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(57)【要約】
　移動体端末の表示装置のコンテンツを保存する方法、
装置及びコンピュータプログラム製品が提供される。移
動体端末に関連する表示装置のコンテンツの格納要求が
受信される。受信された要求に応じて移動体端末のコン
テンツを含む画像ファイルが作成される。作成済みの画
像ファイルは、コンテンツの種類とコンテンツのソース
との少なくともいずれかにかかわりなく画面コンテンツ
フォルダに格納される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体端末の表示装置のコンテンツを保存する方法であって、
　前記移動体端末に関連する表示装置のコンテンツの格納要求を受信する工程と、
　前記受信された要求に応じて前記移動体端末の前記コンテンツを含む画像ファイルを作
成する工程と、
　前記コンテンツの種類と前記コンテンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりな
く、前記作成された画像ファイルを画面コンテンツフォルダに格納する工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記作成された画像ファイルに関連するテキストファイルであって、前記画像ファイル
に含まれる何らかのテキストを含む前記テキストファイルを自動的に作成する工程と、
　前記作成されたテキストファイルを前記画面コンテンツフォルダに格納する工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付する工程と、前記テキストファイルをテキストノートプログラムへ転送する工程と
の少なくともいずれかの工程をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　電子メールメッセージとマルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセ
ージとの少なくともいずれかに前記画像ファイルを添付する工程をさらに備えることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出する工程と、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用する工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションプログラムは、連絡先データベースと、カレンダと、ブラウザと
、チャットクライアントと、ブックマーク格納ユットとの少なくともいずれかを備えるこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかを編集する工程をさ
らに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信する工程が、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信する工程と、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信する工程と、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力を受信する工程と
、のいずれか
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　移動体端末であって、コンテンツキャプチャ用モジュールが、前記移動体端末に関連す
る表示装置のコンテンツの格納要求を受信し、前記移動体端末の前記コンテンツを含む画
像ファイルを前記受信された要求に応じて作成し、前記コンテンツの種類と前記コンテン
ツのソースとの少なくともいずれかにかかわりなく、前記画像ファイルを画面コンテンツ
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フォルダに格納するように構成されるコンテンツキャプチャ用モジュールを備えることを
特徴とする移動体端末。
【請求項１０】
　前記画像ファイルコンテンツの中に何らかのテキストを含む前記格納された画像ファイ
ルに関連するテキストファイルを自動的に作成し、該作成されたテキストファイルを前記
画面コンテンツフォルダに格納するように構成されるテキスト変換回路をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１１】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付するようにする構成と、前記テキストファイルをテキストノートプログラムへ転送
するようにする構成との少なくともいずれかの構成に前記テキスト変換モジュールがさら
に構成されることを特徴とする請求項１０に記載の移動体端末。
【請求項１２】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、電子メールメッセージとマルチメディア・
メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセージとの少なくともいずれかに前記画像ファ
イルを添付するようにさらに構成されることを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１３】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出し、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用するようにさらに構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の移動体端末。
【請求項１４】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、前記画像ファイルと前記テキストファイル
との少なくともいずれかを編集するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１０
に記載の移動体端末。
【請求項１５】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信するか、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信するか、又は、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力を受信するように
さらに構成される
ことを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１６】
　移動体端末の表示装置のコンテンツを保存するためのコンピュータプログラム製品であ
って、
コンピュータ可読プログラムコードを中に実装したコンピュータ可読媒体であって、該コ
ンピュータ可読媒体は、
　前記移動体端末に関連する前記表示装置の前記コンテンツの格納要求を受信するように
構成されるコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記受信された要求に応じて前記移動体端末の前記コンテンツを含む画像ファイルを作
成するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記コンテンツの種類と前記コンテンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりな
く、画像ファイルを画面コンテンツフォルダに格納するように構成されるコンピュータ可
読プログラムコードと、
を備えるコンピュータプログラム製品を備えることを特徴とするコンピュータプログラム
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製品。
【請求項１７】
　前記画像ファイルに関連するテキストファイルであって、前記画像ファイルに含まれる
何らかのテキストを含む前記テキストファイルを自動的に作成するように構成されるコン
ピュータ可読プログラムコードと、
　前記作成されたテキストファイルを前記画面コンテンツフォルダに格納するように構成
されるコンピュータ可読プログラムコードと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付するように構成される場合と、前記テキストファイルをテキストノートプログラム
へ転送するように構成される場合との少なくともいずれかで構成されるコンピュータ可読
プログラムコードをさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１９】
　電子メールメッセージとマルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセ
ージとの少なくともいずれかに前記画像ファイルを添付するように構成されるコンピュー
タ可読プログラムコードをさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２０】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出するように構成されるコンピュータ可読プログラムコード
と、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用するように構成されるコンピュータ可読プログラムコー
ドと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　前記アプリケーションプログラムは、連絡先データベースと、カレンダと、ブラウザと
、チャットクライアントとブックマーク格納ユニットとの少なくともいずれかを備えるこ
とを特徴とする請求項２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを編集す
るように構成されるコンピュータ可読プログラムコードをさらに備えることを特徴とする
請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　要求を受信するように構成される前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力かを受信するよう
に構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、のいずれか
を備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体端末に関し、特に、データのアクセスと、送信と、受信とを行うこと
ができる移動体端末、並びに、関連する方法及びコンピュータプログラム製品に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、移動通信のフィールドにおける特徴が目立ってきている。コードレス電話、セル
ラ電話、ポケベル（pager）、無線モデム、無線電子メールデバイス、通信機能を有する
パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、ＭＰ３プレイヤ及びその他の携帯用通
信デバイスなどの移動体端末がさらに一般化してきている。これらのデバイスのなかには
、無線通信ネットワークを介してインターネットのようなデータネットワークと通信を行
うように構成されているものもあるが、なかには、写真を撮影し、又は、電子メール、シ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）及びマルチメディア・メッセージング・サービス（
ＭＭＳ）メッセージの送受信を行うように構成されているものもある。したがって、移動
体端末は、例えば、写真、連絡先、送受信済みメッセージ等の多量の情報を格納すること
ができる。
【０００３】
　様々なアプリケーション、すなわちＳＭＳ、ＭＭＳ、写真、連絡先の各々がメディアコ
ンテンツの保存のための異なる処理手順を使用している。個々のアプリケーションによっ
て作成されたコンテンツは、アプリケーションの種類とアプリケーションのソースとの少
なくともいずれかに基づいて移動体端末上の異なるフォルダに格納される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さらに、移動体端末によりアクセスできるコンテンツのなかには移動体端末の中に全く
保存できないものもある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態のいくつかは移動体端末の表示装置のコンテンツを保存する方法、装
置及びコンピュータプログラム製品を提供するものである。移動体端末に関連する表示装
置のコンテンツの格納要求が受信される。受信された要求に応じて表示装置のコンテンツ
を含む画像ファイルが作成される。作成された画像ファイルは、コンテンツの種類とコン
テンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりなく画面コンテンツフォルダに格納さ
れる。
【０００６】
　本発明の別の実施形態では、作成された画像ファイルに関連するテキストファイルを自
動的に作成することができる。このテキストファイルは画像ファイルに含まれている何ら
かのテキストを含んでもよい。上記作成されたテキストファイルは画面コンテンツフォル
ダに格納されてもよい。
【０００７】
　本発明のさらに別の実施形態では、テキストファイルは、電子メールメッセージと、マ
ルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセージと、ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）メッセージとに添付することができる。テキストファイルはテキスト
ノートプログラムへ転送されてもよい。画像ファイルは電子メールメッセージとＭＭＳメ
ッセージとの少なくともいずれかに添付されてもよい。
【０００８】
　本発明のいくつかの実施形態では、画像ファイルとテキストファイルとの少なくともい
ずれかのファイルは、該ファイルから情報を抽出するために処理されてもよい。この抽出
された情報はアプリケーションプログラムで利用するために該アプリケーションプログラ
ムへ提供されてもよい。このアプリケーションプログラムは、連絡先データベース、カレ
ンダ、ブラウザ、チャットクライアントとブックマーク格納ユニットとの少なくともいず
れかを含んでもよい。
【０００９】
　本発明の別の実施形態では、画像ファイルとテキストファイルとの少なくともいずれか
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のファイルを編集することも可能である。本発明の或る実施形態では、移動体端末に設け
られた画面コンテンツ専用ボタンを介してユーザ入力を行ってもよいし、移動体端末に設
けられたオーバロード・ボタン（overloaded button）を介してユーザ入力を行ってもよ
い。あるいは、移動体端末に設けられたメニューを介してユーザ入力を行ってもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　添付図面を参照しながら本発明の具体的な実施例について説明する。しかしながら、本
発明は各種多数の形式で実施され得るものであり、本発明がここに説明された実施例に限
定されるものと解釈してはならない。むしろ、これらの実施例は、本開示が十分かつ完全
なものとなるように、そして、当業者に対して本発明の範囲が十分に伝えられるように提
供されるものである。添付図面に例示されている特定の実施形態についての詳細な説明で
使用されている用語は本発明の限定を意図するものではない。図面では、同じ参照番号は
同じ要素を示すものとする。
【００１１】
　明示的に別段の定めがなされている場合を除き、本明細書で使用されているように、単
数形を示す「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は複数形も同様に含まれていることが意図さ
れている。「含む（includes）」、「備える（comprises）」、「含んでいる（including
）」及び「備えている（comprising）」の少なくともいずれかの用語は、本明細書で使用
される場合、上述の特徴、数値、ステップ、処理、要素とコンポーネントの少なくともい
ずれかの存在を特定する用語であるが、１つ以上の他の特徴、整数値、ステップ、処理、
要素及びこれらのグループの少なくともいずれかの存在又は追加を除外するものではない
ことをさらに理解されたい。また、ある要素が別の要素に「接続」又は「結合」されてい
ると記載されているとき、その別の要素に直接に接続又は結合されていてもよいし、介在
する要素が存在していてもよいことを理解されたい。さらに、本明細書で使用されている
ような「接続される」又は「結合される」という記載は無線での接続又は結合を含みうる
ものである。本明細書で使用されているように、「少なくともいずれか（and/or)」とい
う用語は、１つ以上の関連づけられ、リストされた項目の任意の、及び、すべての組み合
わせを含む用語である。
【００１２】
　別段の定義がない限り、本明細書で用いる（技術的用語及び科学的用語を含む）すべて
の用語は、本発明が属している技術分野の通常の当業者によって共通に理解されるものと
同じ意味を持つものとする。一般に使用される辞書に定義されているような用語は、関連
する技術分野の文脈における意味と一致する意味を有するものと解釈すべきであり、本明
細書で明示的に別段の定義がない限り、理想化した意味に解釈すべきではなく、又は、過
度に形式的な意味に解釈すべきではないことをさらに理解されたい。
【００１３】
　本明細書で使用されているように、「移動体端末」とは、送信能力のない無線信号受信
器のみを備えた装置と、双方向通信リンクを介して双方向の通信を行う能力をもつ送受信
両用のハードウェアを備えた装置との双方を含むものである。このような装置は、マルチ
ライン表示装置の有無を問わないセルラ通信装置又は他の通信装置と、音声処理とデータ
処理並びにファクシミリとデータ通信機能との少なくともいずれかを結合することが可能
な個人通信システム（ＰＣＳ）端末と、無線周波数受信器と、ページャーと、インターネ
ット／イントラネットアクセスと、ウェブブラウザと、オーガナイザと、カレンダと全地
球測位システム（ＧＰＳ）受信器との少なくともいずれかを含むことができるパーソナル
・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）と、従来からあるラップトップ型コンピュータとパ
ームトップ型コンピュータとの少なくともいずれかのコンピュータ又は無線周波数受信器
を含む他の機器と、の少なくともいずれかを含んでもよい。本明細書で使用されているよ
うに、「移動体端末」とは、携帯可能なものであってもよいし、可搬性のあるものであっ
てもよいし、（航空、海上又は陸上ベースの）輸送手段に設置されているものであっても
よいし、あるいは、地球上か、宇宙空間かの少なくともいずれかにおける別の任意の（単
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複の）場所において、ローカルな態様か、分散された態様かのいずれかの態様で作動する
ように配置されているか、構成されているかのいずれかの状態の移動体端末でありうる。
【００１４】
　図１から図７を参照して本明細書で説明するように、本発明の実施形態は、移動体端末
の表示装置のコンテンツを保存する方法、装置及びコンピュータプログラム製品を提供す
るものである。本明細書で使用されているように、「コンテンツ」とは移動体端末に表示
できる任意のものを意味する。例えば、移動体端末の表示装置のコンテンツとして、ＳＭ
Ｓメッセージ、ＭＭＳメッセージ、ウェブページ、写真、連絡先リスト等を挙げることが
できる。本発明のいくつかの実施形態は、移動体端末の表示装置の最新コンテンツの格納
要求を受信し、次いで、コンテンツの種類とコンテンツのソースとの少なくともいずれか
にかかわりなく、画面コンテンツフォルダに格納されている画像ファイルにコンテンツを
格納する。したがって、保存／格納された画像ファイルのすべては、移動体端末のユーザ
がアクセスし易いように同じ場所（画面コンテンツフォルダ）に保存されることになる。
さらに、本発明のいくつかの実施形態では、格納済みコンテンツのテキストが存在すれば
、該テキストを含むテキストファイルが自動的に作成され、次いでこのテキストファイル
は同じ画面コンテンツフォルダに格納される。以下でさらに後述するように、この格納済
み画像とテキストとの少なくともいずれかは移動体端末により別のアプリケーションで使
用することも可能である。
【００１５】
　まず図１を参照すると、本発明のいくつかの実施形態に従うコンテンツキャプチャ用モ
ジュール３１、テキスト変換モジュール２９及び画面コンテンツフォルダ３７を含む移動
体端末２２を例示する概略ブロック図が示される。図１は基地局トランシーバ２４の移動
体端末２２及び無線通信ネットワーク２０を例示している。無線技術が進化するにつれて
、「無線通信ネットワーク」も進化することは理解できよう。本明細書で使用されている
ように、「無線通信ネットワーク」とは、本発明の教示から逸脱することなく、無線ロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）あるいは無線パーソナルエリアネットワークなどの従
来の意味における種々の無線アクセス技術を意味することができる。これらのネットワー
クは、例えば、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、次世代ＧＳＭ用拡張型データレート（Ｅ
ＤＧＥ）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、移動体通信用グローバルシステム（
ＧＳＭ）、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケッ
トアクセス（ＨＳＵＰＡ）、汎用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）、広帯域符号分割多元
接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）とＷＣＤＭＡ＋ＥＤＧＥ（ＷＥＤＧＥ）との少なくともいずれかの
ような無線アクセス技術と、無線忠実度（ＷＩＦＩ）及びマイクロ波アクセス（ＷＩＭＡ
Ｘ）のための世界規模のインターオペラビリティのような無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）との少なくともいずれかを含んでもよい。
【００１６】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、無線アクセス技術とＷＬＡＮとの少なくともい
ずれかは、図１に例示されている移動体端末２２と無線通信ネットワーク２０間でのアク
セス媒体として用いてもよい。例えば、移動体端末２２は、本発明の範囲から逸脱するこ
となく、ＵＭＴＳ、ＧＳＭ、ＥＤＧＥ、ＧＰＲＳ、ＷＥＤＧＥ、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、
ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡ、ＷＩＦＩ、ＷＩＭＡＸ等を介してデータネットワークにアクセ
スすることも可能である。
【００１７】
　移動体端末２２は、ポータブルハウジング２３を含み、さらに、キーボード、カメラの
ボタン等、表示装置２８、カメラ３６、スピーカ３２、マイク３４、トランシーバ３６及
びメモリ３８などのマンマシンインタフェース（ＭＭＩ）２６を含んでもよい。これらの
うちのいずれも制御装置（プロセッサ）４２と通信を行うことができる。さらに、移動体
端末２２は、本発明のいくつかの実施形態に係るコンテンツキャプチャ用モジュール３１
及びテキスト変換モジュール２９を含む。これらのモジュールもまたプロセッサ４２と通
信を行う。プロセッサ４２は市販のものであってもよいし、カスタムマイクロプロセッサ
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であってもよい。
【００１８】
　コンテンツキャプチャ用モジュール３１及びテキスト変換モジュール２９は移動体端末
において２つの別個の回路として例示されてはいるが、本発明の実施形態はこの構成に限
定されるものではないことは理解できよう。例えば、本発明の範囲から逸脱することなく
、コンテンツキャプチャ用モジュール３１とテキスト変換モジュール２９とを結合して、
単一の回路にしてもよい。
【００１９】
　トランシーバ３６は典型的には送信回路４４と受信回路４６とを備え、これらの回路は
それぞれ、発信する無線周波数信号を基地局トランシーバ２４へ送信するとともに、アン
テナ４８を介して基地局トランシーバ２４から音声による呼又はデータ信号などの着信す
る無線周波数信号を受信する。アンテナ４８は、本発明の範囲から逸脱することなく、埋
め込みアンテナ、伸縮自在アンテナ又は当業者に周知の任意のアンテナであってもよい。
移動体端末２２と基地局トランシーバ２４の間で送信される無線周波数信号は、トラフィ
ック信号と制御信号（例えば、かかってきた電話に対する呼び出し信号／メッセージ）の
双方を含んでもよい。これらの信号を用いて、別のパーティとの音声電話通信の確立及び
維持と、電子メール又はＭＭＳメッセージのようなデータを遠隔デバイスと送信するか、
受信するかの少なくともいずれかが行われる。プロセッサ４２は移動体端末２２の各種機
能をサポートすることができ、これらの機能には、本発明のいくつかの実施形態に係る移
動体端末２２のコンテンツキャプチャ用モジュール３１とテキスト変換モジュール２９と
に関係する機能が含まれる。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態では、基地局トランシーバ２４は、セルラネットワークに
おいてセルを画定し、無線リンクプロトコルを用いて移動体端末２２と、セル内の他の移
動体端末との通信を行う（単複の）無線トランシーバである。単一の基地局トランシーバ
２４しか示されていないが、例えば、移動体交換センタ及び他のデバイスを介して多数の
基地局トランシーバを接続して、無線通信ネットワークを規定することも可能であること
は理解できよう。トランシーバ３６は無線通信ネットワーク２０を用いてデータネットワ
ークと通信を行うように構成される。
【００２１】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、コンテンツキャプチャ用モジュール３１は移動
体端末２２の表示装置２８のコンテンツ格納要求を受信するように構成される。例えば、
ユーザは、表示装置２８の最新コンテンツを格納したい旨を示すためにボタンを押すこと
ができる。このボタンは、移動体端末２２に設けられたコンテンツキャプチャリング機能
専用ボタンであってもよいし、あるいは、オーバロード・ボタン、すなわち、追加機能が
割り当てられた、移動体端末２２に設けられるボタンであってもよい。上記専用ボタンと
オーバロード・ボタンとの少なくともいずれかは移動体端末２２のＭＭＩ２６により提供
されてもよい。例えば、コンテンツキャプチャ機能用ボタンは、カメラ付き移動体端末で
写真撮影に使用するのと同じボタンであってもよい。したがって、移動体端末がカメラモ
ードでなく、ボタンが短く押されたときはいつでも、移動体端末は表示装置２８上のコン
テンツをキャプチャするように構成することができる。同じボタンを長く押すと、移動体
端末をカメラモードにすることができる。
【００２２】
　さらに、本発明のいくつかの実施形態では、ユーザはオプションメニューからコンテン
ツ・キャプチャ・オプションを選択してもよい。このオプションメニューは図１のＭＭＩ
２６を用いてアクセスすることも可能である。本明細書で説明する、表示装置の最新コン
テンツのキャプチャ要求を行う方法は、単に例示的目的のために提供されるものであり、
したがって、本発明の実施形態はこれらの例に限定されるものではないことは理解できよ
う。本発明の範囲から逸脱することなく、移動体端末において要求を行う任意の方法を用
いてもよい。例えば、この要求は、本発明の範囲から逸脱することなく、タッチスクリー
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ン、タッチセンサ、音声コマンド、等によってを行うことも可能である。
【００２３】
　上記コンテンツは、移動体端末で撮影した写真、興味をひくテーマを含む雑誌のページ
の写真など、同僚の名刺の写真か、又は、ユーザにとって関心をひくあらゆるものの写真
、ＭＭＳメッセージ、ＳＭＳメッセージ、ウェブページ、連絡先情報等を含んでもよい。
本発明の実施形態はこれらの例に限定されるものではない。当業者により理解されるよう
に上記コンテンツは、移動体端末の表示装置に表示できる任意のものであってもよい。
【００２４】
　表示装置２８のコンテンツ格納要求が受信されるとすぐに、コンテンツキャプチャ用モ
ジュール３１を構成して、画像ファイルを作成し、例えば、ＭＭＳ、ＳＭＳなどのコンテ
ンツの種類とコンテンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりなく、画面コンテン
ツフォルダ３７に画像ファイルを格納してもよい。したがって、コンテンツキャプチャ用
モジュール３１により格納されたすべての画像は、画面コンテンツフォルダ３７などの同
じフォルダに格納できることになる。したがって、ユーザは、情報の所在位置を突き止め
る前に複数のファイルの中を探索することなく、その情報が格納されている場所を知るこ
とが可能となる。
【００２５】
　本発明のいくつかの実施形態では、テキスト変換モジュール２９は、格納済み画像ファ
イルの中に何らかのテキストが存在すれば、そのテキストが含まれている格納済み画像フ
ァイルに関連するテキストファイルを自動的に作成するように構成することができる。例
えば、本発明のいくつかの実施形態では、テキスト変換モジュール２９は光学式文字認識
ソフトウェア（ＯＣＲ）を含んでもよい。テキスト変換モジュール２９は、表示装置のコ
ンテンツを含む新たな画像ファイルのスキャニング／該画像ファイルの作成／格納の待機
をバックグラウンドで実行するように構成することができる。新たな画像ファイルが格納
されると、テキスト変換モジュール２９は、格納済みのコンテンツファイルを読み出し、
何らかのテキストが存在すれば、格納済み画像ファイルからそのテキストを抽出し、対応
するテキストファイルを作成し、画面コンテンツフォルダ３７にそのテキストファイルを
格納するように構成することができる。処理プロセスがバックグラウンドで実行されてい
るため、移動体端末での別の活動に対して著しい遅延が加えられるようなことはない。本
発明のいくつかの実施形態によれば、格納済みコンテンツからのテキストの抽出が「ベス
トエフォート」であり、完全なものではない可能性があることは理解できよう。しかし、
テキストファイルの中で生じているかもしれない何らかのエラーを修正するために、ユー
ザは、テキストファイルが作成されるとすぐにテキストファイルを編集することができる
。例えば、ユーザは、テキストに実際に書かれていることを判読するために、格納済み画
像ファイルを参照することができる。
【００２６】
　テキスト変換モジュールが諸機能を含むものとして本明細書で説明されてはいるが、本
発明の実施形態がこの構成に限定されるものではないことは理解できよう。例えば、表示
装置のコンテンツが、ウェブページ、ＳＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ等を含む場合
には、ＯＣＲ機能を用いずに、変換済みテキストを利用できる場合があり、画像ファイル
に加えてそのテキストを保存することができる。
【００２７】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、コンテンツのキャプチャは理解し易く、簡単に
実行できる。したがって、キャプチャされたコンテンツの構成オプションを最低限にする
ことができる。例えば、この構成オプションは、保存解像度の選択、状態行（status row
）及びソフトキーを保存するかどうかなどの保存対象画面領域の選択、ユーザが矩形の保
存領域の範囲を画定できるようにする処理、所望のＯＣＲ精度の構成、埋め込みＵＲＬ、
電子メール、アドレス、電話番号の検出、キャプチャが行われたときユーザが通知を受け
ることを望んでいるかどうかの検出等のオプションを含んでもよい。
【００２８】
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　次に、本発明のいくつかの実施形態に従って画面のコンテンツをキャプチャし、テキス
トファイルを作成するための例示的処理について図１及び図３（Ａ）から図３（Ｅ）を参
照して説明する。図３（Ａ）に例示されているように、ユーザは移動体端末３２２の表示
装置３２８上の雑誌の記事３００から得られる画像を閲覧することができる。その雑誌の
記事は、例えばいくつかの移動体端末の仕様及びユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ
）を含んでもよい。図３（Ｂ）にさらに例示されているように、ユーザは、雑誌の記事３
００から得た画像を画面コンテンツフォルダ３３７に保存する旨を要求するために専用の
コンテンツキャプチャ用ボタン３０５を押すことができる。コンテンツキャプチャ用モジ
ュール３１は、画面上のコンテンツの保存要求を受信し、画像ファイル３１０を作成し（
図３（Ｃ））、図３（Ｅ）に例示されているように画像ファイル３１０を画面コンテンツ
フォルダ３３７に格納する。さらに、上述したように、本発明のいくつかの実施形態では
、テキスト変換モジュール２９は、格納済み画像ファイル３１０の中にテキストがあれば
、そのテキストが含まれているテキストファイル３２０を自動的に作成し（図３（Ｄ））
、図３（Ｅ）にさらに例示されているように、テキストファイル３２０を画面コンテンツ
フォルダ３３７に格納するように構成することができる。したがって、上述したように、
画像ファイル３１０とテキストファイル３２０の双方は同じフォルダ３３７に保存され、
容易にアクセスを行うことが可能となり、また、移動体端末３２２のユーザによる利用が
可能となる。
【００２９】
　再び図１を参照すると、本発明のいくつかの実施形態では、専用のコンテンツキャプチ
ャ用ボタンを押すこと（最新コンテンツの保存要求）により、コンテンツキャプチャ用モ
ジュール３１に最新コンテンツの画像が作成され、次いでＪＰＧファイルとして画像が専
用画面コンテンツフォルダ３７に保存される。ＪＰＧとは、大きな画像ファイルを圧縮す
る画像用ファイル形式であり、このファイル形式により画像ファイルは同じキロバイトの
メモリを占めることはない。一方、画像ファイルは、テキスト変換モジュール２９による
ＯＣＲのバックグラウンド処理を行うために自動的に待ち行列に入れることができる。テ
キストは画像ファイルから自動的に抽出することができる。テキストがあれば、テキスト
変換モジュールによってテキストが抽出されたとき、テキストファイルが画面コンテンツ
フォルダ３７に現れる。本発明のいくつかの実施形態では、ファイルの作成時に、通常の
写真の場合のように順番に名前をつけることができる。例えば、デジタル写真に、「デジ
タルソニーカメラ」を表すＤＳＣ００１、ＤＳＣ００２等々のように名前を割り当てるこ
とができる。したがって、本発明の実施形態によれば、「スクリーンショット画像」を表
すＳＳＩ００１、ＳＳＩ００２等々のように、また、「スクリーンショットテキスト」を
表すＳＳＴ００１、ＳＳＴ００２等々のように、スクリーンショットにファイル名を割り
当てることができる。対応する画像ファイルとテキストファイルとに、異なるプレフィッ
クスをもつ同じ通し番号を付けるようにしてもよい。これらのファイル名は単に例示な目
的でつけられたものであり、したがって、本発明の実施形態によるファイル名はこの構成
に限定されるものではないことは理解できよう。
【００３０】
　本発明の例示の実施形態はＪＰＧフォーマットで格納されている画像について説明する
ものではあるが、本発明の実施形態がこの構成に限定されるものではないことは理解でき
よう。例えば、画像ファイルは、本発明の範囲から逸脱することなく、ビットマップ（Ｂ
ＭＰ）フォーマット、画像交換フォーマット（ＧＩＦ）、ポータブル・ネットワーク・グ
ラフィックス（portable network graphics: ＰＮＧ）フォーマット等で格納されてもよ
い。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、画像ファイルとテキストファイルとが存在する
場合、これらのファイルを添付し、処理し、編集し、そして、同種の処理を行って、移動
体端末によりサポートされている他のアプリケーションで利用することができる。例えば
、画像ファイルとテキストファイルとの少なくともいずれかを電子メール又はＭＭＳメッ
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セージに添付し、覚え書きとして保存し、カレンダに付け加え、連絡先リストに追加し、
ブラウザのブックマークとして保存し、ウェブサイトへのアクセスに用いるなどが可能で
ある。添付、処理及び編集の態様については、図２及び図４（Ａ）から図４（Ｃ）を参照
して後段でさらに説明する。
【００３２】
　ここで図２を参照しながら、本発明のいくつかの実施形態に係る例示のデータフローに
ついて説明する。図２に記載のデータ経路は単に例示的な目的でのみ示されたものである
ことは理解できよう。したがって、本発明の教示から逸脱することなく、さらに多くのエ
レメントを上記経路に設けることができる。さらに、コンテンツ抽出部（プロセッサ）２
４２とアプリケーションプログラム２２５とは移動体端末２２２内に存在するものとして
例示されてはいるが、本発明の実施形態はこの構成に限定されるものではない。例えば、
本発明の範囲から逸脱することなく、アプリケーションプログラム２２５を移動体端末２
２２の外側に設けてもよい。図２の点線は本明細書で後述するようなオプションのフロー
を示すものである。
【００３３】
　上述のように、例えば、画像ファイル２５０とテキストファイル２５２の少なくともい
ずれかのファイルような画面コンテンツフォルダ２３７のコンテンツは、例えば電子メー
ル、ＳＭＳ及びＭＭＳメッセージ、テキストノートファイル、チャットクライアント、連
絡先データベース、カレンダ等のアプリケーションプログラム２２５へ提供されてもよい
。アプリケーションによって、これらのファイルを直接受け入れることができるものもあ
れば、ファイルが使用できる形になる前に、まず何らかの処理を必要とするものもある。
例えば、画像ファイル２５０はＭＭＳメッセージ及び電子メールメッセージに添付されて
もよい。同様に、テキストファイル２５２は、電子メールと、ＭＭＳメッセージとＳＭＳ
メッセージとの少なくともいずれかのメッセージに直接添付されてもよい。したがって、
これらのアクションを行うために、プロセッサ２４２を必要としない場合もあり、直接ア
プリケーションプログラム２２５へファイルを提供してもよい場合もある。
【００３４】
　しかし、ブラウザのブックマークとしてＵＲＬを保存し、又は、ＵＲＬを用いてウェブ
ページにアクセスできるようにする前に、ＵＲＬに対してテキストファイルの構文解析を
行って、例えば、データ経路に示されるＵＲＬパーサーなどのプロセッサ２４２が使用で
きるようにする必要がある場合もある。本発明のいくつかの実施形態では、プロセッサ２
４２は、ファイルがチャットクライアントへ提供されれば、インスタントメッセージ・イ
ンポータになり得るし、ファイルが連絡先データベースへ提供されれば、連絡先パーサー
になり得るし、あるいはファイルがカレンダへ提供されれば、カレンダパーサーになり得
る。本発明の実施形態がこれらの例に限定されるものではないことは理解できよう。
【００３５】
　ここで図４（Ａ）から図４（Ｄ）を参照して、画像ファイルとテキストファイルの少な
くともいずれかの添付、編集及び処理作業の例示的な処理について説明する。図４（Ａ）
に例示されているように、画像ファイルとテキストファイルの少なくともいずれかを編集
し、ＭＭＳメッセージと電子メールメッセージの少なくともいずれかとして転送すること
ができる。図示のように、複数の猫の写真が画像ファイル４１０に含まれている。次いで
、ユーザは、この画像ファイルを編集して、特定の画像を選択し、編集済みのＭＭＳメッ
セージ４１５に図示のようにこの画像にテキストを付け加える。
【００３６】
　図４（Ｂ）に例示されているように、画像ファイル４１０Ｂに関連するテキストファイ
ル４２０Ｂを覚え書きとして編集し、電子メールし、又は、カレンダへ保存することがで
きる。上記の図に例示されているように、テキストファイルのテキストがカレンダエント
リ４１７の中に組み込まれている。上述したように、テキストファイル内の情報は、カレ
ンダの中へ入力される前にカレンダパーサーなどにより処理することができる。
【００３７】
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　図４（Ｃ）に示すように、画像ファイル４１０Ｃに関連するテキストファイル４２０Ｃ
の中にＵＲＬが存在する場合には、例えば、このＵＲＬをブックマーク４２７として保存
し、移動体端末からウェブページへのアクセスに使用し、又は、メッセージの形で転送す
ることができる。再言するが、上述したように、ブックマーク４２７を作成する前に、テ
キストファイル４２０Ｃ内の情報をＵＲＬパーサーなどにより処理してもよい。
【００３８】
　最後に、図４（Ｄ）に示すように、本発明のいくつかの実施形態によれば、連絡先情報
がテキストファイル４２０Ｄの中に存在する場合には、この情報を連絡先データベースに
保存することができる。例えば、連絡先情報を含む業務用名刺のなかから画像４１０Ｄを
とってもよいし、画像４１０Ｄに対応するテキストを作成してもよいし、テキストファイ
ル４２０Ｄ内の情報を連絡先パーサーなどにより処理してもよいし、構文解析済みの情報
を連絡先データベース４３７に格納してもよい。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施形態では、ユーザがテキスト選択ツールなどを使用して移動体
端末上でテキストを選択し、選択したテキストを既知のコンテンツとして保存できること
は理解できよう。例えば、ユーザは表示装置上の雑誌の記事の画像内のＵＲＬを選択する
ことができる。次いで、ユーザは、その選択したＵＲＬをテキストファイルのＵＲＬ（既
知のコンテンツ）として格納するように指示することができる。したがって、テキストが
ＵＲＬであることがユーザによって移動体端末に告げられるため、このテキストは、ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘｘ．ｃｏｍのようなＵＲＬフォーマットにさらに正確に変換す
ることができる。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施形態による移動体端末の動作について図５から図７のフローチ
ャートを参照して以下説明する。ここで図５を参照すると、移動体端末に関連する表示装
置のコンテンツ格納要求を受信することにより、ブロック５００において処理が開始され
る。上述したように、ユーザは、移動体端末の最新コンテンツを格納したい旨を示すため
にボタンを押し、又は、移動体端末内のメニューからコンテンツ・キャプチャ・オプショ
ンを選択することができる。このボタンは、本発明の範囲から逸脱することなく、専用ボ
タン又はオーバロード・ボタンであってもよい。さらに、上記コンテンツは、移動体端末
で撮影した写真、興味をひくテーマを含む雑誌のページの写真など、同僚の名刺の写真、
又は、ユーザにとって関心をひく任意のものの写真、ＭＭＳメッセージ、ＳＭＳメッセー
ジ、ウェブページ、連絡先情報等を含んでもよい。
【００４１】
　受信された要求に応じて、表示装置のコンテンツを含む画像ファイルを作成することも
可能である（ブロック５０５）。作成済みの画像ファイルは、コンテンツの種類とコンテ
ンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりなく、画面コンテンツフォルダに格納す
ることができる（ブロック５１０）。したがって、上述したように画像ファイルを予想可
能な位置に格納してもよく、ユーザは画像ファイルのアクセスと編集との少なくともいず
れかを容易に行うことができる。
【００４２】
　本発明の別の実施形態に従う処理について次に図６のフローチャートを参照して説明す
る。ここで図６を参照すると、移動体端末に関連する表示装置のコンテンツ格納要求を受
信することによりブロック６００で処理が開始される。受信された要求に応じて表示装置
のコンテンツを含む画像ファイルを作成することができる（ブロック６０５）。この作成
済みの画像ファイルは、コンテンツの種類とコンテンツのソースとの少なくともいずれか
にかかわりなく画面コンテンツフォルダに格納してもよい（ブロック６１０）。
【００４３】
　上記作成済みの画像ファイルに関連するテキストファイルを自動的に作成することがで
きる（ブロック６２０）。画像ファイルに含まれているテキストがあれば、テキストファ
イルはそのテキストを含んでもよい。この作成済みのテキストファイルは対応する画像フ
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ァイルと共に画面コンテンツフォルダに格納してもよい（ブロック６３０）。上述したよ
うに、本発明のいくつかの実施形態では、ファイルが作成されると、普通の写真の場合の
ようにこのファイルに連番名をつけることができる。例えば、本発明のいくつかの実施形
態によれば、スクリーンショットに対して、「スクリーンショット画像」を表すＳＳＩ０
０１、ＳＳＩ００２、等々のようなファイル名を割り当て、そして、「スクリーンショッ
トテキスト」を表すＳＳＴ００１、ＳＳＴ００２、等々のファイル名を割り当てることが
できる。対応する画像ファイルとテキストファイルとに、異なるプレフィックスをもつ同
じ通し番号をつけてもよい。
【００４４】
　上記格納済み画像ファイルとテキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを、
例えば、電子メールメッセージ、ＭＭＳメッセージ、ＳＭＳメッセージなどに添付して、
アプリケーションプログラムに提供することもできる（ブロック６４０）。本発明のいく
つかの実施形態では、テキストファイルはテキストノートプログラムへ転送することがで
きる。本発明のいくつかの実施形態によれば、電子メール、ＳＭＳメッセージとＭＭＳメ
ッセージとの少なくともいずれかのメッセージがその宛先へ転送される前に、画像ファイ
ルとテキストファイルとの少なくともいずれかを編集できることは理解できよう。
【００４５】
　次に図７のフローチャートを参照して本発明のさらに別の実施形態に従う処理について
説明する。ブロック７００から７３０の処理は図６のブロック６００から６３０を参照し
て上述した上記処理と類似の処理である。したがって、ブロック７００から７３０に関す
る詳細についてはここで繰り返し説明しない。当該テキストファイルを処理し、又は、編
集して、該テキストファイルから情報を抽出することができる（ブロック７５０）。上述
したように、例えばＵＲＬパーサー、連絡先パーサー、カレンダパーサー等の様々なプロ
セッサを用いて上記テキストファイルから情報を抽出することができる。この抽出された
情報をアプリケーションプログラムへ提供し、そこでこの情報を利用することができる（
ブロック７６０）。このアプリケーションプログラムは、例えば、連絡先データベースと
、カレンダと、ブラウザと、チャットクライアントと、ブックマーク格納ユニットとの少
なくともいずれかを含むものでもよいが、これらに限定されるわけではない。
【００４６】
　当業者によって理解されるように、本発明は、方法、装置、システム又はコンピュータ
プログラム製品として実施することも可能である。したがって、本発明は、全体としてハ
ードウェアによる実施形態と、ソフトウェアによる実施形態と、ソフトウェアとハードウ
ェアとの態様を組み合わせた実施形態の形をとることが可能であり、本明細書ではこれら
すべてを一般的に「回路」又は「モジュール」と呼ぶ。さらに、本発明は、コンピュータ
で使用可能な記憶媒体上のコンピュータプログラム製品であって、上記媒体に組み込まれ
たプログラムコードを含むコンピュータプログラム製品の形をとることもできる。ハード
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光記憶装置、インターネット又はイントラネットをサポートし
ているような送信媒体あるいは磁気記憶装置を含む任意の好適なコンピュータ可読媒体を
利用してもよい。
【００４７】
　本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標
）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋のようなオブジェクト指向言語で書かれていてもよい。
しかし、本発明の演算を実行するためのコンピュータプログラムコードは、従来の手続き
プログラミング言語、例えばＣ言語、あるいは低レベルコード、例えばアセンブリ言語と
マイクロコードとの少なくともいずれかで書かれていてもよい。プログラムコードは、ユ
ーザのコンピュータでその全体を実行してもよいし、ユーザのコンピュータでその一部を
、ユーザのコンピュータで独立型ソフトウェアパッケージとしてその一部を、及び、遠隔
コンピュータ上でその一部を、あるいは遠隔コンピュータでその全体を実行してもよい。
後者のシナリオでは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又は広域ネットワーク（Ｗ
ＡＮ）を介して遠隔コンピュータをユーザのコンピュータに接続してもよい。あるいは、
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この接続は、（インターネットサービスプロバイダなどを利用するインターネットを通じ
て）外部のコンピュータと行ってもよい。
【００４８】
　さらに、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、コンピュータプログラム製
品のフローチャートとブロック図との少なくともいずれかに言及しながら、本発明につい
て上記で部分的に説明した。フローチャート図とブロック図との少なくともいずれかの個
々のブロックと、フローチャート図内のブロックとブロック図との少なくともいずれかと
の組み合わせはコンピュータプログラム命令により実現可能であることは理解できよう。
これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、特殊用途のコンピュータ、
機械を生産するための他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに対して提供さ
れる。コンピュータと、その他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサとにより
実行される命令は、フローチャートとブロック図のブロック又はブロック群との少なくと
もいずれかのブロックで特定される機能／動作を実行する手段を創り出すことができる。
【００４９】
　また、これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータ可読メモリに格納されて
もよく、これらの命令は、コンピュータあるいは他のプログラム可能なデータ処理装置に
対して特定の方法で指示を行うことができる。そうすることで、コンピュータ可読メモリ
に格納された上記命令によって、フローチャートとブロック図のブロック又はブロック群
との少なくともいずれかで特定される機能／動作を実現する命令手段を含む製品が生成さ
れることになる。
【００５０】
　上記コンピュータプログラム命令は、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置にお
いて一連の処理ステップを実行するために、コンピュータ又は他のプログラム可能なデー
タ処理装置にロードされ、コンピュータにより実行される処理を生成することができる。
そうすることで、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置上で実行される命令は、フ
ローチャートとブロック図のブロック又はブロック群の少なくとも１つのブロックで特定
される機能／動作を実現するステップを提供することになる。
【００５１】
　図２から図４の線図は、携帯用電子装置を使用してゲームリソースを補うための方法、
システム及びコンピュータプログラム製品のいくつかの実施形態のアーキテクチャ、機能
及び処理を例示する図である。この点に関して、個々のブロックは、特定された論理的な
（単複の）機能を実現する１つ以上の実行可能な命令を備えたモジュール、セグメント、
又はコードの一部を表すことができる。また、別の実施構成では、ブロックに示されてい
る（単複の）機能を図示の順序とは異なる順序で実行してもよいことも付記しておく。例
えば、続けて示される２つのブロックを、実際には、機能に応じてほぼ同時に実行し、又
は、逆の順序で実行することも可能である。
【００５２】
　図面及び明細書において本発明の例示的な実施形態を開示した。特定の用語を使用した
が、これらの用語は単に一般的な意味で、かつ、説明的な意味で使用したものであって、
限定を意図するものではない。本発明の範囲は請求項により特定される。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明のいくつかの実施形態に係る携帯用電子装置及び例示の基地局トランシー
バを示す概略図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係る例示のデータフローを示す概略図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態に係るコンテンツの受信処理及び格納処理を示すス
クリーンショットである。
【図４】本発明の別の実施形態に係る処理を示すスクリーンショット及び画像／テキスト
ファイルである。
【図５】本発明の種々の実施形態に係る移動体端末の動作を示すフローチャートである。
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【図６】本発明の種々の実施形態に係る移動体端末の動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の種々の実施形態に係る移動体端末の動作を示すフローチャートである。
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図３】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月18日(2007.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　移動体端末の表示装置のコンテンツを保存する方法であって、
　前記移動体端末に関連する表示装置のコンテンツの格納要求を受信する工程と、
　前記受信された要求に応じて前記移動体端末の前記コンテンツを含む画像ファイルを作
成する工程と、
　前記コンテンツの種類と前記コンテンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりな
く、前記作成された画像ファイルを画面コンテンツフォルダに格納する工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記作成された画像ファイルに関連するテキストファイルであって、前記画像ファイル
に含まれる何らかのテキストを含む前記テキストファイルを自動的に作成する工程と、
　前記作成されたテキストファイルを前記画面コンテンツフォルダに格納する工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付する工程と、前記テキストファイルをテキストノートプログラムへ転送する工程と
の少なくともいずれかの工程をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　電子メールメッセージとマルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセ
ージとの少なくともいずれかに前記画像ファイルを添付する工程をさらに備えることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出する工程と、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用する工程と、
をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションプログラムは、連絡先データベースと、カレンダと、ブラウザと
、チャットクライアントと、ブックマーク格納ユットとの少なくともいずれかを備えるこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかを編集する工程をさ
らに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信する工程が、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信する工程と、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信する工程と、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力を受信する工程と
、のいずれか
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　移動体端末であって、コンテンツキャプチャ用モジュールが、前記移動体端末に関連す
る表示装置のコンテンツの格納要求を受信し、前記移動体端末の前記コンテンツを含む画
像ファイルを前記受信された要求に応じて作成し、前記コンテンツの種類と前記コンテン
ツのソースとの少なくともいずれかにかかわりなく、前記画像ファイルを画面コンテンツ
フォルダに格納するように構成されるコンテンツキャプチャ用モジュールを備えることを
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特徴とする移動体端末。
【請求項１０】
　前記画像ファイルコンテンツの中に何らかのテキストを含む前記格納された画像ファイ
ルに関連するテキストファイルを自動的に作成し、該作成されたテキストファイルを前記
画面コンテンツフォルダに格納するように構成されるテキスト変換モジュールをさらに備
えることを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１１】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付するようにする構成と、前記テキストファイルをテキストノートプログラムへ転送
するようにする構成との少なくともいずれかの構成に前記テキスト変換モジュールがさら
に構成されることを特徴とする請求項１０に記載の移動体端末。
【請求項１２】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、電子メールメッセージとマルチメディア・
メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセージとの少なくともいずれかに前記画像ファ
イルを添付するようにさらに構成されることを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１３】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出し、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用するようにさらに構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載の移動体端末。
【請求項１４】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、前記画像ファイルと前記テキストファイル
との少なくともいずれかを編集するようにさらに構成されることを特徴とする請求項１０
に記載の移動体端末。
【請求項１５】
　前記コンテンツキャプチャ用モジュールは、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信するか、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信するか、又は、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力を受信するように
さらに構成される
ことを特徴とする請求項９に記載の移動体端末。
【請求項１６】
　移動体端末の表示装置のコンテンツを保存するためのコンピュータプログラム製品であ
って、
コンピュータ可読プログラムコードを中に実装したコンピュータ可読媒体であって、該コ
ンピュータ可読媒体は、
　前記移動体端末に関連する前記表示装置の前記コンテンツの格納要求を受信するように
構成されるコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記受信された要求に応じて前記移動体端末の前記コンテンツを含む画像ファイルを作
成するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードと、
　前記コンテンツの種類と前記コンテンツのソースとの少なくともいずれかにかかわりな
く、画像ファイルを画面コンテンツフォルダに格納するように構成されるコンピュータ可
読プログラムコードと、
を備えるコンピュータプログラム製品を備えることを特徴とするコンピュータプログラム
製品。
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【請求項１７】
　前記画像ファイルに関連するテキストファイルであって、前記画像ファイルに含まれる
何らかのテキストを含む前記テキストファイルを自動的に作成するように構成されるコン
ピュータ可読プログラムコードと、
　前記作成されたテキストファイルを前記画面コンテンツフォルダに格納するように構成
されるコンピュータ可読プログラムコードと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　電子メールメッセージと、マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッ
セージと、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージとに前記テキストファイル
を添付するように構成される場合と、前記テキストファイルをテキストノートプログラム
へ転送するように構成される場合との少なくともいずれかで構成されるコンピュータ可読
プログラムコードをさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１９】
　電子メールメッセージとマルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）メッセ
ージとの少なくともいずれかに前記画像ファイルを添付するように構成されるコンピュー
タ可読プログラムコードをさらに備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２０】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを処理し
て、該ファイルから情報を抽出するように構成されるコンピュータ可読プログラムコード
と、
　前記抽出された情報をアプリケーションプログラムへ提供して、該アプリケーションプ
ログラムにおいて前記情報を使用するように構成されるコンピュータ可読プログラムコー
ドと、
をさらに備えることを特徴とする請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　前記アプリケーションプログラムは、連絡先データベースと、カレンダと、ブラウザと
、チャットクライアントとブックマーク格納ユニットとの少なくともいずれかを備えるこ
とを特徴とする請求項２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記画像ファイルと前記テキストファイルとの少なくともいずれかのファイルを編集す
るように構成されるコンピュータ可読プログラムコードをさらに備えることを特徴とする
請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　要求を受信するように構成される前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記移動体端末に設けられた画面コンテンツ専用ボタンを介して提供されるユーザ入力
を受信するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、
　前記移動体端末に設けられたオーバロード・ボタンを介して提供されるユーザ入力を受
信するように構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、
　前記移動体端末に設けられたメニューを介して提供されるユーザ入力かを受信するよう
に構成されるコンピュータ可読プログラムコードか、のいずれか
を備えることを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
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