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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を有する移動通信端末装置であって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データの参照用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす
制御手段を含み、
　前記制御手段は、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、表示された前記表示体が選択されたとき、前記データを再びユーザに
参照させるべく制御をなすようにしたことを特徴とする請求項１記載の移動通信端末装置
。
【請求項３】
　表示部を有する移動通信端末装置であって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け
画面上に表示すべく制御をなす制御手段を含み、
　前記制御手段は、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
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２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、表示された前記表示体が選択されたとき、前記データに対する複数の
実行可能な機能の一覧を前記表示部に表示すべく制御をなすようにしたことを特徴とする
請求項３記載の移動通信端末装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第２のデータが前記第１のデータの種類と異なる種類のデータで
あれば、前記第１のデータに関連付けられた前記表示体と共に前記第２のデータに関連付
けられた前記表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴と
する請求項１～４いずれか記載の移動通信端末装置。
【請求項６】
　表示部を有する移動通信端末装置であって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用
の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす制御手段を含み、
　前記制御手段は、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、表示された前記表示体が選択されたとき、前記通信ネットワークを介
して前記ファイルを再びアクセスすべく制御をなすようにしたことを特徴とする請求項６
記載の移動通信端末装置。
【請求項８】
　表示部を有する移動通信端末装置であって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数
の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をな
す制御手段を含み、
　前記制御手段は、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とする移動通信端末装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、表示された前記表示体が選択されたとき、前記アドレスに対する複数
の実行可能な機能の一覧を前記表示部に表示すべく制御をなすようにしたことを特徴とす
る請求項８記載の移動通信端末装置。
【請求項１０】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データの参照用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす
ステップを含み、
　前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とする制御方法。
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【請求項１１】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け
画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、
　前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用
の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、
　前記ステップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数
の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をな
すステップを含み、
　前記ステップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データの参照用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす
ステップを含み、
　前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、
　当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け
画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、
　前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第
２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前
記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面
上に表示すべく制御をなすことを特徴とするプログラム。
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【請求項１６】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用
の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、
　前記ステップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログ
ラムであって、
　通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数
の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をな
すステップを含み、
　前記ステップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以
下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記
第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのア
ドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすこ
とを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は移動通信端末装置、その制御方法及びプログラムに関し、特にアイコン等の表示
体を表示する表示部を有する移動通信端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話機などの移動通信端末装置において、ユーザは、キー操作部等の入力手段
を用いて、装置内に保存されている電子メール、画像、メロディ等のデータから所望のデ
ータを選択することにより、このデータを表示部やスピーカ等の出力手段を介して参照す
ることが可能である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ユーザにより前回参照したデータを今回再び参照するためには、前回の参照時に
なした操作と同様の操作をユーザはする必要がある。すなわち、前回参照されたデータを
再び参照するために、ユーザは、入力手段を用いて、データを参照するための機能を起動
し、そして、表示部に表示されるデータの一覧表等からデータを選択しなければならない
。例えば、前回表示させた受信メールを再度確認する場合、ユーザは、メール機能を起動
して、受信メールの一覧から目的のメールを選択する必要がある。
【０００４】
また、ユーザが前回参照したデータを今回再び参照する際に、前回参照したデータを覚え
ていない場合、このデータの検索が困難になる。
【０００５】
本発明の目的は、使い勝手を向上させることができる移動通信端末装置、その制御方法及
びプログラムを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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　本発明による第１の移動通信端末装置は、表示部を有する移動通信端末装置であって、
当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付けら
れ前記データの参照用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす制
御手段を含み、前記制御手段は、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデー
タ（以下、第２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連
付けられた前記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の
待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする。
【０００７】
　本発明による第２の移動通信端末装置は、表示部を有する移動通信端末装置であって、
当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付けら
れ前記データに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画
面上に表示すべく制御をなす制御手段を含み、前記制御手段は、前記データ（以下、第１
のデータと称す）とは別のデータ（以下、第２のデータと称す）がユーザに参照された場
合に、前記第１のデータに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のデータに関連付
けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする
。
【０００８】
　本発明による第３の移動通信端末装置は、表示部を有する移動通信端末装置であって、
通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルをア
クセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用の
表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす制御手段を含み、前記制御
手段は、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以下、第２の
ファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記第１のファ
イルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのアドレスに関
連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴と
する。
【０００９】
　本発明による第４の移動通信端末装置は、表示部を有する移動通信端末装置であって、
通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルをア
クセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数の
実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす
制御手段を含み、前記制御手段は、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別
のファイル（以下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスし
た場合に、前記第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２
のファイルのアドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべ
く制御をなすことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による第１の制御方法は、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって
、当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データの参照用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなす
ステップを含み、前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデ
ータ（以下、第２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関
連付けられた前記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部
の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする。
【００１１】
　本発明による第２の制御方法は、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって
、当該装置に保持されているデータがユーザに参照された場合に、前記データに関連付け
られ前記データに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け
画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、前記ステップは、前記データ（以下、第
１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第２のデータと称す）がユーザに参照された
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場合に、前記第１のデータに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のデータに関連
付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とす
る。
【００１２】
　本発明による第３の制御方法は、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって
、通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用
の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、前記ス
テップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以下、第２
のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記第１のフ
ァイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのアドレスに
関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴
とする。
【００１３】
　本発明による第４の制御方法は、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法であって
、通信ネットワークを介してこのネットワークに接続されたサーバが保持するファイルを
アクセスした場合に、前記ファイルのアドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数
の実行可能な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をな
すステップを含み、前記ステップは、前記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは
別のファイル（以下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワークを介してアクセス
した場合に、前記第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第
２のファイルのアドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示す
べく制御をなすことを特徴とする。
【００１４】
　本発明による第１のプログラムは、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムであって、当該装置に保持されているデータがユ
ーザに参照された場合に、前記データに関連付けられ前記データの参照用の表示体を前記
表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、前記ステップは、前記
データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以下、第２のデータと称す）がユ
ーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けられた前記表示体に代えて前記第
２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をな
すことを特徴とする。
【００１５】
　本発明による第２のプログラムは、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムであって、当該装置に保持されているデータがユ
ーザに参照された場合に、前記データに関連付けられ前記データに対する複数の実行可能
な機能の提供用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップ
を含み、前記ステップは、前記データ（以下、第１のデータと称す）とは別のデータ（以
下、第２のデータと称す）がユーザに参照された場合に、前記第１のデータに関連付けら
れた前記表示体に代えて前記第２のデータに関連付けられた表示体を前記表示部の待ち受
け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする。
【００１６】
　本発明による第３のプログラムは、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムであって、通信ネットワークを介してこのネット
ワークに接続されたサーバが保持するファイルをアクセスした場合に、前記ファイルのア
ドレスに関連付けられ前記ファイルのアクセス用の表示体を前記表示部の待ち受け画面上
に表示すべく制御をなすステップを含み、前記ステップは、前記ファイル（以下、第１の
ファイルと称す）とは別のファイル（以下、第２のファイルと称す）を前記通信ネットワ
ークを介してアクセスした場合に、前記第１のファイルのアドレスに関連付けられた前記
表示体に代えて前記第２のファイルのアドレスに関連付けられた表示体を前記表示部の待
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ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする。
【００１７】
　本発明による第４のプログラムは、表示部を有する移動通信端末装置の制御方法をコン
ピュータに実行させるためのプログラムであって、通信ネットワークを介してこのネット
ワークに接続されたサーバが保持するファイルをアクセスした場合に、前記ファイルのア
ドレスに関連付けられ前記アドレスに対する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を前
記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすステップを含み、前記ステップは、前
記ファイル（以下、第１のファイルと称す）とは別のファイル（以下、第２のファイルと
称す）を前記通信ネットワークを介してアクセスした場合に、前記第１のファイルのアド
レスに関連付けられた前記表示体に代えて前記第２のファイルのアドレスに関連付けられ
た表示体を前記表示部の待ち受け画面上に表示すべく制御をなすことを特徴とする。
【００１８】
本発明の作用は次の通りである。移動通信端末装置に保持されているデータがユーザに参
照されたならば、待ち受け画面表示時に、当該データに関連付けられ当該データの参照用
の表示体を表示部に表示するようにしている。したがって、表示された表示体がユーザに
より選択されたとき、これに関連付けられたデータが当該装置の出力手段から出力され、
再びユーザに参照される。
【００１９】
また、移動通信端末装置が通信ネットワークを介してサーバのファイルをアクセスしたな
らば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレスに関連付けられ当該ファイルのア
クセス用の表示体を表示部に表示するようにしている。したがって、表示された表示体が
ユーザにより選択されたとき、これに関連付けられたアドレスを基に再び通信ネットワー
クを介してファイルをアクセスする。
【００２０】
また、移動通信端末装置に保持されているデータがユーザに参照されたならば、待ち受け
画面表示時に、当該データに関連付けられ当該データに対する複数の実行可能な機能の提
供用の表示体を表示部に表示するようにしている。したがって、表示された表示体がユー
ザにより選択されたとき、これに関連付けられたデータに対する複数の実行可能な機能の
一覧が表示部に表示され、この一覧の中からユーザにより選択された機能が起動され実行
される。
【００２１】
また、移動通信端末装置が通信ネットワークを介してサーバのファイルをアクセスしたな
らば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレスに関連付けられ当該アドレスに対
する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を表示部に表示するようにしている。したが
って、表示された表示体がユーザにより選択されたとき、これに関連付けられたアドレス
に対する複数の実行可能な機能の一覧が表示部に表示され、この一覧の中からユーザによ
り選択された機能が起動され実行される。
【００２２】
なお、表示体としては、アイコン、文字、数字等が用いられる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００２４】
図１は本発明の実施例による携帯電話機の構成を示す図である。図１において、本発明の
実施例による携帯電話機１０は、アンテナ１１と、送受信部１２と、制御部１３と、記憶
部１４と、表示制御部１５と、表示部１６と、入力部１７と、スピーカ１８とを有してい
る。
【００２５】
送受信部１２は、制御部１３からの制御に従ってアンテナを介して信号の送受信処理をな
すためのものである。制御部１３は、記憶部１４に格納されたプログラムに従って動作し
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、携帯電話機１０の各部を制御する。記憶部１４には、電子メール、画像、メロディ、電
話帳、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　ＲｅｓｏｕｒｓｅＬｏｃａｔｏｒ）アドレス等の各種デ
ータが記憶されている。また、記憶部１４には、例えばデータの種類とアイコンとの対応
関係を示したテーブル（図示せず）が記憶されている。
【００２６】
表示制御部１５は、制御部１３からの制御に従って各種情報を表示部１６に表示させるた
めの表示制御を行う。表示部１６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）等である。入力部１７は、ユーザが携帯電話機１０を操作するためのものである
。表示部１６とスピーカ１８とが携帯電話機１０の出力手段である。
【００２７】
次に、本発明の実施例による携帯電話機１０の動作について図面を用いて説明する。図２
は図１の携帯電話機１０の動作を示すフローチャートであり、（ａ）はデータ参照時の動
作を示すフローチャートであり、（ｂ）は待ち受け画面表示時の動作を示すフローチャー
トである。なお、待ち受け画面は、携帯電話機１０に備えられているいずれのアプリケー
ションソフトも実行されていないとき（すなわち、携帯電話機１０がアイドル状態にある
とき）における表示部１６の表示画面である。また、通常、待ち受け画面には、現在時刻
情報やバッテリ残量情報等が表示される。
【００２８】
図１及び図２（ａ）において、携帯電話機１０に保持されている所望のデータを参照する
ために、ユーザが入力部１７を操作することにより記憶部１４内のデータを選択すると（
ステップＡ１）、制御部１３が選択されたデータを出力手段に出力させるべく制御をなす
ことにより、出力手段は当該データを出力する（ステップＡ２）。これにより、ユーザは
出力手段を介して当該データを参照することができる。
【００２９】
電子メールを参照する場合には、ユーザが入力部１７を操作することによりメール参照機
能を起動し、入力部１７により所望のメールを選択すると（ステップＡ１）、制御部１３
からの指示に従って表示制御部１５は、記憶部１４に記憶されている当該メールを表示部
１６に表示させる（ステップＡ２）。
【００３０】
画像を参照する場合には、ユーザが入力部１７を操作することにより画像参照機能を起動
し、入力部１７により所望の画像を選択すると（ステップＡ１）、制御部１３からの指示
に従って表示制御部１５は、記憶部１４に記憶されている当該画像を表示部１６に表示さ
せる（ステップＡ２）。
【００３１】
メロディを参照する場合には、ユーザが入力部１７を操作することによりメロディ参照機
能を起動し、入力部１７により所望のメロディを選択すると（ステップＡ１）、制御部１
３は、記憶部１４に記憶されている当該メロディをスピーカ１８に鳴動させる（ステップ
Ａ２）。
【００３２】
電話帳を参照する場合には、ユーザが入力部１７を操作することにより電話帳参照機能を
起動し、入力部１７により所望の電話番号を選択すると（ステップＡ１）、制御部１３は
、記憶部１４に記憶されている当該電話番号を表示部１６に表示させる（ステップＡ２）
。
【００３３】
ステップＡ２において出力手段がユーザにより選択されたデータを出力すると同時に、制
御部１３は、出力データを示す参照情報（出力データの種類、携帯電話機１０内部におけ
る出力データの管理番号、記憶部１４における出力データの記憶領域等）を記憶部１４の
所定の記憶領域に保存する（ステップＡ３）。このステップＡ３において、既に別のデー
タを示す参照情報が保存されているならば、この別のデータを示す参照情報を消去して上
記出力データを示す参照情報を保存する。
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【００３４】
なお、ステップＡ３において、上記出力データの種類と上記別のデータの種類とが異なる
ものであれば、上記別のデータを示す参照情報を消去することなく、上記出力データを示
す参照情報を保存するようにしてもよい。したがって、この場合、例えば、メールが参照
された後、別のメールが参照されたならば、記憶部１４の所定の記憶領域にはこの別のメ
ールを示す参照情報のみが格納されていることになる。一方、例えば、メールが参照され
た後、画像が参照されたならば、記憶部１４の所定の記憶領域にはこのメールを示す参照
情報及びこの画像を示す参照情報が格納されていることになる。
【００３５】
図１及び図２（ｂ）において、表示部１６の表示画面が待ち受け画面に遷移する際（ステ
ップＡ４）、制御部１３は、図２（ａ）のステップＡ３において保存された参照情報を取
得する（ステップＡ５）。制御部１３は、記憶部１４に記憶されているテーブルを基に、
参照情報に含まれているデータの種類に対応するアイコンを求め、そして、表示制御部１
５は、制御部１３からの指示に従ってこのアイコンを表示部１６に表示させる（ステップ
Ａ６）。したがって、アイコンは待ち受け画面上に表示されることになる。さらに、制御
部１３は、表示されたアイコンと参照情報とを関連付け、すなわち、表示されたアイコン
と参照情報が示すデータとを関連付け、このリンク情報を記憶部１４の所定の記憶領域に
保存する（ステップＡ７）。
【００３６】
このようにアイコンが表示されている状態において、ユーザが入力部１７を操作すること
により待ち受け画面上でアイコンが選択されると（ステップＡ８）、制御部１３は、ステ
ップＡ７において保存されたリンク情報を取得する（ステップＡ９）。そして、制御部１
３は、このリンク情報を基に、選択されたアイコンに関連付けられたデータを出力手段に
出力させるべく制御をなすことにより、出力手段は当該データを出力する（ステップＡ１
０）。これにより、ユーザは出力手段を介して当該データを再び参照することができる。
【００３７】
図２（ａ）及び（ｂ）に示された動作に従った表示部１６の表示画面の遷移例を、電子メ
ールを例にとり説明する。図３は図１の表示部１６の表示画面の遷移例を示す図である。
【００３８】
図１及び図３において、ユーザが入力部１７を操作することによりメール参照機能を起動
すると、記憶部１４に保存されているメールの一覧が表示部１６に表示される（画面Ｃ参
照）。このメール一覧画面上にて、ユーザが入力部１７を用いて例えばメール１を選択す
ると、メール１の本文が表示部１６に表示される（画面Ｄ参照）。
【００３９】
ユーザによるメール１の参照が終了し、表示部１６の表示画面が待ち受け画面に遷移する
と、この待ち受け画面上にはメール１に関連付けられたアイコンが表示される（画面Ｅ参
照）。なお、上述したように、待ち受け画面には、通常、現在時刻情報やバッテリ残量情
報等が表示されるが、画面Ｅではこれらは省略している。そして、この待ち受け画面上に
て、ユーザが入力部１７を用いてこのアイコンを選択すると、メール１の本文が再び表示
部１６に表示される（画面Ｆ参照）。
【００４０】
また、本発明の実施例による携帯電話機１０は、通信ネットワークに接続可能であり、こ
の通信ネットワークを介してサーバが保持するファイルを参照可能である。以下、これに
ついて図面を用いて説明する。
【００４１】
図４は図１の携帯電話機１０を含む移動通信システムの構成を示す図である。図４に示し
た移動通信システムは、携帯電話機１０と、基地局２０と、サーバ３０と、通信ネットワ
ーク４０とを有している。通信ネットワーク４０に接続された基地局２０は、携帯電話機
１０と無線通信を行うものである。通信ネットワーク４０に接続されたサーバ３０は、複
数のファイル（例えばＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ
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）ファイル）を保持している。通信ネットワーク４０は、携帯電話網やインターネット等
である。
【００４２】
携帯電話機１０は、基地局２０及び通信ネットワーク４０を介してサーバ３０の複数のフ
ァイルの各々をアクセスすることができる。
【００４３】
次に、この移動通信システムにおける携帯電話機１０の動作について図面を用いて説明す
る。図５は図１の携帯電話機１０の動作を示すフローチャートであり、（ａ）はサーバの
ファイル参照時の動作を示すフローチャートであり、（ｂ）は待ち受け画面表示時の動作
を示すフローチャートである。
【００４４】
図１、図４及び図５（ａ）において、ユーザが入力部１７を用いてブラウザ機能を起動さ
せることにより、携帯電話機１０が基地局２０及び通信ネットワーク４０を介してサーバ
３０のファイルを取得すると（ステップＢ１）、制御部１３からの指示に従って表示制御
部１５は、このファイルを表示部１６に表示させる。すなわち、このファイルに基づくＷ
ｅｂ（ウェブ）ページが表示部１６に表示される（ステップＢ２）。
【００４５】
Ｗｅｂページを表示すると同時に、制御部１３は、このファイルのＵＲＬアドレスを記憶
部１４の所定の記憶領域に保存する（ステップＢ３）。このステップＢ３において、既に
別のＵＲＬアドレスが保存されているならば、この別のＵＲＬアドレスは削除するように
する。なお、ステップＢ３において、記憶部１４に上述した参照情報が記憶されているな
らば、これを削除するようにしてもよい。
【００４６】
図１、図４及び図５（ｂ）において、表示部１６の表示画面が待ち受け画面に遷移する際
（ステップＢ４）、制御部１３は、図５（ａ）のステップＢ３において保存されたＵＲＬ
アドレスを取得する（ステップＢ５）。制御部１３は、記憶部１４に記憶されているテー
ブルを基に、ＵＲＬアドレスに対応するアイコンを求め、そして、表示制御部１５は、制
御部１３からの指示に従ってこのアイコンを表示部１６に表示させる（ステップＢ６）。
したがって、アイコンは待ち受け画面上に表示されることになる。さらに、制御部１３は
、表示されたアイコンとＵＲＬアドレスとを関連付け、このリンク情報を記憶部１４の所
定の記憶領域に保存する（ステップＢ７）。
【００４７】
このようにアイコンが表示されている状態において、ユーザが入力部１７を操作すること
により待ち受け画面上でアイコンが選択されると（ステップＢ８）、制御部１３は、ステ
ップＢ７において保存されたリンク情報を取得する（ステップＢ９）。そして、制御部１
３の制御により、携帯電話機１０は、選択されたアイコンに関連付けられたＵＲＬアドレ
スを基に、通信ネットワーク４０を介してサーバ３０のファイルを取得する（ステップＢ
１０）。そして、このファイルに基づくＷｅｂページが表示部１６に表示される（ステッ
プＢ１１）。これにより、ユーザは当該Ｗｅｂページを再び参照することができる。
【００４８】
携帯電話機１０の待ち受け画面表示時の動作を図２（ｂ）と図５（ｂ）とを用いてＵＲＬ
アドレスとこれ以外のデータとに分けて説明したが、これらは互いに独立した動作ではな
い。
【００４９】
すなわち、図２（ｂ）を用いて説明すれば、図２（ｂ）のステップＡ５において、図２（
ａ）のステップＡ３において保存された参照情報と図５（ａ）のステップＢ３において保
存されたＵＲＬアドレスとがあるならば、これらを取得する。そして、図２（ｂ）のステ
ップＡ６において、取得された参照情報に含まれるデータの種類に対応するアイコン　（
第１のアイコン）と、ＵＲＬアドレスに対応するアイコン（第２のアイコン）とが表示さ
れる。図２（ｂ）のステップＡ８において第１のアイコンが選択されるならば、図２　（
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ｂ）のステップＡ１０において第１のアイコンに関連付けられたデータが出力手段より出
力される。一方、図２（ｂ）のステップＡ８において第２のアイコンが選択されるならば
、図２（ｂ）のステップＡ１０において、第２のアイコンに関連付けられたＵＲＬアドレ
スを基に通信ネットワークを介して取得されるＷｅｂページが表示部１６に表示される。
【００５０】
以上説明したように、本発明の実施例では、携帯電話機に保持されているデータがユーザ
に参照されたならば、待ち受け画面表示時に、当該データに関連付けられ当該データの参
照用のアイコンを表示部に表示するようにしている。また、通信ネットワークを介してサ
ーバのファイルをアクセスしたならば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレス
に関連付けられ当該ファイルのアクセス用のアイコンを表示部に表示するようにしている
。したがって、前回参照したデータをもう１度参照するために、前回参照時の操作と同様
の操作を行う必要がなくなり、携帯電話機の使い勝手が向上される。
【００５１】
なお、図２（ｂ）では、表示部１６に表示されたアイコンが選択されると、これに関連付
けられたデータが出力手段により出力されたが、表示部１６に表示されたアイコンが選択
されると、これに関連付けられたデータに対する複数の実行可能な機能の一覧を表示部１
６に表示させるようにしてもよい。
【００５２】
図６は図２（ｂ）に示した動作の変形例を示すフローチャートである。図６におけるステ
ップＡ４～ステップＡ９までの動作は図２（ｂ）と同様であるので、説明を省略する。
【００５３】
図１及び図６において、ステップＡ９の後、ステップＡ８において選択されたアイコンに
関連付けられたデータに対する複数の実行可能な機能の一覧が表示部１６に表示される（
ステップＡ１１）。
【００５４】
選択されたアイコンに関連付けられたデータが電子メールである場合、このメールに対す
る複数の実行可能な機能として、当該メールの本文を表示する本文表示機能、当該メール
の送信者にメールを返信するための返信機能、当該メールを転送するための転送機能及び
当該メールの送信者を記憶部１４の所定の領域に登録する送信者登録機能が一覧表示され
る（ステップＡ１１）。
【００５５】
選択されたアイコンに関連付けられたデータが画像である場合、この画像に対する複数の
実行可能な機能として、当該画像をメールに添付するメール添付機能及び当該画像を待ち
受け画面の壁紙に設定する壁紙設定機能が一覧表示される（ステップＡ１１）。
【００５６】
選択されたアイコンに関連付けられたデータがメロディである場合、このメロディに対す
る複数の実行可能な機能として、当該メロディをメールに添付するメール添付機能及び当
該メロディを着信音に設定する着信音設定機能が一覧表示される（ステップＡ１１）。
【００５７】
選択されたアイコンに関連付けられたデータが電話番号である場合、この電話番号に対す
る複数の実行可能な機能として、当該電話番号に電話をかける電話機能及び当該電話番号
を含むメールを作成するメール作成機能が一覧表示される（ステップＡ１１）。
【００５８】
選択されたアイコンに関連付けられたデータに対する複数の実行可能な機能の一覧が表示
されている状態において、ユーザが入力部１７を用いてこの一覧の中から一の項目（一の
機能）を選択すると（ステップＡ１２）、これに対応する機能が起動され実行されること
となる（ステップＡ１３）。
【００５９】
電子メールを例にとれば、メール対する複数の実行可能な機能（本文表示機能、返信機能
、転送機能及び送信者登録機能）の一覧の中から例えば本文表示機能がユーザにより選択
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されると（ステップＡ１２）、表示制御部１５は、制御部１３からの指示に従って、メー
ルの本文を表示部１６に表示させる（ステップＡ１３）。
【００６０】
図６に示された動作に従った表示部１６の表示画面の遷移例を、電子メールを例にとり説
明する。図７は図１の表示部１６の表示画面の遷移例を示す図である。
【００６１】
図１及び図７において、アイコンが表示部１６の待ち受け画面に表示されている場合に（
画面Ｇ参照）、このアイコンがユーザにより選択されると、当該アイコンに関連付けられ
たメールに対する複数の実行可能な機能の一覧が、表示制御部１５により表示部１６に表
示される（画面Ｈ参照）。なお、画面Ｇでは、通常表示される現在時刻情報やバッテリ残
量情報等は省略されている。
【００６２】
そして、この一覧の中から例えば「２．返信」の項目がユーザにより選択されると、この
メールに対する返信機能が起動され実行される。すなわち、表示制御部１５は、制御部１
３からの指示に従って、当該メールの送信者を宛先とするメールの作成用画面を表示部１
６に表示させる（画面Ｉ参照）。
【００６３】
このように、図６に示された動作によれば、携帯電話機に保持されているデータがユーザ
に参照されたならば、待ち受け画面表示時に、当該データに関連付けられ当該データに対
する複数の実行可能な機能の提供用のアイコンを表示部に表示するようにしている。
【００６４】
次に、図５（ｂ）に示した動作の変形例について説明する。図５（ｂ）では、表示部１６
に表示されたアイコンが選択されると、これに関連付けられたＵＲＬアドレスを基に通信
ネットワークを介してサーバのファイルをアクセスしていたが、表示部１６に表示された
アイコンが選択されると、これに関連付けられたＵＲＬアドレスに対する複数の実行可能
な機能の一覧を表示部１６に表示させるようにしてもよい。
【００６５】
図８は図５（ｂ）に示した動作の変形例を示すフローチャートである。図８におけるステ
ップＢ４～ステップＢ９までの動作は図２（ｂ）と同様であるので、説明を省略する。
【００６６】
図１、図４及び図８において、ステップＢ９の後、ステップＢ８において選択されたアイ
コンに関連付けられたＵＲＬアドレスに対する複数の実行可能な機能の一覧が表示部１６
に表示される（ステップＢ１２）。
【００６７】
すなわち、このＵＲＬアドレスに対する複数の実行可能な機能として、当該ＵＲＬアドレ
スを基に通信ネットワークを介してファイルをアクセスするブラウザ機能、当該ＵＲＬア
ドレスにより特定されるファイルのアクセスを容易にすべく当該ＵＲＬアドレスを登録す
るブックマーク機能及び当該ＵＲＬアドレスを含むメールを作成するメール作成機能が一
覧表示される（ステップＢ１２）。
【００６８】
そして、ユーザが入力部１７を用いてこの一覧の中から一の項目（一の機能）を選択する
と（ステップＢ１３）、これに対応する機能が起動され実行されることとなる（ステップ
Ｂ１４）。
【００６９】
ステップＢ１３において例えばブラウザ機能が選択されると、制御部１３がＵＲＬアドレ
スを基に通信ネットワーク４０を介してサーバ３０のファイルを取得すべく制御をなすこ
とにより、Ｗｅｂページが表示部１６に表示される。
【００７０】
このように、図８に示された動作によれば、通信ネットワークを介してサーバのファイル
をアクセスしたならば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレスに関連付けられ
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当該アドレスに対する複数の実行可能な機能の提供用のアイコンを表示部に表示するよう
にしている。
【００７１】
なお、本発明の実施例では、アイコンを用いているが、例えば文字や数字のようなアイコ
ン以外の表示体を参照されたデータに関連付けて表示部に表示するようにしてもよいこと
は勿論である。
【００７２】
上記図２、図５、図６及び図８に示した各フローチャートに従った処理動作は、予めＲＯ
Ｍ等の記憶媒体に格納されたプログラムを、ＣＰＵ（制御部）となるコンピュータに読み
取らせて実行せしめることにより、実現できることは勿論である。
【００７３】
【発明の効果】
本発明による効果は、使い勝手が向上されることである。その理由は、移動通信端末装置
に保持されているデータがユーザに参照されたならば、待ち受け画面表示時に、当該デー
タに関連付けられ当該データの参照用の表示体を表示部に表示するようにしているためで
ある。
【００７４】
また、移動通信端末装置が通信ネットワークを介してサーバのファイルをアクセスしたな
らば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレスに関連付けられ当該ファイルのア
クセス用の表示体を表示部に表示するようにしているためである。
【００７５】
また、移動通信端末装置に保持されているデータがユーザに参照されたならば、待ち受け
画面表示時に、当該データに関連付けられ当該データに対する複数の実行可能な機能の提
供用の表示体を表示部に表示するようにしているためである。
【００７６】
また、移動通信端末装置が通信ネットワークを介してサーバのファイルをアクセスしたな
らば、待ち受け画面表示時に、当該ファイルのアドレスに関連付けられ当該アドレスに対
する複数の実行可能な機能の提供用の表示体を表示部に表示するようにしているためであ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例による携帯電話機の構成を示す図である。
【図２】図１の携帯電話機の動作を示すフローチャートであり、（ａ）はデータ参照時の
動作を示すフローチャートであり、（ｂ）は待ち受け画面表示時の動作を示すフローチャ
ートである。
【図３】図２に示された動作に従った表示部の表示画面の遷移例を示す図である。
【図４】図１の携帯電話機を含む移動通信システムの構成を示す図である。
【図５】図１の携帯電話機の動作を示すフローチャートであり、（ａ）はサーバのファイ
ル参照時の動作を示すフローチャートであり、（ｂ）は待ち受け画面表示時の動作を示す
フローチャートである。
【図６】図２（ｂ）に示した動作の変形例を示すフローチャートである。
【図７】図６に示された動作に従った表示部の表示画面の遷移例を示す図である。
【図８】図５（ｂ）に示した動作の変形例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　携帯電話機
１１　　アンテナ
１２　　送受信部
１３　　制御部
１４　　記憶部
１５　　表示制御部
１６　　表示部
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１７　　入力部
１８　　スピーカ
２０　　基地局
３０　　サーバ
４０　　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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