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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＲＬを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力されたＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得す
る取得手段と、
　前記取得手段により取得されたコンテンツを表示する表示手段と、
　前記入力手段により入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を
前記取得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御手段と、
　前記表示領域を非表示にする設定を行うか否かを設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記非表示にする設定が前記設定手段により行われている場合は、前
記入力手段により入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記
取得したコンテンツとともに表示するか否かを制御し、前記非表示にする設定が前記設定
手段により行われていない場合には、前記入力手段により入力されたＵＲＬに関わらず、
前記表示領域を前記コンテンツとともに表示するように制御することを特徴とする情報処
理装置。
【請求項２】
　ＵＲＬを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力されたＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得す
る取得手段と、
　前記取得手段により取得されたコンテンツを表示する表示手段と、
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　前記入力手段により入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を
前記取得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御手段と、
　前記表示領域を非表示にするアドレスを保存する保存手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記入力手段により入力されたＵＲＬが前記アドレスに対応する場合
に、前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を表示せず、前記入力手段により入力さ
れたＵＲＬが前記アドレスに対応しない場合に、前記コンテンツを表示する際に前記表示
領域を表示するように制御することを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　ＵＲＬを入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力されたＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得す
る取得手段と、
　前記取得手段により取得されたコンテンツを表示する表示手段と、
　前記入力手段により入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を
前記取得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御手段と、
　アクセス制限を行うか否かを設定する設定手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記設定手段によりアクセス制限を行うことが設定されている場合は
、前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を表示せず、前記設定手段によりアクセス
制限を行わないことが設定されている場合は、前記コンテンツを表示する際に前記表示領
域を表示するように制御することを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記入力手段によるＵＲＬの入力は、ユーザの指示に基づいて行われることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記入力手段によるＵＲＬの入力は、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツ内に含まれ
るリンクのアクセス指示に基づいて行われることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示領域はアドレスバーであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に
記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツは、ＨＴＭＬファイル又は画像データファイルであることを特徴とする
請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　ＵＲＬを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得する取得
工程と、
　前記取得工程で取得してコンテンツを表示する表示工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取
得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御工程と、
　前記表示領域を非表示にする設定を行うか否かを設定する設定工程と、を有し、
　前記制御工程では、前記非表示にする設定が前記設定工程で行われている場合は、前記
入力工程で入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取得し
たコンテンツとともに表示するか否かを制御し、前記非表示にする設定が前記設定工程で
行われていない場合には、前記入力工程で入力されたＵＲＬに関わらず、前記表示領域を
前記コンテンツとともに表示するように制御することを特徴とする情報処理装置の制御方
法。
【請求項９】
　ＵＲＬを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得する取得
工程と、
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　前記取得工程で取得してコンテンツを表示する表示工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取
得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御工程と、
　前記表示領域を非表示にするアドレスを保存する保存工程と、を有し、
　前記制御工程では、前記入力工程で入力されたＵＲＬが前記アドレスに対応する場合に
、前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を表示せず、前記入力工程で入力されたＵ
ＲＬが前記アドレスに対応しない場合に、前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を
表示するように制御することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１０】
　ＵＲＬを入力する入力工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得する取得
工程と、
　前記取得工程で取得してコンテンツを表示する表示工程と、
　前記入力工程で入力したＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取
得したコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御工程と、
　アクセス制限を行うか否かを設定する設定工程と、を有し、
　前記制御工程では、前記設定工程でアクセス制限を行うことが設定されている場合は、
前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を表示せず、前記設定工程でアクセス制限を
行わないことが設定されている場合は、前記コンテンツを表示する際に前記表示領域を表
示するように制御することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＷＥＢサーバからコンテンツを取得して表示部に表示する情報処理装置及び
情報処理装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等の情報処理装置は、ネットワークを介して
ＷＥＢサーバに接続された環境で使用されることが多い。このような情報処理装置では、
ＷＥＢサーバから、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）
などの構造化言語ファイルや画像データファイルをコンテンツとして取得する。そして、
この情報処理装置では、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツを、情報処理装置に搭載さ
れたＷＥＢブラウザによって、表示部に表示する。
【０００３】
　このようなＷＥＢブラウザの表示は、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツを表示する
領域を備える。これと共に、このＷＥＢブラウザの表示は、コンテンツを取得したＷＥＢ
サーバのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）アドレスを表示
する領域（アドレスバー）を備える。
【０００４】
　このようなＷＥＢブラウザの表示では、ユーザが、アドレスバーに表示されたＵＲＬア
ドレスを見て、現在ＷＥＢブラウザ上に表示されているコンテンツがどのＷＥＢサーバか
ら取得されたものかを確認することができる。
【０００５】
　また、最近では、スキャナやプリンタを備えたＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
ａｌ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）などの情報処理装置においても、組み込み型のＷＥＢブラ
ウザを搭載したものがある。このようなＭＦＰでは、ネットワークで接続されたＷＥＢサ
ーバのコンテンツを、ＭＦＰ上の操作表示部に表示する。
【０００６】
　しかし、ＭＦＰにおける操作表示部は、筐体のサイズ上の制約やコスト削減の制限があ
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るため、表示画面サイズの小さいものが多い。
【０００７】
　このため、ＭＦＰの表示部は、一般的なＰＣにおけるＷＥＢブラウザと比較した場合に
、コンテンツの一覧性や見栄えが劣る。さらに、ＭＦＰの表示部は、ＭＦＰ自体が有する
機能に関する操作を行うための操作画面をＷＥＢサーバから取得して表示する場合がある
。この場合、アドレスバーにＵＲＬアドレスが表示されることによって、操作画面がＷＥ
Ｂサーバから取得したコンテンツであることがユーザに知られてしまう。つまり、ＭＦＰ
内に予め保持されている操作画面を表示する場合と、ＷＥＢサーバから取得した操作画面
を表示する場合とでアドレスバーの表示の有無が異なるため、ユーザが混乱する原因にな
ってしまうおそれがある。
【０００８】
　このため、ＭＦＰの表示部は、少しでもコンテンツの表示領域を広げるため、またはコ
ンテンツがＷＥＢサーバから取得したものであることをユーザに意識させないために、Ｗ
ＥＢブラウザのアドレスバーを非表示にすることがある。
【０００９】
　また、従来の複写機、プリンタ等の画像処理装置には、ＷＥＢサーバからの指示によっ
て、アドレスバーを含む操作手段を非表示にする制御を行うものが提案されている。この
画像処理装置では、コンテンツ取得元であるＷＥＢサーバから送信された特定の命令に対
応して、ＷＥＢブラウザにおけるアドレスバーを含む画面遷移のための操作部を非表示に
することが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－１８６０６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、近年では、いわゆるフィッシング等によるコンテンツ改ざんの問題が指摘され
ている。このため、情報処理装置では、表示部に表示されたコンテンツが正当なＷＥＢサ
ーバから取得したものかをユーザが確認できるようにするため、アドレスバーによってＵ
ＲＬアドレスを表示することが重要視されている。
【００１２】
　さらに、情報処理装置では、アドレスバーを非表示にすると、現在表示されているコン
テンツが正当なＷＥＢサーバから取得されたものかを確認できなくなるので、ユーザに不
信感を与えてしまう。そこで、従来の情報処理装置では、例え信頼できるＷＥＢサーバか
らのコンテンツを表示している場合でも、常にアドレスバーを表示している。
【００１３】
　このため、従来の情報処理装置では、表示部に表示するコンテンツの表示領域が、アド
レスバーを表示する分だけ狭くなってしまい、表示項目の全てを１ページに表示できなく
なり、一覧性が低下することとなっていた。
【００１４】
　また、従来の情報処理装置には、ＷＥＢサーバからの指示によってアドレスバーを非表
示とすることができるものがある。このような情報処理装置では、悪意のあるＷＥＢサー
バがアドレスバー非表示の指示を送ってＷＥＢサーバのなりすましを行った場合に、ユー
ザがＵＲＬアドレスを確認することができなくなるという問題がある。
【００１５】
　本発明の目的は、予め設定された信頼のおけるＷＥＢサーバからコンテンツを取得した
場合はアドレスバーを非表示にし、操作表示領域を有効活用したコンテンツ表示を可能に
する。さらに、予め設定されていないＷＥＢサーバから取得したコンテンツを表示する場
合には、アドレスバーによるＵＲＬアドレスの表示を行う。これによって、ユーザが、現
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在表示しているコンテンツがどのＷＥＢサーバから取得されたものなのかを確認できるよ
うにした情報処理装置及び情報処理装置の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明の情報処理装置は、ＵＲＬを入力する入力手段と、
前記入力手段により入力されたＵＲＬに対応するコンテンツをＷＥＢサーバから取得する
取得手段と、前記取得手段により取得されたコンテンツを表示する表示手段と、前記入力
手段により入力されたＵＲＬに基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取得し
たコンテンツとともに表示するか否かを制御する制御手段と、前記表示領域を非表示にす
る設定を行うか否かを設定する設定手段と、を有し、前記制御手段は、前記非表示にする
設定が前記設定手段により行われている場合は、前記入力手段により入力されたＵＲＬに
基づいて、ＵＲＬを表示するための表示領域を前記取得したコンテンツとともに表示する
か否かを制御し、前記非表示にする設定が前記設定手段により行われていない場合には、
前記入力手段により入力されたＵＲＬに関わらず、前記表示領域を前記コンテンツととも
に表示するように制御することを特徴とすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、予め設定された信頼のあるＷＥＢサーバのコンテンツを表示している
ときはアドレスバーを非表示にする。これによりコンテンツの一覧性や見栄えを向上でき
、操作部の表示領域を有効利用したコンテンツ表示を行うことができる。さらに、予め設
定されているＷＥＢサーバ以外のＷＥＢサーバから取得したコンテンツを表示する場合に
は、表示画面にアドレスバーを表示させ、そのＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスをユーザが
確認することができるようにする。これにより、ユーザは正当なＷＥＢサーバから取得し
たコンテンツだけを閲覧するようにできるようにして信頼性の向上を図ることができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の情報処理装置の第１実施の形態に係るスキャナやプリンタを備えたＭＦ
Ｐを含む情報処理システムの全体図である。
【図２】本第１実施の形態に係るＭＦＰの構成を示すブロック図である。
【図３】本第１実施の形態に係るＭＦＰに搭載されるＷＥＢブラウザのソフトウェア構成
を示すブロック図である。
【図４】本発明の情報処理装置の第２実施の形態に係るＭＦＰが、ユーザからの指示に基
づいてＷＥＢブラウザにおけるコンテンツ画面表示及びデータの設定を行う一連の処理動
作の手順を示すフローチャートである。
【図５】（Ａ）乃至（Ｄ）は、それぞれ本発明の情報処理装置に係るスキャナやプリンタ
を備えたＭＦＰのＷＥＢブラウザが、操作表示部に表示する画面を例示する説明図である
。
【図６】本第１実施の形態に係るＭＦＰが、ユーザからの指示に基づいてＷＥＢブラウザ
におけるコンテンツ画面表示及びデータの設定を行う一連の処理動作の手順を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の情報処理装置の第１実施の形態に係るスキャナやプリンタを備えたＭＦ
Ｐ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）について、図１乃至図
６を参照しながら説明する。
【００２０】
　本第１実施の形態に係るＭＦＰは、予め設定されたＵＲＬアドレスのＷＥＢサーバから
取得したアドレスに対応するコンテンツを表示する場合に、アドレスバーを非表示にする
。これと共に、このＭＦＰは、予め設定されているＷＥＢサーバ以外のＷＥＢサーバから
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取得したコンテンツを表示する場合に、アドレスバーを表示するように構成されている。
【００２１】
　図１のＭＦＰを含むシステム全体のブロック図に示すように、このシステムでは、ＭＦ
Ｐ１０１と、ＷＥＢサーバ１０２、１０３とが、ネットワークによって接続されている。
このネットワークは、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）１０４やインターネット１
０５によって構成されている。
【００２２】
　また、ＭＦＰ１０１は、紙媒体をスキャンし、そのスキャンデータに基づいて用紙に画
像を形成して出力するコピー機能を持つ。このＭＦＰ１０１は、ＷＥＢブラウザ３００を
搭載しており、ＷＥＢサーバ１０２、１０３に保持されているコンテンツを取得し、操作
表示部２１１に表示することができる。
【００２３】
　次に、ＭＦＰ１０１の構成を、図２のブロック図により説明する。このＭＦＰ１０１は
、スキャナ２１３およびプリンタ２１４を接続するとともに、操作表示部２１１、操作入
力部２１２及びＬＡＮ１０４を接続することが可能なコントローラユニット２００を備え
る。
【００２４】
　このコントローラユニット２００は、システムバス２１０上に各種デバイスと共に配置
された各種制御プログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）２０１を備える。このＣＰＵ２０１は、システムバス２１０を介してＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３に格納されているブートプログラムに基づき
ＭＦＰ１０１を起動する。また、このＣＰＵ２０１は、ＨＤＤ（ハードディスク装置）２
０４に格納されている制御プログラムを読み出し、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２をワークエリアとして所定の処理を実行する。
【００２５】
　ＨＤＤ２０４には、ＷＥＢブラウザ３００の機能を含む、各種制御プログラムが格納さ
れている。要するに、コントローラユニット２００は、ＷＥＢブラウザ３００としての機
能及び動作を実現することになる。さらに、ＨＤＤ２０４には、スキャナ２１３から読み
込んだスキャンデータやネットワークＩ／Ｆ２０７を介して装置外のＷＥＢサーバから取
得したコンテンツデータが格納される。
【００２６】
　また、システムバス２１０上に配置された操作部出力Ｉ／Ｆ２０５は、操作表示部２１
１へのデータ出力通信制御を行う。操作部出力Ｉ／Ｆ２０５に接続された操作表示部２１
１は、ユーザへの表示インターフェースである。この操作表示部２１１は、ＬＣＤ（Ｌｉ
ｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）やＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ）等の表示装置を備える。
【００２７】
　システムバス２１０上に配置された操作部入力Ｉ／Ｆ２０６は、操作表示部２１２から
のデータ入力通信制御を行う。操作部入力Ｉ／Ｆ２０６に接続された操作入力部２１２は
、タッチパネルやハードキーなどの入力装置を備えた、ユーザからの指示入力インターフ
ェースである。
【００２８】
　システムバス２１０上に配置されたネットワークＩ／Ｆ２０７は、ＬＡＮ１０４に接続
され、ＬＡＮ１０４を介した情報の入出力制御を行う。
【００２９】
　システムバス２１０上に配置されたスキャナＩ／Ｆ２０８は、スキャナ２１３から画像
データを入力するとともに、スキャナ制御データの入出力を行う。スキャナ２１３は、Ｃ
ＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）などの光学的な読み取り装置を備
え、紙媒体を光学的に走査して、電子的な画像データとして読み取る機能を持つ。
【００３０】
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　システムバス２１０上に配置されたプリンタＩ／Ｆ２０９は、プリンタ２１４へ出力画
像データを出力するとともに、プリンタ制御データの入出力を行う。プリンタ２１４は、
電子的な画像データを、用紙などの記録媒体上に画像として形成する機能を持つ。
【００３１】
　次に、ＭＦＰ１０１に搭載されるＷＥＢブラウザのソフトウェア構成について図３を参
照して説明する。
【００３２】
　図３に示すＷＥＢブラウザ３００は、情報処理装置１０１内のコントローラユニット２
００に含まれるＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２０３又はＨＤＤ２０４に格納された制御プログ
ラムを読み出して実行することで実現される。
【００３３】
　ＷＥＢブラウザ３００に搭載されたコンテンツ取得部３０１は、ネットワークＩ／Ｆ２
０７を介して、装置外のＷＥＢサーバと通信を行う機能を備える。より具体的には、ユー
ザからの指示を受けてＷＥＢサーバからコンテンツを要求したり、要求に基づいてＷＥＢ
サーバから送信されたコンテンツを受信したりする。
【００３４】
　ＷＥＢブラウザ３００のコンテンツ解析部３０２は、コンテンツ取得部３０１によって
取得されたコンテンツを解析し、操作表示部２１１に表示する画面を形成する。すなわち
、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツを取得したＷＥＢサーバのアドレスを操作表示部
に表示する画面を作成するアドレス描画手段を備える。ＷＥＢサーバから取得したコンテ
ンツは、主にＨＴＭＬなどの構造化言語ファイルや画像データファイルによって作成され
ており、操作表示部２１１に表示する操作画面の内容が記述されている。
【００３５】
　ＷＥＢブラウザ３００の画面表示処理部３０３は、コンテンツ解析部３０２によって解
析され、形成された表示画面を操作表示部２１１に表示するように、操作部出力Ｉ／Ｆ２
０５に対して指示する。すなわち、このＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ取得手段に
よって取得したコンテンツの内容を解析し、操作表示部に表示する画面を作成するコンテ
ンツ描画手段を備える。
【００３６】
　これにより、操作表示部２１１に、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツの内容が表示
される。また、ＷＥＢブラウザ３００の各種設定を行う設定画面の表示も指示する。
【００３７】
　ＷＥＢブラウザ３００の操作指示入力部３０４は、操作部入力Ｉ／Ｆ２０６を介して、
ユーザからの入力指示を受け付ける。この操作指示入力部３０４が受け付ける指示には、
ＵＲＬアドレス（アドレス情報）の入力設定指示、操作表示部２１１に表示されたコンテ
ンツ表示画面内に含まれるリンクのアクセス指示及びＷＥＢブラウザ３００の設定画面に
おける設定指示等がある。
【００３８】
　ＷＥＢブラウザ３００の非表示アドレス制御部３０５は、ユーザが入力した、アドレス
バーを非表示にするＷＥＢサーバのＵＲＬアドレス（アドレス情報）の登録指示を受け付
ける。この非表示アドレス制御部３０５は、アドレスバーを非表示にするＷＥＢサーバの
ＵＲＬアドレス（アドレス情報）の登録指示を、非表示アドレスデータ３０７としてＲＡ
Ｍ２０２又はＨＤＤ２０４に保存する。また、この非表示アドレス制御部３０５は、必要
に応じて、保存されている非表示アドレスデータ３０７をＲＡＭ２０２又はＨＤＤ２０４
から読み出す。すなわち、このＷＥＢブラウザ３００は、操作表示部にアドレスを表示し
ないコンテンツ取得元のアドレス情報を取得する非表示アドレス情報取得手段を備える。
【００３９】
　さらに、アクセス制御アドレス設定部３０６は、ユーザが入力した、アクセスを許可す
るＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスの登録指示を受け付ける。このアクセス制御アドレス設
定部３０６は、アクセスを許可するＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスの情報を、アクセス許
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可アドレスデータ３０８として、ＲＡＭ２０２又はＨＤＤ２０４に保存する。
【００４０】
　要するに、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ取得を許可するＷＥＢサーバのアドレ
ス情報を保存する取得可能アドレス情報保存手段を備える。
【００４１】
　また、アクセス制御アドレス設定部３０６は、必要に応じて、保存されているアクセス
許可アドレスデータ３０８をＲＡＭ２０２又はＨＤＤ２０４から読み出す。
【００４２】
　次に、ＭＦＰ１０１が、ユーザからの指示を受け、その指示の元にＷＥＢブラウザにお
けるコンテンツ画面表示及びデータの設定を行う一連の処理動作を図４のフローチャート
を参照して説明する。この図４のフローチャートに示す各動作は、ＭＦＰ１０１のＣＰＵ
２０１がＲＯＭ２０３又はＨＤＤ２０４に格納されている制御プログラムを実行すること
により実現される。
【００４３】
　このコンテンツ画面表示及びデータの設定処理では、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザ
からの操作指示を受けるまで待機する（ステップＳ４０１でＮＯ）。
【００４４】
　そして、操作指示入力部３０４が、操作部入力Ｉ／Ｆ２０６を介して、ユーザからのＷ
ＥＢブラウザ３００に対するさまざまな操作指示を受け付けた場合（ステップＳ４０１で
ＹＥＳ）には、次のステップＳ４０２へ進む。
【００４５】
　ステップＳ４０２では、ＷＥＢブラウザ３００が、操作指示入力部３０４によってユー
ザから入力された操作指示の判別を行う。ここでは、ＷＥＢブラウザ３００は、ユーザか
ら入力された操作指示がアドレスバー表示禁止アドレスの設定登録の指示かどうかを判定
する。
【００４６】
　ここで、ＷＥＢブラウザ３００が、操作表示部２１１に表示する操作画面は、図５（Ａ
）～（Ｄ）に例示する如くである。この操作画面は、ＷＥＢブラウザ３００の画面表示処
理部３０３が、操作部出力Ｉ／Ｆ２０５を介して操作表示部２１１に表示する。
【００４７】
　ＷＥＢブラウザ３００は、操作表示部２１１に図５（Ａ）に示すようなアドレスバー表
示禁止アドレスの設定画面を表示する。
【００４８】
　ここで、アドレスバー表示禁止アドレスとは、ＷＥＢブラウザ３００が、操作表示部２
１１にアドレスバーを表示しないＵＲＬアドレスを言う。このアドレスバー表示禁止アド
レスが、コンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスと一致した場合に、ＷＥＢ
ブラウザ３００は、操作表示部２１１にアドレスバーを表示しないように制御する。
【００４９】
　このアドレスバー表示禁止アドレスの設定にあたっては、通常、ユーザがＷＥＢサーバ
のＵＲＬアドレスを確認する必要のない、信頼性のあるＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを
設定する。
【００５０】
　要するに、このＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ取得手段がコンテンツを取得する
ＷＥＢサーバのアドレスが、取得可能アドレス情報保存手段のアドレス情報と一致した場
合にのみコンテンツ取得する。ＷＥＢブラウザ３００は、このようにコンテンツ取得手段
を制御する取得制御手段（アクセス制御手段）を備える。
【００５１】
　また、上述のように設定された場合は、予めＵＲＬアドレス（アドレス情報）を登録し
た信頼性のあるＷＥＢサーバから取得したコンテンツを表示している場合にのみアドレス
バーを表示させないようにできる。そして、操作表示部２１１の領域にアドレスバーを表
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示しない場合には、表示領域の一部がアドレスバーの表示のために占有されないので、表
示領域全体を有効に活用してコンテンツ表示を行うことができる。
【００５２】
　図５（Ａ）に示すアドレスバー非表示アドレス設定ダイアログ５００上には、アドレス
バー非表示設定スイッチ５０１とアドレスバー非表示アドレス設定エディットボックス５
０２が表示される。
【００５３】
　このアドレスバー非表示設定スイッチ５０１は、アドレスバー非表示アドレスが設定さ
れている場合に、ＵＲＬアドレスの比較によるアドレスバーの非表示処理を行うかどうか
を設定するためのスイッチである。
【００５４】
　要するに、このＷＥＢブラウザ３００は、操作入力手段によってユーザから入力された
、操作表示部にアドレスを表示しないコンテンツ取得元のアドレスを、非表示アドレス情
報保存手段に保存する非表示アドレス設定手段を備える。
【００５５】
　このアドレスバー非表示設定スイッチ５０１が有効になっている場合に、ＷＥＢブラウ
ザ３００は、非表示アドレスデータ３０７の登録済みＵＲＬアドレスと、コンテンツを取
得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスとを比較する。そして、ＷＥＢブラウザ３００は、
これらの比較の結果、一致したアドレスバーの非表示処理を行う。
【００５６】
　図５（Ａ）に示すアドレスバー非表示アドレス設定エディットボックス５０２は、アド
レスバーを非表示にするコンテンツ取得元のＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを指定するた
めの編集領域である。このアドレスバー非表示アドレス設定エディットボックス５０２は
、複数のＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを指定することが可能に構成されている。
【００５７】
　また、複数のＵＲＬアドレスが設定された場合には、ＷＥＢブラウザ３００がコンテン
ツを取得するＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスが、そのアドレスバー非表示アドレスの何れ
かのＵＲＬアドレスと一致するかを判別する。
【００５８】
　そして、取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスが、指定されているアドレスバー非表
示アドレスの何れかと一致している場合には、アドレスバーを非表示にしてコンテンツ表
示を行う。
【００５９】
　図５（Ａ）に示すアドレスバー非表示アドレス設定ＯＫボタン５０３は、このアドレス
バー非表示アドレス設定ダイアログ５００においてユーザが設定した項目を確定するため
のボタンである。
【００６０】
　次に、図４のフローチャートに示すステップＳ４０２では、ＷＥＢブラウザ３００が、
ユーザからの操作入力指示がアドレスバー非表示アドレス設定ＯＫボタン５０３の押下指
示であるかどうかを判断する。
【００６１】
　そして、ＷＥＢブラウザ３００がアドレスバー非表示アドレス設定ＯＫボタン５０３の
押下指示だと判断した場合（ステップＳ４０２でＹＥＳ）には、次のステップＳ４１０の
処理を行う。
【００６２】
　ステップＳ４１０では、非表示アドレス制御部３０５が、ユーザのアドレスバー非表示
アドレス設定の登録指示に従って、非表示アドレスデータ３０７をＲＡＭ２０２又はＨＤ
Ｄ２０４に保存後、ステップＳ４０１の処理に戻る。この非表示アドレスデータ３０７は
、アドレスバー非表示アドレス設定スイッチ５０１の値及びアドレスバー非表示アドレス
設定エディットボックス５０２のＵＲＬアドレスのデータを含む。
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【００６３】
　また、ステップＳ４０２において、ＷＥＢブラウザ３００は、ユーザからの操作入力指
示がアドレスバー非表示アドレス設定の登録指示ではないと判断した場合（ステップＳ４
０２でＮＯ）、ステップＳ４０３へ進む。
【００６４】
　このステップＳ４０３では、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザからの操作入力指示がＵ
ＲＬアドレスへのアクセス指示であるかどうかを判断する。ここで言う、ＵＲＬアドレス
のアクセス指示とは、操作表示部２１１に表示されたコンテンツ内のリンクに対するアク
セス指示と、ユーザがＵＲＬアドレスを直接入力したＷＥＢサーバに対するアクセス指示
とを含む。
【００６５】
　また、ＷＥＢブラウザ３００がＵＲＬアドレスへのアクセス指示ではないと判断した場
合（ステップＳ４０３でＮＯ）は、ステップＳ４０１の処理に戻る。
【００６６】
　さらに、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザからの操作入力指示がＵＲＬアドレスへのア
クセス指示であると判断した場合（ステップＳ４０３でＹＥＳ）には、ステップＳ４０４
の処理へ進む。このステップＳ４０４では、コンテンツ取得部３０１が、ユーザによって
アクセスを指示されたＵＲＬアドレスのＷＥＢサーバからコンテンツを取得する。
【００６７】
　次に、ステップＳ４０５へ進み、ＷＥＢブラウザ３００は、ステップＳ４１０で保存し
た非表示アドレスデータ３０７の値をもとに、アドレスバー非表示アドレス設定スイッチ
５０１の値が有効かどうかを判断する。すなわち、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ
を取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスの比較によるアドレスバーの非表示処理を行う
設定かどうかを判断する。
【００６８】
　ＷＥＢブラウザ３００は、アドレスバー非表示アドレス設定スイッチ５０１の値が無効
であると判断した場合（ステップＳ４０５でＮＯ）は、後述するステップＳ４０７の処理
を行う。
【００６９】
　また、ＷＥＢブラウザ３００がアドレスバー非表示アドレス設定スイッチ５０１の値が
有効であると判断した場合（ステップＳ４０５でＹＥＳ）には、ステップＳ４０６の処理
へ進む。
【００７０】
　このステップＳ４０６において、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツを取得したＷＥ
ＢサーバのＵＲＬアドレスが、非表示アドレスデータ３０７のＵＲＬアドレスと一致する
かどうかを判断する。
【００７１】
　ＷＥＢブラウザ３００がコンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスが非表示
アドレスデータ３０７のＵＲＬアドレスと一致しないと判断した場合（ステップＳ４０６
でＮＯ）には、ステップＳ４０７の処理へ進む。
【００７２】
　このステップＳ４０７において、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ解析部３０２に
対して、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツの解析とコンテンツ表示画面の生成を指示
する。さらに、ＷＥＢブラウザ３００は、画面表示処理部３０３に対して、コンテンツ解
析部３０２によって生成されたコンテンツ表示画面データを、操作表示部２１１に表示す
るように指示する。
【００７３】
　次にステップＳ４０８において、ＷＥＢブラウザ３００は、ステップＳ４０４において
コンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを表示したアドレスバー表示画面を
形成する。さらに、ＷＥＢブラウザ３００は、画面表示処理部３０３に対して、そのアド
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レスバー表示画面の表示を指示する。要するに、このＷＥＢブラウザ３００は、コンテン
ツ描画手段およびアドレス描画手段から画面を取得して操作部に表示する表示手段を備え
る。
【００７４】
　その後、画面表示処理部３０３は、ステップＳ４０９において、操作部出力Ｉ／Ｆ２０
５を介して操作表示部２１１に、指示されたコンテンツ表示画面とアドレスバー表示画面
とを表示する。
【００７５】
　ここで、ＷＥＢブラウザ３００は、操作表示部２１１に図５（Ｂ）に示すようなＷＥＢ
ブラウザの画面を表示する。このＷＥＢブラウザの画面では、コンテンツ表示領域５１０
とアドレスバー表示領域５１１とが操作表示部２１１に表示される。
【００７６】
　このコンテンツ表示領域５１０には、ステップＳ４０７で生成したコンテンツ表示画面
が表示される。これと共に、アドレスバー表示領域５１１には、ステップＳ４０８で生成
したアドレスバー表示画面が表示される。
【００７７】
　この表示では、アドレスバー表示領域５１１に、現在コンテンツ表示領域５１０に表示
しているコンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレス表示をする。これにより、
ユーザは自分が閲覧しているコンテンツがどのＷＥＢサーバにより提供されているものか
を知ることができ、安心感を得ることができる。なお、コンテンツ表示領域５１０は、ア
ドレスバー表示画面の分だけ狭くなる。
【００７８】
　次に、ＷＥＢブラウザ３００が、コンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレス
が非表示アドレスデータ３０７のＵＲＬアドレスと一致すると判断した場合（ステップＳ
４０６でＹＥＳ）には、ステップＳ４１１の処理へ進む。
【００７９】
　このステップＳ４１１において、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ解析部３０２に
対して、ＷＥＢサーバから取得したコンテンツの解析とコンテンツ表示画面の生成を指示
する。このとき、ＷＥＢブラウザ３００は、アドレスバー表示領域５１１の表示が無いも
のとして、拡大されたコンテンツ表示画面の生成を指示する。さらに、ＷＥＢブラウザ３
００は、画面表示処理部３０３に対して、コンテンツ解析部３０２によって生成されたコ
ンテンツ表示画面データを、操作表示部２１１に表示するように指示する。
【００８０】
　次に、画面表示処理部３０３は、ステップＳ４１２に進み、操作部出力Ｉ／Ｆ２０５を
介して操作表示部２１１に、指示されたコンテンツ表示画面の表示を行う。
【００８１】
　ここで、ＷＥＢブラウザ３００は、操作表示部２１１に図５（Ｃ）に示すようなＷＥＢ
ブラウザの画面を表示する。このＷＥＢブラウザの画面では、コンテンツ表示領域５２０
にコンテンツ表示画面のみを表示し、アドレスバーを操作表示部２１１の画面に表示しな
い。
【００８２】
　要するに、このＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ取得手段がコンテンツを取得した
ＷＥＢサーバのアドレス情報と、非表示アドレス情報取得手段によって得られたアドレス
情報とを比較する。そして、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ取得元のアドレスが、
非表示アドレス情報と一致した場合に、アドレス描画手段が作成した画面を前記表示手段
に表示しないように制御するアドレス表示制御手段を備える。
【００８３】
　これにより、操作表示部２１１には、コンテンツ表示領域５２０を広く表示することが
でき、コンテンツ表示における一覧性や操作性を向上することができる。例えば、操作表
示部２１１には、画面全面に渡ってコンテンツを表示できるので、コンテンツの一部が隠
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されることが無い分、表示内容を一覧できる。
【００８４】
　また、図４に示した一連の処理によって、予めユーザが登録したＵＲＬアドレスと、Ｕ
ＲＬアドレスが一致するＷＥＢサーバのコンテンツを表示したときのみ、アドレスバーを
非表示にすることができる。このため、本第１実施の形態に係わるＭＦＰでは、アドレス
バーが表示されていなくても、意図したＷＥＢサーバから取得したコンテンツを閲覧して
いるという安心感をユーザに与えることができる。
【００８５】
　次に、本発明の第２実施の形態について、図６のフローチャートを参照しながら説明す
る。
【００８６】
　本第２実施の形態では、本発明の情報処理装置の一例であるＭＦＰが、予め登録された
ＷＥＢサーバにのみアクセスを許可するアクセス制限を行っている場合に限ってアドレス
バーを非表示とする。また、そうでない場合には、アドレスバーを表示するように構成さ
れている。なお、本第２実施の形態におけるシステム構成等は、前述した第１実施の形態
と同等であるため、ここでは、第１実施の形態と異なる部分について説明することとし、
共通部分の説明を省略する。
【００８７】
　この図６のフローチャートに示す各動作は、ＭＦＰ１０１のＣＰＵ２０１が、ＲＯＭ２
０３又はＨＤＤ２０４に格納された制御プログラムを実行することにより実現される。
【００８８】
　このコンテンツ画面表示及びデータの設定処理では、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザ
からの操作指示を受けるまで待機する（ステップＳ６０１でＮＯ）。
【００８９】
　そして、操作指示入力部３０４が、操作部入力Ｉ／Ｆ２０６を介して、ユーザからのＷ
ＥＢブラウザ３００に対するさまざまな操作指示を受け付けた場合（ステップＳ４０１で
ＹＥＳ）には、次のステップＳ６０２へ進む。
【００９０】
　ステップＳ６０２では、ＷＥＢブラウザ３００が、操作指示入力部３０４によってユー
ザから入力されたユーザの操作指示の判別を行う。ここでは、ＷＥＢブラウザ３００は、
ユーザからの操作指示が予め登録されたＷＥＢサーバのみを閲覧可能にするアクセス制限
の設定指示かどうかを判定する。
【００９１】
　ここで、ＷＥＢブラウザ３００が、操作表示部２１１に表示するアクセス制限設定アド
レスの設定画面は、図５（Ｄ）に例示する如くである。このアクセス制限設定アドレスと
は、アクセス制限設定アドレスと、コンテンツを取得するＷＥＢサーバのＵＲＬアドレス
とが一致した場合にのみ、ＷＥＢブラウザ３００が、ＷＥＢサーバへのアクセスを許可す
るアドレスである。
【００９２】
　また、アクセス制限設定アドレスと、コンテンツを取得するＷＥＢサーバのＵＲＬアド
レスとが一致しない場合には、ＷＥＢサーバへのアクセスそのものを禁止する。このアク
セス制限設定アドレスを指定する場合には、通常、信頼性のあるＷＥＢサーバのＵＲＬア
ドレスを指定する。
【００９３】
　図５（Ｄ）に示すアクセス制限設定アドレス設定ダイアログ５３０上には、アクセス制
限設定スイッチ５３１とアクセス許可アドレス設定エディットボックス５３２が表示され
る。このアクセス制限設定スイッチ５３１は、ＷＥＢブラウザ３００が、登録されたＵＲ
Ｌアドレスとの比較による、ＷＥＢサーバに対するアクセス制限そのものを行うかどうか
を設定するためのスイッチである。このアクセス制限設定スイッチ５３１が有効になって
いる状況で、ＷＥＢブラウザ３００は、予め登録されたＵＲＬアドレスとＵＲＬアドレス
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が一致するＷＥＢサーバに対してのみアクセスする取得制御を行う。
【００９４】
　図５（Ｄ）に示すアクセス許可アドレス設定エディットボックス５３２は、コンテンツ
を取得する際にアクセスを許可するコンテンツ取得元のＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを
指定する編集領域である。このアクセス許可アドレス設定エディットボックス５３２は、
複数のＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを指定することが可能に構成されている。
【００９５】
　図５（Ｄ）に示すアクセス制限設定ＯＫボタン５３３は、このアクセス制限アドレス設
定ダイアログ５３０においてユーザが設定した項目を確定するためのボタンである。
【００９６】
　次に、図６のフローチャートに示すステップＳ６０２では、ＷＥＢブラウザ３００が、
ユーザからの操作入力指示がアクセス制限設定ＯＫボタン５３３の押下指示であるかどう
かを判断する。
【００９７】
　そしてＷＥＢブラウザ３００が、アクセス制限設定ダイアログ５３０において、ユーザ
からの操作入力指示がアクセス制限設定ＯＫボタン５３３の押下指示だと判断した場合に
は、ステップＳ６０９の処理へ移行する。
【００９８】
　ステップＳ６０９では、アクセス制限アドレス設定部３０６が、ユーザのアクセス制限
設定の登録指示に従って、アクセス許可アドレスデータ３０８をＲＡＭ２０２又はＨＤＤ
２０４に保存後、ステップＳ６０１の処理に戻る。このアクセス許可アドレスデータ３０
８は、アクセス制限設定スイッチ５３１の値及びアクセス許可アドレス設定エディットボ
ックス５３２のＵＲＬアドレスを含む。
【００９９】
　また、ステップＳ６０２において、ＷＥＢブラウザ３００は、ユーザからの操作入力指
示がアクセス制限設定ＯＫボタン５３３の押下指示ではないと判断した場合（ステップＳ
６０２でＮＯ）、ステップＳ６０３の処理へ進む。
【０１００】
　このステップＳ６０３では、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザからの操作入力指示がＵ
ＲＬアドレスへのアクセス指示であるかどうかを判断する。ここで、ＵＲＬアドレスへの
アクセス指示ではないと判断した場合は、ステップＳ６０１の処理に戻る。
【０１０１】
　さらに、ＷＥＢブラウザ３００が、ユーザからの操作入力指示がＵＲＬアドレスへのア
クセス指示であると判断した場合（ステップＳ６０３でＹＥＳ）には、ステップＳ６０４
の処理へ進む。
【０１０２】
　このステップＳ６０４では、ＷＥＢブラウザ３００が、アクセス許可アドレスデータ３
０８のアクセス制限設定スイッチ５３１の値が有効に設定されているかどうかを判断する
。そしてアクセス制限設定スイッチの値が無効であると判断された場合（ステップＳ６０
４でＮＯ）、つまりＵＲＬアドレスによるＷＥＢサーバへのアクセス制限が行われていな
いと判断された場合は、ステップＳ６１０の処理へ進む。
【０１０３】
　このステップＳ６１０では、コンテンツ取得部３０１が、ユーザによってアクセスを指
示されたＵＲＬアドレスのＷＥＢサーバからコンテンツを取得する。
【０１０４】
　次に、ステップＳ６１１からステップＳ６１３までの処理によって、まず、ＷＥＢブラ
ウザ３００は、ステップＳ６１０で取得したコンテンツの解析とコンテンツ表示画面の生
成を、コンテンツ解析部３０２に指示する。次に、ＷＥＢブラウザ３００は、画像表示処
理部３０３に対して、コンテンツ解析部３０２が生成したコンテンツ表示画面の表示を指
示する。次に、ＷＥＢブラウザ３００は、画像表示処理部３０３に対して、アドレスバー
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表示画面の表示を指示する。そして画像表示処理部３０３は、操作部出力Ｉ／Ｆ２０５を
介して操作表示部２１１に、コンテンツ表示画面とアドレスバー表示画面の表示を行う。
【０１０５】
　なお、上述した一連の処理は、第１実施の形態で説明した図４におけるステップＳ４０
７からステップＳ４０９の処理と同等である。
【０１０６】
　ステップＳ６１３の処理の後、操作表示部２１１には、図５（Ｂ）に示すように、コン
テンツ表示領域５１０とアドレスバー表示領域５１１とが操作表示部２１１に表示された
画面が表示される。
【０１０７】
　このように、本第２実施の形態に係わる情報処理装置では、操作表示部２１１の画面に
アドレスバーを表示する。これにより、ユーザは、現在のコンテンツ表示領域５１０に表
示しているコンテンツを取得したＷＥＢサーバのＵＲＬアドレスを確認することができる
。
【０１０８】
　よって、ユーザは、ＷＥＢサーバに対するアクセス制限が行われていない場合に悪意の
あるＷＥＢサーバから取得したコンテンツによって、ユーザが意図しないＷＥＢサーバに
接続されているかを確認できる。これにより、ユーザは、安心してコンテンツの閲覧がで
きる。
【０１０９】
　次に、図６に示すステップＳ６０４において、アクセス制限スイッチ５３１の値が有効
であると判断された場合（ステップＳ６０４でＹＥＳ）には、ステップＳ６０５の処理へ
進む。すなわち、この場合は、ＵＲＬアドレスによるＷＥＢサーバへのアクセス制限が行
われていないと判断された場合である。
【０１１０】
　次に、ステップＳ６０５において、ＷＥＢブラウザ３００は、ユーザによってアクセス
指示されたＵＲＬアドレスが、アクセス許可アドレスデータ３０８のＵＲＬアドレスと一
致するかどうかを判断する。
【０１１１】
　ユーザからアクセス指示されたＵＲＬアドレスが、アクセス許可アドレスデータ３０８
のＵＲＬアドレスと一致しないと判断された場合（ステップＳ６０５でＮＯ）は、不正な
アクセスとみなし、何も処理を行わずに終了する。
【０１１２】
　また、ユーザからアクセス指示されたＵＲＬアドレスが、アクセス許可アドレスデータ
３０８のＵＲＬアドレスと一致すると判断された場合（ステップＳ６０５でＹＥＳ）は、
ステップＳ６０６の処理へ進む。
【０１１３】
　次に、ステップＳ６０６で、コンテンツ取得部３０１は、ユーザからアクセス指示され
たＵＲＬアドレスのＷＥＢサーバからコンテンツを取得する。
【０１１４】
　さらに、ＷＥＢブラウザ３００は、コンテンツ解析部３０２に対して、ステップＳ６０
６において取得したコンテンツの解析とコンテンツ表示画面の生成を指示する。これと共
に、ＷＥＢブラウザ３００は、画像表示処理部３０３に対して、生成したコンテンツ表示
画面の表示を指示する（ステップＳ６０７）。
【０１１５】
　また、画面表示処理部３０３は、操作部出力Ｉ／Ｆ２０５を介して、操作表示部２１１
に、コンテンツ表示画面の表示を行う。
【０１１６】
　なお、ステップＳ６０７からＳ６０８までの一連の処理は、前述した第１実施の形態に
おけるステップＳ４１１からＳ４１２の処理と同等である。
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【０１１７】
　このステップＳ６０８の処理の後、操作表示部２１１には、図５（Ｃ）に示すようなＷ
ＥＢブラウザの画面が表示される。この画面では、コンテンツ表示領域５２０のみが表示
され、アドレスバーは画面に表示されない。
【０１１８】
　また、アクセス制限が設定されている場合には、アクセスを許可しているＷＥＢサーバ
のコンテンツのみが表示される。
【０１１９】
　要するに、このＷＥＢブラウザ３００では、取得可能アドレス情報保存手段が、全ての
アドレスにアクセス許可を与える設定にされている場合には、アドレス描画手段が作成し
た画面を前記表示手段に表示する。これと共に、特定のアドレスのみにアクセス許可が与
えられている場合には、アドレス描画手段が作成した画面を表示手段に表示しないように
制御するアドレス表示制御手段を備える。
【０１２０】
　よって、本第２実施の形態に係わる情報処理装置では、ユーザが意図しないＷＥＢサー
バのコンテンツを表示する虞がないため、アドレスバーが表示されなくてもユーザに不信
感を与えることがない。さらに、この情報処理装置では、アクセス制限が設定されている
場合に、ユーザに不安感を与えることなく、コンテンツ表示領域５２０を広く表示するこ
とができ、コンテンツ表示における一覧性や操作性を向上することができる。
【０１２１】
　なお、本発明は上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し
ない範囲で、その他種々の形態を採り得ることは勿論である。
【０１２２】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１２３】
１０１　ＭＦＰ
１０２　ＷＥＢサーバ
１０３　ＷＥＢサーバ
１０４　ＬＡＮ
３００　ＷＥＢブラウザ
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【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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