスを有する受信電子メールを、ライフタイムカレンダー上
に表示するか否かを設定するための設定メニューとなっている。
【０１２８】
　ユーザは、電話帳に登録されていない電子メールアドレスを有する受信電子メールコン
テンツをライフタイムカレンダー上に表示しない場合、上記「ＯＮ／ＯＦＦ」のプルダウ
ンメニューの中から「ＯＦＦ」を選択操作する。この「ＯＦＦ」が選択されている場合、
制御部１２は、電話帳に登録されていない電子メールアドレスを有する受信電子メールコ
ンテンツを、ライフタイムカレンダーに対する表示対象から除外する。従って、この場合
、電話帳に登録されていない電子メールアドレスを有する受信電子メールコンテンツは、
ライフタイムカレンダー上に表示されないこととなる。
【０１２９】
　これに対して、電話帳に登録されていない電子メールアドレスを有する受信電子メール
コンテンツをライフタイムカレンダー上に表示してもよい場合、ユーザは、上記「ＯＮ／
ＯＦＦ」のプルダウンメニューの中から「ＯＮ」を選択操作する。この「ＯＮ」が選択さ
れている場合、制御部１２は、電話帳に対する電子メールアドレスの登録の有無にかかわ
らず、受信した受信電子メールコンテンツをライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１３０】
　なお、この「フィルタ設定」では、電話帳に登録されていない電子メールアドレスを有
する受信電子メールコンテンツの表示の是非を設定することとしたが、同様に、電話帳に
登録されていない電子メールアドレスに対して送信された送信電子メールコンテンツの表
示の是非を設定可能としてもよい。
【０１３１】
〔想い出表示時間〕
　次に、後に詳しく説明するが、この実施の形態の携帯電話機の場合、ライフタイムカレ
ンダー上でフォーカスが当てられている日付の、例えば１年前の日付に対応する各種コン
テンツを余領域にポップアップ表示する想い出ポップアップ機能を有している。この「想
い出表示時間」の設定メニューは、このような想い出ポップアップ表示を行うか否か、及
び想い出ポップアップ表示が行われるまでの時間を設定するための設定メニューとなって
いる。
【０１３２】
　制御部１２は、図４（ａ）に示す「想い出表示時間」の設定メニューにフォーカスを当
てている際に、決定キー２５の押圧操作を検出すると、「非表示／早い／普通／遅い」の
プルダウンメニューをアクティブとする。ユーザは、想い出ポップアップ表示を行わない
場合、このプルダウンメニューの中から「非表示」を選択操作して決定キー２５を押圧操
作する。この「非表示」が選択操作されている場合、制御部１２は、ライフタイムカレン
ダー上に想い出ポップアップ表示を行わない。
【０１３３】
　これに対して、「早い／普通／遅い」の各プルダウンメニューは、想い出ポップアップ
表示が行われるまでの時間を設定するためのメニューとなっている。すなわち、この携帯
電話機の場合、ライフタイムカレンダー上のいづれかの日付にフォーカスが所定時間以上
当てられ続けていた場合（＝無操作時間が所定時間以上であった場合）、制御部１２が、
そのフォーカスが当てられ続けている日付に対して過去となる日付に対応するコンテンツ
をポップアップ表示する想い出ポップアップ表示を行うようになっている。
【０１３４】
　上記「早い／普通／遅い」の各プルダウンメニューは、この想い出ポップアップ表示が
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行われるまでの時間を設定するメニューとなっている。ユーザは、この「早い／普通／遅
い」の各プルダウンメニューの中から所望のメニューを選択操作する。
【０１３５】
　制御部１２は、上記「早い」のメニューが選択されている場合、ユーザの操作が停止し
てから例えば「５秒後」に想い出ポップアップ表示を行い、上記「普通」のメニューが選
択されている場合、ユーザの操作が停止してから例えば「７．５秒後」に想い出ポップア
ップ表示を行い、上記「遅い」のメニューが選択されている場合、ユーザの操作が停止し
てから例えば「１０秒後」に想い出ポップアップ表示を行う。ユーザは、この「早い／普
通／遅い」の各プルダウンメニューの中から所望のメニューを選択することで、ライフタ
イムカレンダーの表示時において、無操作状態となってから想い出ポップアップ表示が行
われるまでの時間を、所望の時間に設定することができる。
【０１３６】
［ライフタイムカレンダーの表示動作］
　次に、ライフタイムカレンダーの表示動作を説明する。なお、以下、理解を容易とする
ために、ライフタイムカレンダー上には、動画コンテンツ及び音楽コンテンツを除き、静
止画像コンテンツ、スケジュールコンテンツ、誕生日コンテンツ、送信電子メールコンテ
ンツ及び受信電子メールコンテンツの表示を行うこととして説明を進める。
【０１３７】
　ライフタイムカレンダーを表示する場合、ユーザは、操作部６を介して、メインメニュ
ーからライフタイムカレンダーの起動を選択操作する。この選択操作がなされると、制御
部１２は、メモリ１１に記憶されているライフタイムカレンダーアプリケーションプログ
ラムに基づいて、デフォルト表示として、図５に示す「カレンダービュー」のライフタイ
ムカレンダーを表示部５に表示制御する。
【０１３８】
〔カレンダービュー〕
　図６のフローチャートに、制御部１２におけるカレンダービューのライフタイムカレン
ダーを表示するまでの表示制御動作の流れを示す。このフローチャートは、ユーザが操作
部６を操作することで指定するライフタイムカレンダーの起動指定操作を、制御部１２が
検出することで、メモリ１１に記憶されているライフタイムカレンダーアプリケーション
プログラムに基づいてスタートさせる。
【０１３９】
　ステップＳ１では、制御部１２が、タイマ１０で計時されている現在の年月日を示す時
刻情報を取り込み、処理をステップＳ２に進める。ステップＳ２では、制御部１２が、図
４（ａ）及び図４（ｂ）を用いて説明したメモリ１１に記憶されている表示設定及びフィ
ルタ設定を読み込み、処理をステップＳ３へ進める。
【０１４０】
　ステップＳ３では、制御部１２が、メモリ１１から読み込んだ表示設定及びフィルタ設
定により、ライフタイムカレンダーに表示が許可されているコンテンツのうち、上記ステ
ップＳ１においてタイマ１０から取り込んだ現在の年度及び月に対応するコンテンツをメ
モリ１１から検出する。
【０１４１】
　具体的には、例えば上記表示設定及びフィルタ設定により、静止画像コンテンツ、スケ
ジュールコンテンツ、誕生日コンテンツ、送信電子メールコンテンツ及び受信電子メール
コンテンツの表示が許可されており、タイマ１０から取り込んだ現在の年月日が２００５
年９月１３日であった場合、制御部１２は、２００５年９月の時刻情報或いは保存情報を
有する静止画像コンテンツ、２００５年９月の受信時刻を有する受信電子メールコンテン
ツ、２００５年９月の送信時刻を有する送信電子メールコンテンツ、２００５年９月の開
始時刻を有するスケジュールコンテンツ、及び２００５年９月を誕生月とするユーザの誕
生日コンテンツをメモリ１１から検出する。
【０１４２】
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　同様に、例えば上記表示設定及びフィルタ設定により、静止画像コンテンツ、及び誕生
日コンテンツのみの表示が許可されており、タイマ１０から取り込んだ現在の年月日が２
００６年１０月１日であった場合、制御部１２は、２００６年１０月の時刻情報或いは保
存情報を有する静止画像コンテンツ、及び１０月を誕生月とするユーザの誕生日コンテン
ツをメモリ１１から検出する。
【０１４３】
　次に、制御部１２は、ステップＳ４において、カレンダービューのライフタイムカレン
ダーを表示部５に表示し、上記検出した各種コンテンツをこのカレンダービューのライフ
タイムカレンダー上に表示すると共に、ステップＳ５において、当日の表示領域（＝ライ
フタイムカレンダーを起動した日に相当する表示領域）を他の表示領域よりも拡大し、こ
の拡大した表示領域にフォーカスを当てて、この図６に示すフローチャートの処理を終了
する。
【０１４４】
　このような図６のフローチャートの処理により表示されたカレンダービューのライフタ
イムカレンダーの表示例が図５である。この図５は、２００５年９月のカレンダービュー
のライフタイムカレンダーの表示例であり、フォーカスの当たっている日が２００５年９
月１３日水曜日の表示例である。
【０１４５】
　この図５からわかるように、制御部１２は、カレンダービューのライフタイムカレンダ
ー上に、例えば「２００５　０９／１３」等の、フォーカスの当たっている日付の表示欄
に対応する年月日と、この年月日の横に、上述の表示設定及びフィルタ設定により、ユー
ザにより表示の許可がなされているコンテンツの種類を示す各種アイコンを表示する（＝
現在の設定状態を示す各種アイコンを表示する。）。また、制御部１２は、表示領域の左
端長手方向に沿って、現在表示している表示月を示す月インデックスを表示する。この例
の場合、表示月が９月であるため、「０９」の数字が表示された月インデックスが表示さ
れている。また、制御部１２は、当日の日付の表示欄は、他の日付と異なる表示色で表示
することで、ユーザに対して当日を認識し易くしている。
【０１４６】
　図５に示す上記設定状態を示す各種アイコン（＝年月日に隣接して表示された各種アイ
コン）のうち、蝋燭の立てられたケーキのアイコンは誕生日コンテンツのアイコン、カレ
ンダーと鉛筆の画像はスケジュールコンテンツのアイコン、封書に上方向の矢印の画像は
送信電子メールコンテンツのアイコン、封書に下方向の矢印の画像は受信電子メールコン
テンツのアイコン、長方形状の右上端部が内側に折り曲げられた画像は静止画像コンテン
ツのアイコンとなっている。制御部１２は、これら各種アイコンのうち、ユーザによりそ
の表示が許可されているコンテンツのアイコンはカラー表示し、ユーザによりその表示が
許可されていないコンテンツのアイコンは、灰色の画像としてグレー表示（或いは半輝度
表示）する。このような表示の違いにより、ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示
を許可しているコンテンツの種類を一目で認識可能となっている。
【０１４７】
　また、制御部１２は、このカレンダービューのライフタイムカレンダー上の各日付の表
示欄に、上記ステップＳ３で検出したコンテンツのアイコン及び（又は）静止画像コンテ
ンツのサムネイル画像を表示する。
【０１４８】
　また、制御部１２は、同じ日付の表示欄に表示する静止画像コンテンツが複数存在する
場合、乱数を用いて複数の静止画像コンテンツの中から１枚の静止画像コンテンツを選出
し、この選出した静止画像コンテンツのサムネイル画像を、対応する日付の表示欄に表示
する。なお、この選出して表示したサムネイル画像は、後述する「レーティング機能」に
より、所定のタイミングで更新されるようになっている。
【０１４９】
　また、制御部１２は、この場合のフォーカスを当てている日付となる２００５年９月１
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３日水曜日の表示欄は、他の日付の表示欄よりも拡大し、この拡大した表示欄に上記各コ
ンテンツのアイコン及び（又は）静止画像コンテンツのサムネイル画像を表示する。
【０１５０】
　この図５に示す例では、９月１日金曜日の表示欄に封書のアイコンのみを表示すること
で、この９月１日金曜日には、送信電子メールコンテンツ或いは受信電子メールコンテン
ツが存在することを示している。また、９月３日日曜日の表示欄に封書のアイコン及び誕
生日コンテンツのアイコンを表示することで、この９月３日日曜日には、送信電子メール
コンテンツ或いは受信電子メールコンテンツが存在し、また、いずれかのユーザ或いは当
該携帯電話機のユーザ（＝自分）の誕生日であることを示している。また、９月４日月曜
日の表示欄には、封書のアイコン、スケジュールコンテンツのアイコン、及び静止画像コ
ンテンツのサムネイル画像を表示することで、この９月４日月曜日には、送信電子メール
コンテンツ或いは受信電子メールコンテンツ、スケジュールコンテンツ及び静止画像コン
テンツが存在することを示している。
【０１５１】
　また、この例の場合のフォーカスを当てている日付となる９月１３日水曜日の表示欄は
、他の日付の表示欄よりも拡大表示され、この拡大表示された表示欄に、封書のアイコン
、スケジュールコンテンツのアイコン、誕生日コンテンツのアイコン及び静止画像コンテ
ンツのサムネイル画像を表示することで、この９月１３日水曜日には、送信電子メールコ
ンテンツ或いは受信電子メールコンテンツ、スケジュールコンテンツが存在し、また、い
ずれかのユーザ或いは当該携帯電話機のユーザ（＝自分）の誕生日であることを示してい
る。
【０１５２】
　また、制御部１２は、拡大表示した表示欄に静止画像コンテンツのサムネイル画像を表
示する場合、他の日付の表示欄に表示するサムネイル画像よりも拡大して表示する。これ
により、ユーザは、フォーカスを当てた日付に対応する静止画像コンテンツを容易に認識
することができる。なお、制御部１２は、このサムネイル画像以外の各アイコンは、拡大
した表示欄及び他の日付の表示欄共、同じ大きさで表示する。
【０１５３】
　このように、カレンダービューのライフタイムカレンダーの表示時には、制御部１２は
、各日付の表示欄に、各コンテンツのアイコン及び（又は）静止画像コンテンツのサムネ
イル画像を表示する。これにより、ユーザは、ライフタイムカレンダー上に表示されたア
イコンやサムネイル画像により、各日付に対応するコンテンツの存在を一目で認識するこ
とができる。
【０１５４】
　なお、このようなカレンダービューのライフタイムカレンダーにおいて、コンテンツが
存在しない場合には、表示を行うアイコンやサムネイル画像が存在しないため、コンテン
ツが存在しない日付の表示欄は、必然的に空白の表示欄となる。図５に示す例では、９月
９日土曜日が、コンテンツが存在しない日付となる。ユーザは、空白となっている日付の
表示欄を見ることで、その日付に対応するコンテンツが存在しないことを、一目で認識す
ることができる。
【０１５５】
　また、電子メールコンテンツとしては、上述のように受信電子メールコンテンツ及び送
信電子メールコンテンツが存在するのであるが、このカレンダービューのライフタイムカ
レンダーの表示時においては、受信電子メールコンテンツ及び送信電子メールコンテンツ
のいずれかが存在した場合、制御部１２は、封書の画像のアイコンを表示することで、受
信電子メールコンテンツ及び（又は）送信電子メールコンテンツが存在することを示すよ
うになっている。
【０１５６】
　換言すれば、制御部１２は、このカレンダービューのライフタイムカレンダーの表示時
においては、封書の画像のアイコンを表示することで、受信電子メールコンテンツ及び（
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又は）送信電子メールコンテンツの存在を簡略化して示すようになっている。なお、後に
説明するデイビューのライフタイムカレンダーの表示時には、上述の封書に上方向の矢印
の画像のアイコンを表示することで送信電子メールコンテンツの存在を示し、また封書に
下方向の矢印の画像のアイコンを表示することで受信電子メールコンテンツの存在を示す
ようになっている。
【０１５７】
　すなわち、このカレンダービューのライフタイムカレンダーの表示時においては、各日
付の表示欄が狭いため、受信電子メールコンテンツ及び（又は）送信電子メールコンテン
ツの存在を、封書の画像のアイコンで一括して表示し、後述するデイビューのライフタイ
ムカレンダーの表示時に、各日付の表示欄が広くなった際に、受信電子メールコンテンツ
及び送信電子メールコンテンツを分けて表示するようになっている。
【０１５８】
〔フォーカスの移動操作〕
　次に、ユーザは、操作部６を操作することで、ライフタイムカレンダー上の所望の日付
の表示欄にフォーカスを移動操作可能となっている。すなわち、図５に示す例の場合、制
御部１２は、デフォルトとして、この例の場合の当日となる９月１３日にフォーカスを当
てている。この状態で操作部６の十字キー２４を右操作すると、制御部１２は、１３日→
１４日→１５日→１６日→１７日・・・の順にフォーカスを移動表示制御する。また、９
月１３日にフォーカスを当てている状態で、ユーザにより操作部６の十字キー２４が左操
作されると、制御部１２は、１３日→１２日→１１日→１０日→９日・・・の順にフォー
カスを移動表示制御する。また、９月１３日にフォーカスを当てている状態で、ユーザに
より操作部６の十字キー２４が上操作されると、制御部１２は、１３日→６日→８月３０
日・・・の順にフォーカスを移動表示制御する。また、９月１３日にフォーカスを当てて
いる状態で、ユーザにより操作部６の十字キー２４が下操作されると、制御部１２は、１
３日→２０日→２７日→１０月４日・・・の順にフォーカスを移動表示制御する。
【０１５９】
　制御部１２は、十字キー２４が押圧操作される毎に、このようなフォーカスの移動表示
制御を間欠的に行う。また、制御部１２は、十字キー２４が押圧し続けられた場合（いわ
ゆる長押しされた場合）、この長押しの間、上述のフォーカスの移動表示制御を連続的に
行う。そして、制御部１２は、このようなフォーカスの移動表示制御により、表示部５に
表示することとなった日付に対応するコンテンツをメモリ１１から順次検出して、上記ア
イコンやサムネイル画像の表示を行う。これにより、各月のライフタイムカレンダーが、
フォーカスの移動操作に応じてスクロールされるかたち表示部５に表示されることとなる
。
【０１６０】
（月単位、或いは年単位での表示画面の切り替え）
　ここで、ユーザは、上述のように十字キー２４等を操作することで、カレンダービュー
のライフタイムカレンダー上に表示されるフォーカスを各日付単位で移動させることが可
能なのであるが、ライフタイムカレンダー上に表示するコンテンツを月単位や年単位で大
きく切り替えたい場合がある。
【０１６１】
　この場合、ユーザは、図２に示す第２のソフトキー２７を押圧操作する。制御部１２は
、カレンダービューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示している際に、この第２
のソフトキー２７の押圧操作を検出すると、図７に示すカレンダービューのインデックス
画面となるライフタイムカレンダーを表示部５に表示制御する。
【０１６２】
　図５及び図７を見比べてわかるように、制御部１２は、この第２のソフトキー２７の押
圧操作を検出すると、カレンダービューのライフタイムカレンダーの左端の長手方向に沿
って各月の「月インデックス」を表示すると共に、この月インデックスの左端に沿って、
現在、表示部５に表示している月が属する年度を示す「年インデックス」を表示する。
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【０１６３】
　また、制御部１２は、第２のソフトキー２７が押圧操作された時点でフォーカスを当て
ていた日付が属する上記月インデックス上の月の表示欄にフォーカスを当てる。図７は、
第２のソフトキー２７が押圧操作された時点で、２００５年９月のいずれかの日にフォー
カスが当てられていた場合の表示例である。この場合、制御部１２は、月インデックス上
の９月の表示欄にフォーカスを当てることとなる。
【０１６４】
　月インデックス上においてはフォーカスを月単位で、また、年インデックス上において
はフォーカスを年単位で移動操作可能となっている。すなわち、ユーザは、月単位でフォ
ーカスを移動操作する場合、上記月インデックスのいずれかの月の表示欄にフォーカスが
当たっている状態で、上記十字キー２４を上操作或いは下操作する。図７に示すように９
月にフォーカスが当たっている状態で、上記十字キー２４の上操作を検出すると、制御部
１２は、９月→８月→７月→６月・・・の順にフォーカスを移動表示制御する。また、上
記９月にフォーカスが当たっている状態で、上記十字キー２４の下操作を検出すると、制
御部１２は、９月→１０月→１１月→１２月・・・の順にフォーカスを移動表示制御する
。
【０１６５】
　また、制御部１２は、このようにフォーカスを当てる月を月インデックス上で移動表示
制御した際に、フォーカスを移動した月に対応するコンテンツをメモリ１１から検出し、
このコンテンツに対応する上記アイコンやサムネイル画像を、上記フォーカスを移動した
月のカレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示する。これにより、カレンダー
ビューのライフタイムカレンダー上に表示されるアイコンやサムネイル画像が、月単位で
切り替わって表示されることとなる。
【０１６６】
　なお、この例では、制御部１２は、月インデックス上におけるフォーカスの移動操作と
共に、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示するコンテンツを月単位で切
り替えることとしたが、これは、月インデックス上でフォーカスの移動操作が行われてい
る間は、カレンダービューのライフタイムカレンダー上のコンテンツの表示切り替えは行
わず、決定キー２５が押圧操作されるのを待って、この決定キー２５が押圧操作された際
に月インデックス上でフォーカスを当てていた月に対応するコンテンツを、カレンダービ
ューのライフタイムカレンダー上に表示するようにしてもよい。
【０１６７】
　すなわち、この場合、ユーザは、月インデックス上で所望の月にフォーカスを移動操作
し（この間、コンテンツの表示切り替えは行われない。）、所望の月にフォーカスを移動
させた際に決定キー２５を押圧操作する。これにより、制御部１２は、現在、フォーカス
を当てている月のコンテンツの表示が、ユーザから指定されたものと認識し、当該フォー
カスを当てている月に対応するコンテンツをメモリ１１から検出し、表示画面を図７に示
すカレンダービューのインデックス画面から図５に示すカレンダービューの通常画面に戻
して、上記コンテンツに対応するアイコンやサムネイル画像をカレンダービューのライフ
タイムカレンダー上に表示することとなる。この場合、決定キー２５の押圧操作を待って
カレンダービューのライフタイムカレンダー上にコンテンツの表示を行うため、フォーカ
スの移動操作毎にコンテンツの表示切り替えを行わなくてよい分、制御部１２の負担を軽
減することができる。
【０１６８】
　また、この場合、月インデックス上のいずれかの月にフォーカスを当てている間は、各
日付の表示欄（コンテンツに対応するアイコンやサムネイル画像の表示欄）を、例えば半
輝度で表示する等の表示形態を変更する表示制御を行えば、月インデックスがアクティブ
となっていることを、ユーザに対して容易に認識させることができる。
【０１６９】
　次に、ユーザは、年単位でフォーカスを移動操作する場合、上記月インデックス上のい
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ずれかの月の表示欄にフォーカスが当てられている状態で、十字キー２４を左操作する。
制御部１２は、上記月インデックス上のいずれかの月の表示欄にフォーカスを当てている
状態で十字キー２４の左操作を検出すると、フォーカスを当てていた月が属する上記年イ
ンデックス上の年度の表示欄にフォーカスを当てる。これにより、年単位での表示画面の
切り替えが可能となる。
【０１７０】
　すなわち、制御部１２は、上記年インデックス上にフォーカスが当てられている状態で
、十字キー２４の上操作を検出すると、図７に示す例の場合、２００５年→２００４年→
２００３年・・・の順に、年インデックス上のフォーカスを移動表示制御する。同様に、
上記年インデックス上にフォーカスが当てられている状態で、十字キー２４の下操作を検
出すると、２００５年→２００６年→２００７年・・・の順に、年インデックス上のフォ
ーカスを移動表示制御する。
【０１７１】
　また、制御部１２は、このようにフォーカスを年単位で移動表示制御した際、フォーカ
スを移動した年における、月インデックスから年インデックスにフォーカスを移動する直
前に、月インデックス上でフォーカスを当てていた月に対応する各種コンテンツをメモリ
１１から検出し、この検出したコンテンツのアイコンやサムネイル画像を、カレンダービ
ューのライフタイムカレンダー上に表示制御する。
【０１７２】
　具体的には、例えば月インデックス上で９月にフォーカスが当たっている状態で、年イ
ンデックス上の２００５年の表示欄にフォーカスが移動操作された場合、制御部１２は、
２００５年９月に対応する各種コンテンツをメモリ１１から検出し、この検出したコンテ
ンツのアイコンやサムネイル画像を、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表
示制御する。
【０１７３】
　同様に、例えば、月インデックス上で７月にフォーカスが当たっている状態で、年イン
デックス上の２００４年の表示欄にフォーカスが移動操作された場合、制御部１２は、２
００４年７月に対応する各種コンテンツをメモリ１１から検出し、この検出したコンテン
ツのアイコンやサムネイル画像を、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示
制御する。また、この２００４年の表示欄に移動操作されたフォーカスが、年インデック
ス上の２００３年の表示欄に移動操作された場合、制御部１２は、２００３年７月に対応
する各種コンテンツをメモリ１１から検出し、この検出したコンテンツのアイコンやサム
ネイル画像を、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示制御する。これによ
り、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示されるアイコンやサムネイル画
像が、年単位で切り替わって表示されることとなる。
【０１７４】
　なお、この例では、制御部１２は、年インデックス上におけるフォーカスの移動操作と
共に、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示するコンテンツを切り替える
こととしたが、これは、年インデックス上でフォーカスの移動操作が行われている間は、
カレンダービューのライフタイムカレンダー上のコンテンツの表示切り替えは行わず、以
下のようにしてもよい。
【０１７５】
　すなわち、制御部１２は、年インデックス上のいずれかの年度にフォーカスを当ててい
る際に決定キー２５の押圧操作を検出したタイミングで上記月インデックス上にフォーカ
スを移動表示制御し、この月インデックス上のいずれかの月にフォーカスを当てている際
に決定キー２５の押圧操作を検出したタイミングで、年インデックス上及び月インデック
ス上でそれぞれ決定キー２５の押圧操作を検出した際にフォーカスを当てていた年度及び
月に対応するコンテンツを、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示する。
【０１７６】
　換言すると、この場合、ユーザは、年インデックス上で所望の年にフォーカスを移動操
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作して決定キー２５を押圧操作すると共に（この間、コンテンツの表示切り替えは行われ
ない。）、月インデックス上で所望の月にフォーカスを移動操作して決定キー２５を押圧
操作する（この間も、コンテンツの表示切り替えは行われない。）。
【０１７７】
　これにより、制御部１２は、上記決定キー２５の押圧操作を検出した際にフォーカスを
当てていた年度及び月のコンテンツの表示が、ユーザから指定されたものと認識し、当該
フォーカスを当てていた年度及び月に対応するコンテンツをメモリ１１から検出し、表示
画面を図７に示すカレンダービューのインデックス画面から図５に示すカレンダービュー
の通常画面に戻して、上記コンテンツに対応するアイコンやサムネイル画像をカレンダー
ビューのライフタイムカレンダー上に表示することとなる。この場合、決定キー２５の押
圧操作を待ってカレンダービューのライフタイムカレンダー上にコンテンツの表示を行う
ため、フォーカスの移動操作毎にコンテンツの表示切り替えを行わなくてよい分、制御部
１２の負担を軽減することができる。
【０１７８】
　また、この場合、年インデックス上、及び月インデックス上にフォーカスを当てている
間は、各日付の表示欄（コンテンツに対応するアイコンやサムネイル画像の表示欄）を、
例えば半輝度で表示する等の表示形態を変更する表示制御を行えば、年インデックス或い
は月インデックスがアクティブとなっていることを、ユーザに対して容易に認識させるこ
とができる。
【０１７９】
〔ライフタイムカレンダーを待ち受け画面とする場合〕
　次に、当該実施の形態の携帯電話機の場合、このカレンダービューのライフタイムカレ
ンダーを待ち受け画面として設定可能となっている。すなわち、ユーザにより操作部６を
介してライフタイムカレンダーを待ち受け画面とする設定操作がなされると、制御部１２
は、待ち受け画面を表示部５に表示する際に、図６を用いて説明したようにタイマ１０か
ら取り込んだ現在の年月日に対応するコンテンツのうち、上記表示設定及びフィルタ設定
に対応するコンテンツをメモリ１１から検出する。そして、制御部１２は、現在の年度及
び月に対応するカレンダービューのライフタイムカレンダー上に、上記メモリ１１から検
出した各コンテンツのアイコン及び（又は）静止画像コンテンツのサムネイル画像を表示
すると共に、当日の日付の表示欄にフォーカスを当てる。
【０１８０】
　図８に、待ち受け画面として表示されたカレンダービューのライフタイムカレンダーの
表示例を示す。この図８は、タイマ１０から取り込まれた現在の年月日が２００４年９月
１３日であり、これに対応して制御部１２が、２００４年９月のカレンダービューのライ
フタイムカレンダーを待ち受け画面として表示部５に表示した例を示している。この図８
から、この例の場合の当日となる１３日の表示欄にフォーカスが当てられていることがわ
かるであろう。
【０１８１】
　なお、ユーザにより所望の待ち受け画像が予め設定されている場合、制御部１２は、そ
の待ち受け画像を半輝度表示とし、この上に上記カレンダービューのライフタイムカレン
ダーを重ねて表示する。これにより、表示部５に表示される全体的な待ち受け画面として
は、上記カレンダービューのライフタイムカレンダーの下に待ち受け画像が透けて見える
かたちの待ち受け画面となる。
【０１８２】
〔レーティング機能に基づくサムネイル画像の更新〕
　次に、上述の待ち受け画面として設定されたカレンダービューのライフタイムカレンダ
ーを含め、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示されたサムネイル画像は
、所定の時間置きに新たなサムネイル画像に更新されるようになっている。
【０１８３】
　すなわち、制御部１２は、上述のように同じ日付の表示欄に表示する静止画像コンテン
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ツが複数存在する場合、乱数を用いて複数の静止画像コンテンツの中から１枚の静止画像
コンテンツを選出して上記日付の表示欄に表示するのであるが、制御部１２は、この表示
した静止画像コンテンツのサムネイル画像を、「レーティング機能」に基づいて、所定の
タイミングで他の静止画像コンテンツのサムネイル画像に更新するようになっている。
【０１８４】
（各日付の表示欄に表示するサムネイル画像の定期的な更新動作）
　まず、制御部１２は、ユーザによりライフタイムカレンダーアプリケーションプログラ
ムが起動操作されることで、カレンダービューのライフタイムカレンダー上に表示したサ
ムネイル画像（図５参照）、及び待ち受け画面として設定されたライフタイムカレンダー
上に表示したサムネイル画像（図８参照）を定期的に更新するようになっている。図９の
フローチャートにこのサムネイル画像の定期更新動作の流れを示す。
【０１８５】
　制御部１２は、当該携帯電話機のメイン電源の投入の有無にかかわらず、終始、ライフ
タイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて、この図９のフローチャートに
示す処理を実行している。
【０１８６】
　一例ではあるが、この実施の形態の携帯電話機の場合、上記サムネイル画像の更新を午
前０時及び午後１２時の計２回行うようになっている。このため、制御部１２は、ステッ
プＳ１１において、タイマ１０でカウントされる現在時刻を監視し、現在時刻が上記サム
ネイル画像の更新時刻である上記午前０時或いは午後１２時となったことを検出したタイ
ミングで、処理をステップＳ１２に進める。
【０１８７】
　ステップＳ１２では、制御部１２が、現在、ライフタイムカレンダーの起動中であるか
否かを判別し、ライフタイムカレンダーの起動中である場合は処理をステップＳ１６に進
め、ライフタイムカレンダーの起動中ではない場合は処理をステップＳ１３に進める。
【０１８８】
　ステップＳ１６では、現在、ライフタイムカレンダーの起動中であるため、制御部１２
は、ライフタイムカレンダーの表示終了を待って、処理をステップＳ１３に進める。すな
わち、この例の場合、制御部１２は、ライフタイムカレンダーの起動中は、サムネイル画
像の更新は行わないようになっている。なお、ライフタイムカレンダーの起動中であって
も、サムネイル画像の更新は行ってもよいことは勿論である。
【０１８９】
　次に、上記ステップＳ１２においてライフタイムカレンダーの起動中ではないと判別す
ることで、或いは上記ステップＳ１６においてライフタイムカレンダーの表示終了を検出
することで処理をステップＳ１３に進めると、制御部１２は、ライフタイムカレンダーが
待ち受け画面に設定されているか否か（図８参照）を判別する。そして、制御部１２は、
ライフタイムカレンダーが待ち受け画面に設定されている場合は処理をステップＳ１７に
進め、ライフタイムカレンダーが待ち受け画面に設定されていない場合は処理をステップ
Ｓ１４に進める。
【０１９０】
　ライフタイムカレンダーが待ち受け画面に設定されている場合に処理をステップＳ１７
に進めると、制御部１２は、現在、待ち受け画面のライフタイムカレンダー上にサムネイ
ル画像を表示している日付のうち、複数の静止画像コンテンツが存在する全ての日付を検
出する。そして、この検出した各日付毎に、現在表示している静止画像コンテンツ以外の
静止画像コンテンツの中から、乱数を用いてランダムに１枚の静止画像コンテンツを検出
し、この静止画像コンテンツのサムネイル画像を形成して、対応する日付の表示欄にそれ
ぞれ表示する。
【０１９１】
　これにより、待ち受け画面に設定されているカレンダービューのライフタイムカレンダ
ー上に表示された各サムネイル画像が、午前０時及び午後１２時のタイミングで更新され
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ることとなる。
【０１９２】
　次に、ライフタイムカレンダーが待ち受け画面に設定されていない場合に処理をステッ
プＳ１４に進めると、制御部１２は、ユーザによるライフタイムカレンダーの起動操作待
ちの状態となる。
【０１９３】
　制御部１２は、このステップＳ１４でライフタイムカレンダーの起動操作を検出すると
処理をステップＳ１５に進め、図６のフローチャートを用いて説明したようにカレンダー
ビューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示する。そして、複数の静止画像コンテ
ンツが存在する各日付毎に、この起動操作がなされる前に表示していた静止画像コンテン
ツ以外の静止画像コンテンツの中から、乱数を用いてランダムに１枚の静止画像コンテン
ツを検出し、この静止画像コンテンツのサムネイル画像を形成して、対応する日付の表示
欄にそれぞれ表示する。
【０１９４】
　これにより、午前０時或いは午後１２時を跨いでライフタイムカレンダーを起動した場
合に、この起動前後で異なるサムネイル画像が、カレンダービューのライフタイムカレン
ダー上に表示されることとなる。
【０１９５】
（フォーカスが停止している場合におけるサムネイル画像の更新動作）
　次に、制御部１２は、カレンダービューのライフタイムカレンダー上のいずれかの日付
の表示欄にフォーカスが停止しており、このフォーカスが停止している日付に対応する静
止画像コンテンツが複数存在する場合、このフォーカスが停止している日付の表示欄に表
示するサムネイル画像を所定時間置きに更新する。図１０のフローチャートに、このサム
ネイル画像の更新動作の流れを示す。この図１０のフローチャートは、制御部１２が、カ
レンダービューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示したタイミングで、メモリ１
１に記憶されているライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいてスタ
ートさせる。
【０１９６】
　ステップＳ２１では、制御部１２が、操作部６の操作状態を監視することで、フォーカ
スの移動操作がなされたか否かを判別する。すなわち、制御部１２は、カレンダービュー
のライフタイムカレンダーを表示した際、デフォルトとして、当日の表示欄（図５の例の
場合９月１３日の表示欄）にフォーカスを当てるのであるが、上述のようにこのフォーカ
スは、図２（ａ）の十字キー２４を操作することで上下左右に移動操作可能となっている
。このため、ステップＳ２１では、制御部１２が、この十字キー２４の操作状態を監視す
ることで、フォーカスの移動操作がなされたか否かを判別し、フォーカスの移動操作を検
出しない場合には処理をステップＳ２２に進め、フォーカスの移動操作を検出した場合は
処理をステップＳ２５に進める。
【０１９７】
　ステップＳ２５では、制御部１２が、ユーザによる十字キー２４の移動操作に応じて、
表示部５に表示しているフォーカスを移動表示制御し、このフォーカスの移動先となる日
付の表示欄を、上述のように他の日付の表示欄よりも拡大して表示し、この拡大表示した
日付の表示欄に、対応するコンテンツのアイコンやサムネイル画像を表示制御して、処理
をステップＳ２１に戻す。
【０１９８】
　一方、フォーカスの移動操作を検出しないことで処理をステップＳ２２に進めると、制
御部１２は、タイマ１０で計時される時刻情報に基づいて、フォーカスの移動操作が検出
されなくなってから、例えば３秒が経過したか否かを判別する。すなわち、このステップ
Ｓ２２では、制御部１２がフォーカスの連続停止時間を監視しており、フォーカスが停止
状態となってから３秒が経過していない場合は処理をステップＳ２１に戻し、フォーカス
が停止状態となってから３秒が経過したタイミングで処理をステップＳ２３に進める。
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【０１９９】
　ステップＳ２３では、制御部１２が、フォーカスが停止している日付に対応する静止画
像コンテンツをメモリ１１から検出することで、このフォーカスが停止している日付に対
応する静止画像コンテンツが複数枚存在するか否かを判別する。そして、複数枚の静止画
像コンテンツが存在しない場合は処理をステップＳ２１に戻し、複数枚の静止画像コンテ
ンツが存在する場合は処理をステップＳ２４に進める。
【０２００】
　ステップＳ２４では、制御部１２が、フォーカスが停止している日付に対応する複数枚
の静止画像コンテンツのうち、現在、表示している静止画像コンテンツ以外の静止画像コ
ンテンツを、乱数を用いてランダムに選出し、この選出した静止画像コンテンツのサムネ
イル画像を形成する。そして、フォーカスが停止している日付の表示欄に表示しているサ
ムネイル画像を、この新たに形成したサムネイル画像に更新表示して、処理をステップＳ
２１に戻す。
【０２０１】
　これにより、複数の静止画像コンテンツが存在する日付の表示欄にフォーカスを停止し
続けた場合、上記３秒置きに、サムネイル画像が更新表示されることとなる。従って、ユ
ーザは、所望の日付の表示欄にフォーカスを移動操作して停止させておくだけで、上記３
秒置きに更新表示されるサムネイル画像により、その日付に対応する静止画像コンテンツ
を確認することができる。
【０２０２】
　なお、この例の場合、フォーカスが３秒間、同じ日付の表示欄に停止し続けた場合に、
サムネイル画像の更新処理を行うこととしたが、この「３秒」という時間は一例であり、
例えば同じ日付の表示欄にフォーカスが５秒間停止し続けた場合にサムネイル画像の更新
処理を行い、或いは同じ日付の表示欄にフォーカスが１０秒間停止し続けた場合にサムネ
イル画像の更新処理を行う等のように、設計等に応じて変更してもよい。また、設定メニ
ューで、ユーザが所望の時間を選択設定するようにしてもよい。
【０２０３】
〔デイビュー〕
　次に、このようなカレンダービューのライフタイムカレンダーにおいては、ユーザは、
各日付の表示欄に表示されたアイコンやサムネイル画像により、当該各日付に対応する各
種コンテンツの「存在」を認識することができるのであるが、さらに各日付に対応する各
種コンテンツの「内容」を確認したい場合、ユーザは、以下に説明するデイビューのライ
フタイムカレンダーを表示させる。このデイビューのライフタイムカレンダー上では、各
日付に対応するコンテンツの表題等が表示されるため、ユーザは、このデイビューのライ
フタイムカレンダーを表示することで、所望のコンテンツの大まかな「内容」を確認する
ことができる。
【０２０４】
　また、ユーザは、所望のコンテンツの詳細な「内容」を確認したい場合、このデイビュ
ーのライフタイムカレンダー上で所望のコンテンツを選択操作する。これにより、ユーザ
により選択されたコンテンツに対応する専用のアプリケーションプログラムが起動し、該
ユーザにより選択されたコンテンツに対応する表示や再生等の処理がなされ、当該コンテ
ンツの詳細な「内容」が確認可能となっている。
【０２０５】
　図１１のフローチャートに、デイビューのライフタイムカレンダーの表示から、このデ
イビューのライフタイムカレンダー上で選択されたコンテンツが、当該コンテンツに対応
する専用のアプリケーションプログラムで処理されるまでの流れを示す。このフローチャ
ートは、上述のカレンダービューのライフタイムカレンダーの表示時に、制御部１２が、
決定キー２５の押圧操作を検出することで、メモリ１１に記憶されているライフタイムカ
レンダーアプリケーションプログラムに基づいてスタートとなる。
【０２０６】
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　まず、ステップＳ３１では、制御部１２が、決定キー２５の押圧操作を検出した際に、
カレンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスを当てていた日付を基準とす
るデイビューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示制御する。また、制御部１２は
、複数のコンテンツが存在する日付の場合、この複数のコンテンツを予め定められた優先
順位の順に、表示部５の長手方向に沿って、各日付の表示欄の上段から下段にかけて並べ
て表示する。そして、カレンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスを当て
ていた日付に対応するコンテンツのうち、最上段に位置するコンテンツ（＝最も優先順位
の高いコンテンツ）に対してデフォルトでフォーカスを当てる。図１２に、このデイビュ
ーのライフタイムカレンダーの表示例を示す。
【０２０７】
　このデイビューのライフタイムカレンダーとしては、この図１２に示す「リスト表示画
面」と、図１３に示す「サムネイル表示画面」とが存在する。制御部１２は、カレンダー
ビューからデイビューにライフタイムカレンダーの表示切り替えを行う場合、デフォルト
として図１２に示す「リスト表示画面」を表示するようになっている。
【０２０８】
　この図１２は、カレンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスが当たって
いた日付である２００５年９月１３日を基準とするデイビューのライフタイムカレンダー
のリスト表示画面である。この図１２に示すように、制御部１２は、デイビューのライフ
タイムカレンダー上に、例えば「２００５　０９／１３」等の当日の年月日と、上述の表
示設定及びフィルタ設定により、ユーザにより表示の許可がなされているコンテンツの種
類を示す誕生日コンテンツのアイコンやスケジュールコンテンツのアイコン等を表示する
。
【０２０９】
　また、制御部１２は、表示領域の左端長手方向に沿って、それぞれ存在するコンテンツ
の数に対応する、表示部５の長手方向に沿った長さの日インデックスを表示する。この図
１２に示す例の場合、９月１２日に対応するコンテンツは１つのみ存在するため、この９
月１２日の日インデックスの長さは、１つのコンテンツを表示する分の長さとなっている
。これに対して、９月１３日に対応するコンテンツは３つ存在するため、この９月１３日
の日インデックスの長さは、３つのコンテンツを表示する分の長さとなっている。
【０２１０】
　また、制御部１２は、コンテンツが存在しない日は、日インデックス上の日付を詰めて
表示する。この図１２に示す例は、８月２８日と９月１２日との間にコンテンツが存在し
ない例であり、この場合、制御部１２は、８月２８日のコンテンツと９月１２日のコンテ
ンツとを隣接させて表示する。これにより、コンテンツの存在しない日が多くある場合に
、デイビューのライフタイムカレンダー上に空白が多く表示される不都合を防止すること
ができる。
【０２１１】
　また、制御部１２は、図１２に示す９月１３日のように複数のコンテンツが存在する日
付の場合、各コンテンツを優先順位に従って並べて表示する。一例ではあるが、このコン
テンツを表示する際の優先順位は、以下のようになっている。
【０２１２】
　まず、同じ日付に対応する複数のコンテンツが有する時間情報がそれぞれ異なる場合（
＝同日付けの各コンテンツの時刻がそれぞれ異なる場合）、制御部１２は、
１．誕生日コンテンツ
２．終日設定されたスケジュールコンテンツ
３．静止画コンテンツの撮影時刻(保存時刻)／スケジュールの開始時刻／受信電子メール
コンテンツの受信時刻／送信電子メールコンテンツの送信時刻で早い順
の順番に並べて表示する。
【０２１３】
　また、同じ日付に対応する複数のコンテンツが有する時間情報がそれぞれ同じである場
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合（＝同日付けの各コンテンツがそれぞれ同時刻である場合）、制御部１２は、
１．静止画コンテンツ
２．受信電子メールコンテンツ
３．送信電子メールコンテンツ
４．スケジュールコンテンツ
の順番に並べて表示する。
【０２１４】
　なお、複数の同じコンテンツがそれぞれ有する時間情報が同時刻の時間情報である場合
、制御部１２は、そのコンテンツを再生するアプリケーションプログラムで適用している
並べ順に従って、これら各コンテンツを並べて表示する。また、終日設定されたスケジュ
ールコンテンツが複数存在する場合、制御部１２は、スケジュール帳に登録されている各
スケジュールの登録順（新→旧）に並べて、各スケジュールコンテンツを表示する。また
、同じ開始時刻のスケジュールコンテンツが複数存在する場合も同様に、制御部１２は、
スケジュール帳に登録されている各スケジュールの登録順（新→旧）に並べて、各スケジ
ュールコンテンツを表示する。さらに、同日の誕生日コンテンツが複数存在する場合、制
御部１２は、電話帳のメモリ番号順に並べて表示する（＝電話帳に対する登録順に並べて
表示する。）。ただし、電話帳に登録されたユーザの誕生日コンテンツの日付と、個人情
報の登録欄に登録された誕生日コンテンツ（＝自分の誕生日の誕生日コンテンツ）の日付
とが同日である場合、制御部１２は、個人情報の登録欄に登録された誕生日コンテンツを
先に表示する。
【０２１５】
　また、制御部１２は、各コンテンツを表示する場合、以下のメタデータを表示すること
で、各コンテンツの内容を示すようになっている。
【０２１６】
　すなわち、「誕生日コンテンツ」を表示する場合、制御部１２は、ユーザ名、誕生日ア
イコン（この例の場合、蝋燭の立てられたケーキの画像のアイコン）、フレーム画像（ユ
ーザ名の表示枠となる画像）、電話帳に登録されているそのユーザのサムネイル画像を表
示する。
【０２１７】
　また、「静止画像コンテンツ」を表示する場合、制御部１２は、撮影時刻／保存時刻、
サムネイル画像、管理用タイトル、ファイル種別アイコン、及び取得元アイコンを表示す
る。
【０２１８】
　また、「受信電子メールコンテンツ」を表示する場合、制御部１２は、受信メールアイ
コン、受信時刻、Ｆｒｏｍアイコン、送信元名／送信元アドレス、添付データアイコン、
電話帳に登録されている送信元画像、件名アイコン、件名データを表示する。
【０２１９】
　また、「送信電子メールコンテンツ」を表示する場合、制御部１２は、送信メールアイ
コン、送信時刻、Ｔｏアイコン、宛先名／宛先アドレス、複数人アイコン、添付データア
イコン、電話帳に登録されている宛先画像、件名アイコン、件名データを表示する。
【０２２０】
　また、「スケジュールコンテンツ」を表示する場合、制御部１２は、スケジュールアイ
コン、スケジュールの開始時刻、分類アイコン、スケジュールの要約／内容を示すデータ
、アラームアイコン、アラームのＯＮ／ＯＦＦ設定を示すデータを表示する。
【０２２１】
　図１２に示す９月１３日の日付に表示されたコンテンツは、制御部１２が、上述の優先
順位に従って、誕生日コンテンツ、スケジュールコンテンツ、及び静止画像コンテンツを
順に並べて表示した例である。この例からわかるように、制御部１２は、誕生日コンテン
ツを表示する場合、蝋燭の立てられたケーキの画像である誕生日アイコンと花の表示枠で
あるフレーム画像を表示し、このフレーム画像の中心部に「船橋さん」等のユーザ名を表



(33) JP 4285704 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

示する。これにより、デイビューのライフタイムカレンダーを見たユーザに対して、９月
１３日は船橋さんの誕生日であることを認識させることができる。
【０２２２】
　また、制御部１２は、スケジュールコンテンツを表示する場合、例えば「１８：４６」
等のスケジュールの開始時刻と、カレンダーに鉛筆の画像であるスケジュールアイコンと
、スケジュールの分類を示す例えばカクテルグラスの画像等の分類アイコンと、「銀座で
山下さんと食」等のスケジュールの要約／内容を示すデータと、鐘の画像のアラームアイ
コンと、アラームのＯＮ／ＯＦＦ設定を示すデータとを表示する。これにより、デイビュ
ーのライフタイムカレンダーを見たユーザに対して、９月１３日は１８時４６分から銀座
で山下さんと食事を行う予定であることを認識させることができる。
【０２２３】
　なお、制御部１２は、文字の表示を行う場合、所定の文字数以上の文字は切り捨てて表
示するようになっている。上述の表示例で、「銀座で山下さんと食」でスケジュールの要
約／内容の表示が切れているのは、このためである。なお、文字サイズを小さくして全表
示し、或いは十字キー２４の操作に応じてスクロール表示するようにしてもよい。
【０２２４】
　また、制御部１２は、静止画像コンテンツを表示する場合、例えば「１３：００」等の
撮影時刻／保存時刻と、当該コンテンツが静止画像コンテンツであることを示す静止画像
アイコンと、静止画像コンテンツのサムネイル画像と、「犬と散歩」等の管理用タイトル
と、ファイルの種別及びファイルサイズを示すファイル種別アイコンと、その静止画像コ
ンテンツがカメラ部８で撮像されたものであることを示す取得元アイコンとを表示する。
これにより、デイビューのライフタイムカレンダーを見たユーザに対して、９月１３日の
１３時００分に、犬と散歩した際に撮像した静止画像コンテンツが存在することを認識さ
せることができる。
【０２２５】
　なお、例えば電話帳や個人情報の登録欄に９月１３日を誕生日として登録されたユーザ
が船橋さん及び山田さん等のように複数存在する場合、制御部１２は、この９月１３日の
日付の欄に、船橋さん及び山田さんの各誕生日コンテンツを並べて表示する。同様に、９
月１３日に撮像された静止画像コンテンツが複数存在する場合、制御部１２は、この各静
止画像コンテンツを撮影時刻等の順に並べて表示する。
【０２２６】
　カレンダービューからデイビューへライフタイムカレンダーの表示切り替えを行うこと
で、各コンテンツの内容が表示されるようになるため、ユーザは、所望のコンテンツの大
まかな「内容」を確認することができる。
【０２２７】
　次に、図１１のフローチャートのステップＳ３１において、このようなデイビューのラ
イフタイムカレンダーのリスト表示画面を表示すると、制御部１２は、処理をステップＳ
３２に進める。このステップＳ３２では、制御部１２が、操作部６の操作状態を監視する
ことで、表示画面の切り替え操作の有無を判別する。
【０２２８】
　すなわち、デイビューのライフタイムカレンダーの表示画面としては、上述のように図
１２に示す「リスト表示画面」と図１３に示す「サムネイル表示画面」とが設けられてい
る。一例ではあるが、この各表示画面の切り替えは、ユーザが図２に示す第１のソフトキ
ー２６を押圧操作して行うようになっている。このため、上記ステップＳ３２では、制御
部１２が、この第１のソフトキー２６が押圧操作されたか否かを判別することで、各表示
画面の切り替え操作がなされたか否かを判別し、第１のソフトキー２６の押圧操作を検出
した場合は処理をステップＳ３７に進め、第１のソフトキー２６の押圧操作を検出しない
場合は、処理をステップＳ３３に進める。
【０２２９】
　第１のソフトキー２６の押圧操作を検出することで処理をステップＳ３７に進めると、
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制御部１２は、表示部５に表示しているデイビューのライフタイムカレンダーを、図１２
に示す「リスト表示画面」から、図１３に示す「サムネイル表示画面」に切り替え表示制
御する。
【０２３０】
　デイビューのライフタイムカレンダーを、この「サムネイル表示画面」とした場合、制
御部１２は、主にサムネイル画像やアイコンで各コンテンツの存在を表示するようになっ
ている。図１３に、「サムネイル表示画面」のデイビューのライフタイムカレンダーの表
示例を示す。この図１３において、９月１２日の８時３１分に受信した受信電子メールコ
ンテンツが存在する場合、制御部１２は、この受信電子メールの送信元となるユーザを電
話帳から検出し、電話帳に登録されているそのユーザのサムネイル画像を９月１２日の表
示欄に表示する。また、このサムネイル画像上に、受信時刻と、受信メールアイコンを表
示する。これにより、この「サムネイル表示画面」のデイビューのライフタイムカレンダ
ーを見たユーザに対して、９月１２日の８時３１分に、サムネイル画像で示されるユーザ
から着信した受信電子メールコンテンツが存在することを認識させることができる。
【０２３１】
　同様に、９月１３日を誕生日とするユーザの誕生日コンテンツが存在する場合、制御部
１２は、電話帳から９月１３日を誕生日とするユーザのサムネイル画像を検出し、このサ
ムネイル画像を、９月１３日の表示欄に表示する。また、このサムネイル画像上に、誕生
日アイコンを表示する。これにより、この「サムネイル表示画面」のデイビューのライフ
タイムカレンダーを見たユーザに対して、９月１３日は、サムネイル画像で示されるユー
ザの誕生日であることを認識させることができる。
【０２３２】
　同様に、９月１３日の１８時４６分を開始時刻とするスケジュールコンテンツが存在す
る場合、制御部１２は、このスケジュールコンテンツの分類アイコンを９月１３日の表示
欄に表示する。また、この分類アイコン上に、スケジュールの開始時刻と、当該コンテン
ツがスケジュールコンテンツであることを示すスケジュールアイコンを表示する。これに
より、この「サムネイル表示画面」を見たユーザに対して、９月１３日の１８時４６分か
ら、分類アイコンで示される内容のスケジュールが存在することを認識させることができ
る。
【０２３３】
　同様に、９月１３日の１３時００分に撮影した静止画像コンテンツが存在する場合、制
御部１２は、この静止画像コンテンツのサムネイル画像を９月１３日の表示欄に表示する
。また、このサムネイル画像上に、撮影時刻と、当該コンテンツが静止画像コンテンツで
あることを示す静止画像アイコンを表示する。これにより、この「サムネイル表示画面」
を見たユーザに対して、９月１３日の１３時００分に撮影した静止画像コンテンツが存在
することを認識させることができる。
【０２３４】
　なお、誕生日コンテンツに対応するユーザのサムネイル画像が電話帳や個人情報の登録
欄に登録されていない場合、制御部１２は、サムネイル画像に代えて電話帳或いは個人情
報の登録欄に登録されているユーザ名の表示を行う。
【０２３５】
　また、送受信電子メールコンテンツに対応するユーザのサムネイル画像が電話帳に登録
されていない場合、制御部１２は、サムネイル画像に代えて電話帳に登録されているユー
ザ名の表示を行う。
【０２３６】
　また、スケジュールコンテンツの分類を示す分類アイコンがスケジュール帳に登録され
ていない場合、制御部１２は、スケジュールの開始時刻及びスケジュールアイコンのみを
表示する。
【０２３７】
　図１２に示す「リスト表示画面」においては、サムネイル画像やアイコン、及びタイト
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ル等の文字で各コンテンツの表示を行うため、各コンテンツの大まかな内容が認識可能と
なる反面、一度に、それほど多くのコンテンツを表示することは困難なのであるが、図１
３に示す「サムネイル表示画面」においては、基本的にサムネイル画像やアイコンで各コ
ンテンツの表示を行うため、一度に多くのコンテンツを表示することができる。
【０２３８】
　次に、図１１に示すフローチャートのステップＳ３２で、上記「リスト表示画面」と「
サムネイル表示画面」との切り替え操作を検出しない場合に処理をステップＳ３３に進め
ると、制御部１２は、フォーカスを日付インデックスへ移行させる操作がなされたか否か
を判別する。
【０２３９】
　すなわち、図１２に示すデイビューのライフタイムカレンダーの「リスト表示画面」に
おいて、制御部１２は、いずれかのコンテンツにフォーカスを当てている状態で第２のソ
フトキー２７の押圧操作を検出すると、ステップＳ３９に処理を進め、現在フォーカスを
当てているコンテンツに対応する日付インデックス上の日付にフォーカスを移動表示制御
する。
【０２４０】
　例えば、図１２に示す「船橋さん」の誕生日コンテンツにフォーカスを当てていた際に
第２のソフトキー２７の押圧操作を検出すると、この「船橋さん」の誕生日コンテンツが
表示されている日付インデックス上の日付である１３日の日付にフォーカスを当てる。こ
のように、日付インデックス上の日付に対してフォーカスを当てた場合には、各日付単位
でのフォーカス移動が可能となる。
【０２４１】
　すなわち、この日付単位でのフォーカス移動を行う場合、ユーザは、日付インデックス
上にフォーカスを移動させて十字キー２４の上下操作を行う。制御部１２は、ステップＳ
４０において、この十字キー２４の上下操作の有無を判別し、十字キー２４の上下操作を
検出した場合、ステップＳ４１において、この十字キー２４の上下操作に応じて日付イン
デックス上のフォーカスを日付単位で移動表示制御する。
【０２４２】
　例えば、図１２に示す例において、日付インデックス上の１３日の日付にフォーカスを
当てており、この状態で十字キー２４の上操作を検出した場合、制御部１２は、この上操
作がなされる毎に、日付インデックス上のフォーカスを、１３日→１２日→８月２８日→
８月２７日・・・等のように、コンテンツが存在する各日付の表示欄に順次、移動表示制
御する。
【０２４３】
　同様に、図１２に示す例において、日付インデックス上の１３日の日付にフォーカスを
当てており、この状態で十字キー２４の下操作を検出した場合、制御部１２は、この下操
作がなされる毎に、日付インデックス上のフォーカスを１３日→１４日→１５日・・・等
のように、コンテンツが存在する各日付の表示欄に順次、移動表示制御する。
【０２４４】
　これにより、デイビューのライフタイムカレンダー上に表示されているコンテンツを、
日付単位で変更することができる。
【０２４５】
　次に、この実施の形態の携帯電話機の場合、日付インデックス上に移動させたフォーカ
スを各コンテンツの表示欄に戻す場合、ユーザは決定キー２５を押圧操作するようになっ
ている。ステップＳ４２では、制御部１２が、このような戻り操作の有無を監視しており
、決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は、処理をステップＳ４３に進め
、フォーカスを日付インデックス上から各コンテンツの表示欄に移動表示制御する。
【０２４６】
　次に、上記ステップＳ３３で、このような日付インデックス上へのフォーカスの移動操
作を検出しなかった場合、制御部１２は、処理をステップＳ３４に進め、フォーカスの移
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動操作の有無を判別する。すなわち、各コンテンツの表示欄に当てられたフォーカスは、
十字キー２４の上下操作で移動操作するようになっているため、制御部１２は、ステップ
Ｓ３４において、十字キー２４の上下操作の有無を監視する。そして、制御部１２は、十
字キー２４の上下操作を検出した際に、ステップＳ３８に処理を進め、この十字キー２４
の上下操作に対応して、各コンテンツ単位でフォーカスを移動表示制御する。
【０２４７】
　例えば、図１２に示す船橋さんの誕生日コンテンツにフォーカスを当てている場合に、
十字キー２４の上操作を検出すると、制御部１２は、船橋さんの誕生日コンテンツ→船橋
さんからの受信電子メールコンテンツ→小山田さん宛の送信電子メールコンテンツ・・・
の順に各コンテンツ単位でフォーカスを移動表示制御する。
【０２４８】
　また、図１２に示す船橋さんの誕生日コンテンツにフォーカスを当てている場合に、十
字キー２４の下操作を検出すると、制御部１２は、銀座で山下さんと食事とのタイトルが
付けられているスケジュールコンテンツ→犬と散歩とのタイトルが付けられている静止画
像コンテンツ→山下さんの誕生日コンテンツ・・・の順に各コンテンツ単位でフォーカス
を移動表示制御する。
【０２４９】
　次に、このデイビューのライフタイムカレンダーでは、各コンテンツの「大まかな内容
」を認識することができるのであるが、所望のコンテンツの「詳細な内容」を確認したい
場合、ユーザは、上述のように各日付単位或いは各コンテンツ単位でフォーカスを移動操
作し、所望のコンテンツにフォーカスを当てて決定キー２５を押圧操作する。図１１のフ
ローチャートのステップＳ３５では、制御部１２が、この決定キー２５の押圧操作の有無
を判別している。すなわち、ステップＳ３５では、制御部１２が、現在、フォーカスを当
てているコンテンツの詳細な内容の表示や再生の指定を意味する、決定キー２５の押圧操
作の有無を判別している。そして、このステップＳ３５において、決定キー２５の押圧操
作を検出した場合、制御部１２は処理をステップＳ３６に進め、現在、フォーカスを当て
ているコンテンツに対応する専用のアプリケーションプログラムをメモリ１１から起動し
、このアプリケーションプログラムに基づいて上記コンテンツの処理を行い、この図１１
に示すフローチャートの全処理を終了する。
【０２５０】
　具体的には、デイビューのライフタイムカレンダー上の静止画像コンテンツにフォーカ
スを当てている状態で決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は、メモリ１
１に記憶されているカメラ制御プログラムを起動し、このカメラ制御プログラムのビュー
ワ機能に基づいて、上記静止画像コンテンツを表示部５に表示制御する。これにより、ユ
ーザは、デイビューのライフタイムカレンダー上で選択した静止画像コンテンツの詳細を
確認することができる。
【０２５１】
　同様に、デイビューのライフタイムカレンダー上の受信電子メールコンテンツ或いは送
信電子メールコンテンツにフォーカスを当てている状態で決定キー２５の押圧操作を検出
した場合、制御部１２は、メモリ１１に記憶されている電子メール管理プログラムを起動
し、この電子メール管理プログラムに基づいて、上記受信電子メールコンテンツ或いは送
信電子メールコンテンツの内容（本文等）を表示部５に表示制御する。これにより、ユー
ザは、デイビューのライフタイムカレンダー上で選択した受信電子メールコンテンツ或い
は送信電子メールコンテンツの詳細を確認することができる。
【０２５２】
　同様に、デイビューのライフタイムカレンダー上のスケジュールコンテンツにフォーカ
スを当てている状態で決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は、メモリ１
１に記憶されているスケジュール帳管理プログラムを起動し、このスケジュール帳管理プ
ログラムに基づいて、上記スケジュールコンテンツの内容を表示部５に表示制御する。こ
れにより、ユーザは、デイビューのライフタイムカレンダー上で選択したスケジュールコ
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ンテンツの詳細を確認することができる。
【０２５３】
　同様に、デイビューのライフタイムカレンダー上の誕生日コンテンツにフォーカスを当
てている状態で決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は、メモリ１１の電
話帳に記憶されている、その誕生日コンテンツに対応するユーザの登録欄、或いは当該携
帯電話機のユーザの個人情報の登録欄を表示部５に表示制御する。これにより、誕生日コ
ンテンツに対応するユーザの電話番号や電子メールアドレス等が表示部５に表示されるこ
ととなり、誕生日を迎えるユーザに対して電話や電子メール等で容易に連絡可能とするこ
とができる。
【０２５４】
　なお、上述の説明では、主にデイビューのライフタイムカレンダーの「リスト表示画面
」において、所望のコンテンツにフォーカスが当たっている状態で決定キー２５を押圧操
作すると、制御部１２が、そのコンテンツに対応するアプリケーションプログラムを起動
することとして説明を行ったが、デイビューのライフタイムカレンダーの「サムネイル表
示画面」でも同様である。すなわち、制御部１２は、図１３に示すサムネイル表示画面を
表示している際に、決定キー２５の押圧操作を検出すると、このサムネイル表示画面上で
フォーカスを当てているコンテンツに対応するアプリケーションプログラムを起動する。
これにより、ユーザは、「リスト表示画面」の表示時と同様に、「サムネイル表示画面」
の表示時においても、フォーカスを当てて選択したコンテンツの詳細な内容を確認するこ
とができる。
【０２５５】
〔デイビューへの移行時におけるスケジュール新規作成コンテンツの表示〕
　次に、図５に示す９月９日のように、カレンダービューのライフタイムカレンダーにお
いては、コンテンツが存在しない日付の表示欄は、空白で表示される。制御部１２は、カ
レンダービューのライフタイムカレンダー上で、このようなコンテンツが存在しない日に
フォーカスが移動操作され決定キー２５が押圧操作された場合、デイビューのライフタイ
ムカレンダーを表示する際に、以下に説明する「スケジュール新規作成コンテンツ」を表
示するようになっている。
【０２５６】
　図１４のフローチャートに、このスケジュール新規作成コンテンツの表示動作の流れを
示す。このフローチャートは、制御部１２が、カレンダービューのライフタイムカレンダ
ー上のいずれかの日付の表示欄にフォーカスを当てている状態で上記決定キー２５の押圧
操作を検出した際に、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいてス
タートさせる。
【０２５７】
　ステップＳ５１では、制御部１２が、カレンダービューのライフタイムカレンダー上で
選択された日付（＝フォーカスが当てられていた日付）に対応するコンテンツが存在する
か否かを判別する。カレンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスが当てら
れていた日付に対応するコンテンツが存在する場合、制御部１２は、図１１のフローチャ
ートのステップＳ３１に処理を進め、上述のように図１２に示すデイビューのライフタイ
ムカレンダーのリスト表示画面を表示部５に表示制御する。
【０２５８】
　これに対して、カレンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスが当てられ
ていた日付に対応するコンテンツが存在しない場合、制御部１２は、ステップＳ５２に処
理を進め、図１５に示すようにデイビューのライフタイムカレンダーのリスト表示画面を
表示部５に表示制御する。そして、このデイビューのライフタイムカレンダー上に、カレ
ンダービューのライフタイムカレンダー上でフォーカスが当てられていた日付の表示欄を
新たに設け、この新たに設けた表示欄に「新規スケジュール作成」の文字及びアイコンを
表示する。
【０２５９】
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　すなわち、デイビューのライフタイムカレンダーを表示する場合、制御部１２は、コン
テンツが存在しない日付の表示欄は詰めて表示するのであるが、カレンダービューのライ
フタイムカレンダー上でコンテンツの存在しない日付が選択された場合、デイビューのラ
イフタイムカレンダーを表示する際に、このコンテンツの存在しない日付の表示欄をデイ
ビューのライフタイムカレンダー上に新たに設け、ここに上記「新規スケジュール作成」
の文字とアイコンを表示してフォーカスを当てる。
【０２６０】
　なお、図１５に示す例は、コンテンツが存在しない２００５年９月９日がカレンダービ
ューのライフタイムカレンダー上で選択された場合を示している。この場合、デイビュー
のライフタイムカレンダー上には、新たに２００５年９月９日の表示欄が設けられ、ここ
に「新規スケジュール作成」の文字及びアイコンが表示されフォーカスが当てられること
となる。
【０２６１】
　次に、制御部１２は、ステップＳ５３において、この「新規スケジュール作成」の文字
及びアイコンの表示欄にフォーカスが当たっている状態で決定キー２５が押圧操作された
か否かを判別する。この状態で、決定キー２５が押圧操作されたということは、ユーザが
、上記コンテンツの存在しない日付に対して新たなスケジュールの登録を希望しているこ
とを意味する。このため、制御部１２は、処理を図１１に示すフローチャートのステップ
Ｓ３６へ進め、スケジュール帳管理プログラムを起動し、新規スケジュール作成画面を表
示する。これにより、ユーザは、スケジュール帳に対して新たなスケジュールの登録を行
うことができる。そして、制御部１２は、この新たに登録されたスケジュールのスケジュ
ールコンテンツを、上述のカレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー
の表示時に表示することとなる。
【０２６２】
　なお、「リスト表示画面」から「サムネイル表示画面」にデイビューのライフタイムカ
レンダーの表示切り替えが行われた場合でも、この「新規スケジュール作成」の表示は行
われる。すなわち、制御部１２は、デイビューのライフタイムカレンダーの「リスト表示
画面」で「新規スケジュール作成」の文字及びアイコンを表示した後に、図１１のフロー
チャートのステップＳ３２で「サムネイル表示画面」への切り替え操作を検出した場合、
制御部１２は、ステップＳ３７において、図１６に示すように、対応する日付の表示欄に
「新規スケジュール作成」に対応するアイコンのみを表示した「サムネイル表示画面」を
表示制御する。
【０２６３】
　「リスト表示画面」においては、図１５に示すように「新規スケジュール作成」の文字
及びアイコンが表示されるのであるが、「サムネイル表示画面」においては、図１６に示
すように当該コンテンツが新規スケジュール作成コンテンツであることを示すアイコンの
みが表示されるようになっている。
【０２６４】
　また、この「サムネイル表示画面」においても、「新規スケジュール作成」のアイコン
にフォーカスが当てられた状態で決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は
、図１１に示すフローチャートのステップＳ３６に処理を進め、スケジュール帳管理プロ
グラムを起動し、新規スケジュール作成画面を表示する。ユーザは、このスケジュール帳
管理プログラムに基づいて表示された新規スケジュール作成画面に対して、新たなスケジ
ュールの登録を行い、制御部１２は、この新たに登録されたスケジュールのスケジュール
コンテンツを、上述のカレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダーの表
示時に表示する。
【０２６５】
［想い出ポップアップ表示動作］
　次に、上述のカレンダービューのライフタイムカレンダー、及びデイビューのライフタ
イムカレンダー上のいずれかの日付にフォーカスが所定時間以上当たっていた場合、制御
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部１２は、このフォーカスが当たっている日付に対して過去となる日付のコンテンツをポ
ップアップ表示するようになっている（想い出ポップアップ機能）。図１７のフローチャ
ートに、この想い出ポップアップ表示動作の流れを示す。
【０２６６】
　制御部１２は、図５を用いて説明したカレンダービューのライフタイムカレンダー上の
いずれかの日付の表示欄に当てられているフォーカスの停止状態を検出したタイミング、
或いは図１２、図１３を用いて説明したデイビューのライフタイムカレンダー上のいずれ
かの日付の表示欄に当てられているフォーカスの停止状態を検出したタイミングで、メモ
リ１１に記憶されているライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて
、この図１７のフローチャートに示す処理をスタートさせる。すなわち、制御部１２は、
カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上のいずれかの日付の表示
欄にフォーカスが当てられ続けていることを検出した際に、この図１７のフローチャート
に示す処理をスタートさせる。
【０２６７】
　ステップＳ６１では、制御部１２が、予め設定されている想い出表示時間をメモリ１１
から読み込み、フォーカスの停止状態を検出してから経過した時間を、タイマ１０で計時
されている時刻情報に基づいてカウントする。そして、このカウントした時間が、上記予
め設定されている想い出表示時間を経過したか否かを判別する。
【０２６８】
　すなわち、この実施の形態の携帯電話機の場合、図４（ａ）を用いて説明したように、
「早い／普通／遅い」の各プルダウンメニューの中から、想い出ポップアップ表示を行う
までの時間を設定可能となっている。そして、一例ではあるが、制御部１２は、上記「早
い」のメニューが選択されている場合、フォーカスの停止を検出してから「５秒後」に想
い出ポップアップ表示を行い、上記「普通」のメニューが選択されている場合、フォーカ
スの停止を検出してから「７．５秒後」に想い出ポップアップ表示を行い、上記「遅い」
のメニューが選択されている場合、フォーカスの停止を検出してから「１０秒後」に想い
出ポップアップ表示を行うようになっている。
【０２６９】
　このため、制御部１２は、上記ステップＳ６１においては、上記「早い」のメニューが
選択されている場合、フォーカスの停止を検出してから「５秒」が経過したか否かを判別
し、上記「普通」のメニューが選択されている場合、フォーカスの停止を検出してから「
７．５秒」が経過したか否かを判別し、上記「遅い」のメニューが選択されている場合、
フォーカスの停止を検出してから「１０秒」が経過したか否かを判別する。そして、制御
部１２は、フォーカスの停止を検出してから経過した時間が、上記予め設定されている想
い出表示時間を経過したことを検出したタイミングで処理をステップＳ６２に進める。
【０２７０】
　ステップＳ６２では、制御部１２が、メモリ１１に記憶されている各種コンテンツの中
から、最も古い時間情報を有するコンテンツ（最古の日付を有するコンテンツ）を検出し
、処理をステップＳ６３に進める。
【０２７１】
　ステップＳ６３では、制御部１２が、上記ステップＳ６２で検出した最古の日付を有す
るコンテンツに付されている時間情報と、タイマ１０から取り込んだ現在の日付を示す時
間情報とを比較することで、ステップＳ６２で検出したコンテンツが有する最古の日付は
、現在から１年以上前の日付であるか否かを判別する。そして、ステップＳ６２で検出し
たコンテンツが有する最古の日付が、現在から１年以上前の日付であると判別した場合に
は、処理をステップＳ６９に進め、ステップＳ６２で検出したコンテンツが有する最古の
日付が、現在から１年以内の日付であると判別した場合には、処理をステップＳ６４に進
める。
【０２７２】
　上記ステップＳ６３において、上記ステップＳ６２で検出したコンテンツが有する最古
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の日付が、現在から１年以上前の日付であると判別することで処理をステップＳ６９に進
めると、制御部１２は、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上
で、現在、フォーカスを当てている日付の１年前に相当する日付、或いは、この１年前に
相当する日付に近い日付に対応する所定種類のコンテンツをメモリ１１から検出する。ま
た、このフォーカスを当てている日付の１年前に相当する日付、或いは、この１年前に相
当する日付に近い日付に対応する所定種類のコンテンツをメモリ１１から検出できない場
合、制御部１２は、フォーカスを当てている日付の２年前に相当する日付、或いは、この
２年前に相当する日付に近い日付に対応する所定種類のコンテンツをメモリ１１から検出
する。
【０２７３】
　一例ではあるが、この実施の形態の携帯電話機の場合、想い出ポップアップ機能で表示
するコンテンツの優先順位は、
１．カメラ部８で撮像された静止画像コンテンツ、
２．保護設定されている受信電子メールコンテンツ或いは送信電子メールコンテンツ、
３．スケジュールコンテンツ、
４．ネットワークを介してダウンロードされた静止画像コンテンツ、
５．保護設定されていない受信電子メールコンテンツ或いは送信電子メールコンテンツ
の順となっている。このため、制御部１２は、この想い出ポップアップ表示を行う場合に
は、この優先順位に従ってメモリ１１から各種コンテンツの検出を行う。
【０２７４】
　上記ステップＳ６９におけるコンテンツの検出動作を、もう少し詳しく説明すると、制
御部１２は、フォーカスを当てている日付の１年前に相当する日付に対応するコンテンツ
の有無を最初に検出し、この１年前に相当する日付に対応するコンテンツを検出できなか
った場合、次に、フォーカスを当てている日付の２年前に相当する日付に対応するコンテ
ンツの有無を検出する等のように、上記最古のコンテンツの日付が属する年度まで、「年
単位」で順次遡って上記コンテンツの有無を検出する。
【０２７５】
　例えば、上記最古の日付を有するコンテンツとして２００３年７月１０日の日付のコン
テンツが検出され、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上でフ
ォーカスを当てている日付が２００５年９月１３日であった場合、制御部１２は、まず、
このフォーカスを当てている日付の１年前の日付に相当する２００４年９月１３日の日付
に対応するコンテンツをメモリ１１から検出する。
【０２７６】
　また、このような丁度１年前に相当する日付に対応するコンテンツが存在せず、該コン
テンツを検出できなかった場合、制御部１２は、この１年前に相当する日付である２００
４年９月１３日の例えば前後１週間の各日付（２００４年９月６日～２００４年９月１２
日、及び２００４年９月１４日～２００４年９月２０日）にそれぞれ対応するコンテンツ
をメモリ１１から検出する。
【０２７７】
　また、これら１年前の各日付に対応するコンテンツが検出されなかった場合、制御部１
２は、フォーカスを当てている日付の２年前の日付に相当する２００３年９月１３日の日
付に対応するコンテンツをメモリ１１から検出する。
【０２７８】
　また、このような丁度２年前に相当する日付に対応するコンテンツが存在せず、該コン
テンツを検出できなかった場合、制御部１２は、この２年前に相当する日付である２００
３年９月１３日の例えば前後１週間の各日付（２００３年９月６日～２００３年９月１２
日、及び２００３年９月１４日～２００３年９月２０日）にそれぞれ対応するコンテンツ
をメモリ１１から検出する。
【０２７９】
　このように、制御部１２は、上記最古のコンテンツの日付が属する年度まで、「年単位
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」で順次遡って上記コンテンツの有無を検出する。
【０２８０】
　次に、ステップＳ７０では、制御部１２が、上記「年単位」で検出するコンテンツの有
無を判別しており、上記所定種類のコンテンツを検出したタイミングで処理をステップＳ
６６に進め、上記所定種類のコンテンツを検出できなかった場合は、処理をステップＳ７
１に進める。
【０２８１】
　一方、上記ステップＳ６３において、上記最古の日付が１年以上前の日付ではないと判
別した場合、制御部１２は、ステップＳ６４において、上記最古の日付は１ヶ月以上前の
日付であるか否かを判別する。そして、上記最古の日付が１ヶ月以上前の日付であると判
別した場合は処理をステップＳ７１に進め、上記最古の日付が１ヶ月以内の日付であると
判別した場合は処理をステップＳ６５に進める。
【０２８２】
　次に、上記ステップＳ６４において、上記最古の日付が１ヶ月以上前の日付であると判
別した場合、及び上記ステップＳ６９及び上記ステップＳ７０において、上述の「年単位
」のコンテンツの検出を行っても、対応するコンテンツを検出できなかった場合、制御部
１２は、ステップＳ７１において「月単位」でのコンテンツの検出を行う。
【０２８３】
　すなわち、このステップＳ７１では、制御部１２は、まず、フォーカスを当てている日
付の１ヶ月前に相当する日付に対応するコンテンツの有無を検出し、この１ヶ月前に相当
する日付に対応するコンテンツを検出できなかった場合、次に、フォーカスを当てている
日付の２ヶ月前に相当する日付に対応するコンテンツの有無を検出する等のように、上記
最古のコンテンツの日付が属する月まで、「月単位」で順次遡って上記コンテンツの有無
を検出する。
【０２８４】
　例えば、上記最古の日付を有するコンテンツとして２００４年１１月１０日の日付のコ
ンテンツが検出され、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上で
フォーカスを当てている日付が２００５年９月１３日であった場合、制御部１２は、まず
、このフォーカスを当てている日付の１ヶ月前の日付に相当する２００５年８月１３日の
日付、及び２００５年８月１３日の例えば前後１週間の各日付（２００５年８月６日～２
００５年８月１２日、及び２００５年８月１４日～２００５年８月２０日）にそれぞれ対
応するコンテンツをメモリ１１から検出する。
【０２８５】
　また、これら１ヶ月前の各日付に対応するコンテンツが検出されなかった場合、制御部
１２は、フォーカスを当てている日付の２ヶ月前の日付に相当する２００５年７月１３日
の日付、及び２００５年７月１３日の例えば前後１週間の各日付（２００５年７月６日～
２００５年７月１２日、及び２００５年７月１４日～２００５年７月２０日）にそれぞれ
対応するコンテンツをメモリ１１から検出する。
【０２８６】
　このように、制御部１２は、上記最古のコンテンツの日付が属する月まで、「月単位」
で順次遡って上記コンテンツの有無を検出する。そして、制御部１２は、ステップＳ７２
において、上記「月単位」で検出したコンテンツの有無を判別し、上記所定種類のコンテ
ンツを検出した場合には、このタイミングで処理をステップＳ６６に進め、上記所定種類
のコンテンツの存在を検出できなかった場合は、処理をステップＳ６５に進める。
【０２８７】
　次に、上記ステップＳ６４において、上記最古の日付が１ヶ月以内の日付であると判別
した場合、及び上記ステップＳ７１及び上記ステップＳ７２において、上述の「月単位」
のコンテンツの検出を行っても、対応するコンテンツを検出できなかった場合、制御部１
２は、ステップＳ６５において、フォーカスを当てている日付と上記最古の日付との間の
日付の中から、乱数に基づいてランダムに日付を決定し、この決定した日付のコンテンツ
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を検出し、処理をステップＳ６６に進める。
【０２８８】
　次に、ステップＳ６６では、上記年単位で検出を行うことができた場合には、この年単
位の検出動作で検出したコンテンツを、上記月単位で検出を行うことができた場合には、
この月単位の検出動作で検出したコンテンツを、或いは上記ランダムに検出を行うことが
できた場合には、このランダムの検出動作で検出したコンテンツを、制御部１２が表示部
５にポップアップ表示すると共に、図１に示すメモリ１１に記憶されている想い出リスト
に、この表示したコンテンツを示す履歴情報を登録制御する。
【０２８９】
　図１８～図２０に、ポップアップ表示されたコンテンツの表示例を示す。図１８は、カ
レンダービューのライフタイムカレンダーの表示時に、ポップアップ表示されたコンテン
ツの表示例である。この図１８に示す例は、２００５年１０月のカレンダービューのライ
フタイムカレンダー上の１０月１３日の日付（この例の場合、本日の日付に相当）にフォ
ーカスが当たっており、制御部１２が、この２００５年１０月１３日の１年前の日付に相
当する２００４年１０月１３日の日付のコンテンツを検出してポップアップ表示した例で
ある。
【０２９０】
　また、図１９は、リスト表示画面のデイビューのライフタイムカレンダー上にポップア
ップ表示されたコンテンツの表示例である。この図１９に示す例は、２００５年９月２３
日の誕生日コンテンツにフォーカスが当てられており、これに対応して、２００４年９月
２２日の日付に対応するコンテンツが検出されポップアップ表示された例である。
【０２９１】
　すなわち、本来的には、２００５年９月２３日の１年前の日付となる２００４年９月２
３日の日付に対応するコンテンツがポップアップ表示されるのであるが、この２００４年
９月２３日の日付に対応するコンテンツが存在しないために、図１９に示す例においては
、上記９月２３日の前後１週間に属する９月２２日の日付のコンテンツが表示されている
。
【０２９２】
　また、図２０は、サムネイル表示画面のデイビューのライフタイムカレンダー上にポッ
プアップ表示されたコンテンツの表示例である。この図２０に示す例は、２００５年９月
２３日の静止画像コンテンツのサムネイル画像にフォーカスが当てられており、これに対
応して、２００４年９月２３日の日付に対応するコンテンツが検出されポップアップ表示
された例である。
【０２９３】
　このような想い出ポップアップ表示を行う場合、制御部１２は、フォーカスを当ててい
るコンテンツの表示領域を避けてポップアップ表示を行うようになっている。すなわち、
図１８に示す例では、表示部５の略中央の表示領域に表示している１０月１３日の日付の
コンテンツにフォーカスを当てているため、制御部１２は、このフォーカスを当てている
コンテンツの表示領域を避け、例えば表示部５の下端部近傍の表示領域（或いは、表示部
５の上端部近傍の表示領域でもよい。）にポップアップ表示を行っている。
【０２９４】
　また、制御部１２は、この想い出ポップアップ表示時には、例えば３つのコンテンツを
、表示部５の短手方向に沿って並べて表示するようになっている。図１８の例は、制御部
１２が上述のコンテンツの優先順位に基づいて３つ以上のコンテンツを検出し、ポップア
ップ表示を行う表示領域の左から右の表示領域にかけて、誕生日コンテンツ、カメラ部８
で撮像された静止画像コンテンツ（サムネイル画像）、保護設定された受信電子メールコ
ンテンツを表示した例である。なお、検出したコンテンツが２つ以下の場合、制御部１２
は、残りの表示領域を空白として表示するようになっている。
【０２９５】
　また、制御部１２は、検出したコンテンツが４つ以上存在する場合、次回の想い出ポッ
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プアップ表示時には、前回表示したコンテンツ以外のコンテンツを表示するようになって
いる。具体的には、図１８の例において、制御部１２が、２００４年１０月１３日の日付
のコンテンツとして６枚の静止画像コンテンツを検出し、このうち３枚の静止画像コンテ
ンツを想い出ポップアップ表示した場合、制御部１２は、この想い出ポップアップ表示し
た３枚の静止画像コンテンツに関する情報（例えば、各静止画像コンテンツの識別情報等
）を記憶しておき、次回、２００４年１０月１３日の日付に対応する想い出ポップアップ
表示を行う際に、上記記憶した情報に基づいて、前回想い出ポップアップ表示した３枚の
静止画像コンテンツとは異なる３枚の静止画像コンテンツを想い出ポップアップ表示する
。これにより、同じ日付に対応する想い出ポップアップ表示を行う場合でも、該想い出ポ
ップアップ表示を行う毎に、異なるコンテンツを表示することができる。
【０２９６】
　次に、制御部１２は、このような想い出ポップアップ表示を行うと、図１７のフローチ
ャートのステップＳ６７において、現在、停止しているフォーカスの移動操作がなされた
か否かを、操作部６の操作状態に基づいて監視する。そして、フォーカスの移動操作を検
出するまでの間、上述の想い出ポップアップ表示を継続して行い、フォーカスの移動操作
を検出したタイミングで処理をステップＳ６８に進める。
【０２９７】
　ステップＳ６８では、フォーカスの移動操作を検出したため、制御部１２が、表示して
いる想い出ポップアップ表示を表示部５から消去して、この図１７のフローチャートに示
す全処理を終了する。すなわち、制御部１２は、フォーカス操作が停止している間、上述
の想い出ポップアップ表示を行い、フォーカス操作を検出したタイミングで、想い出ポッ
プアップ表示を終了する。これにより、ユーザの操作が停止している間のみ想い出ポップ
アップ表示を行うことができ、この想い出ポップアップ表示により、ユーザの操作が妨げ
られる不都合を防止することができる。
【０２９８】
［想い出リスト表示動作］
　次に、このような想い出ポップアップ表示がなされると、上述のように、その想い出ポ
ップアップ表示されたコンテンツに関する情報は、履歴としてメモリ１１の想い出リスト
に登録される。この想い出リストは、ユーザの所定の操作で表示することができる。そし
て、制御部１２は、この想い出リストから所望のコンテンツの日付が選択されると、その
選択された日付に対応するデイビューのライフタイムカレンダーを表示するようになって
いる。このような動作の流れを、図２１のフローチャートに示す。このフローチャートは
、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示するこ
とで、制御部１２が、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいてス
タートさせる。
【０２９９】
　ステップＳ８１では、制御部１２が、操作部６の操作状態を監視することで、想い出リ
ストの表示指定操作がなされたか否かを判別する。
【０３００】
　一例ではあるが、想い出リストを表示する場合、ユーザは、カレンダービュー或いはデ
イビューのライフタイムカレンダーの表示時に、図２（ａ）に示す第４のソフトキー２９
を押圧操作するようになっている。このため、制御部１２は、ステップＳ８１において、
上記第４のソフトキー２９の押圧操作の有無を判別することで、ユーザから想い出リスト
の表示が指定されたか否かを判別する。そして、第４のソフトキー２９の押圧操作を検出
したタイミングで処理をステップＳ８２に進める。
【０３０１】
　ステップＳ８２では、制御部１２が、メモリ１１に記憶されている想い出リストを表示
部５に表示制御する。図２２に、この想い出リストの表示例を示す。一例ではあるが、メ
モリ１１に記憶される想い出リストには、４回分の想い出ポップアップ表示の履歴が登録
されるようになっている。図２２に示す例は、メモリ１１の想い出リストに、２００３年
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９月２３日、２００４年４月３０日、２００４年８月６日、２００４年９月２３日の各想
い出ポップアップ表示の履歴が登録されており、これらが表示された例である。
【０３０２】
　次に、制御部１２は、このように表示した想い出リストの各履歴のうち、例えば一番新
しい履歴に対してデフォルトとしてフォーカスを当てる。ユーザは、十字キー２４を上下
操作することでフォーカスを移動操作し、所望の履歴にフォーカスを当てた状態で決定キ
ー２５を押圧操作することで所望の履歴を選択する。ステップＳ８３では、制御部１２が
、決定キー２５の操作状態を検出することで、想い出リストから所望の履歴の選択操作が
なされたか否かを判別しており、決定キー２５の押圧操作を検出した場合は処理をステッ
プＳ８４に進め、決定キー２５の押圧操作を検出しない場合は処理をステップＳ８５に進
める。
【０３０３】
　ステップＳ８４では、決定キー２５の押圧操作を検出したため、制御部１２が、現在、
想い出リスト上でフォーカスを当てている履歴の日付を検出し、この日付を基準とするデ
イビューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示制御して、この図２１のフローチャ
ートの全処理を終了する。
【０３０４】
　具体的には、図２２に示す例において、例えば２００３年９月２３日の履歴にフォーカ
スを当てている状態で決定キー２５の押圧操作を検出した場合、制御部１２は、図１２を
用いて説明したリスト表示画面のデイビューのライフタイムカレンダーを表示部５に表示
制御する。この際、制御部１２は、９月２３日の各コンテンツを、表示部５の表示領域の
中心に位置させるかたちで、デイビューのライフタイムカレンダーを表示する。これによ
り、想い出リストから選択した履歴の詳細を、デイビューのライフタイムカレンダーで確
認可能とすることができる。
【０３０５】
　なお、この例では、想い出リストから履歴が選択された場合、この選択された履歴の日
付に対応する「リスト表示画面」のデイビューのライフタイムカレンダーを表示すること
としたが、これは、選択された履歴の日付に対応する「サムネイル表示画面」のデイビュ
ーのライフタイムカレンダー（図１３参照）を表示するようにしてもよい。
【０３０６】
　一方、上記ステップＳ８３において、決定キー２５の押圧操作を検出しないことで処理
をステップＳ８５に進めると、制御部１２は、表示画面を、この想い出リストを表示する
直前に表示していた前画面に戻す操作がなされたか否かを判別する。一例ではあるが、こ
の実施の形態の携帯電話機の場合、制御部１２は、想い出リストの表示時に、図２（ａ）
に示すクリアキー３２の押圧操作を検出すると、表示画面を、この想い出リストを表示す
る直前に表示していた前画面に戻すようになっている。
【０３０７】
　このため、制御部１２は、ステップＳ８５において、クリアキー３２の押圧操作の有無
を判別することで、ユーザにより、表示画面を前画面に戻す操作がなされたか否かを判別
し、クリアキー３２の押圧操作を検出した場合、処理をステップＳ８６に進め、想い出リ
ストを表示する直前に表示していた、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイム
カレンダーを表示部５に表示制御して、この図２１のフローチャートに示す全処理を終了
する。
【０３０８】
　これに対して、上記ステップＳ８５において、クリアキー３２の押圧操作を検出しない
場合、制御部１２は、ステップＳ８７において、上記クリアキー３２以外のキーの押圧操
作の有無を監視する。そして、いずれのキーの押圧操作も検出しない場合には、処理をス
テップＳ８２に戻し、想い出リストの表示を継続して行い、いずれのキーの押圧操作を検
出した場合には、そのタイミングで、この図２１のフローチャートに示す全処理を終了し
、この押圧操作されたキーに対応する処理を行う。
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【０３０９】
　具体的には、この実施の形態の携帯電話機の場合、想い出リストの表示時に、第３のソ
フトキー２８を押圧操作するとメインメニューが表示され、オンフックキー３１を押圧操
作すると、ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムを終了するようになって
いる。ステップＳ８７では、制御部１２が、上記第３のソフトキー２８やオンフックキー
３１の押圧操作の有無を監視しており、上記第３のソフトキー２８やオンフックキー３１
の押圧操作を検出したタイミングで、図２１のフローチャートに示す処理を終了し、上記
メインメニューの表示制御や、当該ライフタイムカレンダーアプリケーションプログラム
の終了制御を行う。
【０３１０】
［想い出ポップアップの他の表示動作－１］
　次に、上述の想い出ポップアップ表示における動作は、フォーカスが当てられている日
付の１年前の日付、或いは１ヶ月前の日付等の「過去の日付」を基準として想い出ポップ
アップ表示を行うものであったが、これは、以下に説明するように「過去のコンテンツ数
」を基準として想い出ポップアップ表示を行うようにしてもよい。
【０３１１】
　この「過去のコンテンツ数」を基準として行う想い出ポップアップ表示動作の流れを図
２３のフローチャートに示す。なお、この図２３のフローチャートにおいて、図１７のフ
ローチャートと同様の動作を示すステップには、該図１７のフローチャートと同じステッ
プ番号を付すことで、重複した動作説明は省略することとする。
【０３１２】
　図２３のフローチャートにおいて、制御部１２は、カレンダービュー或いはデイビュー
のライフタイムカレンダーの表示時に、フォーカスの停止状態を検出すると、ステップＳ
６１において、予め設定されている想い出表示時間の経過を検出し、この想い出表示時間
を経過したタイミングで処理をステップＳ９１に進める。
【０３１３】
　ステップＳ９１では、制御部１２が、メモリ１１に記憶されている各コンテンツに付さ
れている時間情報に基づいて、フォーカスの当たっているコンテンツの日付に対して過去
となる日付のうち、最もコンテンツ数が多い日付のコンテンツを検出する。
【０３１４】
　具体的には、例えばカレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダーにお
いて、２００５年９月１３日の日付にフォーカスを当てていた場合、制御部１２は、メモ
リ１１から、２００５年９月１３日の日付以前の日付を有するコンテンツを検出する。そ
して、この２００５年９月１３日の日付以前の日付のうち、最もコンテンツ数の多い日付
を検出し、この日付のコンテンツを、想い出ポップアップ表示を行うコンテンツとする。
【０３１５】
　そして、図１７のフローチャートを用いて説明したように、ステップＳ６７でフォーカ
スの移動操作を検出するまでの間、ステップＳ６６において、この最もコンテンツ数の多
い日付のコンテンツを想い出ポップアップ表示する。
【０３１６】
　例えば、ユーザが旅行に行った場合や結婚式に出席した場合等には、静止画像コンテン
ツのコンテンツ数が多くなる。また、電子メールで仕事の打ち合わせや、段取りを設定し
た場合等には、保護設定された電子メールコンテンツの数が多くなる。このため、コンテ
ンツ数が多いということは、そのユーザにとって、何らかの重要な日であったことを意味
する。
【０３１７】
　このようなことから、制御部１２が、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイ
ムカレンダーにおいてフォーカスの当てられている日付に対して過去となる日付のうち、
最もコンテンツ数が多い日付を検出し、この日付に対応するコンテンツを想い出ポップア
ップ表示することにより、ユーザにとって過去に重要な日付となっていた確率の高い日付
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のコンテンツを想い出ポップアップ表示することができる。
【０３１８】
［想い出ポップアップの他の表示動作－２］
　次に、想い出ポップアップ表示を行う際に、上述の「過去の日付」及び「過去のコンテ
ンツ数」を基準として想い出ポップアップ表示を行ってもよい。この「過去の日付」及び
「過去のコンテンツ数」を併用する想い出ポップアップ表示動作の流れを図２４のフロー
チャートに示す。なお、この図２４のフローチャートにおいて、図１７のフローチャート
と同様の動作を示すステップには、該図１７のフローチャートと同じステップ番号を付す
ことで、重複した動作説明は省略することとする。
【０３１９】
　図２４のフローチャートにおいて、制御部１２は、カレンダービュー或いはデイビュー
のライフタイムカレンダーの表示時に、フォーカスの停止状態を検出すると、ステップＳ
６１において、予め設定されている想い出表示時間の経過を検出し、この想い出表示時間
を経過したタイミングで処理をステップＳ１０１に進める。
【０３２０】
　ステップＳ１０１では、制御部１２が、カレンダービュー或いはデイビューのライフタ
イムカレンダー上でフォーカスを当てている日付の１年前の日付（及び１年前の日付に近
い日付）のコンテンツを検出すると共に、フォーカスを当てている日付の１ヶ月前の日付
（及び１ヶ月前の日付に近い日付）のコンテンツを検出する。
【０３２１】
　また、制御部１２は、ステップＳ１０２において、カレンダービュー或いはデイビュー
のライフタイムカレンダー上でフォーカスを当てている日付に対して過去となる日付をラ
ンダムに検出し、この日付に対応するコンテンツを検出する。
【０３２２】
　次に、制御部１２は、ステップＳ１０３において、上記ステップＳ１０１及びステップ
Ｓ１０２で検出した上記１年前の日付（及び１年前の日付に近い日付）、上記１ヶ月前の
日付（及び１ヶ月前の日付に近い日付）、及びランダムに検出した日付のうち、コンテン
ツ数が最も多い日付を検出する。
【０３２３】
　そして、制御部１２は、図１７のフローチャートを用いて説明したように、ステップＳ
６７でフォーカスの移動操作を検出するまでの間、ステップＳ６６において、この最もコ
ンテンツ数の多い日付のコンテンツを想い出ポップアップ表示する。
【０３２４】
　これにより、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上でフォー
カスが当てられている日付に関連し、かつ、ユーザにとって、過去に重要な日付となって
いた確率の高い日付のコンテンツを想い出ポップアップ表示することができる。
【０３２５】
［想い出ポップアップの他の表示動作－３］
　次に、想い出ポップアップ表示を行う際に、上述の「年単位の検出」、「月単位の検出
」、及び「ランダムの検出」のうち、いずれかをランダム、或いは所定の確率に基づいて
選択し、これにより検出された上記所定種類のコンテンツを想い出ポップアップ表示して
もよい。この想い出ポップアップ表示動作の流れを図２５のフローチャートに示す。なお
、この図２５のフローチャートにおいて、図１７のフローチャートと同様の動作を示すス
テップには、該図１７のフローチャートと同じステップ番号を付すことで、重複した動作
説明は省略することとする。
【０３２６】
　図２５のフローチャートにおいて、制御部１２は、カレンダービュー或いはデイビュー
のライフタイムカレンダーの表示時に、フォーカスの停止状態を検出すると、ステップＳ
６１において、予め設定されている想い出表示時間の経過を検出し、この想い出表示時間
を経過したタイミングで処理をステップＳ６２に進める。そして、このステップＳ６２に
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おいて、最古の日付を有するコンテンツを検出して、処理をステップＳ１１１に進める。
【０３２７】
　ステップＳ１１１では、制御部１２が、上述の「年単位の検出」、「月単位の検出」、
及び「ランダムの検出」のうち、いずれの検出を行うかを、所定の確率に基づいて決定す
る。一例ではあるが、この実施の形態の携帯電話機の場合、「年単位の検出」が選択され
る確率が３３％、「月単位の検出」が選択される確率が３３％、及び「ランダムの検出」
が選択される確率が３３％に、それぞれ設定されている。すなわち、「年単位の検出」、
「月単位の検出」、及び「ランダムの検出」は、それぞれ略々同じ確率で決定されるよう
になっている。
【０３２８】
　なお、例えば「年単位の検出」が決定される確率が６０％、「月単位の検出」が決定さ
れる確率が３０％、及び「ランダムの検出」が決定される確率が１０％等のように、所定
の検出に重み付けを施してもよい。この例の場合、「年単位の検出」が決定される確率が
一番高くなる。また、「年単位の検出」、「月単位の検出」、及び「ランダムの検出」に
対して、ユーザが所望の確率を設定可能としてもよい。
【０３２９】
　次に、制御部１２は、ステップＳ１１２及びステップＳ１１３において、年単位の検出
を行うか、及び月単位の検出を行うかを判別する。年単位の検出を行うものと判別した場
合、処理をステップＳ１１５に進め、月単位の検出を行うものと判別した場合、処理をス
テップＳ１１６に進める。また、制御部１２は、「年単位の検出」及び「月単位の検出」
のいずれでもないと判別した場合、「ランダムの検出」を行うものとして処理をステップ
Ｓ１１４に進める。
【０３３０】
　年単位の検出を行うものと判別することで処理をステップＳ１１５に進めると、制御部
１２は、最古の日付から現在の日付までに対応する年のうち、ランダムに年を決定し、こ
の決定した年における、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上
で、現在、フォーカスが当たっている日付を基点とし、この基点に最も近い日付のコンテ
ンツを検出する。
【０３３１】
　なお、上記基点に最も近い日付のコンテンツとして、例えば上記基点から過去方向に３
日分離れている日付のコンテンツと、上記基点から未来方向に３日分離れている日付のコ
ンテンツとの両方が検出される場合等のように、上記基点を中心として、過去方向及び未
来方向にそれぞれ同じ日数分離れた日付のコンテンツが検出された場合、制御部１２は、
上記基点から過去方向に離れている日付のコンテンツを、上記基点に最も近い日付のコン
テンツとして検出する。
【０３３２】
　これに対して、月単位の検出を行うものと判別することで処理をステップＳ１１６に進
めると、制御部１２は、現在の日付の１年前の日付から、現在の日付までに対応する月の
うち、ランダムに月を決定し、この決定した月における、カレンダービュー或いはデイビ
ューのライフタイムカレンダー上で、現在、フォーカスが当たっている日付を基点とし、
この基点に最も近い日付のコンテンツを検出する。
【０３３３】
　なお、この「月単位の検出」においても、上記基点を中心として、過去方向及び未来方
向にそれぞれ同じ日数分離れた日付のコンテンツが検出された場合、制御部１２は、上記
基点から過去方向に離れている日付のコンテンツを、上記基点に最も近い日付のコンテン
ツとして検出する。
【０３３４】
　一方、制御部１２は、「ランダムの検出」を行うものとして処理をステップＳ１１４に
進めると、カレンダービュー或いはデイビューのライフタイムカレンダー上で、現在、フ
ォーカスが当たっている日付よりも過去の日付のコンテンツをランダムに検出して処理を
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ステップＳ６６に進める。
【０３３５】
　制御部１２は、ステップＳ６６において、上記ステップＳ１１５の「年単位の検出」で
検出したコンテンツ、又は上記ステップＳ１１６の「月単位の検出」で検出したコンテン
ツ、或いは「ランダムの検出」で検出したコンテンツを想い出ポップアップ表示すると共
に、メモリ１１の想い出リストに履歴の登録を行う。制御部１２は、ステップＳ６７でフ
ォーカスの移動操作を検出するまでの間、この想い出ポップアップ表示を継続して行う。
【０３３６】
　このように、「年単位の検出」、「月単位の検出」、及び「ランダムの検出」のうち、
いずれかをランダム、或いは所定の確率に基づいて選択し、これにより検出されたコンテ
ンツを想い出ポップアップ表示することで、ある程度の規則性及びランダム性を兼ね備え
た想い出ポップアップ表示を行うことができる。
【０３３７】
［ユーザ評価値テーブル］
　次に、この実施の形態の携帯電話機は、表示部５に表示するコンテンツの早送り／早戻
し操作がなされると、制御部１２が、メモリ１１のユーザ評価値テーブルに記憶されてい
る各コンテンツのユーザ評価値に基づいて、該各コンテンツの表示時間を変更制御するよ
うになっている。
【０３３８】
　このような各コンテンツの表示時間の変更制御を行うに際して、制御部１２は、上記ラ
イフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて、メモリ１１に記憶されて
いるユーザ評価値テーブルに各コンテンツ毎のユーザ評価値を記憶制御する。図２６のフ
ローチャートに、このユーザ評価値の記憶動作の流れを示す。
【０３３９】
　ライフタイムカレンダー上に一覧表示される各コンテンツは、その処理が指定された場
合、制御部１２は、上述のように当該処理が指定されたコンテンツの専用のアプリケーシ
ョンプログラムに基づいて該処理が指定されたコンテンツの表示等を行う。具体的には、
ライフタイムカレンダー上から静止画像コンテンツが選択された場合、制御部１２は、カ
メラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて、該選択された静止画像コンテンツを表示
部５に表示制御する。同様に、ライフタイムカレンダー上から電子メールコンテンツが選
択された場合、制御部１２は、電子メール管理プログラムに基づいて、該選択された電子
メールコンテンツを表示部５に表示制御する。
【０３４０】
　このように各コンテンツの処理を行った際に、制御部１２は、ライフタイムカレンダー
アプリケーションプログラムに基づいて、図２６のフローチャートに示す処理をスタート
させる。ステップＳ１２１では、制御部１２が、処理を行ったコンテンツの処理回数を「
１」インクリメントする。具体的には、メモリ１１に記憶されている各コンテンツには、
処理回数を示す情報（処理回数情報）が付加されており、制御部１２は、処理を実行する
毎に、この処理を行ったコンテンツの処理回数を「１」ずつインクリメントする。
【０３４１】
　次に、制御部１２は、ステップＳ１２２において、この処理回数のインクリメントを行
うことで、当該処理回数をインクリメントしたコンテンツの合計の処理回数が所定値以上
となったか否かを判別する。そして、処理回数をインクリメントしたコンテンツの合計の
処理回数が所定値以上となったものと判別した場合、処理をステップＳ１２３に進め、処
理回数をインクリメントしたコンテンツの合計の処理回数が所定値以上になっていないも
のと判別した場合、そのまま、この図２６のフローチャートに示す処理を終了（エンド）
する。
【０３４２】
　次に、処理回数をインクリメントしたコンテンツの合計の処理回数が所定値以上となっ
たものと判別することで処理をステップＳ１２３に進めると、制御部１２は、メモリ１１
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に記憶されているユーザ評価値テーブルを参照し、当該処理回数をインクリメントしたコ
ンテンツのユーザ評価値は、該ユーザ評価値の上限値であるか否かを判別する。そして、
ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記コンテンツのユーザ評価値が、既にユーザ評
価値の上限値であった場合、そのまま、この図２６のフローチャートに示す処理を終了（
エンド）する。
【０３４３】
　これに対して、ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記コンテンツのユーザ評価値
が、該ユーザ評価値の上限値に満たない場合、制御部１２は処理をステップＳ１２４に進
め、ユーザ評価値テーブルに記憶されている上記コンテンツのユーザ評価値を「１」イン
クリメントして、この図２６のフローチャートに示す処理を終了（エンド）する。
【０３４４】
　図２７に、各コンテンツの処理回数とユーザ評価値との関係を示す。この図２７は一例
であるが、そのコンテンツの処理回数が０回～３回の場合、ユーザ評価値テーブルに記憶
されているそのコンテンツのユーザ評価値として「１」のユーザ評価値が付されるように
なっている。同様に、そのコンテンツの処理回数が４回～６回の場合、ユーザ評価値テー
ブルに記憶されているそのコンテンツのユーザ評価値として「２」のユーザ評価値が付さ
れ、そのコンテンツの処理回数が７回～９回の場合、ユーザ評価値テーブルに記憶されて
いるそのコンテンツのユーザ評価値として「３」のユーザ評価値が付され、そのコンテン
ツの処理回数が１０回～１２回の場合、ユーザ評価値テーブルに記憶されているそのコン
テンツのユーザ評価値として「４」のユーザ評価値が付され、そのコンテンツの処理回数
が１３回以上の場合、ユーザ評価値テーブルに記憶されているそのコンテンツのユーザ評
価値として「５」のユーザ評価値が付されるようになっている。
【０３４５】
　すなわち、ユーザ評価値テーブルに記憶されている各コンテンツのユーザ評価値は、そ
のコンテンツの処理回数に応じて１ずつインクリメントされるようになっている。これに
より、ユーザ評価値テーブルに記憶されるユーザ評価値は、各コンテンツの処理回数に応
じて更新されることとなる。
【０３４６】
［ユーザ評価値に基づく表示時間の変更制御動作］
　次に、制御部１２は、表示部５に表示するコンテンツを連続的に切り替え表示する際に
、このユーザ評価値テーブルに記憶されたユーザ評価値に基づいて、各コンテンツの表示
時間を変更制御するようになっている。以下、図１３に示した「サムネイル表示画面」の
デイビューのライフタイムカレンダーに表示するコンテンツの表示切り替えを行う場合を
例として、このユーザ評価値に基づく各コンテンツの表示時間の変更制御動作を説明する
。
【０３４７】
〔連続頁切り替え動作－１〕
　この実施の形態の携帯電話機の場合、上記「サムネイル表示画面」のデイビューのライ
フタイムカレンダーの表示時に、例えば図２に示す第１のソフトキー２６を連続的に押圧
操作すると（＝いわゆる長押し）、制御部１２は、日付を過去に遡らせてサムネイル表示
画面の頁単位の表示切り替えを行い、第２のソフトキー２７を連続的に押圧操作すると、
制御部１２は、日付を未来に進めてサムネイル表示画面の頁単位の表示切り替えを行うよ
うになっている。そして、この際、サムネイル表示画面を形成する各コンテンツのユーザ
評価値に基づいて、表示するサムネイル表示画面の表示時間を変更制御する。
【０３４８】
　図２８のフローチャートに、このような連続頁切り替え動作の流れを示す。この図２８
のフローチャートは、「サムネイル表示画面」のデイビューのライフタイムカレンダーの
表示時に、制御部１２が、上記第１のソフトキー２６或いは第２のソフトキー２７の長押
し操作を検出することで、メモリ１１に記憶されているライフタイムカレンダーアプリケ
ーションプログラムに基づいて処理をスタートさせる。
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【０３４９】
　ステップＳ１３１では、制御部１２が、表示部５に表示する各サムネイル表示画面を形
成する各コンテンツのユーザ評価値を、メモリ１１に記憶されているユーザ評価値テーブ
ルから検出し、処理をステップＳ１３２に進める。
【０３５０】
　ステップＳ１３２では、制御部１２が、上記ステップＳ１３１で検出した各コンテンツ
のユーザ評価値に基づいて、当該各コンテンツで形成されるサムネイル表示画面の表示時
間判別基準値を算出する。
【０３５１】
（表示時間判別基準値の算出動作）
　上記「表示時間判別基準値」は、一例として制御部１２により、以下のように算出され
る。
【０３５２】
１．表示するサムネイル表示画面の各コンテンツのユーザ評価値を積算処理し、この積算
値（＝各コンテンツのユーザ評価値の総和）を表示時間判別基準値とする。
【０３５３】
２．表示するサムネイル表示画面の各コンテンツのうち、ユーザ評価値が最も高いコンテ
ンツの該ユーザ評価値を表示時間判別基準値とする。
【０３５４】
３．表示するサムネイル表示画面の各コンテンツのうち、ユーザ評価値が高い順に、例え
ば３つ等の各コンテンツのユーザ評価値を積算処理し、この積算値（＝各コンテンツのユ
ーザ評価値の総和）を表示時間判別基準値とする。
【０３５５】
　制御部１２は、このような１～３に示すいずれかの算出方法を用いて、上記表示時間判
別基準値を算出すると処理をステップＳ１３３に進め、上記ステップＳ１３２で算出した
表示時間判別基準値は所定の閾値以上であるか否かを判別する。そして、算出した表示時
間判別基準値が所定の閾値以上であった場合は処理をステップＳ１３４に進めて、表示す
るサムネイル表示画面を例えば５秒間表示する等の長時間表示制御を行い、算出した表示
時間判別基準値が所定の閾値よりも低い値であった場合は処理をステップＳ１３７に進め
て、表示するサムネイル表示画面を例えば１秒間表示する等の短時間表示制御を行う。
【０３５６】
　次に制御部１２は、上記長時間表示制御を行った場合は処理をステップＳ１３５に進め
、タイマ１０で計時される計時時刻に基づいて例えば上記５秒の時間経過を監視し、該５
秒の時間経過を検出したタイミングで処理をステップＳ１３６に進める。また、制御部１
２は、上記短時間表示制御を行った場合は処理をステップＳ１３８に進め、タイマ１０で
計時される計時時刻に基づいて例えば上記１秒の時間経過を監視し、該１秒の時間経過を
検出したタイミングで処理をステップＳ１３６に進める。
【０３５７】
　ステップＳ１３６では、制御部１２が、ユーザによる上記第１のソフトキー２６或いは
第２のソフトキー２７の長押し操作が終了したか否かを判別し、該長押し操作の終了を検
出した場合は、そのままこの図２８のフローチャートに示す全処理を終了し、該長押し操
作の終了を検出しない場合は、処理をステップＳ１３１に戻す。
【０３５８】
　これにより、上記いずれかのソフトキー２６，２７が長押し操作されている間は、表示
されるサムネイル表示画面が頁単位で高速に切り替え表示され、この間、上記閾値よりも
低い値の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面は短時間表示されただけで高速
に切り替え表示され、上記閾値以上の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面は
長時間表示された後に切り替え表示されることとなる。
【０３５９】
　サムネイル表示画面が上記閾値以上の表示時間判別基準値を有するということは、この
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サムネイル表示画面を形成する各コンテンツの中に、ユーザが過去に多数回の表示や再生
を行うことでユーザ評価値が高くなったコンテンツが存在することを意味する。そして、
このようなユーザ評価値の高いコンテンツを含むサムネイル表示画面は、当該サムネイル
表示画面が表示部５に表示された際に長時間表示されることとなる。
【０３６０】
　このため、ユーザがいずれかのソフトキー２６、２７を長押し操作していれば、ユーザ
が表示や再生を希望する可能性の高いコンテンツを含むサムネイル表示画面（＝ユーザ評
価値の高いコンテンツを含むサムネイル表示画面である、ユーザが表示や再生を希望する
可能性の高いコンテンツを含むサムネイル表示画面）は、自動的に長時間表示されること
となる。従って、いずれかのソフトキー２６、２７を長押し操作するだけで、各頁のサム
ネイル表示画面を高速に閲覧することができるうえ、面倒な操作や注意力を必要とするこ
となく、ユーザが表示や再生を希望する可能性の高いコンテンツを含むサムネイル表示画
面を自動的に長時間表示することができる。
【０３６１】
〔連続頁切り替え動作－２〕
　次に、上述の連続頁切り替え動作の説明では、表示時間判別基準値が閾値以上であった
場合にサムネイル表示画面の長時間表示制御を行い、表示時間判別基準値が閾値よりも低
い値であった場合にサムネイル表示画面の短時間表示制御を行うこととした。すなわち、
サムネイル表示画面の表示時間は、長時間或いは短時間のいずれかが選択的に行われるも
のであった。これは、以下に説明するように、表示時間判別基準値に応じた時間分、サム
ネイル表示画面の表示を行うようにしてもよい。
【０３６２】
　図２９のフローチャートに、この表示時間判別基準値に応じた時間分、サムネイル表示
画面の表示を行う連続頁切り替え動作の流れを示す。なお、以下の図２９のフローチャー
トに示す動作説明において、図２８のフローチャートで説明したステップと同じ処理を行
うステップには、該図２９のフローチャート中該当するステップに、図２８のフローチャ
ートと同じステップ番号を付すことで、重複する詳細な処理の説明は省略する。
【０３６３】
　この図２９のフローチャートにおいて、ステップＳ１３１及びステップＳ１３２におい
て、表示するサムネイル表示画面の各コンテンツのユーザ評価値に基づいて表示時間判別
基準値を算出すると、制御部１２は、ステップＳ１４１に処理を進め、この算出した表示
時間判別基準値に対応する時間分、サムネイル表示画面を表示部５に表示制御する。すな
わち、この場合、上記算出した表示時間判別基準値に対応して、１秒、２秒、３秒、５秒
等のように、サムネイル表示画面の表示時間が変更されることとなる。
【０３６４】
　制御部１２は、ステップＳ１３６において、上記いずれかのソフトキー２６、２７の長
押し操作の終了を検出するまでの間、このような表示時間判別基準値に対応する表示時間
の変更制御を継続して実行制御する。これにより、上述と同様の効果を得ることができる
。
【０３６５】
〔頁ジャンプ切り替え動作－１〕
　次に、上述の例は各頁のサムネイル表示画面を、該各頁のユーザ評価値（＝表示時間判
別基準値）に応じて順次切り替え表示制御する例であったが、以下、所定の表示時間判別
基準値を有するサムネイル表示画面のみを表示制御する頁ジャンプ切り替え動作の説明を
行う。図３０のフローチャートに、この頁ジャンプ切り替え制御の流れを示す。なお、以
下の図３０のフローチャートに示す動作説明において、図２８のフローチャートで説明し
たステップと同じ処理を行うステップには、該図３０のフローチャート中該当するステッ
プに、図２８のフローチャートと同じステップ番号を付すことで、重複する詳細な処理の
説明は省略する。
【０３６６】
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　まず、この実施の形態の携帯電話機の場合、上記「サムネイル表示画面」のデイビュー
のライフタイムカレンダーの表示時に、例えば図２に示す第３のソフトキー２８を長押し
操作すると、制御部１２は、日付を過去に遡らせてサムネイル表示画面の頁単位のジャン
プ表示切り替えを行い、第４のソフトキー２９を長押し操作すると、制御部１２は、日付
を未来に進めてサムネイル表示画面の頁単位のジャンプ表示切り替えを行うようになって
いる。このため、図３０に示すフローチャートは、制御部１２が、上記第３のソフトキー
２８或いは第４のソフトキー２９の長押し操作を検出することで、メモリ１１に記憶され
ているライフタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて各処理をスタート
させる。
【０３６７】
　すなわち、第３のソフトキー２８或いは第４のソフトキー２９の長押し操作を検出する
と、制御部１２は、ステップＳ１３１及びステップＳ１３２において、各サムネイル表示
画面を形成する各コンテンツのユーザ評価値を検出し、この各コンテンツのユーザ評価値
に基づいて上述の表示時間判別基準値を算出する。
【０３６８】
　次に、制御部１２は、ステップＳ１３３において、この算出した表示時間判別基準値は
、所定の閾値以上であるか否かを判別する。そして、上記算出した表示時間判別基準値が
、所定の閾値以上であると判別した場合は処理をステップＳ１５１に進め、その所定の閾
値以上の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面を一定時間、表示部５に表示制
御する。これに対して、上記算出した表示時間判別基準値が、所定の閾値よりも低い値で
あると判別した場合、制御部１２は、当該所定の閾値よりも低い値の表示時間判別基準値
を有するサムネイル表示画面を表示制御することなく、処理をステップＳ１３１に戻す。
【０３６９】
　これにより、所定の閾値以上の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面のみが
、表示部５に表示制御されることとなる。すなわち、第３のソフトキー２８或いは第４の
ソフトキー２９の長押し操作を行っている間、所定の閾値以上の表示時間判別基準値を有
するサムネイル表示画面が表示され、このサムネイル表示画面の次に、所定の閾値以上の
表示時間判別基準値を有する新たなサムネイル表示画面が表示される頁ジャンプ切り替え
制御が行われることとなる。
【０３７０】
　従って、ユーザ評価値の高いコンテンツを有するサムネイル表示画面のみが順次表示さ
れることとなるため、上述の連続頁切り替えを行う場合よりも、各サムネイル表示画面を
さらに高速に閲覧可能とすることができる他、上述と同じ効果を得ることができる。
【０３７１】
〔頁ジャンプ切り替え動作－２〕
　次に、上述の例は頁ジャンプにより表示するサムネイル表示画面を、一定時間、表示制
御する例であったが、以下、頁ジャンプにより表示するサムネイル表示画面を、表示時間
判別基準値に対応する時間分、表示する動作の説明を行う。図３１のフローチャートに、
この頁ジャンプ切り替え制御の流れを示す。なお、以下の図３１のフローチャートに示す
動作説明において、図２８のフローチャートで説明したステップと同じ処理を行うステッ
プには、該図３１のフローチャート中該当するステップに、図２８のフローチャートと同
じステップ番号を付すことで、重複する詳細な処理の説明は省略する。
【０３７２】
　この場合、制御部１２は、ステップＳ１３１及びステップＳ１３２において、各サムネ
イル表示画面を形成する各コンテンツのユーザ評価値に基づいて表示時間判別基準値を算
出し、ステップＳ１３３において、この算出した表示時間判別基準値を所定の閾値を比較
する。そして、上記算出した表示時間判別基準値が上記閾値よりも低い値であった場合、
その表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面を表示することなく処理をステップ
Ｓ１３１に戻し、上記算出した表示時間判別基準値が上記閾値以上の値であった場合、処
理をステップＳ１６１に進める。
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【０３７３】
　ステップＳ１６１では、制御部１２が、上記閾値以上の値を有する表示時間判別基準値
に対応する時間分、そのサムネイル表示画面を表示部５に表示制御する。これにより、ユ
ーザ評価値の高いコンテンツを有するサムネイル表示画面のみを、当該ユーザ評価値に対
応する時間分、順次表示することができる他、上述と同じ効果を得ることができる。
【０３７４】
（頁ジャンプ判定基準の指定）
　上述の例は、制御部１２が、閾値以上の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画
面のみを表示するものであったが、ユーザにより設定された値以上の表示時間判別基準値
を有するサムネイル表示画面のみを表示するようにしてもよい。
【０３７５】
　一例ではあるが、この場合、ユーザは、頁ジャンプ切り替えを行う際に表示させるサム
ネイル表示画面の表示時間判別基準値を設定しておく。この設定値は、制御部１２により
メモリ１１に保存される。
【０３７６】
　制御部１２は、頁ジャンプ切り替え動作を指定する第３のソフトキー２８或いは第４の
ソフトキー２９の長押し操作を検出すると、上述のように各サムネイル表示画面の表示時
間判別基準値を算出し、この表示時間判別基準値と、メモリ１１に保存しておいたユーザ
により設定された表示時間判別基準値とを比較する。そして、上記算出した表示時間判別
基準値が、上記ユーザにより設定された表示時間判別基準値以上の値であった場合のみ、
そのサムネイル表示画面の表示を行う。
【０３７７】
　これにより、頁ジャンプ切り替え時に、ユーザにより指定された表示時間判別基準値以
上の表示時間判別基準値を有するサムネイル表示画面のみを表示部５に表示制御すること
ができ、当該携帯電話機を、使い勝手の良いものとすることができる。
【０３７８】
〔スクロール表示動作〕
　次に、上述の各例は頁単位でサムネイル表示画面を切り替え表示制御する例であったが
、以下、サムネイル表示画面の各コンテンツをスクロール表示制御する際の動作説明を行
う。図３２のフローチャートに、このスクロール表示制御の流れを示す。なお、以下の図
３２のフローチャートに示す動作説明において、図２８のフローチャートで説明したステ
ップと同じ処理を行うステップには、該図３２のフローチャート中該当するステップに、
図２８のフローチャートと同じステップ番号を付すことで、重複する詳細な処理の説明は
省略する。
【０３７９】
　この実施の形態の携帯電話機の場合、上記「サムネイル表示画面」のデイビューのライ
フタイムカレンダーの表示時に、例えば図２に示す十字キー２４の上キーの長押し操作を
検出すると、制御部１２は、日付を過去に遡らせてサムネイル表示画面の各コンテンツを
スクロール表示制御し、十字キー２４の下キーの長押し操作を検出すると、制御部１２は
、日付を未来に進めてサムネイル表示画面の各コンテンツをスクロール表示制御するよう
になっている。このため、図３２のフローチャートは、制御部１２が、上記十字キー２４
の上キー或いは下キーの長押し操作を検出することで、メモリ１１に記憶されているライ
フタイムカレンダーアプリケーションプログラムに基づいて各処理をスタートさせる。
【０３８０】
　すなわち、十字キー２４の上キー或いは下キーの長押し操作を検出すると、制御部１２
は、ステップＳ１３１において、このスクロール操作により表示部５に表示されることと
なる各コンテンツのユーザ評価値を順次検出して、処理をステップＳ１７１に進める。
【０３８１】
　ステップＳ１７１では、制御部１２が、スクロール操作により表示部５に表示されるこ
ととなる各コンテンツのうち、所定のユーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテン
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ツが存在するか否かを判別する。そして、スクロール操作により表示部５に表示されるこ
ととなる各コンテンツのうち、所定のユーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテン
ツが存在しないものと判別した場合、処理をステップＳ１７６に進め、通常のスクロール
表示制御を行う。これに対して、スクロール操作により表示部５に表示されることとなる
各コンテンツのうち、所定のユーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテンツが存在
するものと判別した場合、処理をステップＳ１７２に進める。
【０３８２】
　ステップＳ１７２では、制御部１２が、上記ステップＳ１７１で検出した上記所定のユ
ーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテンツを、表示部５の表示画面の略中央にス
クロールした際に、所定時間、スクロールを停止制御する。これにより、上記所定のユー
ザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテンツは、表示部５の表示画面の略中央に、所
定時間、停止した状態で表示制御されることとなる。
【０３８３】
　なお、上記所定のユーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテンツを、表示部５の
表示画面の略中央にスクロールした際に、当該コンテンツのユーザ評価値に対応する時間
分、スクロールを停止制御してもよいし、或いはスクロール速度を遅くして表示してもよ
い。
【０３８４】
　次に、制御部１２は、ステップＳ１７３において、タイマ１０で計時される時刻に基づ
いて上記スクロールを停止制御してから経過した時間を監視し、上記スクロールを停止制
御してから所定時間が経過したタイミングで処理をステップＳ１７４に進める。そして、
このステップＳ１７４において、停止していたスクロール制御を再開する。このような所
定のユーザ評価値以上のユーザ評価値を有するコンテンツを、表示部５の表示画面の略中
央で停止させる制御は、ステップＳ１７５において、十字キー２４の上キー或いは下キー
の長押し操作の終了が検出されるまでの間、実行される。これにより、十字キー２４の上
キー或いは下キーの長押し操作を行っている間、所定のユーザ評価値よりも低い値のユー
ザ評価値を有するコンテンツは通常にスクロール表示され、所定のユーザ評価値以上のユ
ーザ評価値を有するコンテンツは、表示部５の表示画面の略中央にスクロールされた際に
、上記所定時間、スクロールが停止され表示されることとなる。
【０３８５】
　なお、上述の各例の説明では、制御部１２は、ライフタイムカレンダーのサムネイル表
示画面の早送り／早戻し操作がなされた際に、各サムネイル表示画面を形成する各コンテ
ンツのユーザ評価値に基づく早送り／早戻し制御を行うこととしたが、図１２に示したラ
イフタイムカレンダーのリスト表示画面や、図５に示した「カレンダービュー」のライフ
タイムカレンダーの早送り／早戻し制御を行う場合も、各コンテンツのユーザ評価値に基
づいて頁単位或いはコンテンツ単位での早送り／早戻し制御を行うようにしてもよい。こ
の場合も、上述と同じ効果を得ることができる。
【０３８６】
　また、
１．カメラ制御プログラムのビューワ機能に基づいて静止画像コンテンツの早送り／早戻
しを行う場合、
２．電子メール管理プログラムに基づいて表示する送受信電子メールの一覧の早送り／早
戻しを行う場合、
３．音楽プレーヤプログラムに基づいて表示する音楽コンテンツの一覧の早送り／早戻し
を行う場合、
４．スケジュール帳管理プログラムに基づいて表示するスケジュールコンテンツの一覧の
早送り／早戻しを行う場合
等も、該各コンテンツのユーザ評価値に基づく早送り／早戻し制御を行うようにしてもよ
い。いずれの場合も、上述と同じ効果を得ることができる。
【０３８７】
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［実施の形態の効果］
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態の携帯電話機は、種類の異なる各コン
テンツがそれぞれ有する時間情報に基づいて、同じ時間的範囲に属するコンテンツを検出
する。そして、同じ時間的範囲に属するコンテンツに関する情報を、時系列に沿って表示
する。換言すれば、日付という時間的範囲毎に区切られたライフタイムカレンダー上に、
各日付の時間的範囲に属する時間情報を有するコンテンツの、例えばアイコン或いはサム
ネイル画像等のコンテンツに関する情報を表示する。
【０３８８】
　これにより、種類の異なるコンテンツを、各日付毎に纏めてライフタイムカレンダー上
に表示することができる。このため、ユーザは、例えば１ヶ月や１年等の、長期的な時間
的範囲に属する種類の異なる各コンテンツを一括して確認することができ、種類の異なる
複数のコンテンツの中から所望のコンテンツを、容易かつ迅速に検索することができる。
【０３８９】
　また、種類の異なるコンテンツを、各日付毎に纏めてライフタイムカレンダー上に表示
することができるため、例えば静止画像コンテンツのサムネイル画像や送受信した電子メ
ールの電子メールコンテンツから当時の友人を思い出し、この友人に対して再度、電子メ
ールを送信する等の、過去の事象から次の行動を起こす切っ掛けを作ることができる。
【０３９０】
　また、各コンテンツが有する時間情報毎に自動的に振り分けてライフタイムカレンダー
上に該コンテンツの表示を行うようになっている。このため、ユーザは、電子メールの送
受信やカメラ部８を用いた撮像等の各コンテンツ毎の通常の機器操作を行っていればよく
、ユーザに対して特別な操作や特別な意識を持つことを強いることなく、各コンテンツを
自動的にライフタイムカレンダー上に表示することができる。
【０３９１】
　また、ライフタイムカレンダー上には、種類の異なるコンテンツが各日付毎に纏めて表
示されるため、このライフタイムカレンダーを過去の操作履歴や日記として利用可能とす
ることができる。
【０３９２】
　また、デイビューのライフタイムカレンダーにおいて、送受信電子メールコンテンツや
誕生日コンテンツを表示する場合、電話帳や個人情報の登録欄に対応するユーザの静止画
像が登録されている場合には、この静止画像のサムネイル画像をデイビューのライフタイ
ムカレンダー上に表示するようになっている。このため、電子メールの送信元や宛先とな
るユーザや、誕生日を迎えるユーザを容易に認識することができる。
【０３９３】
　また、表示設定やフィルタ設定により、上記ライフタイムカレンダー上に表示するコン
テンツに関する情報を予め設定しておくことで、該ライフタイムカレンダー上に所望のコ
ンテンツに関する情報のみを表示することができる。このため、ユーザが希望する種類の
コンテンツのみをライフタイムカレンダー上に表示させることができ、所望のコンテンツ
を、さらに容易かつ迅速に検索可能とすることができる。
【０３９４】
　また、デイビューのライフタイムカレンダーの「リスト表示画面」では、コンテンツに
対応する文字情報、アイコン、サムネイル画像を用いて該コンテンツの表示を行うことで
、コンテンツの内容をユーザに認識させ易くすることができる。また、デイビューのライ
フタイムカレンダーの「サムネイル表示画面」では、コンテンツに対応するアイコンやサ
ムネイル画像を主に用いた表示を行うことで、一度に多数のコンテンツをユーザに認識さ
せることができる。
【０３９５】
　また、デイビューのライフタイムカレンダーにおいては、コンテンツの存在しない日付
の表示欄を詰めて表示するようになっている。換言すれば、コンテンツの存在する日付同
士が隣接するように、該コンテンツの表示を行っている。これにより、デイビューのライ
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フタイムカレンダー上により多くのコンテンツを表示することができる。
【０３９６】
　また、カレンダービューのライフタイムカレンダー上の各日付の表示領域のうち、表示
すべき静止画像コンテンツが複数存在する日付の表示領域に対しては、該複数存在する静
止画像コンテンツの中からランダムに１枚の静止画像コンテンツを選出し、この選出した
静止画像コンテンツを上記表示領域に表示する。そして、例えば３時間置き、６時間置き
、１２時間置き等の所定の時間置きに、上記複数存在する静止画像コンテンツの中から、
現在、表示しているサムネイル画像に対応する静止画像コンテンツ以外の静止画像コンテ
ンツを選出し、この選出した静止画像コンテンツのサムネイル画像を上記日付の表示領域
に表示する。これにより、カレンダービューのライフタイムカレンダーにおいて、表示す
べき静止画像コンテンツが複数存在する日付の表示領域に表示するサムネイル画像を、所
定時間毎に更新することができる。従って、ユーザが例えば上記所定時間置きにカレンダ
ービューのライフタイムカレンダーを見た場合、該カレンダービューのライフタイムカレ
ンダーを見る毎に新たなサムネイル画像を見ることができる。
【０３９７】
　また、カレンダービューのライフタイムカレンダー上の各日付の表示領域のうち、表示
すべき静止画像コンテンツが複数存在する日付の表示領域に対して、フォーカスが例えば
３秒間以上等の所定時間以上連続して当てられていた場合、上記日付の表示領域に表示す
る静止画像コンテンツのサムネイル画像を、このフォーカスが当てられている間、新たな
静止画像コンテンツのサムネイル画像に更新して表示する。これにより、フォーカスが当
てられている日付に対応する静止画像コンテンツのサムネイル画像が順次更新されて表示
されるため、ユーザは、所望の日付の表示領域にフォーカスを当てているだけで、その日
付に対応する全ての静止画像コンテンツを認識することができる。
【０３９８】
　また、年インデックス、月インデックス、日インデックスにフォーカスを移動操作する
ことで、年単位、月単位、或いは日単位で表示するコンテンツの表示切り替えを行うこと
ができる。このため、年単位、月単位、日単位で蓄積された大量のコンテンツの中から所
望のコンテンツを、容易かつ迅速に検索可能とすることができる。
【０３９９】
　また、カレンダービューのライフタイムカレンダーからデイビューのライフタイムカレ
ンダーに移行する際に、カレンダービューのライフタイムカレンダー上でコンテンツが存
在しない日付の表示領域が指定された場合、デイビューのライフタイムカレンダー上にお
ける上記指定された日付の表示領域に、新規のスケジュールの登録を指定するための新規
スケジュール作成コンテンツを表示するようになっている。このため、ユーザは、コンテ
ンツの存在しない日付を指定することで、容易に新たなスケジュール登録を行うことがで
きる。
【０４００】
〔想い出ポップアップ表示機能の効果〕
　また、この実施の形態の携帯電話機の場合、カレンダービュー或いはデイビューのライ
フタイムカレンダー上で所定時間以上のフォーカスの停止状態が検出された場合、制御部
１２が、年単位、月単位、ランダムの優先順位に従って、フォーカスが停止している日付
の過去の日付に対応するコンテンツの検出を行い、カレンダービュー或いはデイビューの
ライフタイムカレンダーに重ねて表示する。
【０４０１】
　カレンダービュー或いはデイビュー等のカレンダー形式の表示を行う場合、ユーザの意
識が、現在の日付以降の日付（＝未来の日付）に傾きがちとなるのであるが、想い出ポッ
プアップ表示機能により、１年前、或いは１ヶ月前等のコンテンツを表示することで、ユ
ーザの意識を過去の日付にも向けることができる。このため、時間の経過により忘れてい
た過去の想い出（コンテンツ）を再認識することができ、また、見過ごしていた過去の日
付のコンテンツを新たに認識可能とすることができる。
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【０４０２】
　また、フォーカスの停止状態を検出した際に想い出ポップアップ表示を行うため、ユー
ザの操作を妨げることなく当該想い出ポップアップ表示を行うことができる。また、フォ
ーカスの停止状態を検出した際に自動的に（受動的に）想い出ポップアップ表示を行うた
め、この想い出ポップアップ表示のための、ユーザの特別な操作を不要とすることができ
る。
【０４０３】
　また、一度に表示する数以上の数のコンテンツが存在する場合、想い出ポップアップ表
示を行う毎に異なるコンテンツを表示するようになっているため、上述のコンテンツの再
認識や新たなコンテンツを認識する確率をさらに高めることができる。
【０４０４】
　また、想い出ポップアップ表示を行うコンテンツの優先順位は、
１．カメラ部８で撮像された静止画像コンテンツ、
２．保護設定されている受信電子メールコンテンツ或いは送信電子メールコンテンツ、
３．スケジュールコンテンツ、
４．ネットワークを介してダウンロードされた静止画像コンテンツ、
５．保護設定されていない受信電子メールコンテンツ或いは送信電子メールコンテンツ
の順となっている。このため、ユーザの想い出が想起される確率が高いコンテンツを優先
的に想い出ポップアップ表示することができ、利用価値の高い情報表示を行うことができ
る。
【０４０５】
　また、想い出ポップアップ表示されたコンテンツに関する情報は、履歴として想い出リ
ストに登録される。そして、ユーザは、想い出リストに表示されたコンテンツの詳細を認
識したい場合は、想い出リストから、認識したいコンテンツに対応する日付を選択操作す
る。これにより、想い出ポップアップ表示されたコンテンツの日付に対応するデイビュー
のライフタイムカレンダーが表示されるため、ユーザは、想い出ポップアップ表示された
コンテンツの詳細をデイビューのライフタイムカレンダー上で認識することができる。
【０４０６】
［ユーザ評価値に基づく表示時間の変更制御の効果］
　また、この実施の形態の携帯電話機は、ユーザ評価値テーブルに各コンテンツ毎のユー
ザ評価値を記憶しておき、「連続頁切り替え操作」、「頁ジャンプ切り替え操作」及び「
スクロール操作」等がなされた際に、上記各コンテンツのユーザ評価値、或いはユーザに
より設定された表示時間の判別基準となるユーザ評価値（或いは表示の有無の判別基準と
なるユーザ評価値）に基づいて、表示画面或いはコンテンツの表示時間を変更制御する。
【０４０７】
　これにより、ユーザが希望する可能性の高いコンテンツを、面倒な操作や注意力を必要
とすることなく自動的に検索して、その表示時間を長時間化することができる。また、ユ
ーザ評価値が低いコンテンツのみ存在する表示画面やユーザ評価値が低いコンテンツは、
短時間で表示し、或いは表示を省略（ジャンプ）することができるため、当該携帯電話機
内に保存されている大量のコンテンツを高速に閲覧可能とすることができる。
【０４０８】
［変形例］
　上述の実施の形態の説明では、本発明を携帯電話機に適用することとしたが、この携帯
電話機以外であっても、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）やＰＤＡ装
置（PDA：Personal Digital Assistant）、或いはノート型、デスクトップ型のパーソナ
ルコンピュータ装置や携帯ゲーム機等、種類の異なる複数のコンテンツを取り扱う機器で
あれば、どのような機器に適用しても上述と同じ効果を得ることができる。
【０４０９】
　最後に、本発明は、本発明の一例として開示したに過ぎない上述の実施の形態に限定さ
れることはない。このため、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、上述の
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実施の形態以外であっても設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であること
を付け加えておく。
【図面の簡単な説明】
【０４１０】
【図１】本発明を適用した実施の形態となる携帯電話機のブロック図である。
【図２】実施の形態の携帯電話機の外観を示す図である。
【図３】実施の形態となる携帯電話機に設けられているライフタイムカレンダー機能で取
り扱われる各種コンテンツを説明するための図である。
【図４】実施の形態の携帯電話機に設けられているライフタイムカレンダー機能の各種設
定画面を示す図である。
【図５】実施の形態となる携帯電話機のライフタイムカレンダー機能におけるカレンダー
ビューのライフタイムカレンダーの表示例を示す図である。
【図６】実施の形態となる携帯電話機におけるカレンダービューのライフタイムカレンダ
ーの表示動作を示すフローチャートである。
【図７】カレンダービューのライフタイムカレンダーに表示される月インデックス及び年
インデックスを示す図である。
【図８】待ち受け画面に設定されたカレンダービューのライフタイムカレンダーを示す図
である。
【図９】実施の形態となる携帯電話機がカレンダービューのライフタイムカレンダーを表
示している際に、所定時間置きにサムネイル画像を更新する更新動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１０】実施の形態となる携帯電話機がカレンダービューのライフタイムカレンダーを
表示している際に、フォーカスが当てられ続けている日付のサムネイル画像を所定時間置
きに更新する更新動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】実施の形態となる携帯電話機におけるデイビューのライフタイムカレンダーの
表示から、選択されたコンテンツに対応するアプリケーションプログラムを起動するまで
の流れを示すフローチャートである。
【図１２】デイビューのライフタイムカレンダーのリスト表示画面の表示例を示す図であ
る。
【図１３】デイビューのライフタイムカレンダーのサムネイル表示画面の表示例を示す図
である。
【図１４】カレンダービューのライフタイムカレンダー上でコンテンツの存在しない日付
が指定された際に、デイビューのライフタイムカレンダー上に新規スケジュール作成コン
テンツを表示する動作を示すフローチャートである。
【図１５】新規スケジュール作成コンテンツが表示されたデイビューのライフタイムカレ
ンダーのリスト表示画面を示す図である。
【図１６】新規スケジュール作成コンテンツが表示されたデイビューのライフタイムカレ
ンダーのサムネイル表示画面を示す図である。
【図１７】実施の形態の携帯電話機における想い出ポップアップ表示動作の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１８】カレンダービューのライフタイムカレンダー上に想い出ポップアップ表示され
たコンテンツの表示例を示す図である。
【図１９】リスト表示画面のデイビューのライフタイムカレンダー上に想い出ポップアッ
プ表示されたコンテンツの表示例を示す図である。
【図２０】サムネイル表示画面のデイビューのライフタイムカレンダー上に想い出ポップ
アップ表示されたコンテンツの表示例を示す図である。
【図２１】実施の形態の携帯電話機における想い出リストの表示動作の流れを示すフロー
チャートである。
【図２２】想い出リストの表示例を示す図である。
【図２３】実施の形態の携帯電話機における、過去のコンテンツ数に基づく想い出ポップ
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アップ表示動作の流れを示すフローチャートである。
【図２４】実施の形態の携帯電話機における、過去の日付及び過去のコンテンツ数に基づ
く想い出ポップアップ表示動作の流れを示すフローチャートである。
【図２５】実施の形態の携帯電話機における、「年単位の検出」、「月単位の検出」、及
び「ランダムの検出」を、ランダム或いは所定の確率で選択してコンテンツの検出を行う
想い出ポップアップ表示動作の流れを示すフローチャートである。
【図２６】実施の形態の携帯電話機における、ユーザ評価値テーブルの形成動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図２７】ユーザ評価値テーブルの一例を示す模式図である。
【図２８】実施の形態の携帯電話機の連続頁切り替え動作を説明するためのフローチャー
トである。
【図２９】実施の形態の携帯電話機の他の連続頁切り替え動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図３０】実施の形態の携帯電話機の頁ジャンプ切り替え動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図３１】実施の形態の携帯電話機の他の頁ジャンプ切り替え動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３２】実施の形態の携帯電話機の他のスクロール動作を説明するためのフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０４１１】
　１　アンテナ、２　通信回路、３　スピーカ部、４　マイクロホン部、５　表示部、６
　操作部、７　発光部（ＬＥＤ）、８　カメラ部、８ａ　メインカメラ部、８ｂ　インカ
メラ部、９　バイブレーションユニット、１０　タイマ、１１　メモリ、１２　制御部、
２１　携帯電話機の上筐体、２２　携帯電話機の下筐体、２３　携帯電話機のヒンジ部、
２４　十字キー、２５　決定キー、２６　第１のソフトキー、２７　第２のソフトキー、
２８　第３のソフトキー、２９　第４のソフトキー、３０　オフフックキー、３１　オン
フックキー、３２　クリアキー、３３　１２キー



(60) JP 4285704 B2 2009.6.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(61) JP 4285704 B2 2009.6.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(62) JP 4285704 B2 2009.6.24

【図９】 【図１０】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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