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(57)【要約】
【課題】　Ｗｅｂページを部分的に表示部に表示する際
に、Ｗｅｂページのホームポジションとなる表示範囲を
各ユーザ毎に自動的に検出して表示する。
【解決手段】　Ｗｅｂページの表示時に、制御部が、操
作部のキー入力パターンを検出し、この検出したユーザ
のキー入力パターンで示されるユーザが意図している操
作を解析する。ユーザのキー入力パターンが、Ｗｅｂペ
ージ上のホームポジションを示すキー入力パターンであ
る場合、そのとき表示部に表示しているＷｅｂページ上
の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初の
表示範囲となるホームポジションとして、該Ｗｅｂペー
ジのＵＲＬ情報と共にＵＲＬ別ホームポジションデータ
ＤＢに自動的に登録する。そして、次回以降、そのＷｅ
ｂページを表示する際に、ＵＲＬ別ホームポジションＤ
Ｂに登録されているホームポジションの表示範囲を表示
部に最初に表示する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段と、
　上記表示制御手段で上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する
表示範囲検出手段と、
　上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作を示す情報が記憶
されたキー入力パターンデータベースと、
　各ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）と共に、該各Ｗｅｂ
ページを表示する際の最初の表示範囲となるホームポジションを登録するためのＵＲＬ別
ホームポジションデータベースと、
　上記表示制御手段による上記Ｗｅｂページの表示時において、上記操作手段のキー入力
パターンを検出するキー入力パターン検出手段と、
　上記キー入力パターン検出手段で検出された上記操作手段のキー入力パターンに基づい
て、上記キー入力パターンデータベースに記憶されている上記ユーザが意図している操作
内容を示す情報を参照し、上記キー入力パターン検出手段で検出された上記キー入力パタ
ーンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、
上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページ
に対応するホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共に、上記ＵＲＬ別
ホームポジションデータベースに登録するホームポジション登録手段と
　を有し、
　上記表示制御手段は、Ｗｅｂページを上記表示手段に表示する際に、該表示するＷｅｂ
ページのＵＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該
表示するＷｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポ
ジションの表示範囲を上記表示手段に最初に表示すること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置であって、
　上記ホームポジション登録手段は、上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースにホー
ムポジションを登録する際に、同じＵＲＬのＷｅｂページに対応するホームポジションが
既に登録済みの場合、上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲
を、そのＷｅｂページに対応する新たなホームポジションとして上記ＵＲＬ別ホームポジ
ションデータベースに更新登録すること
　を特徴とする表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の表示制御装置であって、
　上記ホームポジション登録手段は、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー
入力パターンを検出する毎に、上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の
表示範囲を、そのＷｅｂページに対応するホームポジション候補として、上記ＵＲＬ別ホ
ームポジションデータベースにそれぞれ登録すると共に、該ＵＲＬ別ホームポジションデ
ータベースに登録済みのホームポジション候補と同じ表示範囲が上記表示範囲検出手段で
検出される毎に、当該ホームポジション候補の重複検出回数を示すカウント値をインクリ
メントし、
　上記表示制御手段は、Ｗｅｂページを上記表示手段に表示する際に、該表示するＷｅｂ
ページのＵＲＬ情報に対応する各ホームポジション候補の上記カウント値を上記ＵＲＬ別
ホームポジションデータベースから検出し、所定値以上のカウント値を有する各ホームポ
ジション候補の中から最も高いカウント値を有するホームポジション候補の表示範囲を上
記表示手段に最初に表示すること



(3) JP 2008-262371 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

　を特徴とする表示制御装置。
【請求項４】
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、表示制御手段が、
該表示手段の画面サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に
該Ｗｅｂページの表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する
上記Ｗｅｂページの表示範囲を変更して表示する表示ステップと、
　表示範囲検出手段が、上記ステップで上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表
示範囲を検出する表示範囲検出ステップと、
　上記表示ステップにおける上記Ｗｅｂページの表示時において、キー入力パターン検出
手段が、上記操作手段のキー入力パターンを検出するキー入力パターン検出ステップと、
　ホームポジション登録手段が、上記キー入力パターン検出ステップで検出された上記操
作手段のキー入力パターンに基づいて、上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザ
が意図している操作を示す情報が記憶されたキー入力パターンデータベースを参照し、上
記キー入力パターン検出ステップで検出された上記キー入力パターンが、上記Ｗｅｂペー
ジ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、上記表示範囲検出ステッ
プで検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初
の表示範囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform
 Resource Locator）と共にＵＲＬ別ホームポジションデータベースに登録するホームポ
ジション登録ステップと
　を有し、
　上記表示ステップでは、上記表示制御手段が、表示するＷｅｂページのＵＲＬ情報に基
づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該表示するＷｅｂページの
ＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポジションの表示範囲を上
記表示手段に最初に表示すること
　を特徴とする表示制御方法。
【請求項５】
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記表示制御手段として機能させることで上記表示手段に表示された上
記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する表示範囲検出手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記表示制御手段として機能させることで上記Ｗｅｂページを上記表示
手段に表示している間、上記操作手段のキー入力パターンを検出するキー入力パターン検
出手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記キー入力パターン検出手段として機能させることで検出された上記
操作手段のキー入力パターンに基づいて、上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユー
ザが意図している操作を示す情報が記憶されたキー入力パターンデータベースを参照し、
上記キー入力パターン検出手段としてコンピュータを機能させることで検出された上記操
作手段のキー入力パターンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パ
ターンである場合に、コンピュータを上記表示範囲検出手段として機能させることで検出
された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初の表示範
囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resourc
e Locator）と共にＵＲＬ別ホームポジションデータベースに登録するホームポジション
登録手段としてコンピュータを機能させ、
　上記表示制御手段としてコンピュータを機能させる際に、表示するＷｅｂページのＵＲ
Ｌ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該表示するＷｅ
ｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポジションの表
示範囲を上記表示手段に最初に表示する上記表示制御手段としてコンピュータを機能させ
ること
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　を特徴とする表示制御プログラム。
【請求項６】
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段と、
　上記表示制御手段で上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する
表示範囲検出手段と、
　上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作を示す情報が記憶
されたキー入力パターンデータベースと、
　各ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）と共に、該各Ｗｅｂ
ページを表示する際の最初の表示範囲となるホームポジションを登録するためのＵＲＬ別
ホームポジションデータベースと、
　上記表示制御手段による上記Ｗｅｂページの表示時において、上記操作手段のキー入力
パターンを検出するキー入力パターン検出手段と、
　上記キー入力パターン検出手段で検出された上記操作手段のキー入力パターンに基づい
て、上記キー入力パターンデータベースに記憶されている上記ユーザが意図している操作
内容を示す情報を参照し、上記キー入力パターン検出手段で検出された上記キー入力パタ
ーンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、
上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページ
に対応するホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共に、上記ＵＲＬ別
ホームポジションデータベースに登録するホームポジション登録手段と
　を有し、
　上記表示制御手段は、Ｗｅｂページを上記表示手段に表示する際に、該表示するＷｅｂ
ページのＵＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該
表示するＷｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポ
ジションの表示範囲を上記表示手段に最初に表示すること
　を特徴とする携帯端末装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示部に表示可能な、例えば携帯
電話機、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（PDA：Person
al Digital Assistant）、ノート型或いはデスクトップ型のパーソナルコンピュータ装置
等に適用して好適な表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラム、及び携帯端末
装置に関する。特には、表示部の画面サイズ（＝解像度）がＷｅｂページ全体のサイズよ
りも小さく、該Ｗｅｂページを部分的表示する際に、ユーザが頻繁に閲覧する部分を自動
的に検出して、以後、この頻繁に閲覧する部分をホームポジションとして、上記Ｗｅｂペ
ージの表示を行う際に最初に表示するようにした表示制御装置、表示制御方法、表示制御
プログラム、及び携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－２０９５３８号の公開特許公報（特許文献１）に、Ｗｅｂページの閲覧
時に、携帯端末等の小さな表示部しか持たない情報機器であっても、ユーザにスクロール
操作等の手間を取らせることなく、ユーザにとって重要度の高い情報が含まれる部分を優
先的に表示部に表示することを目的とした表示装置が開示されている。
【０００３】
　この表示装置の場合、Ｗｅｂページ閲覧時にそのページを一時的にページ保存部に保存
しておき、再度同じＷｅｂページの閲覧がなされた際に、制御部が、前回、ページ保存部
に保存しておいたページ内容との比較を行うことで更新されている箇所の検出を行う。そ
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して、この更新された箇所が、表示部中の所定の位置に表示されるよう表示範囲を移動さ
せ該表示部に表示する。これにより、ユーザにスクロール操作等の手間を取らせることな
く、ユーザにとって重要度の高い情報が含まれている可能性の高い箇所を含む部分を優先
的に表示することができる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２０９５３８号公報（第８頁～第９頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、Ｗｅｂページを部分的に表示する際に、ユーザが優先的な表示を希望する部分
は、そのＷｅｂページでユーザが頻繁に閲覧している部分であり、必ずしも更新がなされ
ている部分とは限らないうえ、このユーザが頻繁に閲覧する部分は、各ユーザ毎に異なる
ものである。
【０００６】
　しかし、特許文献１に開示されている表示装置の場合、更新がなされている箇所を含む
部分が、全てのユーザが優先的な表示を希望する部分であると擬制して表示するようにな
っているため、各ユーザ毎に真に優先的な表示を希望する部分を表示することは困難とな
る問題がある。
【０００７】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、各ユーザが真に閲覧を希望するＷ
ｅｂページ上の部分を、該各ユーザ毎にそれぞれ自動的に検出して、そのＷｅｂページを
表示手段上に部分的に表示する際に、該検出した部分を最初に表示することができるよう
な表示制御装置、表示制御方法、表示制御プログラム、及び携帯端末装置の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る表示制御装置は、上述の課題を解決するための手段として、
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段と、
　上記表示制御手段で上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する
表示範囲検出手段と、
　上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作を示す情報が記憶
されたキー入力パターンデータベースと、
　各ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）と共に、該各Ｗｅｂ
ページを表示する際の最初の表示範囲となるホームポジションを登録するためのＵＲＬ別
ホームポジションデータベースと、
　上記表示制御手段による上記Ｗｅｂページの表示時において、上記操作手段のキー入力
パターンを検出するキー入力パターン検出手段と、
　上記キー入力パターン検出手段で検出された上記操作手段のキー入力パターンに基づい
て、上記キー入力パターンデータベースに記憶されている上記ユーザが意図している操作
内容を示す情報を参照し、上記キー入力パターン検出手段で検出された上記キー入力パタ
ーンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、
上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページ
に対応するホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共に、上記ＵＲＬ別
ホームポジションデータベースに登録するホームポジション登録手段と
　を有する。
【０００９】
　そして、上記表示制御手段が、Ｗｅｂページを上記表示手段に表示する際に、該表示す
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るＷｅｂページのＵＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参
照し、該表示するＷｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、この
ホームポジションの表示範囲を上記表示手段に最初に表示する。
【００１０】
　また、本発明に係る表示制御方法は、上述の課題を解決するための手段として、
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、表示制御手段が、
該表示手段の画面サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に
該Ｗｅｂページの表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する
上記Ｗｅｂページの表示範囲を変更して表示する表示ステップと、
　表示範囲検出手段が、上記ステップで上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表
示範囲を検出する表示範囲検出ステップと、
　上記表示ステップにおける上記Ｗｅｂページの表示時において、キー入力パターン検出
手段が、上記操作手段のキー入力パターンを検出するキー入力パターン検出ステップと、
　ホームポジション登録手段が、上記キー入力パターン検出ステップで検出された上記操
作手段のキー入力パターンに基づいて、上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザ
が意図している操作を示す情報が記憶されたキー入力パターンデータベースを参照し、上
記キー入力パターン検出ステップで検出された上記キー入力パターンが、上記Ｗｅｂペー
ジ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、上記表示範囲検出ステッ
プで検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初
の表示範囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform
 Resource Locator）と共にＵＲＬ別ホームポジションデータベースに登録するホームポ
ジション登録ステップと
　を有する。
【００１１】
　そして、上記表示ステップにおいて、上記表示制御手段が、表示するＷｅｂページのＵ
ＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該表示するＷ
ｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポジションの
表示範囲を上記表示手段に最初に表示する。
【００１２】
　また、本発明に係る表示制御プログラムは、上述の課題を解決するために、
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記表示制御手段として機能させることで上記表示手段に表示された上
記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する表示範囲検出手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記表示制御手段として機能させることで上記Ｗｅｂページを上記表示
手段に表示している間、上記操作手段のキー入力パターンを検出するキー入力パターン検
出手段としてコンピュータを機能させ、
　コンピュータを上記キー入力パターン検出手段として機能させることで検出された上記
操作手段のキー入力パターンに基づいて、上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユー
ザが意図している操作を示す情報が記憶されたキー入力パターンデータベースを参照し、
上記キー入力パターン検出手段としてコンピュータを機能させることで検出された上記操
作手段のキー入力パターンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パ
ターンである場合に、コンピュータを上記表示範囲検出手段として機能させることで検出
された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初の表示範
囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resourc
e Locator）と共にＵＲＬ別ホームポジションデータベースに登録するホームポジション
登録手段としてコンピュータを機能させる。
【００１３】
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　そして、上記表示制御手段としてコンピュータを機能させる際に、表示するＷｅｂペー
ジのＵＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参照し、該表示
するＷｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、このホームポジシ
ョンの表示範囲を上記表示手段に最初に表示する上記表示制御手段としてコンピュータを
機能させる。
【００１４】
　また、本発明に係る携帯端末装置は、上述の課題を解決するための手段として、
　Ｗｅｂページ（Web：World Wide Web）を表示手段に表示する際に、該表示手段の画面
サイズに対応する上記Ｗｅｂページの範囲を表示範囲として、部分的に該Ｗｅｂページの
表示を行うと共に、操作手段の操作に応じて、上記表示手段に表示する上記Ｗｅｂページ
の表示範囲を変更して表示する表示制御手段と、
　上記表示制御手段で上記表示手段に表示された上記Ｗｅｂページの表示範囲を検出する
表示範囲検出手段と、
　上記操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作を示す情報が記憶
されたキー入力パターンデータベースと、
　各ＷｅｂページのＵＲＬ情報（URL：Uniform Resource Locator）と共に、該各Ｗｅｂ
ページを表示する際の最初の表示範囲となるホームポジションを登録するためのＵＲＬ別
ホームポジションデータベースと、
　上記表示制御手段による上記Ｗｅｂページの表示時において、上記操作手段のキー入力
パターンを検出するキー入力パターン検出手段と、
　上記キー入力パターン検出手段で検出された上記操作手段のキー入力パターンに基づい
て、上記キー入力パターンデータベースに記憶されている上記ユーザが意図している操作
内容を示す情報を参照し、上記キー入力パターン検出手段で検出された上記キー入力パタ
ーンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合に、
上記表示範囲検出手段で検出された上記Ｗｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページ
に対応するホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共に、上記ＵＲＬ別
ホームポジションデータベースに登録するホームポジション登録手段と
　を有する。
【００１５】
　そして、上記表示制御手段が、Ｗｅｂページを上記表示手段に表示する際に、該表示す
るＷｅｂページのＵＲＬ情報に基づいて上記ＵＲＬ別ホームポジションデータベースを参
照し、該表示するＷｅｂページのＵＲＬ情報に対応するホームポジションを検出し、この
ホームポジションの表示範囲を上記表示手段に最初に表示する。
【００１６】
　このような本発明は、操作手段の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作
を示す情報が記憶されたキー入力パターンデータベースを有している。Ｗｅｂページの表
示時に、操作手段のキー入力パターンを検出すると、この検出したキー入力パターンに基
づいてキー入力パターンデータベースを参照し、この検出したキー入力パターンで示され
るユーザが意図している操作を検出する。この検出したキー入力パターンが、上記Ｗｅｂ
ページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合、そのとき表示手段に表
示しているＷｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示する際の最初の表示範
囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共にＵＲＬ別ホームポ
ジションデータベースに登録する。そして、次回以降、そのＷｅｂページを表示する際に
、ＵＲＬ別ホームポジションデータベースに登録されているホームポジションの表示範囲
を上記表示手段に最初に表示する。
【００１７】
　ユーザが操作手段を操作することで得られたキー入力パターンを解析することで、Ｗｅ
ｂページ上のホームポジションを検出しているため、各ユーザ毎のホームポジションをそ
れぞれ自動的に検出して登録することができる。また、次回、そのＷｅｂページを表示す
る際に、上記検出したホームポジションを最初に表示することができる。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、各ユーザが真に閲覧を希望するＷｅｂページ上の部分を、該各ユーザ毎にそ
れぞれ自動的に検出することができる。そして、そのＷｅｂページを表示手段上に部分的
に表示する際に、上記検出した部分を最初に表示手段に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明は、パーソナルコンピュータ装置向けに設計されたＷｅｂページを部分的に閲覧
可能なフルブラウザ機能(Full browser)を備えた携帯電話に適用することができる。
【００２０】
［携帯電話機の構成］
　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音声通
話、テレビ電話通話、電子メール、Ｗｅｂデータ（Web：World Wide Web）等の無線通信
を行うアンテナ１及び通信回路２と、受話音声等を出力するためのスピーカ部３と、送話
音声等を集音するマイクロホン部４と、テレビ電話通話時に通信先から送信された相手方
の動画像や所望の静止画像、電子メールやメニューの文字、或いはＷｅｂページ等を表示
するための表示部５と、文字の入力操作、所望のメニューの選択操作の他、部分的に表示
されるＷｅｂページの表示範囲の移動、変更操作等を行うための操作部６とを有している
。
【００２１】
　また、この携帯電話機は、発着信等を光で知らせるための発光部７（LED：Light Emitt
ing Diode）と、所望の被写体の動画像或いは静止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知らせるためのバイブレーションユニット
９と、時刻をカウントするタイマ１０と、フルブラウザ機能に基づいてＷｅｂページを部
分的に表示する際に、最初に表示する部分を示すホームポジションの解析を行うためのホ
ームポジション解析データベース１１（ホームポジション解析ＤＢ）と、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１２と、当該携帯電話機全体の動作を制御する制御部
１３とを有している。
【００２２】
　メモリ１２には、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、カメラ部８の撮像制御を行うカメラ制御プログラムと
、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、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、インターネット等の所定のネットワーク上に設けられたサーバ装置上で公開されて
いるＷｅｂページを閲覧するためのフルブラウザ機能を実現するＷｅｂブラウジングプロ
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。
【００２３】
　また、メモリ１２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等
が記憶されている。
【００２４】
〔ホームポジションＤＢの構成〕
　ホームポジションＤＢ１１は、図２に示すようにＷｅｂページの表示時における操作部
６の各キー入力パターン毎に、ユーザが意図している操作を示す情報が記憶されたキー入
力パターンデータベース２１（キー入力パターンＤＢ）と、各ＷｅｂページのＵＲＬ（UR
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L：Uniform Resource Locator）別に、実際にユーザが操作部６を操作したことで検出さ
れたユーザキー入力パターンが記憶されるＵＲＬ別ユーザキー入力パターンデータベース
２２（ＵＲＬ別ユーザキー入力パターンＤＢ）と、各ＷｅｂページのＵＲＬ（URL：Unifo
rm Resource Locator）別に、最初に表示する表示範囲を示すホームポジションを示す情
報が記憶されるＵＲＬ別ホームポジションデータベース２３（ＵＲＬ別ホームポジション
ＤＢ）とを有している。
【００２５】
　さらに詳しく説明すると、キー入力パターンＤＢ２１には、当該実施の形態の携帯電話
機のメーカ側が予め操作部６の操作実験等を行うことで得られた各キー入力パターンと、
各キー入力パターンが意味するユーザの意図を示す情報が記憶されている。後述するが、
当該実施の形態の携帯電話機の場合、Ｗｅｂページの表示時に検出された、ユーザが実際
に操作部６を介して行ったキー入力パターンが意味しているユーザの意図を、キー入力パ
ターンＤＢ２１に記憶されている各キー入力パターン及びユーザが意図している操作を示
す情報に基づいて検出し、この検出結果に基づいて、そのＷｅｂページにおけるホームポ
ジションを決定するようになっている。
【００２６】
［ホームポジションの自動登録動作］
　図３のフローチャートに、当該実施の形態の携帯電話機における、ホームポジションの
自動登録動作の流れを示す。制御部１３は、ユーザから操作部６を介してＷｅｂページの
表示指定がなされると、メモリ１２に記憶されているＷｅｂブラウジングプログラムに基
づいて、該表示指定されたＷｅｂページを表示部５に表示制御する。このＷｅｂページを
表示部５に表示制御したタイミングで、制御部１３は、上記Ｗｅｂブラウジングプログラ
ムに基づいて、この図３のフローチャートに示す処理をスタートさせる。
【００２７】
　ステップＳ１では、制御部１３が、ユーザにより操作された操作部６のキーを検出する
と共に、このキー操作と次のキー操作までの時間（間隔＝一つのキーの連続操作時間）、
及び各キー操作に対応して表示部５に表示したＷｅｂページ上の表示範囲（Ｗｅｂページ
上の表示位置）を検出して、処理をステップＳ２に進める。
【００２８】
　ステップＳ２では、制御部１３が、ステップＳ１で検出したユーザに操作されたキー及
びキー操作間隔に基づいてホームポジションＤＢ１１のキー入力パターンＤＢ２１を参照
することで、ユーザのキー入力パターンを検出する。そして、制御部１３は、ステップＳ
３において、この検出したユーザのキー入力パターンを、現在、表示部５に表示している
ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共に、ホームポジション解析ＤＢ１１のＵＲＬ別ユーザキー
入力パターンＤＢ２２に登録する。
【００２９】
　ここまでの動作を具体的に説明すると、例えば図４に示すようにＷｅｂページの表示開
始から十字キーの下キー（Ｄ）が１５０ｍｓｅｃ連続的に操作され、次に右キー（Ｒ）が
１８０ｍｓｅｃ、１９０ｍｓｅｃ、１４０ｍｓｅｃ、２０００ｍｓｅｃの各間隔で、それ
ぞれ連続的に操作され、次に左キー（Ｌ）が３０００ｍｓｅｃ連続的に操作され、さらに
下キー（Ｄ）が５００ｍｓｅｃ連続的に操作され、最後に右キー（Ｒ）が２０００ｍｓｅ
ｃ連続的に操作された場合、制御部１３は、図５に示すように各キーの連続操作時間と、
各キーの操作に対応して表示部５に表示制御したＷｅｂページ上の表示位置を検出する。
【００３０】
　一例ではあるが、この表示位置の検出は、制御部１３が、Ｗｅｂページの左上隅のＸ座
標及びＹ座標を「０，０」とし、操作部６のキー操作に応じて、この「０，０」の座標か
ら移動した表示位置の座標を検出することで行う。すなわち、図５の例に示すように、表
示開始から下キーが１５０ｍｓｅｃ連続操作されることで、表示部５に表示するＷｅｂペ
ージの表示位置の座標が「０，０」→「０，３２０」に移動した場合、制御部１３は、こ
の「０，３２０」の座標を、表示開始から下キーが１５０ｍｓｅｃ連続操作されることで
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移動した表示位置の座標として検出する。同様に、この下キーの操作に続いて右キーが１
８０ｍｓｅｃ連続操作されることで、表示部５に表示するＷｅｂページの表示位置の座標
が「０，３２０」→「２４０，３２０」に移動した場合、制御部１３は、この「２４０，
３２０」の座標を、座標「０，３２０」の表示位置から右キーが１８０ｍｓｅｃ連続操作
されることで移動した表示位置の座標として検出する。
【００３１】
　換言すれば、制御部１３は、表示部５に表示しているＷｅｂページの表示範囲が、Ｗｅ
ｂページ全体のどの部分に相当するかということを、表示部５の左上隅に対応するＷｅｂ
ページ上の座標に基づいて検出する。このため、Ｗｅｂページの表示開始時において、表
示部５の左上隅に、このＷｅｂページの左上隅（＝座標「０，０」）が位置するように、
該Ｗｅｂページを部分的に表示した場合、制御部１３は、この場合のＷｅｂページの表示
位置を座標「０，０」として検出し、また、操作部６が操作されることで、表示部５の左
上隅に、Ｗｅｂページの座標「０，３２０」が位置するように、該Ｗｅｂページを部分的
に表示した場合、制御部１３は、この場合のＷｅｂページの表示位置を座標「０，３２０
」として検出する。
【００３２】
　次に、制御部１３は、ホームポジション解析ＤＢ１１のキー入力パターンＤＢ２１に記
憶されているキー入力パターンを参照することで、ユーザが操作部６を操作することで行
った当該ユーザのキー入力パターンを検出する。そして、このキー入力パターンを、ホー
ムポジションＤＢ１１のキー入力パターンＤＢ２１に、現在、表示部５に表示しているＷ
ｅｂページのＵＲＬ情報と共に登録する（ステップＳ３）。
【００３３】
　次に、制御部１３は、このようにユーザのキー入力パターンをキー入力パターンＤＢ２
１に登録すると、処理をステップＳ４に進める。ステップＳ４では、制御部１３が、上記
ステップＳ３で検出したユーザのキー入力パターンは、表示位置を所望のホームポジショ
ンへスクロールするためのキー入力パターンであるか否かを判別する。
【００３４】
　上述のように、キー入力パターンＤＢ２１には、当該実施の形態の携帯電話機のメーカ
側が予め操作部６の操作実験等を行うことで得られた各キー入力パターンと、各キー入力
パターンが意味するユーザの意図を示す情報が記憶されている。具体的には、一例ではあ
るが、キー入力パターンＤＢ２１には、
１．キー入力間隔が短く、連続して操作される場合のキー入力パターンは、ユーザがホー
ムポジションへのスクロール操作を意図している、
２．ページ送りキー或いはページ戻しキーが複数回、連続操作される場合のキー入力パタ
ーンは、ユーザがホームポジションへのスクロール操作を意図している、
３．比較的長い時間、右キー及び下キーの操作を繰り返すキー入力パターンは、その表示
範囲がホームポジションである可能性が高い、
等の各キー入力パターンと、そのキー入力パターンが意味するユーザの意図を示す情報が
記憶されている。
【００３５】
　制御部１３は、キー入力パターンＤＢ２１に登録されている各キー入力パターンに基づ
いて、ステップＳ３で検出されたユーザのキー入力パターンを解析する。そして、ユーザ
のキー入力パターンが、ホームポジションに対応する操作であると判別した場合に、処理
をステップＳ５に進め、ユーザのキー入力パターンが、ホームポジションに対応する操作
ではないと判別した場合に、処理をステップＳ６に進める。
【００３６】
　ユーザのキー入力パターンが、ホームポジションに対応する操作ではないと判別するこ
とで処理をステップＳ６に進めた場合、制御部１３は、操作部６の操作状態を監視するこ
とで、現在、表示部５に表示しているＷｅｂページとは異なるＷｅｂページの表示を指定
する操作がなされたか否かを判別すると共に、ステップＳ７において、Ｗｅｂページの閲
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覧の終了を指定する操作がなされたか否かを判別する。
【００３７】
　そして、異なるＷｅｂページの表示指定操作は検出しないのであるが、Ｗｅｂページの
閲覧の終了を指定する操作を検出した場合、制御部１３は、そのまま、この図３のフロー
チャートに示す全処理を終了する。これに対して、異なるＷｅｂページの表示指定操作を
検出した場合、及びＷｅｂページの閲覧の終了を指定する操作を検出しなかった場合、制
御部１３は、処理をステップＳ１に戻す。これにより、再度、ホームポジションの検出動
作が実行されることとなる。
【００３８】
　一方、上記ステップＳ４において、ユーザのキー入力パターンは、表示位置を所望のホ
ームポジションへスクロールするためのキー入力パターンであると判別した場合、制御部
１３は、処理をステップＳ５に進める。ステップＳ５では、制御部１３が、現在、表示部
５に表示しているＷｅｂページの表示範囲を、このＷｅｂページのホームポジションとし
て、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と共にホームポジション解析ＤＢ１１のＵＲＬ別ホーム
ポジションＤＢ２３に登録する。具体的には、制御部１３は、現在、表示部５に表示して
いるＷｅｂページの表示範囲を検出する場合、図５を用いて説明したように、表示部５の
左上隅に表示されているＷｅｂページ上の座標を、現在、表示部５に表示しているＷｅｂ
ページの表示範囲として検出するようになっている。このため、制御部１３は、このステ
ップＳ５において、例えば「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．○○○．ｊｐ」等のＵＲＬ情報と共
に、「２４０，３２０」等の座標情報を、そのＷｅｂページのホームポジションとして上
記ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録することとなる。
【００３９】
　制御部１３は、このようなホームポジションの登録を、ステップＳ７において、Ｗｅｂ
ページの閲覧の終了を指定する操作を検出するまでの間、ステップＳ６において、表示す
るＷｅｂページの変更操作が検出される毎に繰り返し実行する。これにより、ＵＲＬ別ホ
ームポジションＤＢ２３には、各Ｗｅｂページに対応するホームポジションが、順次、自
動的に登録されることとなる。
【００４０】
［ホームポジションの表示動作］
　次に、このように各Ｗｅｂページのホームポジションが登録されると、次回閲覧時から
、そのＷｅｂページに対応するホームポジションが最初に表示部５に表示されるようにな
る。このホームポジションの表示動作の流れを図６のフローチャートに示す。この図６の
フローチャートに示す処理は、制御部１３が、ユーザからＷｅｂページの表示指定がなさ
れたタイミングで、メモリ１２に記憶されているＷｅｂブラウジングプログラムに基づい
てスタートとなる。
【００４１】
　ステップＳ１１では、制御部１３が、ユーザから表示が指定されたＷｅｂページのＵＲ
Ｌ情報が、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録されているか否かを判別する。ＵＲ
Ｌ別ホームポジションＤＢ２３に、ユーザから表示が指定されたＷｅｂページのＵＲＬ情
報が登録されていないということは、そのＷｅｂページに対応するホームポジションが登
録されていないということを意味するため、制御部１３は、処理をステップＳ１５に進め
、図７に点線の枠で示すように、そのＵＲＬのＷｅｂページの左上隅を基準とする画面を
表示部５に表示制御する。なお、図７に点線の枠で示す表示範囲は、表示部５の表示画面
サイズを示している。
【００４２】
　すなわち、制御部１３は、ホームポジションの登録が行われていない場合、図７に点線
の枠で示すように、そのＵＲＬのＷｅｂページの左上隅を基準として、表示部５の表示画
面に表示可能な範囲をデフォルトで表示する。この場合、ホームポジションの登録が行わ
れていないため、このＷｅｂページの閲覧時におけるユーザのキー入力パターンに基づい
て、図３のフローチャートを用いて説明したように、当該Ｗｅｂページに対応するホーム
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ポジションが検出され、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録されることとなる。
【００４３】
　一方、ユーザから表示が指定されたＷｅｂページのＵＲＬ情報が、ＵＲＬ別ホームポジ
ションＤＢ２３に登録されている場合、制御部１３は、ステップＳ１２において、このＵ
ＲＬ情報と共にＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録されている当該Ｗｅｂページの
ホームポジションを検出し、例えば図７に実線の枠で示すように、このホームポジション
に対応する当該Ｗｅｂページ上の表示範囲を表示部５に表示制御する。これにより、ＵＲ
Ｌ別ホームポジションＤＢ２３にホームポジションが登録されている場合は、そのＷｅｂ
ページを閲覧する際に、上記登録されているホームポジションに対応するＷｅｂページ上
の表示範囲を、最初に表示部５に表示することができる。
【００４４】
　このようにＷｅｂページの表示を行うと、制御部１３は、処理をステップＳ１３に進め
、操作部６の操作状態を監視することで、現在、表示部５に表示しているＷｅｂページと
は異なるＷｅｂページの表示を指定する操作がなされたか否かを判別する。そして、異な
るＷｅｂページの表示指定操作を検出した場合、制御部１３は、処理をステップＳ１１に
戻し、ユーザから表示が指定されたＷｅｂページに対応するホームポジションが登録され
ているか否かの判別を再度行い、この判別結果に基づいて、ステップＳ１５において、デ
フォルトとなるＷｅｂページ上の表示範囲を表示部５に表示制御し、或いはそのＷｅｂペ
ージに対応するホームポジションの表示範囲を表示部５に表示制御する。
【００４５】
　これに対して、上記ステップＳ１３で、異なるＷｅｂページの表示指定操作を検出しな
かった場合、制御部１３は、処理をステップＳ１４に進め、操作部６の操作状態を監視す
ることで、Ｗｅｂページの閲覧の終了を指定する操作がなされたか否かを判別する。そし
て、Ｗｅｂページの閲覧の終了を指定する操作を検出した場合、制御部１３は、そのまま
、この図６のフローチャートに示す全処理を終了し、Ｗｅｂページの閲覧の終了を指定す
る操作を検出しなかった場合、制御部１３は、処理をステップＳ１１に戻し、ステップＳ
１３で、表示するＷｅｂページの変更操作が検出されるまでの間、或いはステップＳ１４
でＷｅｂページの閲覧の終了を指定する操作を検出するまでの間、現在のＷｅｂページの
表示を継続して行う。
【００４６】
［ホームポジションの更新動作］
　ここで、当該実施の形態の携帯電話機の場合、上述のように各Ｗｅｂページのホームポ
ジションが、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に、順次、登録されるのであるが、ユー
ザが希望するホームポジションは、同じＷｅｂページであっても、時間の経過等に連れて
変化することがある。
【００４７】
　このため、制御部１３は、図３のフローチャートのステップＳ５において、ホームポジ
ションの登録を行う際に、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に、今回、登録しようとし
ているＷｅｂページのＵＲＬ情報と、同じＵＲＬ情報が登録されているか否かを判別する
。すなわち、今回、登録しようとしているＷｅｂページのホームポジションが、ＵＲＬ別
ホームポジションＤＢ２３に、既に登録済みであるか否かを判別する。
【００４８】
　そして、今回、登録しようとしているＷｅｂページのホームポジションが、ＵＲＬ別ホ
ームポジションＤＢ２３に登録されていない場合は、そのままホームポジションの登録を
行い、今回、登録しようとしているＷｅｂページのホームポジションが、ＵＲＬ別ホーム
ポジションＤＢ２３に、既に登録済みである場合は、この登録済みのホームポジションに
対して上書きするかたちで、今回、検出したホームポジションの登録を行う。
【００４９】
　すなわち、制御部１３は、同じＵＲＬのＷｅｂページのホームポジションが検出される
毎に、順次、ホームポジションの更新を行う。これにより、ＵＲＬ別ホームポジションＤ
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Ｂ２３には、常に、新しいホームポジションを登録することができる。
【００５０】
　ユーザがホームポジションとして表示を希望するＷｅｂページ上の表示範囲は、前回の
閲覧時にホームポジションとして検出された表示範囲である可能性が高い。このため、常
に、新しいホームポジションを登録するように、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登
録されているホームポジションを更新処理することにより、時間の経過等に連れてユーザ
が希望するホームポジションが変化しても、この変化に追従して、ユーザが希望する可能
性の高い表示範囲を、そのＷｅｂページのホームポジションとして自動的に登録して表示
することができる。
【００５１】
［ホームポジションの登録動作及び表示動作の変形例］
　上述の例は、一つのＷｅｂページに対して一つのホームポジションを登録して表示する
例であったが、一つのＷｅｂページに対して複数のホームポジション候補を登録すると共
に、各ホームポジション候補が検出される回数をそれぞれカウントし、表示時に、カウン
ト値の高いホームポジション候補を選択して表示するようにしてもよい。
【００５２】
　この場合、制御部１３は、図３のフローチャートのステップＳ４において、ホームポジ
ションを示すキー入力パターンを検出する毎に、そのときのＷｅｂページ上の表示範囲を
ホームポジション候補としてＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録する。これにより
、一つのＷｅｂページに対して複数のホームポジション候補がＵＲＬ別ホームポジション
ＤＢ２３に登録されることとなる。
【００５３】
　次に、制御部１３は、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録した各ホームポジショ
ン候補のうち、重複して検出されたホームポジション候補の重複検出回数を、該検出毎に
例えば「１」ずつインクリメントしてカウントする。これにより、そのＷｅｂページ上で
、ユーザが重点的に閲覧している部分に対応するホームポジション候補の重複検出回数が
次第に大きなカウント値となる。
【００５４】
　次に、制御部１３は、Ｗｅｂページの表示時にＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３を参
照し、そのＷｅｂページに対応する各ホームポジション候補のうち、例えば５回等の所定
のカウント値以上のカウント値を有するホームポジション候補を検出する。そして、全て
のホームポジション候補のカウント値が上記所定のカウント値よりも低い値であった場合
、制御部１３は、図７に点線の枠で示したように、そのＷｅｂページの左上隅を基準とし
た範囲を表示する。これに対して、所定のカウント値以上のカウント値を有するホームポ
ジション候補が存在する場合、制御部１３は、これら所定のカウント値以上のカウント値
を有するホームポジション候補のうち、最も大きなカウント値を有するホームポジション
候補に対応する該Ｗｅｂページ上の表示範囲を、表示部５に最初に表示する。
【００５５】
　このように、一つのＷｅｂページに対して複数のホームポジション候補を登録すると共
に、各ホームポジション候補が重複して検出される回数をそれぞれカウントすることで、
Ｗｅｂページ上でユーザが重点的に閲覧している部分に対応するホームポジション候補の
カウント値が次第に大きな値を示すようになる。このため、最も大きなカウント値を有す
るホームポジション候補に対応する該Ｗｅｂページ上の表示範囲を、表示部５に最初に表
示することで、時間の経過等に連れてユーザが希望するホームポジションが変化しても、
この変化に追従して、ユーザが希望する可能性の高い表示範囲を、そのＷｅｂページのホ
ームポジションとして自動的に表示することができる。
【００５６】
　また、全てのホームポジション候補のカウント値が、上記所定のカウント値に満たない
ということは、当該各ホームポジション候補は、それぞれユーザが真に希望するＷｅｂペ
ージ上の表示範囲に対応するホームポジション候補である可能性が低いと言える。このた
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め、全てのホームポジション候補のカウント値が、上記所定のカウント値に満たない場合
に、上記デフォルトとなっている、そのＷｅｂページの左上隅を基準とした範囲を表示す
ることにより、不確かなホームポジション候補に対応する表示範囲を表示してしまう不都
合を防止することができる。
【００５７】
［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、Ｗｅｂページの表示
時に、制御部１３が、操作部６のキー入力パターンを検出し、この検出したユーザのキー
入力パターンに基づいてキー入力パターンＤＢ２１を参照することで、この検出したキー
入力パターンで示されるユーザが意図している操作を検出する。この検出したキー入力パ
ターンが、上記Ｗｅｂページ上のホームポジションを示すキー入力パターンである場合、
そのとき表示部５に表示しているＷｅｂページ上の表示範囲を、そのＷｅｂページを表示
する際の最初の表示範囲となるホームポジションとして、該ＷｅｂページのＵＲＬ情報と
共にＵＲＬ別ホームポジションデータＤＢ２２に自動的に登録する。そして、次回以降、
そのＷｅｂページを表示する際に、ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２２に登録されている
ホームポジションの表示範囲を表示部５に最初に表示する。
【００５８】
　これにより、各ユーザが真に閲覧を希望するＷｅｂページ上の部分を、該各ユーザ毎に
それぞれ自動的に検出することができる。そして、そのＷｅｂページを表示部５に部分的
に表示する際に、上記検出したホームポジションに相当するＷｅｂページ上の部分的な表
示範囲を最初に表示することができる。
【００５９】
　なお、この例では、ホームポジションを自動的に検出してホームポジションＤＢ１１の
ＵＲＬ別ホームポジションＤＢ２３に登録することとしたが、ユーザがマニュアル的にホ
ームポジションの登録を行うようにしてもよい。例えば、Ｗｅｂページの閲覧中にユーザ
が、そのＷｅｂページのホームポジションとしたい位置まで表示範囲をスクロール操作し
てメニュー操作キーを操作する。制御部１３は、Ｗｅｂページの閲覧中にメニュー操作キ
ーの操作を検出すると、ホームポジションの設定指示項目、或いは「現在の表示範囲をホ
ームポジションとして設定しますか？　Ｙｅｓ／Ｎｏ」等のホームポジション設定の是非
を問うメッセージを表示部５に表示する。そして、ユーザから操作部６を介して、現在の
表示範囲をホームポジションとして設定する指示操作がなされた場合に、そのＷｅｂペー
ジのＵＲＬ情報と共に、現在の表示範囲を示す表示位置情報をＵＲＬ別ホームポジション
ＤＢ２３（或いは、ブックマークのデータとして、ＵＲＬ情報と共に、現在の表示範囲を
示す表示位置情報をブックマークメモリに登録してもよい。）に登録する。これにより、
以後、そのＷｅｂページを表示する際に、ユーザにより予めマニュアル的に設定されたホ
ームポジションの表示が行われることとなる。
【００６０】
　また、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、本
発明は、この他、ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（PDA
：Personal Digital Assistant）、ノート型或いはデスクトップ型のパーソナルコンピュ
ータ装置等に適用してもよい。いずれの場合も、上述と同じ効果を得ることができる。
【００６１】
　最後に、上述の実施の形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述の
実施の形態に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば
、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】
【００６２】
【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に設けられているホームポジション解析データベースの
構成を示す図である。
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【図３】実施の形態の携帯電話機におけるホームポジションの自動登録動作を示すフロー
チャートである。
【図４】実施の形態の携帯電話機における、ホームポジションを解析するためのユーザの
キー入力パターンの一例を示す図である。
【図５】実施の形態の携帯電話機における、ユーザのキー入力パターンに対応するＷｅｂ
ページ上の表示範囲の一例を示す図である。
【図６】実施の形態の携帯電話機におけるホームポジションの表示動作を示すフローチャ
ートである。
【図７】実施の形態の携帯電話機でホームポジションとして表示されるＷｅｂページ上の
範囲を示す図である。
【符号の説明】
【００６３】
　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、９　バイブレーションユニット、１０
　タイマ、１１　ホームポジション解析データベース（ホームポジション解析ＤＢ）、１
２　メモリ、１３　制御部、２１　ホームポジション解析ＤＢ内のキー入力パターンデー
タベース（キー入力パターンＤＢ）、２２　ホームポジション解析ＤＢ内のＵＲＬ別ユー
ザキー入力パターンデータベース（ＵＲＬ別ユーザキー入力パターンＤＢ）、２３　ホー
ムポジション解析ＤＢ内のＵＲＬ別ホームポジションデータベース（ＵＲＬ別ホームポジ
ションＤＢ）

【図１】 【図２】
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