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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能なアプリケーションの識別情報を一覧表示する端末装置であって、
　前記アプリケーションの属性情報を格納する属性情報格納手段と、
　前記アプリケーションの属性情報を参照し、前記アプリケーションが動作時に利用する
所定の情報が予めデータ記憶領域に設定されていることの要否を判断する設定要否判断手
段と、
　前記設定要否判断手段が前記所定の情報の設定が必要であると判断した場合に、前記デ
ータ記憶領域を参照し、前記所定の情報が所定の形式で設定済みか否かを判断する設定状
態判断手段と、
　前記設定状態判断手段が前記所定の情報が未設定であると判断した場合に、該所定の情
報が設定済みである場合と識別可能な状態で前記アプリケーションの識別情報を表示する
アプリケーション一覧表示手段とを備え、
　前記設定要否判断手段は、前記属性情報に照合用データを含むか否かにより、前記所定
の情報の設定の要否を判断し、
　前記属性情報は、前記データ記憶領域内において前記所定の情報が設定されるべき格納
位置を示すアドレスデータと、照合用データとを含み、
　前記設定状態判断手段は、前記アドレスデータに基づいて、前記データ記憶領域から前
記アドレスデータが示す格納位置に記憶されている設定データを読み出し、該設定データ
と前記設定要否判断手段が読み出した前記照合用データとが一致するか否かにより、前記
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所定の情報が設定済みか否かを判断する
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記データ記憶領域は、非接触ＩＣカード内に含まれることを特徴とする請求項１に記
載の端末装置。
【請求項３】
　実行可能なアプリケーションの識別情報を一覧表示する端末装置におけるアプリケーシ
ョン一覧表示方法であって、
　前記アプリケーションの属性情報を格納する属性情報格納ステップと、
　前記アプリケーションの属性情報を参照し、前記アプリケーションが動作時に利用する
所定の情報が予めデータ記憶領域に設定されていることの要否を判断する設定要否判断ス
テップと、
　前記設定要否判断ステップにおいて、前記所定の情報の設定が必要であると判断された
場合に、前記データ記憶領域を参照し、前記所定の情報が所定の形式で設定済みか否かを
判断する設定状態判断ステップと、
　前記設定状態判断ステップにおいて、前記所定の情報が未設定であると判断された場合
に、該所定の情報が設定済みである場合と識別可能な状態で前記アプリケーションの識別
情報を表示するアプリケーション一覧表示ステップとを有し、
　前記設定要否判断ステップにおいて、前記属性情報に照合用データを含むか否かにより
、前記所定の情報の設定の要否を判断し、
　前記属性情報は、前記データ記憶領域内において前記所定の情報が設定されるべき格納
位置を示すアドレスデータと、照合用データとを含み、
　前記設定状態判断ステップにおいて、前記アドレスデータに基づいて、前記データ記憶
領域から前記アドレスデータが示す格納位置に記憶されている設定データを読み出し、該
設定データと前記設定要否判断ステップにおいて読み出した前記照合用データとが一致す
るか否かにより、前記所定の情報が設定済みか否かを判断する
　ことを特徴とするアプリケーション一覧表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、実行可能なアプリケーションの識別情報を一覧表示する端末装置及びアプリ
ケーション一覧表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、非接触ＩＣカードを搭載した移動通信端末装置が普及しており、この非接触ＩＣ
カードで通信を行い、課金処理等を行うアプリケーションも増えている。このようなアプ
リケーションを使用するためには、例えばユーザの個人情報またはクレジットカード番号
といった所定の情報を非接触ＩＣカードのメモリに設定する必要がある。通常の場合では
、この設定は、当該アプリケーションを初めて実行するときに行われる。従って、アプリ
ケーションを端末装置にダウンロードしたのみでは、直ちに使用を開始することはできな
い。これらの所定の情報が設定済みであるか否かは、アプリケーション固有の属性情報と
して管理されるので、当該アプリケーションを起動することにより、判別することができ
る。特許文献１には、画像ファイルの属性情報を取得し、この属性情報に関する表示を当
該画像ファイルのアイコンと共に表示することが記載されている。
【特許文献１】特開２００８－０７２５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に、非接触ＩＣカードを利用するアプリケーションを使用するために必要な所定の
情報の設定状態は、当該アプリケーションが起動され、非接触ＩＣカードのメモリへのア
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クセスが実行されて初めて把握される。このように、所定の情報の設定状態を把握するた
めに個々のアプリケーションを起動させることは煩雑であり、ユーザにとっての利便性が
低い。
【０００４】
　そこで、本発明は、上記問題点を解決し、データ記憶領域に所定の情報の設定が必要な
アプリケーションの設定状態を容易に把握可能にする端末装置及びアプリケーション一覧
表示方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の端末装置は、実行可能なアプリケーションの識別
情報を一覧表示する端末装置であって、アプリケーションの属性情報を格納する属性情報
格納手段と、アプリケーションの属性情報を参照し、アプリケーションが動作時に利用す
る所定の情報が予めデータ記憶領域に設定されていることの要否を判断する設定要否判断
手段と、設定要否判断手段が所定の情報の設定が必要であると判断した場合に、データ記
憶領域を参照し、所定の情報が所定の形式で設定済みか否かを判断する設定状態判断手段
と、設定状態判断手段が所定の情報が未設定であると判断した場合に、所定の情報が設定
済みである場合と識別可能な状態でアプリケーションの識別情報を表示するアプリケーシ
ョン一覧表示手段とを備え、設定要否判断手段は、属性情報に照合用データを含むか否か
により、所定の情報の設定の要否を判断し、属性情報は、データ記憶領域内において所定
の情報が設定されるべき格納位置を示すアドレスデータと、照合用データとを含み、設定
状態判断手段は、アドレスデータに基づいて、データ記憶領域からアドレスデータが示す
格納位置に記憶されている設定データを読み出し、設定データと設定要否判断手段が読み
出した照合用データとが一致するか否かにより、所定の情報が設定済みか否かを判断する
ことを特徴とする。
【０００６】
　また、上記課題を解決するために、本発明のアプリケーション一覧表示方法は、実行可
能なアプリケーションの識別情報を一覧表示する端末装置におけるアプリケーション一覧
表示方法であって、アプリケーションの属性情報を参照し、アプリケーションが動作時に
利用する所定の情報が予めデータ記憶領域に設定されていることの要否を判断する設定要
否判断ステップと、設定要否判断ステップにおいて、所定の情報の設定が必要であると判
断された場合に、データ記憶領域を参照し、所定の情報が所定の形式で設定済みか否かを
判断する設定状態判断ステップと、設定状態判断ステップにおいて、所定の情報が未設定
であると判断された場合に、所定の情報が設定済みである場合と識別可能な状態で前記ア
プリケーションの識別情報を表示するアプリケーション一覧表示ステップとを有し、設定
要否判断ステップにおいて、属性情報に照合用データを含むか否かにより、所定の情報の
設定の要否を判断し、属性情報は、データ記憶領域内において所定の情報が設定されるべ
き格納位置を示すアドレスデータと、照合用データとを含み、設定状態判断ステップにお
いて、アドレスデータに基づいて、データ記憶領域からアドレスデータが示す格納位置に
記憶されている設定データを読み出し、該設定データと設定要否判断ステップにおいて読
み出した照合用データとが一致するか否かにより、所定の情報が設定済みか否かを判断す
ることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の端末装置及びアプリケーション一覧表示方法では、アプリケーションの使用に
際しての所定の情報の設定の要否を判断し、所定の情報の設定が必要であり、且つ所定の
情報が所定の形式で設定されていない場合には、当該アプリケーションの識別情報を一覧
表示するに際して、所定の情報が設定済みである場合とは識別可能な状態で表示すること
ができる。従って、データ記憶領域に所定の情報の設定が必要なアプリケーションの設定
状態を容易に把握することが可能になる。なお、ここでいう所定の形式には、所定の情報
がデータ記憶領域に記憶される際の格納位置、データサイズ及びデータパターン等が含ま
れる。
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【０００８】
　また、アプリケーションの属性情報に照合用データが含まれていることを以て、所定の
情報の設定が必要であることを判断するので、設定状態の判断の要否を容易に判定するこ
とが可能となる。
【０００９】
　また、属性情報に含まれるアドレスデータに基づき設定データを読み出し、この設定デ
ータと照合用データとが一致しているか否かにより、所定の情報の設定状態が判断される
。従って、アプリケーションの設定状態を容易かつ適切に把握することが可能になる。
 
【００１０】
　なお、本発明の端末装置では、データ記憶領域は、非接触ＩＣカード内に含まれること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の端末装置及びアプリケーション一覧表示方法では、アプリケーションの使用に
際しての所定の情報の設定の要否を判断し、所定の情報の設定が必要であり、且つ所定の
情報が所定の形式で設定されていない場合には、当該アプリケーションの識別情報を一覧
表示するに際して、所定の情報が設定済みである場合とは識別可能な状態で表示すること
ができる。従って、データ記憶領域に所定の情報の設定が必要なアプリケーションの設定
状態をユーザに対して容易に把握させることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の実施形態に係る端末装置について図面を参照して説明する。なお、可能な場合
には、同一の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係る端末装置１の機能的構成を示すブロック図である。端末装置
１は、機能的には、通信部２、アプリケーション記憶部３、設定要否判断部４（設定要否
判断手段）、非接触ＩＣカード５、設定状態判断部６（設定状態判断手段）、表示制御部
７（アプリケーション一覧表示手段）、メニュー表示用画像記憶部８及び表示部９（アプ
リケーション一覧表示手段）を備えている。また、非接触ＩＣカード５は、無線通信部５
１及び設定情報記憶部５２（データ記憶領域）を含んでいる。
【００１４】
　また、図２は、端末装置１のハードウェア構成図である。端末装置１は、物理的には、
図２に示すように、ＣＰＵ１０１、主記憶装置であるＲＡＭ１０２及びＲＯＭ１０３、ハ
ードディスク、フラッシュメモリ等の補助記憶装置１０５、入力デバイスであるキーボー
ド等の入力装置１０６、ディスプレイ等の出力装置１０７、データ送受信デバイスである
通信モジュール１０４などを含むコンピュータシステムとして構成されている。図１にお
いて説明した各機能は、図２に示すＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２等のハードウェア上に所
定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ１０１の制御のもとで
通信モジュール１０４、入力装置１０６、出力装置１０７を動作させるとともに、ＲＡＭ
１０２や補助記憶装置１０５におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現さ
れる。
【００１５】
　端末装置１は、例えば移動通信端末装置等により構成される。この端末装置１は非接触
ＩＣカード５を備えているので、この非接触ＩＣカード５の無線通信部５１が外部のＩＣ
カードリーダ／ライタ装置との間で通信を行うことにより、課金処理等を行うアプリケー
ションが実行可能にされる。以下、図１を用いて、各機能要素について詳細に説明する。
【００１６】
　通信部２は、移動体通信網（図示せず）を介して、アプリケーションをダウンロードす
る。また、通信部２は、ダウンロードしたアプリケーションをアプリケーション記憶部３
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に記憶させる。なお、通信部２は、移動体通信網を介して、音声通話のための音声信号や
データ通信のためのデータの送受信も行なう。
【００１７】
　図３（ａ）にアプリケーション記憶部３が記憶しているアプリケーションの構成の例を
示す。アプリケーションは、アプリケーションプログラム３１とアプリ属性ファイル３２
とから構成される。図３（ａ）に示す例では、アプリケーション記憶部３には、アプリケ
ーションプログラムＡ３１ａ及びアプリ属性ファイルＡ３２ａ、アプリケーションプログ
ラムＢ３１ｂ及びアプリ属性ファイルＢ３２ｂ並びにアプリケーションプログラムＣ３１
ｃ及びアプリ属性ファイルＣ３２ｃが記憶されている。
【００１８】
　非接触ＩＣカード５を利用するアプリケーションは、非接触ＩＣカード５の設定情報記
憶部５２に記憶されている設定データ５２ｂを用いて、無線通信部５１を介した通信を行
うことにより、課金処理等の処理を実行する。従って、予め設定情報記憶部５２に所定の
設定データ５２ｂが設定されていることが必要である。このため、図３（ｂ）に示すよう
に、非接触ＩＣカード５を利用するアプリケーションのアプリ属性ファイル３２には、設
定情報記憶部５２への設定データ５２ｂの設定が必要であることを示す判定キー３３が含
まれている。なお、アプリ属性ファイル３２に判定キー３３が含まれていない場合には、
当該アプリケーションは、設定情報記憶部５２への設定データ５２ｂの設定を必要としな
い。
【００１９】
　図３（ｃ）に、判定キー３３のデータ構成の例を示す。判定キー３３は、アドレスデー
タ３４及び照合用データ３５を含む。アドレスデータ３４は、設定情報記憶部５２内にお
いて設定データ５２ｂが設定されるべき格納位置を示す。アドレスデータ３４は、例えば
設定情報記憶部５２内における格納位置を示すメモリアドレスである。また、設定情報記
憶部５２が階層構造を有している場合には、このアドレスデータ３４は、最上位階層から
設定データ５２ｂの格納位置に至る経路の識別子の配列で示される。この識別子の配列は
、上部階層から下部階層へ順に経路を特定することにより、設定データ５２ｂの格納位置
を特定する。
【００２０】
　照合用データ３５ａは、設定情報記憶部５２に設定データ５２ｂが設定されているか否
かを判定するための予め決まったパターンを有するデータである。即ち、設定情報記憶部
５２に記憶されている設定データ５２ｂと照合用データ３５ａとが一致する場合に、所定
の設定データ５２ｂが設定済みであることが判定される。
【００２１】
　設定要否判断部４は、アプリケーション記憶部３に記憶されているアプリ属性ファイル
３２を参照し、判定キー３３及び照合用データ３５がアプリ属性ファイル３２に含まれて
いるか否かにより、アプリケーションが動作時に利用する所定の設定データ５２ｂが予め
設定情報記憶部５２に設定されていることの要否を判断する。また、設定要否判断部４は
、判断の結果を設定状態判断部６に送出する。
【００２２】
　非接触ＩＣカード５は、無線通信部５１及び設定情報記憶部５２を有する。端末装置１
により実行されるアプリケーションは、設定情報記憶部５２に記憶されている各種の情報
を用いると共に、無線通信部５１を介した通信を行うことにより課金処理等の処理を行う
。
【００２３】
　無線通信部５１は、例えば１０ｃｍ程度の近距離で数百ｋｂｐｓ程度の速度のデータ通
信を行うことができる。設定情報記憶部５２は、アプリケーションにより用いられる情報
を記憶している。この情報は、例えばユーザの氏名、クレジットカード番号等である。ま
た、設定情報記憶部５２は、特定のアプリケーションのみがデータの読み書き可能な制限
領域と、それ以外の通常領域とを含む。
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【００２４】
　設定状態判断部６は、設定要否判断部４が所定の設定データの設定が必要であると判断
した場合に、設定情報記憶部５２を参照し、所定の設定データが設定済みか否かを判断す
る。具体的には、設定状態判断部６は、判定キー３３に含まれるアドレスデータ３４に基
づいて、設定情報記憶部５２からアドレスデータ３４が示す格納位置に記憶されている設
定データ５２ｂを読み出し、この設定データ５２ｂと設定要否判断部４が読み出した照合
用データ３５とが一致するか否かにより、所定の設定データ５２ｂが設定済みか否かを判
断する。図４に、設定情報記憶部５２の構成の例を示す。図４に示される例では、アドレ
ス５２ａが「ＡＡＡ」の位置に、設定データ５２ｂとして「ＤＤＤ」が記憶されている。
また、設定状態判断部６は、判断の結果を表示制御部７に送出する。
【００２５】
　表示制御部７は、設定要否判断部４及び設定状態判断部６の判断に基づいて、アプリケ
ーションの識別情報の一覧を表示部９に表示させる。アプリケーションの識別情報は、メ
ニュー表示用画像記憶部８に記憶されている。図５に、メニュー表示用画像記憶部８の構
成の例を示す。メニュー表示用画像記憶部８には、１つのアプリケーションにつき通常表
示用画像８１ａ～８１ｃと未設定状態用画像８２ａ～８２ｃとが予め記憶されている。未
設定状態用画像８２ａ～８２ｃは、それぞれ通常表示用画像８１ａ～８１ｃとは判別でき
るような画像パターンを有している。
【００２６】
　設定要否判断部４が設定情報記憶部５２に予め設定データ５２ｂが設定されていること
を不要と判断した場合、アドレスデータ３４が示す設定情報記憶部５２の格納位置がデー
タの読み取り不可能な制限領域に含まれていた場合、及び設定状態判断部６が設定情報記
憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定済みであると判断した場合には、アプリケーシ
ョンの識別情報として通常表示用画像８１が用いられる。また、メニュー表示用画像記憶
部８に未設定状態用画像が記憶されていない場合にも、アプリケーションの識別情報とし
て通常表示用画像８１が用いられる。一方、設定要否判断部４が設定情報記憶部５２に予
め設定データ５２ｂが設定されていることを必要と判断し、且つ設定状態判断部６が設定
情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定済みでないと判断した場合には、アプリ
ケーションの識別情報として未設定状態用画像８２が用いられる。
【００２７】
　なお、本実施形態においては、未設定状態用画像８２ａ～８２ｃは、予めメニュー表示
用画像記憶部８に記憶されていることとしたが、表示制御部７が通常表示用画像８１ａ～
８１ｃに所定の画像を重畳して未設定状態用画像８２ａ～８２ｃを生成することとしても
よい。
【００２８】
　表示部９は、表示制御部７から送出されたアプリケーションの識別情報を一覧に表示す
る。
【００２９】
　続いて、本実施形態に係る端末装置１の動作について説明する。図６は、端末装置１に
より行われるアプリケーション一覧表示方法の処理手順を示す図である。
【００３０】
　例えば、アプリケーションの識別情報を一覧表示するための操作入力がユーザにより行
われると、まず、設定要否判断部４は、アプリケーション記憶部３に記憶されているアプ
リケーションプログラム３１の１つを選択し、そのアプリケーションプログラム３１のア
プリ属性ファイル３２を参照する（Ｓ１）。例えば、図３（ａ）に示す例では、アプリケ
ーションプログラムＡ３１ａのアプリ属性ファイル３２ａを参照する。
【００３１】
　続いて、設定要否判断部４は、アプリ属性ファイル３２に判定キー３３が含まれている
か否かにより、該当アプリケーションプログラム３１に関して、設定情報記憶部５２に所
定の設定データ５２ｂが予め設定されていることの要否を判断する（Ｓ２）。判定キー３
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３が含まれていない場合には、設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定され
ているか否かを判定する必要がないので、設定要否判断部４は、判定不要と判断する（Ｓ
３）。一方、判定キー３３が含まれている場合には、処理手順はステップＳ４に進められ
る。例えば、図３（ｂ）に示す例では、アプリ属性ファイル３２には判定キー３３が含ま
れているので、設定要否判断部４は、設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設
定されているか否かを判定する必要があると判断する。
【００３２】
　アプリ属性ファイル３２に判定キー３３が含まれている場合には（Ｓ２）、設定要否判
断部４は、アプリケーション記憶部３から判定キー３３を読み出す（Ｓ４）。この判定キ
ー３３は、設定状態判断部６に送出される。
【００３３】
　設定状態判断部６は、設定情報記憶部５２を参照して、判定キー３３に含まれるアドレ
スデータ３４により示される格納位置に記憶されている設定データ５２ｂの読み出しを試
みる（Ｓ５）。設定情報記憶部５２は、特定のアプリケーションのみがデータの読み書き
可能な制限領域と、それ以外の通常領域とを含む。判定キー３３に含まれるアドレスデー
タ３４により示される格納位置が制限領域に含まれる場合には、設定状態判断部６は、設
定情報記憶部５２からデータを読み出すことができない。この場合には、設定状態判断部
６は、設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定されているか否かの判定が不
能と判断する（Ｓ６）。
【００３４】
　一方、設定状態判断部６が設定情報記憶部５２からデータを読み出すことが可能である
場合には（Ｓ５）、設定状態判断部６は、判定キー３３に含まれるアドレスデータ３４に
より示される格納位置に記憶されている設定データ５２ｂを読み出す（Ｓ７）。図３（ｃ
）及び図４に示される例では、設定状態判断部６は、設定情報記憶部５２を参照して、ア
ドレスデータ３４の「ＡＡＡ」が示す格納位置に記憶されている設定データ５２ｂの「Ｄ
ＤＤ」を読み出す。
【００３５】
　続いて、設定状態判断部６は、設定データ５２ｂと照合用データ３５とが一致するか否
かを判定する（Ｓ８）。両データが一致しない場合には、設定状態判断部６は、設定情報
記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定されていないと判断する（Ｓ９）。一方、両
データが一致する場合には、設定状態判断部６は、設定情報記憶部５２に所定の設定デー
タ５２ｂが設定済みと判断する（Ｓ１０）。図３（ｃ）及び図４に示す例では、設定デー
タ５２ｂの「ＤＤＤ」と照合用データ３５の「ＲＲＲ」とが一致しないので、設定状態判
断部６は、設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定されていないと判断する
。
【００３６】
　表示制御部７は、ステップＳ３、ステップＳ６、ステップＳ９及びステップＳ１０にお
ける判断の結果を一時記憶する（Ｓ１１）。
【００３７】
　設定要否判断部４は、アプリケーション記憶部３に記憶されている全てのアプリケーシ
ョンについて、設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが予め設定されていること
の要否の判断、及び設定情報記憶部５２に所定の設定データ５２ｂが設定済みか否かの判
断が終了したか否かを判定する（Ｓ１２）。すべてのアプリケーションについての判断が
終了していない場合には、処理手順はステップＳ１に戻される。
【００３８】
　一方、すべてのアプリケーションについての判断が終了した場合には、表示制御部７は
、判断結果に基づいて、各アプリケーションの識別情報の一覧を表示部９に表示させる（
Ｓ１３）。図７に、表示部９に表示される表示画面の例を示す。図７（ａ）及び図７（ｂ
）共に、アプリケーションＡ及びアプリケーションＣでは通常表示用画像８１が選択され
、アプリケーションＢでは未設定状態用画像８２が選択された場合の例を示している。図
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す「未」の文字を表したマークが、未設定状態用画像Ｂ８２ｂに含まれている。また、図
７（ｂ）では、アプリケーションＢの通常表示用画像Ｂ８１ｂに「未」の文字を表したマ
ークが重畳されている。いずれの場合においても、アプリケーションＢを使用するために
は所定の設定データが設定情報記憶部５２に設定されていることが必要であるにも関わら
ず、その設定データが未設定であることを、ユーザは容易に把握することができる。通常
の場合、設定データの設定は、アプリケーションを初めて実行する時に行われるので、ユ
ーザに当該アプリケーションの実行を促すことができる。
【００３９】
　続いて、以上説明した実施形態に係る端末装置１の作用効果について説明する。実施形
態に係る端末装置１においては、設定要否判断部４及び設定状態判断部６が、アプリケー
ションが動作時に利用するための所定の設定データ５２ｂの設定の要否を判断し、さらに
所定の設定データ５２ｂが未設定である場合には、当該アプリケーションの識別情報を一
覧表示するに際して、所定の設定データ５２ｂが設定済みである場合とは識別可能な状態
で表示することができる。従って、所定の設定データ５２ｂが設定情報記憶５２に設定さ
れていることが必要なアプリケーションの設定状態を容易に把握することが可能になる。
【００４０】
　また、本実施形態の端末装置１では、設定要否判断部４は、アプリ属性ファイル３２に
照合用データ３５を含むか否かにより、所定の設定データ５２ｂの設定の要否を判断する
。このため、設定状態の判断の要否を容易に判定することが可能となる。
【００４１】
　また、本実施形態の端末装置１では、設定状態判断部６は、アプリ属性ファイル３２に
含まれるアドレスデータ３４に基づき設定データ５２ｂを読み出し、この設定データ５２
ｂと照合用データ３５とが一致しているか否かにより、所定の設定データ５２ｂの設定状
態が判断される。従って、アプリケーションの設定状態を容易に把握することが可能にな
る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、端末装置の機能ブロック図である。
【図２】図２は、端末装置のハードブロック図である。
【図３】図３（ａ）はアプリケーション記憶部３が記憶しているアプリケーションの構成
の一例を示す図である。図３（ｂ）は、アプリ属性ファイルの構造の一例を示す図である
。図３（ｃ）は、判定キーのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】設定情報記憶部の構造の一例を示す図である。
【図５】メニュー表示用画像記憶部の構造の一例を示す図である。
【図６】端末装置におけるアプリケーション一覧表示方法の処理手順を示す図である。
【図７】表示部に表示されるアプリケーションの一覧表示の画面例を示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１…端末装置、２…通信部、３…アプリケーション記憶部、４…設定要否判断部、５…
非接触ＩＣカード、６…設定状態判断部、７…表示制御部、８…メニュー表示用画像記憶
部、９…表示部、３１…アプリケーションプログラム、３２…アプリ属性ファイル、３３
…判定キー、３４…アドレスデータ、３５…照合用データ、５１…無線通信部、５２…設
定情報記憶部、５２ａ…アドレス、５２ｂ…設定データ、８１…通常表示用画像、８２…
未設定状態用画像。
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