
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　

　
　

　

　

　

【請求項２】
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通信装置に表示されるコンテンツを提供する情報処理システムにおいて、
オリジナル画像を記憶するオリジナル画像記憶手段と、
前記オリジナル画像を分割した複数の部分画像及び警告メッセージへのリンク情報を前

記通信装置が有するキーとそれぞれ対応づけて記述し、前記複数の部分画像を前記キーの
位置に合わせて配列して前記通信装置で表示させるための第１のデータを作成する第１の
データ作成手段と、

前記作成された第１のデータを前記通信装置へ出力する第１の出力手段と、
前記出力された第１のデータに基づき、前記複数の部分画像を前記キーの位置に合わせ

て配列して前記通信装置で表示させる表示手段と、
前記通信装置で押下されたキーと対応するリンク情報を前記通信装置から受信する受信

手段と、
前記受信手段により前記警告メッセージへのリンク情報が受信されれば、前記警告メッ

セージ及び前記複数の部分画像を前記通信装置で表示させるための第２のデータを作成す
る第２のデータ作成手段と、

前記作成された第２のデータを前記通信装置へ出力する第２の出力手段を備えたことを
特徴とする情報処理システム。

請求項１において、



　前記受信手段により前記部分画像へのリンク情報が受信されれば、前記リンク情報に基
づく前記部分画像を前記オリジナル画像から取得する部分画像取得手段と、
　
　

　

【請求項３】
　
　
　
　前記出力された第３のデータに基づき、前記拡大画像が通信装置で表示された後に前記
受信手段が再度同じリンク情報を受信した場合、前記記憶された縮小画像群を読み出す読
出手段と、
　

　

【請求項４】
　
　
　

　
　

　

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信装置に表示されるコンテンツを提供する情報処理システム及び情報処理方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、携帯電話からインターネットが利用できるようになってきている。
【０００３】
すでに市場に出ている携帯電話に搭載されているブラウザにはインターネットの規格を策
定しているＷ３Ｃ（ World Wide Web Consortium）で策定されたＣＯＭＰＡＣＴ－ＨＴＭ
Ｌ（ＣＯＭＰＡＣＴ－ Hypertext Markup Language）と呼ばれる携帯機器向けのＨＴＭＬ
が搭載されものがある。
【０００４】
ＣＯＭＰＡＣＴ－ＨＴＭＬには、従来利用されてきたＨＴＭＬに、入力の手間を省く手段
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前記取得された部分画像から拡大画像を作成する拡大画像作成手段と、
前記作成された拡大画像を前記通信装置で表示させるための第３のデータを作成する第

３のデータ作成手段と、
前記作成された第３のデータを前記通信装置へ出力する第３の出力手段を備えたことを

特徴とする情報処理システム。

請求項２において、
前記画像を分割した複数の部分画像の縮小画像を作成する縮小画像作成手段と、
前記作成された縮小画像群を記憶する縮小画像群記憶手段と、

前記読み出された縮小画像群を前記通信装置で表示させるための第４のデータを作成す
る第４のデータ作成手段と、

前記作成された第４のデータを前記通信装置へ出力する第４の出力手段を備えたことを
特徴とする請求項１記載の情報処理システム。

通信装置に表示されるコンテンツを提供する情報処理方法において、
オリジナル画像を記憶するオリジナル画像記憶ステップと、
前記オリジナル画像を分割した複数の部分画像及び警告メッセージへのリンク情報を前

記通信装置が有するキーとそれぞれ対応づけて記述し、前記複数の部分画像を前記キーの
位置に合わせて配列して前記通信装置で表示させるための第１のデータを作成する第１の
データ作成ステップと、

前記作成された第１のデータを前記通信装置へ出力する第１の出力ステップと、
前記出力された第１のデータに基づき、前記複数の部分画像を前記キーの位置に合わせ

て配列して前記通信装置で表示させる表示ステップと、
前記通信装置で押下されたキーと対応するリンク情報を前記通信装置から受信する受信

ステップと、
前記受信ステップにより前記警告メッセージへのリンク情報が受信されれば、前記警告

メッセージ及び前記複数の部分画像を前記通信装置で表示させるための第２のデータを作
成する第２のデータ作成ステップと、

前記作成された第２のデータを前記通信装置へ出力する第２の出力ステップを備えたこ
とを特徴とする情報処理方法。



としてリンクタグにアクセスキーと呼ばれるテンキーの番号を割当て、該当する指定がで
きるようになっている。これにより、態々リンクの位置までカーソルキーを移動し、ＯＫ
ボタンなどで選択する手間を省き、ＨＴＭＬ内にテンキーの数字を指定することにより１
キーで指定リンクへジャンプすることが可能になった。
【０００５】
また、ＣＯＭＰＡＣＴ－ＨＴＭＬブラウザ搭載携帯電話などの小型の情報機器に対して画
像を表示させるサービスを提供しようとした場合、サーバが携帯電話の画像サイズにあわ
せて画像を縮小し、縮小した画像を携帯電話に送信する処理が必要となる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、携帯電話機の小さな表示部に画像を表示させるために画像サイズを縮小し
た場合、縮小したために見難くなってしまうことがある。また、画像の一部に興味がある
場合には、サーバは画像全体を拡大した拡大表示用の画像を作成し、携帯電話に送信しな
ければならず、携帯電話は拡大表示用の全体画像を新たに受信してその一部だけを表示す
る必要がある。これは、ユーザは画像の一部を拡大したいだけなのに、不必要な部分もサ
ーバから受信しなければならず、受信時間、通信料金、通信資源、メモリ資源などさまざ
まな面で問題がある。
【０００７】
また、上記問題を解決するために、拡大したい一部だけを指定し、その部分だけをサーバ
が拡大して携帯電話に送信するようにすることが考えられるが、拡大する部分を指定する
方法がなかったり、実際に表示された拡大画像は元画像の全体のどの部分であるかがわか
りずらいという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、画像の一部を拡大表示する場合の操作を直感的にわかりやすくし、
操作性を向上させることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は、オリジナル画像を記憶するオリジナル画像記憶手
段と、前記オリジナル画像を分割した複数の部分画像及び警告メッセージへのリンク情報
を前記通信装置が有するキーとそれぞれ対応づけて記述し、前記複数の部分画像を前記キ
ーの位置に合わせて配列して前記通信装置で表示させるための第１のデータを作成する第
１のデータ作成手段と、前記作成された第１のデータを前記通信装置へ出力する第１の出
力手段と、前記出力された第１のデータに基づき、前記複数の部分画像を前記キーの位置
に合わせて配列して前記通信装置で表示させる表示手段と、前記通信装置で押下されたキ
ーと対応するリンク情報を前記通信装置から受信する受信手段と、前記受信手段により前
記警告メッセージへのリンク情報が受信されれば、前記警告メッセージ及び前記複数の部
分画像を前記通信装置で表示させるための第２のデータを作成する第２のデータ作成手段
と、前記作成された第２のデータを前記通信装置へ出力する第２の出力手段を備えたこと
を特徴とする。
【００１０】
　また、通信装置に表示されるコンテンツを提供する情報処理方法において、オリジナル
画像を記憶するオリジナル画像記憶ステップと、前記オリジナル画像を分割した複数の部
分画像及び警告メッセージへのリンク情報を前記通信装置が有するキーとそれぞれ対応づ
けて記述し、前記複数の部分画像を前記キーの位置に合わせて配列して前記通信装置で表
示させるための第１のデータを作成する第１のデータ作成ステップと、前記作成された第
１のデータを前記通信装置へ出力する第１の出力ステップと、前記出力された第１のデー
タに基づき、前記複数の部分画像を前記キーの位置に合わせて配列して前記通信装置で表
示させる表示ステップと、前記通信装置で押下されたキーと対応するリンク情報を前記通
信装置から受信する受信ステップと、前記受信ステップにより前記警告メッセージへのリ
ンク情報が受信されれば、前記警告メッセージ及び前記複数の部分画像を前記通信装置で
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表示させるための第２のデータを作成する第２のデータ作成ステップと、前記作成された
第２のデータを前記通信装置へ出力する第２の出力ステップを備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、通信装置に表示されるコンテンツを提供する情報処理方法において、画像を記憶
する記憶ステップと、前記画像を分割した複数の部分画像の情報と前記通信装置が有する
キーがそれぞれ対応づけて記述され、前記複数の部分画像を前記キーの位置に合わせて配
列して表示させるための第１のデータを作成する第１のデータ作成ステップと、前記作成
された第１のデータを前記通信装置へ出力する第１の出力ステップと、前記複数の部分画
像を前記キーの位置に合わせて配列して前記通信装置で表示させる表示ステップと、前記
通信装置で押下されたキーに割り当てられている部分画像の情報を受信する受信ステップ
と、前記受信された部分画像の情報と対応する部分画像を前記記憶された画像から取得す
る取得ステップと、前記取得された部分画像を前記通信装置で表示させるための第２のデ
ータを作成する第２のデータ作成ステップと、前記作成された第２のデータを前記通信装
置へ出力する第２の出力ステップを備えたことを特徴とする情報処理方法を提供する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１６】
（実施形態１）
図１は本実施形態を説明する上で構成されるネットワークの構成を簡単に示している。
【００１７】
図１には、ブラウザを搭載し画像表示が可能な携帯電話１と、携帯電話１をインターネッ
トや専用線サービスなどに接続することを実現する各電話会社が提供する携帯電話ゲート
ウェイ（以下携帯電話ＧＷ）２とによって、ＷＥＢサービスシステム６に接続することが
可能なネットワークが構成されている。
【００１８】
ＷＥＢサービスシステム６は、アプリケーションが動作可能なＷＥＢサーバー３と、ＷＥ
Ｂサービスに必要な接続機種の情報やアクセス許可データを有するデータベース（以下Ｄ
Ｂ）５と、携帯電話１に表示するためのオリジナルの画像を格納している画像データベー
ス（以下画像ＤＢ）４によって構成されている。
【００１９】
携帯電話１の携帯電話ブラウザにはＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission Control Protocol/Inte
rnet Protocol）上で動作する HTTPプロトコル（ Hypertext Transfer Protocol）が実装さ
れており携帯電話ＧＷ２によって容易にＷＥＢサーバー３へ接続、コンテンツ表示などを
実現することができる。
【００２０】
図２は携帯電話１の概略を示している。
【００２１】
携帯電話１にはブラウザの情報を表示することが可能な表示画面１０と、電話番号やメー
ルアドレス、メール本文等の入力に使用される数字やアルファベットを有するテンキー部
１１が装備されている。これらの装備は通常の携帯電話には必ず搭載されているといって
もよい。テンキー部１１には、電話をかけるために必要最低限の数字キー１から０と、シ
ャープ、アスタリスクが用意されている。
【００２２】
図３はＨＴＭＬ言語とテンキーの関係について説明する図である。
【００２３】
先に記述したＣＯＭＰＡＣＴ－ＨＴＭＬと呼ばれるＨＴＭＬではモバイル環境などで利用
する携帯電話やＰＤＡ（ Personal Digital Assistant）などにおいてキー操作を軽減する
ために、アクセスキーと呼ばれる属性が用意されている。このアクセスキー属性を利用可
能なタグに記述することにより指定した番号のテンキーを押下するだけで、アクセスキー
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記述タグの動作をおこなえるというものである。
【００２４】
実際にどのように記述するかをテンキー１１とＣＯＭＰＡＣＴ－ＨＴＭＬ１４のサンプル
を用いて説明する。
【００２５】
たとえば、ある任意のリンク先にジャンプ（選択、表示）させたい場合、リンク情報のア
ンカータグ＜Ａ　ＨＲＥＦ＝ "リンク情報 "＞の中にアクセスキー属性と指定したいテンキ
ー番号を記述する。アクセスキーとして利用するテンキー番号を「３」とし、リンク先を
「リンク情報」としたければ図３のように、＜Ａ　ＨＲＥＦ＝ "リンク情報 "　ＡＣＣＥＳ
ＳＫＥＹ＝ "３ "＞と記述することになる。
【００２６】
これによってＨＴＭＬページを表示している時にテンキー１１の３番キーを押下するだけ
で、アクセスキー「３」に割当てられたリンク情報先へジャンプすることができる。
【００２７】
このように簡単な記述により、ＰＣブラウザで行ってきたカーソルでリンクまで移動して
リターンキーで選択するといったキー操作や、マウスでリンクを選択して、クリックとい
った方法を１つのキーを押下することで実現するとことができ、入力インターフェースの
貧弱な小型機器においては使いやすい機能である。
【００２８】
本実施形態で実際にアクセスキーをどのように利用していくかを図４以降を用いて説明す
る。
【００２９】
図４は、携帯電話１の表示画面１０にオリジナル画像をテンキー１１のキー番号「１」～
「９」の配置と同じ配置で９分割し、かつ画面内に全て収まるようにサイズ変更された部
分画像群１５をテンキーと同じ配置に整列して表示したものである。部分画像はＴＡＢＬ
Ｅタグにより整列されて表示される。
【００３０】
図５は、部分画像１５の任意の１画像２０（本実施形態ではテンキー１１の「７」の位置
の画像）を拡大表示したものである。この画像２０を表示するにはテンキー番号７（２６
）を押下することにより表示される。
【００３１】
つまり図６のように、部分画像群１５の部分画像６１はテンキー１１の「１」が、部分画
像６２はテンキー１１の「２」が、部分画像６３はテンキー１１の「３」が、部分画像６
４はテンキー１１の「４」が、部分画像６５はテンキー１１の「５」が、部分画像６６は
テンキー１１の「６」が、部分画像６７はテンキー１１の「７」が、部分画像６８はテン
キー１１の「８」が、部分画像６９はテンキー１１の「９」が、アクセスキーとして関連
付けされていて、各キーが押下されると、対応する部分画像が携帯電話１の表示画面に拡
大表示される（図５参照）。
【００３２】
次に処理の流れを説明する。
【００３３】
図７はＷＥＢサービスシステム６のＷＥＢサーバー３の構成を示している。携帯機器など
に搭載されているブラウザはＰＣブラウザと同様に USER_AGENT情報を有しており、サーバ
ーはサーバー接続時にそれを携帯電話から受信して取得することにより、どの機種（のブ
ラウザ）から接続されているかを知ることができる。これに基づき取得した USER_AGENT情
報から接続している携帯電話の表示画面に表示可能な画面サイズや画像フォーマットを得
たり、またはＤＢ５にカスタマイズ可能な情報として記憶しておくことにより表示させる
画像サイズなどをカスタマイズすることができる。利用法としては、携帯電話の表示画面
に表示可能な画面サイズをオーバーさせないようにするサイズ調整などに利用する。
【００３４】

10

20

30

40

50

(5) JP 3890241 B2 2007.3.7



具体的には、まず、携帯電話１がＷＥＢサーバー３に接続すると、機種判別部３０によっ
て携帯電話から送られてきた USER_AGENT情報から機種情報を得る。そして、レイアウト処
理部３２はＤＢ処理部３４を介してＤＢ５に格納されている情報から接続している携帯電
話１の表示画面のサイズを検索し、携帯電話１が表示させようとしているオリジナル画像
のサイズが取得した機種の表示画面サイズに適しているかを判断する。
【００３５】
適していない場合には、画像処理部３３によってテンキー１１のキー番号「１」～「９」
の各キーの配置に対応する部分画像を切り出す。また同時に、携帯電話の表示画面に全て
の部分画像を表示できるように、例えば、切り出した部分画像を表示画面の９分の１に縮
小したサムネイル画像（以下、部分縮小画像）作成し、レイアウト処理部３２で、各部分
縮小画像をテンキー１１の配置にあわせて配置し、各部分縮小画像にアクセスキーとして
テンキー１１の対応する各キーを割当てたＨＴＭＬデータを作成し、ＨＴＭＬ出力処理部
３１を介して携帯電話１に対して提供する。また、切り出した各部分画像を表示させる画
面サイズにあわせてサイズ調整し、テンキー操作による拡大時の部分画像（拡大画像）を
作成し、この各拡大画像を各部分縮小画像に割当てられたアクセスキーに対応するリンク
先として割当ててＷＥＢサーバー３のメモリ（図示せず）に記憶する。
【００３６】
携帯電話１ではＷＥＢサーバー３から提供されたＨＴＭＬをもとに図４に示すような部分
縮小画像群の表示が行われ、アクセスキーによって図５に示すような各部分縮小画像の拡
大画像を表示させることができる。
【００３７】
図７の一連動作を図８のフローチャートを用いて説明する。
【００３８】
処理１を開始する。開始は携帯電話１などの携帯機器からアクセス開始されたところから
である。
【００３９】
ステップ４０により機種判別手段３０はアクセスしてきた携帯電話１の機種を判定し、そ
の機種情報からレイアウト処理部３２は表示に適した画像サイズの比較をステップ４１に
て行う。
【００４０】
ステップ４１の比較の結果、オリジナル画像がそのまま携帯電話１の表示画面に表示可能
な画像である場合は、そのままステップ４５へ進んでオリジナル画像をサイズ調整するこ
となしにＨＴＭＬデータを作成し、作成したＨＴＭＬデータをＨＴＭＬ出力処理部３１を
介して携帯電話へ出力する（ステップ４６）。このときデフォルトで全体の画像を表示す
る。これは拡大表示する必要が無いからである。
【００４１】
ステップ４１の比較の結果、オリジナル画像が携帯電話１の表示領域に収まらずかつ極端
に縮小率が大きい場合には、画像処理部３３は上述した画像の切り出し、サイズ調整を行
い、該当する機種の携帯電話１の表示画面に収まる形式で変換処理し（ステップ４２）、
ステップ４３で部分縮小画像群を作成すると共に、ステップ４４で各部分縮小画像に対応
する拡大画像を作成してメモリに記憶する。次に、ステップ４５で、レイアウト処理部３
２は作成した部分縮小画像群を元に上述したような各部分縮小画像とテンキーとが対応付
けられたＨＴＭＬを作成し、ステップ４６でＨＴＭＬ出力処理部により携帯電話へ出力し
、携帯電話１に表示させる。
【００４２】
これにより、ユーザは部分縮小画像と位置関係が関連付けられた１～９までのテンキーを
選択することにより、拡大画面へ遷移できる。
【００４３】
また、レイアウト処理部３２は、ステップ４５においてＨＴＭＬを作成する際には、各部
分縮小画像のアクセスキーに割当てられていないキー（キー番号「０」、アスタリスク、
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シャープ）が押下された場合には警告が行われるように、これらのキーのリンク先を設定
してＨＴＭＬを作成する。
【００４４】
図９は、携帯電話１に図４に示したような部分縮小画像群または図５に示すような拡大画
像が表示されている場合に、テンキーが押下されたときのＷＥＢサーバー３の処理を説明
している。
【００４５】
携帯電話１にて任意のテンキーが押下されると、押下されたテンキーに割当てられている
リンク先の情報がＷＥＢサーバー３に送られる。ＷＥＢサーバー３は、このリンク情報を
確認する（ステップ９０）。
【００４６】
ステップ９０で確認したリンク情報のリンク先が拡大表示画像である場合は（部分縮小画
像群の表示中にテンキー１１の「１」～「９」が押下された場合や拡大画像の表示中に他
の拡大画像の表示を指示するキーが押下された場合）、対応する拡大画像をメモリ（図示
せず）から検索し（ステップ９１、９２）、該当する拡大画像を表示するためのＨＴＭＬ
を作成する（ステップ９３）。なお、拡大画像を表示するＨＴＭＬを作成する際には、同
じ番号のキーをもう一度押下すれば部分縮小画像群の表示に戻るように、対応する番号の
キーを部分縮小画像群を表示するためのアクセスキーとして割当ててＨＴＭＬを作成する
。そして、作成したＨＴＭＬを携帯電話１に出力する（ステップ９４）。また、拡大画像
を表示させる場合は、縮小画像群の表示に速やかに戻れるように、縮小画像群を一時的に
メモリ（図示せず）に記憶しておく。
【００４７】
また、携帯電話機１にて拡大画像を表示した後に再度同じ番号のキーが押下されたことに
より、ステップ９１で確認したリンク情報のリンク先が縮小画像群である場合（例えば、
キー番号「１」を押下して対応する拡大画像を表示させた後に再度キー番号「１」が押下
された場合）、一時的にメモリに記憶しておいた部分縮小画像群を読み出し（ステップ９
１、９６）、部分縮小画像群を表示するためのＨＴＭＬを作成し（ステップ９３）、携帯
電話１に出力する（ステップ９４）。
【００４８】
また、ステップ９１で確認したリンク情報のリンク先に対応する拡大画像を表示できない
場合（例えば、キー番号「０」、アスタリスク、シャープが押下された場合）は、部分縮
小画像群と共に表示させる警告メッセージを作成し（ステップ９５）、この警告メッセー
ジが部分縮小画像群と共に表示されるようにＨＴＭＬを作成して（ステップ９３）、携帯
電話１に出力する（ステップ９４）。
【００４９】
以上のように、本実施形態によれば、携帯電話に表示させる画像のオリジナル画像が携帯
電話の表示画面より大きい場合、テンキーの位置関係に対応させて画像を複数に分割し、
各部分画像から部分縮小画像を作成し、携帯電話の表示画面に、各部分縮小画像に拡大表
示を指示する際のアクセスキーとして各テンキーを割りあてた部分縮小画像群を表示させ
る。これにより、各部分縮小画像の拡大画像を指示する場合のキー操作を直感的にわかり
やすくし、操作性を向上させることができる。また、拡大画像の表示に使用したキーを再
度押下すれば、部分縮小画像群の表示に戻れるので、部分縮小画像群の表示に戻る際の操
作が簡単に行える。
【００５０】
また、部分画像に割当てられていないキーが押下された場合には、警告を行えるようにし
たので、ユーザが部分画像に割当てられていないキーを容易に判断することができる。
【００５１】
（実施形態２）
上記実施形態１では、携帯電話がＷＥＢサーバーにアクセスしてきた時に、部分縮小画像
とその拡大画像を作成して記憶しておき、携帯電話がテンキー操作により拡大画像の表示
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を要求してきた場合には、携帯電話のアクセス時に作成しておいた拡大画像を表示させて
いた。本実施形態では、携帯電話がＷＥＢサーバーにアクセスしてきた時には、部分縮小
画像だけを作成しておき、必ず表示されるかわからない拡大画像は携帯電話が拡大画像を
要求して起きた時に作成するようにし、ＷＥＢサーバーの処理の負荷と、使用メモリの領
域を軽減する。
【００５２】
なお、本実施形態のネットワーク構成は実施形態１と同様なので説明は省略する。
【００５３】
図１０は本実施形態のＷＥＢサーバー３に携帯電話１がアクセスしてきた際の処理を示す
フローチャートである。
【００５４】
携帯電話１などの携帯機器からアクセスが開始されたると、処理３は開始される。
【００５５】
ＷＥＢサーバー３に携帯電話１がアクセスしてくると、機種判別部３０は、アクセスして
きた携帯電話１の機種を得る（ステップ１００）。そして、レイアウト処理部３２はＤＢ
処理部３４を介してＤＢ５に格納されている情報から接続している携帯電話１の表示画面
のサイズを検索し、検索した携帯電話１の表示画面サイズとオリジナル画像のサイズを比
較することにより、携帯電話１が表示させようとしているオリジナル画像のサイズが取得
した機種の表示画面サイズに適しているかを判断する（ステップ１０１）。
【００５６】
この比較の結果、オリジナル画像がそのまま携帯電話１の表示画面に表示可能な画像であ
る場合そのままステップ１０４へ進んで画像をサイズ調整することなしにＨＴＭＬデータ
を作成し、作成したＨＴＭＬデータをＨＴＭＬ出力処理部３１を介して携帯電話へ出力す
る（ステップ１０５）。このときデフォルトで全体の画像を表示する。これは拡大表示す
る必要が無いからである。
【００５７】
ステップ１０１の比較の結果、オリジナル画像が携帯電話１の表示領域に収まらずかつ極
端に縮小率が大きい場合には、画像処理部３３はオリジナル画像からテンキー１１の各キ
ーの配置に対応する部分画像を切り出し、切り出した部分画像をキー配置と同じ配置に並
べた際に携帯電話１の表示画面に収まるように、例えば、各部分画像を表示画面の９分の
１のサイズになるように縮小してサイズ調整して部分縮小画像を作成する（ステップ１０
２、１０３）。そして、レイアウト処理部３２で、各部分縮小画像をテンキー１１の配置
にあわせて配置し、各部分縮小画像にアクセスキーとしてテンキー１１の対応する各キー
を割当て、部分縮小画像をキー配置と同じ配置に並べたＨＴＭＬデータを作成する（ステ
ップ１０４）。また、レイアウト処理部３２は、ステップ１０４においてＨＴＭＬを作成
する際には、各部分縮小画像のアクセスキーに割当てられていないキー（キー番号「０」
、アスタリスク、シャープ）が押下された場合には警告が行われるように、これらのキー
のリンク先を設定してＨＴＭＬを作成する。そして、作成したＨＴＭＬをＨＴＭＬ出力処
理部３１を介して携帯電話１に対して出力し、図４に示すような部分縮小画像群を表示さ
せる（ステップ１０５）。
【００５８】
これにより、ユーザは部分縮小画像と位置関係が関連付けられた１～９までのテンキーを
選択することにより、拡大画面へ遷移できる。
【００５９】
図１１は、携帯電話１に図４に示したような部分縮小画像群または図５に示すような拡大
画像が表示されている場合に、テンキーが押下されたときのＷＥＢサーバー３の処理を説
明している。
【００６０】
任意のテンキーが押下されると、押下されたテンキーに割当てられているリンク先の情報
がＷＥＢサーバー３に送られる。ＷＥＢサーバー３は、このリンク情報を確認する（ステ
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ップ１１０）。
【００６１】
ステップ１１０で確認したリンク情報のリンク先が拡大表示画像である場合は（部分縮小
画像群の表示中にテンキー１１の「１」～「９」が押下された場合や拡大画像の表示中に
他の拡大画像の表示を指示するキーが押下された場合）、オリジナル画像から対応する部
分の画像を切り出し、切り出した各部分画像を表示させる画面サイズにあわせてサイズ調
整し、拡大画像を作成する（ステップ１１１、１１２、１１３）。そして、作成された拡
大画像を表示するためのＨＴＭＬを作成する（ステップ１１４）。なお、拡大画像を表示
するＨＴＭＬを作成する際には、同じ番号のキーをもう一度押下すれば部分縮小画像群の
表示に戻るように、対応する番号のキーを部分縮小画像群を表示するためのアクセスキー
として割当ててＨＴＭＬを作成する。そして、作成したＨＴＭＬを携帯電話１に出力する
（ステップ１１５）。また、拡大画像を表示させる場合は、縮小画像群の表示に速やかに
戻れるように、縮小画像群を一時的にメモリ（図示せず）に記憶しておく。
【００６２】
また、携帯電話機１にて拡大画像を表示した後に再度同じ番号のキーが押下されたことに
より、ステップ１１１で確認したリンク情報のリンク先が縮小画像群である場合（例えば
、キー番号「１」を押下して対応する拡大画像を表示させた後に再度キー番号「１」が押
下された場合）、一時的にメモリに記憶しておいた部分縮小画像群を読み出し（ステップ
１１１、１１７）、部分縮小画像群を表示するためのＨＴＭＬを作成し（ステップ１１４
）、携帯電話１に出力する（ステップ１１５）。
【００６３】
また、ステップ１１１で確認したリンク情報のリンク先に対応する拡大画像を表示できな
い場合（例えば、キー番号「０」、アスタリスク、シャープが押下された場合）は、部分
縮小画像群と共に表示させる警告メッセージを作成し（ステップ１１６）、この警告メッ
セージが部分縮小画像群と共に表示されるようにＨＴＭＬを作成して（ステップ１１４）
、携帯電話１に出力する（ステップ１１５）。
【００６４】
以上のように、本実施形態によれば、拡大画像を表示する時にだけ必要な拡大画像を作成
するようにしたので、実施形態１の効果に加え、ＷＥＢサーバーの処理の負荷を軽減する
ことができる。また、表示されるかわからない拡大画像を記憶しておく必要がなくなるの
で、使用メモリの領域を軽減することもできる。
【００６５】
上記実施例１、２の説明では、拡大画像を表示した後に部分縮小画像群の表示に戻る場合
には、拡大画像の表示の際に押下した番号と同じ番号のキーを押下するようにした。しか
しながら、拡大画像の指定に使用されていないキー（例えば、番号「０」、アスタリスク
、シャープ）を、部分縮小画像群に戻るためのアクセスキーとして割当てるようにしても
よい。この場合、拡大画像や部分縮小画像群の指定に使用されていない他のキーが押下さ
れた場合に、警告メッセージを表示するようにする。
【００６６】
このようにすることにより、どの部分の拡大画像が表示されていても共通のキーで部分縮
小画像群の表示に戻ることができ、操作性を更に向上することができる。
【００６７】
【発明の効果】
　本発明によれば、ユーザがどのキーを押せば画像の一部を拡大表示でき、どのキーを押
せば操作誤りであるかを直感的にわかりやすくし、操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を説明するためのネットワーク構成図。
【図２】本発明の実施形態の説明で使用される携帯電話およびテンキー部。
【図３】本発明の実施形態を説明するためのＨＴＭＬ言語におけるアクセスキー属性とテ
ンキーの関係を説明する図。
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【図４】本発明の実施形態における画像の部分縮小画像郡の表示例。
【図５】本発明の実施形態における部分画像の拡大表示例。
【図６】本発明の実施形態における部分縮小画像とテンキーの関係を示す図。
【図７】本発明の実施形態におけるＷＥＢサーバー構成図。
【図８】本発明の実施形態１におけるＷＥＢサーバーの動作フローチャート。
【図９】本発明の実施形態１におけるＷＥＢサーバーの動作フローチャート。
【図１０】本発明の実施形態２におけるＷＥＢサーバーの動作フローチャート。
【図１１】本発明の実施形態２におけるＷＥＢサーバーの動作フローチャート。
【符号の説明】
１　携帯電話
２　携帯電話ゲートウェイ
３　ＷＥＢサーバー
４　画像データベース
５　データベース
６　ＷＥＢサービスシステム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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