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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上のＷｅｂサーバからマークアップ言語で記述されたファイルを取得して
表示するＷｅｂページ閲覧装置であって、
　次の表示に進めるために設けられた１つのキー操作手段の操作に応じて、Ｗｅｂページ
の最終行が現在表示中であるか判断する判断手段と、
　この判断手段によりＷｅｂページの最終行が表示中でないと判断されたことにより当該
表示中のＷｅｂページをスクロールするスクロール手段と、
　前記判断手段によりＷｅｂページの最終行が表示中であると判断されたことにより、当
該表示中のＷｅｂページについての前記マークアップ言語で記述されたファイルから次の
ページを示す特定の文字列を検索し、当該特定の文字列に対応して記述されたリンク先Ｕ
ＲＬを抽出する特定リンク先ＵＲＬ抽出手段と、
　この特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により抽出されたＵＲＬが示すＷｅｂページを次の表
示情報として表示する次ページ表示手段と、
を備えたことを特徴とするＷｅｂページ閲覧装置。
【請求項２】
　前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により複数のＵＲＬが抽出された場合に、現在表示さ
れているページのＵＲＬとの関係に基づき１つのＵＲＬを選択するＵＲＬ選択手段を備え
、
　前記次ページ表示手段は、前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により抽出された１つのＵ
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ＲＬまたは前記ＵＲＬ選択手段により選択された１つのＵＲＬが示すＷｅｂページを表示
することを特徴とする請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装置。
【請求項３】
　前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段は、
　次ページを示す文字列を前記ファイルから検索する次ページ検索手段と、この次ページ
検索手段が対象となる文字列を抽出しなかった場合に目次ページを示す文字列を検索する
目次ページ検索手段とを備えたことを特徴とする請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装置
。
【請求項４】
　ユーザ操作に応じてＷｅｂページを表示した際の当該ＷｅｂページのＵＲＬをそのユー
ザ操作方法と対応付けて順次記憶するページ操作履歴記憶手段と、
　前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段が次ぎに表示すべきＷｅｂページのＵＲＬを抽出しな
い場合に、前記ページ操作履歴記憶手段により記憶されたユーザ操作方法に基づいて１つ
のＵＲＬを選択する過去表示ＵＲＬ選択手段とを備えたことを特徴とする請求項１に記載
のＷｅｂページ閲覧装置。
【請求項５】
　ネットワーク上のＷｅｂサーバからマークアップ言語で記述されたファイルを取得して
表示する、コンピュータによるＷｅｂページ閲覧方法であって、
　次の表示に進めるために設けられた１つのキー操作手段の操作に応じて、Ｗｅｂページ
の最終行が現在表示中であるか判断する判断ステップと、
　この判断ステップによりＷｅｂページの最終行が表示中でないと判断されたことにより
当該表示中のＷｅｂページをスクロールするスクロールステップと、
　前記判断ステップによりＷｅｂページの最終行が表示中であると判断されたことにより
、当該表示中のＷｅｂページについての前記マークアップ言語で記述されたファイルから
次のページを示す特定の文字列を検索し、当該特定の文字列に対応して記述されたリンク
先ＵＲＬを抽出する特定リンク先ＵＲＬ抽出ステップと、
　この特定リンク先ＵＲＬ抽出ステップにより抽出されたＵＲＬが示すＷｅｂページを次
の表示情報として表示する次ページ表示ステップと、
からなることを特徴とするＷｅｂページ閲覧方法。
【請求項６】
　コンピュータによって処理される、ネットワーク上のＷｅｂサーバからマークアップ言
語で記述されたファイルを取得して表示させるためのＷｅｂページ閲覧処理プログラムで
あって、
　前記コンピュータを、
　次の表示に進めるために設けられた１つのキー操作手段の操作に応じて、Ｗｅｂページ
の最終行が現在表示中であるか判断する判断手段、
　この判断手段によりＷｅｂページの最終行が表示中でないと判断されたことにより当該
表示中のＷｅｂページをスクロールするスクロール手段、
　前記判断手段によりＷｅｂページの最終行が表示中であると判断されたことにより、当
該表示中のＷｅｂページについての前記マークアップ言語で記述されたファイルから次の
ページを示す特定の文字列を検索し、当該特定の文字列に対応して記述されたリンク先Ｕ
ＲＬを抽出する特定リンク先ＵＲＬ抽出手段、
　この特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により抽出されたＵＲＬが示すＷｅｂページを次の表
示情報として表示する次ページ表示手段、
として機能させるようにしたコンピュータ読み込み可能なＷｅｂページ閲覧処理プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｗｅｂサーバが提供するＷｅｂページを効率的に表示させるためのＷｅｂペ
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ージ閲覧装置、Ｗｅｂページ閲覧方法、およびＷｅｂページ閲覧処理プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯電話やＰＣ(Personal Computer)でのＷｅｂブラウザでは、アクセスした
いＵＲＬ(Uniform Resource Locators)を直接入力するか、事前にブックマークに登録し
ておいたＵＲＬを呼び出すことで、当該ＵＲＬに対応するＷｅｂサーバに接続すると共に
ＨＴＭＬファイルを取得し、文章や画像からなるＷｅｂページの表示を行っている。
【０００３】
　それ以外にも、表示されているＷｅｂページの中において、次のＷｅｂページの場所を
指定しているＵＲＬのリンク付けられた文字列に対しアンダーバーなどを表示したり、文
字色を変えたりするなどして他の文字列との区別を行い、このリンク付きの文字列をマウ
スなどでクリックすることで、次のＷｅｂページの表示を行うためのＨＴＭＬファイルを
取得している。
【０００４】
　また、Ｗｅｂブラウザの機能として、「戻る」「進む」のボタンが用意されているが、
これらは直前に表示していたＷｅｂページのＨＴＭＬファイルを取得して表示させる機能
であり、接続履歴として残してあるＵＲＬの記録を元にして前後Ｗｅｂページの表示を行
うものである。
【０００５】
　近年のＷｅｂページでは、例えばレビュー記事、入門書、日記のページ、検索サイトの
検索結果、ショップサイトでの商品一覧など、個々のＷｅｂページとしては情報量が大き
くなり１ページでは表示しきれないため、複数のページに渡って構成されるものが増えて
いる。
【０００６】
　このため、次のＷｅｂページの内容に切り換えて表示させる際には、現在表示中のペー
ジのどこかにある「次ページへ」などと記載されているリンクボタンをスクロール表示な
どにより見つけてそれをクリックし、ページの移動を行うという繁雑な操作が必要になっ
ている。
【０００７】
　特に、携帯電話やＰＤＡ(Personal Digital Assistant)といった表示画面の狭い携帯端
末機器では、Ｗｅｂページを閲覧するのに多くのスクロール操作を必要とし、しかも全て
の操作が片手でできることが望ましいが、このような場合は現ページ上のリンクボタンを
探すための長いスクロール操作と当該リンクボタンを探してポイントで指示しクリックす
る操作とからなる面倒な操作を余儀なくされている。
【０００８】
　一方で、携帯端末に記憶させた大量の情報を順次読み出して表示させるために「進む」
キーを設けておき、この「進む」キーを繰り返し操作するだけで、前記記憶された情報の
順送り表示が簡単にできるようにした携帯用情報収集機器が考えられている（例えば、特
許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１０－３２６１３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、Ｗｅｂページの閲覧機能を有する前記従来の携帯端末機器では、現在表示
されているＷｅｂページから次のページ表示へと移動させる際に、広範なスクロール操作
を行って次のページへのリンクボタンを探しポイントで指示してクリック操作しなければ
ならないと云う面倒な作業が必要になる。
【００１０】
　ここで、前記特許文献１に示される携帯用情報収集機器では、「進む」キーにより簡単
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に表示情報を切り換えることを示しているが、本体内メモリに記憶させた大量の情報を、
単に「進む」キーの操作に応じて順次読み出して表示させるだけのものであり、Ｗｅｂペ
ージのようにリンク付けされている各ページを簡単に且つ順序よく切り換えて取得し表示
させるようなこと全く記載されて無い。
【００１１】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、例えば表示画面の狭い携帯端末機器
であっても面倒な操作を要することなく、Ｗｅｂページの各ページを簡単に且つ順序よく
切り換えて表示させることが可能になるＷｅｂページ閲覧装置、Ｗｅｂページ閲覧方法、
およびＷｅｂページ閲覧処理プログラム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】
【００１２】
　請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装置は、ネットワーク上のＷｅｂサーバからマーク
アップ言語で記述されたファイルを取得して表示するＷｅｂページ閲覧装置であって、次
の表示に進めるために設けられた１つのキー操作手段の操作に応じて、Ｗｅｂページの最
終行が現在表示中であるか判断する判断手段と、この判断手段によりＷｅｂページの最終
行が表示中でないと判断されたことにより当該表示中のＷｅｂページをスクロールするス
クロール手段と、前記判断手段によりＷｅｂページの最終行が表示中であると判断された
ことにより、当該表示中のＷｅｂページについての前記マークアップ言語で記述されたフ
ァイルから次のページを示す特定の文字列を検索し、当該特定の文字列に対応して記述さ
れたリンク先ＵＲＬを抽出する特定リンク先ＵＲＬ抽出手段と、この特定リンク先ＵＲＬ
抽出手段により抽出されたＵＲＬが示すＷｅｂページを次の表示情報として表示する次ペ
ージ表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項２に記載のＷｅｂページ閲覧装置は、前記請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装
置において、前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により複数のＵＲＬが抽出された場合に、
現在表示されているページのＵＲＬとの関係に基づき１つのＵＲＬを選択するＵＲＬ選択
手段を備え、前記次ページ表示手段は、前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により抽出され
た１つのＵＲＬまたは前記ＵＲＬ選択手段により選択された１つのＵＲＬが示すＷｅｂペ
ージを表示することを特徴としている。
【００１４】
　請求項３に記載のＷｅｂページ閲覧装置は、前記請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装
置において、前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段は、次ページを示す文字列を前記ファイル
から検索する次ページ検索手段と、この次ページ検索手段が対象となる文字列を抽出しな
かった場合に目次ページを示す文字列を検索する目次ページ検索手段とを備えたことを特
徴としている。
【００１５】
　請求項４に記載のＷｅｂページ閲覧装置は、前記請求項１に記載のＷｅｂページ閲覧装
置において、ユーザ操作に応じてＷｅｂページを表示した際の当該ＷｅｂページのＵＲＬ
をそのユーザ操作方法と対応付けて順次記憶するページ操作履歴記憶手段と、前記特定リ
ンク先ＵＲＬ抽出手段が次ぎに表示すべきＷｅｂページのＵＲＬを抽出しない場合に、前
記ページ操作履歴記憶手段により記憶されたユーザ操作方法に基づいて１つのＵＲＬを選
択する過去表示ＵＲＬ選択手段とを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の請求項１（請求項５）（請求項６）に記載のＷｅｂページ閲覧装置（Ｗｅｂペ
ージ閲覧方法）（Ｗｅｂページ閲覧処理プログラム）によれば、次の表示に進めるために
設けられた１つのキー操作手段の操作に応じて、Ｗｅｂページの最終行が現在表示中であ
るか判断され、Ｗｅｂページの最終行が表示中でないと判断されると当該表示中のＷｅｂ
ページがスクロールされ、Ｗｅｂページの最終行が表示中であると判断されると当該表示
中のＷｅｂページについてのマークアップ言語で記述されたファイルから次のページを示
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す特定の文字列が検索され、当該特定の文字列に対応して記述されたリンク先ＵＲＬが抽
出されて、この抽出されたＵＲＬが示すＷｅｂページが次の表示情報として表示されるの
で、例えば表示画面の狭い携帯端末機器であっても面倒なスクロール操作などによってリ
ンクボタンを探し出す必要なく、次のページの移動を指示する１キー操作によって簡単に
次のページ表示を行わせることができる。
【００１９】
　本発明の請求項２に記載のＷｅｂページ閲覧装置によれば、前記請求項１に記載のＷｅ
ｂページ閲覧装置において、特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により複数のＵＲＬが抽出され
た場合でも、ＵＲＬ選択手段により現在表示されているページのＵＲＬとの関係に基づき
１つのＵＲＬが選択され、前記特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により抽出された１つのＵＲ
Ｌまたは前記ＵＲＬ選択手段により選択された１つのＵＲＬが示すＷｅｂページが表示さ
れるので、簡単に且つ常に適切な次ページ表示を行うことができる。
【００２０】
　本発明の請求項３に記載のＷｅｂページ閲覧装置によれば、前記請求項１に記載のＷｅ
ｂページ閲覧装置において、次ページを示す文字列がファイルから検索され、当該次ペー
ジ文字列が抽出されなかった場合でも、目次ページを示す文字列が検索されるので、例え
ば現在表示中のＷｅｂページが一連Ｗｅｂページの最終ページであった場合でも、適切に
目次ページへの切り換え表示を行うことができる。
【００２１】
　本発明の請求項４に記載のＷｅｂページ閲覧装置によれば、前記請求項１に記載のＷｅ
ｂページ閲覧装置において、特定リンク先ＵＲＬ抽出手段により次に表示すべきＷｅｂペ
ージのＵＲＬが抽出されない場合には、ページ操作履歴記憶手段により記憶されたユーザ
操作方法に基づいて過去表示ＵＲＬ選択手段によって１つのＵＲＬが選択されるので、例
えば現在表示中のＷｅｂページが一連Ｗｅｂページの最終ページであっても、適切に前記
一連Ｗｅｂページの分岐先頭ページへの切り換え表示を行うことができる。
【００２４】
　よって、本発明によれば、例えば表示画面の狭い携帯端末機器であっても面倒な操作を
要することなく、Ｗｅｂページの各ページを簡単に且つ順序よく切り換えて表示させるこ
とが可能になるＷｅｂページ閲覧装置、Ｗｅｂページ閲覧方法、およびＷｅｂページ閲覧
処理プログラムを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００２６】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明のＷｅｂページ閲覧装置の実施形態に係る携帯端末機器１０の電子回路
の構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図２は、前記携帯端末機器１０の外観構成を示す図であり、同図（Ａ）はその正面図、
同図（Ｂ）はその右側面図である。
【００２８】
　この携帯端末機器１０は、以下に説明するＷｅｂページ閲覧機能を備えたＰＤＡ(perso
nal digital assistant)や携帯電話として構成されるか、Ｗｅｂページ閲覧専用の携帯機
器として構成される。この携帯機器１０は、各種の記録媒体に記録されたプログラム、ま
たは、伝送されたプログラムを読み込んで、その読み込んだプログラムによって動作が制
御されるコンピュータによって構成され、その電子回路には、制御部（ＣＰＵ:central p
rocessing unit）１１が備えられる。
【００２９】
　制御部（ＣＰＵ）１１は、フラッシュＲＯＭなどの記憶装置１２内に予め記憶された携
帯端末制御プログラム、あるいはメモリカード（ＲＯＭカード）などの外部記録媒体１３
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から前記記憶装置１２に読み込まれた携帯端末制御プログラム、あるいはインターネット
（通信ネットワーク）Ｎ上のＷｅｂサーバ（この場合はプログラムサーバ）２０から通信
部１４を介して前記記憶装置１２に読み込まれた携帯端末制御プログラムに応じて、ＲＡ
Ｍ１５を作業用メモリとし、回路各部の動作を制御するもので、前記記憶装置１２に記憶
された携帯端末制御プログラムは、スライドキーボード１６Ｘを有するキー入力部１６か
らのユーザ操作に応じた入力信号、あるいは通信部１４を介して接続されるインターネッ
トＮ上の各Ｗｅｂサーバ２０…との通信信号に応じて起動される。
【００３０】
　前記制御部（ＣＰＵ）１１には、前記記憶装置１２、通信部１４、ＲＡＭ１５、キー入
力部１６（１６Ｘ）が接続される他に、ＬＣＤからなる表示部１７、ＬＥＤ制御部１８な
どが接続される。このＬＥＤ制御部１８は、図２（Ａ）に示すように、機器１０本体正面
の上部中央に設けられたＷｅｂページ取得状況確認用の緑色ＬＥＤ１８Ｇおよび赤色ＬＥ
Ｄ１８Ｒを点滅制御する。
【００３１】
　記憶装置１２には、当該携帯端末機器１０の全体の動作を司るシステムプログラム１２
ａ、通信部１４を介してインターネット（通信ネットワーク）Ｎ上の各Ｗｅｂサーバ２０
…とデータ通信するための通信用プログラム１２ｂが記憶される他に、インターネットＮ
上のＷｅｂサーバ２０から取得されたＷｅｂページ（図６参照）を表示させるためのブラ
ウザプログラム１２ｃ、現在表示中のＷｅｂページから次のＷｅｂページ表示へ簡単且つ
速やかに移動表示させるための次ページサーチプログラム１２ｄなどが記憶される。
【００３２】
　キー入力部１６には、図２（Ａ）に示すように、電源のＯＮ／ＯＦＦを行う際に操作さ
れる「電源」キー１６ａ、前記ブラウザプログラム１２ｃを起動させる際に操作されるブ
ラウザ起動「Ｂ」キー１６ｂ、表示画面上でのカーソルの移動やポイントの指定を行う際
に操作されるカーソルキー１６ｃ、表示中のＷｅｂページの次ページへの移動表示を１キ
ー（ボタン）により行う際に操作される「進む」キー（ボタン）１６ｄが備えられ、各キ
ーは何れも機器１０本体正面の中央に設けられた表示部１７の左側に配置される。
【００３３】
　本携帯端末機器１０の本体サイズは、ユーザが片手で十分把持できる大きさで構成され
るもので、図２（Ｂ）に示すように、背面側の本体ケースは矢印ａに示すように下方へと
スライドするスライドキーボード１６Ｘとして構成され、このスライドキーボード１６Ｘ
上には任意の文字や記号を入力するための文字・記号キー１６ｅが配置される。そして、
前記キー入力部１６（１６Ｘ）に配置された全てのキー（ボタン）１６ａ～１６ｅは、ユ
ーザの片手での操作が可能な配置・サイズ・形状の構成とされる。
【００３４】
　一方、ＲＡＭ１５には、アクセス先ＵＲＬメモリ１５ａ、ＷｅｂページＨＴＭＬメモリ
１５ｂ、表示画像メモリ１５ｃ、次ページリンクサーチ用キーワードメモリ１５ｄ、目次
ページリンクサーチ用キーワードメモリ１５ｅ、ページ移動操作履歴メモリ１５ｆ、抽出
リンク先ＵＲＬメモリ１５ｇなどの各種作業用メモリエリアが用意される。
【００３５】
　アクセス先ＵＲＬメモリ１５ａには、インターネット（通信ネットワーク）Ｎ上のアク
セス先であるＷｅｂサーバ２０のＵＲＬが記憶される。
【００３６】
　ＷｅｂページＨＴＭＬメモリ１５ｂには、前記アクセス先のＵＲＬに従いＷｅｂサーバ
２０から取得されるＨＴＭＬファイル（図７参照）が記憶される。
【００３７】
　表示画像メモリ１５ｃには、表示部１７に表示させるべき画像として、例えば前記ＨＴ
ＭＬファイル（図７参照）をブラウザプログラム１２ｃによって変換したＷｅｂページ（
図６参照）の画像データが記憶される。
【００３８】
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　図３は、前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意された次ページリンクサーチ用キー
ワードメモリ１５ｄのデータ内容を示す図である。
【００３９】
　この次ページリンクサーチ用キーワードメモリ１５ｄには、前記ＷｅｂページＨＴＭＬ
メモリ１５ｂに記憶されている現在表示中のＷｅｂページ（図６参照）のＨＴＭＬファイ
ル（図７参照）を対象として、次ページのリンク先ＵＲＬを抽出するための複数のキーワ
ード「次／進む／ページ／next／…」が優先順に記憶される。
【００４０】
　図４は、前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意された目次ページリンクサーチ用キ
ーワードメモリ１５ｅのデータ内容を示す図である。
【００４１】
　この目次ページリンクサーチ用キーワードメモリ１５ｅには、前記ＷｅｂページＨＴＭ
Ｌメモリ１５ｂに記憶されている現在表示中のＷｅｂページ（図６参照）のＨＴＭＬファ
イル（図７参照）を対象として、目次ページのリンク先ＵＲＬを抽出するための複数のキ
ーワード「目次／インデックス／一覧／表紙／…」が優先順に記憶される。
【００４２】
　図５は、前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意されたページ移動操作履歴メモリ１
５ｆのデータ内容を示す図である。
【００４３】
　このページ移動操作履歴メモリ１５ｆは、表示されているＷｅｂページの履歴を記憶す
るもので、あるページから他のページへ表示を移動した際の操作方法と移動先ＵＲＬとを
対応付けて記憶するものである。Ｗｅｂページ移動表示の操作方法としては、例えば予め
ユーザ所望のＷｅｂページのＵＲＬを登録したブックマークを指定操作する方法、現在表
示中のＷｅｂページ上のリンクボタンをポイントで指定操作する方法、「進む」キー（ボ
タン）１６ｄを操作する方法がある。「進む」キーを操作した場合の処理については、詳
細を後述する。
【００４４】
　抽出リンク先ＵＲＬメモリ１５ｇには、前記「進む」キー（ボタン）１６ｄの操作に応
じたＷｅｂページ表示処理（図８参照）に際し、現在表示中のＷｅｂページ（図６参照）
のＨＴＭＬファイル（図７参照）から「次ページ」にリンクするＵＲＬまたは「目次ペー
ジ」にリンクするＵＲＬが自動抽出されて記憶される（図９・図１０参照）。
【００４５】
　ここで、本実施形態の携帯端末機器１０において、Ｗｅｂページのアクセス（リンク）
先となるＵＲＬの末尾側の“／”以降の記号を「ファイル名」、“／”以前の記号を「デ
ィレクトリ」と称する。
【００４６】
　例えばＵＲＬ＝“http://www.asio.co.jp/product/a/page01.htm”については、ファイ
ル名“page01.htm”、ディレクトリ“product/a”となる。
【００４７】
　図６は、前記携帯端末機器１０のブラウザ処理によるブラウザ画面ＢＲに表示されたア
クセス先ＵＲＬ[http://www.asio.co.jp/product/a/page003.html]（１５ａ）に対応する
ＷｅｂページＰ１を示す図である。
【００４８】
　図７は、前記図６におけるＷｅｂページＰ１を構成しているマークアップ言語であるＨ
ＴＭＬで記述されたＨＴＭＬファイル（１５ｂ）を示す図である。
【００４９】
　すなわち、ブラウザ画面ＢＲに表示されるＷｅｂページＰ１上の文字や画像（１５ｃ）
は、ＨＴＭＬファイル（１５ｂ）に記述されたソースコードがブラウザ処理されることに
より変換表示される。
【００５０】



(8) JP 4238849 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

　例えばＷｅｂページＰ１において次ページリンクボタン「次のページへ」Ｐｙを表示さ
せるためには、当該次ページリンクボタンＰｙの文字列をリンク先ＵＲＬに対応付けたソ
ースコード
[<A href=“http://www.asio.co.jp/product/a/page004.html”>次のページへ</A>]Ｃｙ
として記述され、また同ＷｅｂページＰ１において前ページリンクボタン「前のページへ
」Ｐｘを表示させるためには、当該前ページリンクボタンＰｘの文字列をリンク先ＵＲＬ
に対応付けたソースコード
[<A href=“http://www.asio.co.jp/product/a/page002.html”>前のページへ</A>]Ｃｘ
として記述され、さらに同ＷｅｂページＰ１において目次ページリンクボタン「目次へ」
Ｐｚを表示させるためには、当該目次ページリンクボタンＰｚの文字列をリンク先ＵＲＬ
に対応付けたソースコード
[<A href=“http://www.asio.co.jp/product/a/index.html”>目次へ</A>]Ｃｚ
として記述される。
【００５１】
　すなわち、この携帯端末機器１０によるＷｅｂページ表示機能では、例えば図６に示す
ようなＷｅｂページＰ１の表示されたブラウザ画面ＢＲにあって、「進む」キー（ボタン
）１６ｄが操作されると、次ページリンクサーチ用キーワード文字列（１５ｄ）（図３参
照）に従って、図７に示すようなＨＴＭＬファイル（１５ｂ）の中から「次」の文字を含
んでいるソースコードＣｙに記述されたリンク先ＵＲＬ
[http://www.asio.co.jp/product/a/page004.html]
が抽出され、現在表示中のＷｅｂページ（page003.html)に続く次のＷｅｂページ（page0
04.html)が、前記「進む」キー（ボタン）１６ｄの１キー（ボタン）操作によって表示さ
れるようになる。
【００５２】
　次に、前記構成の携帯端末機器１０によるＷｅｂページ表示機能について説明する。
【００５３】
　図８は、前記携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示処理における「
進む」キーが操作された場合の処理を示すフローチャートである。
【００５４】
　キー入力部１６のブラウザ起動「Ｂ」キー１６ｂが操作されるとブラウザプログラム１
２ｃが起動され、アクセス先ＵＲＬメモリ１５ａに記憶されているＵＲＬに従い通信接続
されたＷｅｂサーバ２０からＨＴＭＬファイル（１５ｂ）が取得され、ブラウザ画面ＢＲ
に対し当該ＨＴＭＬファイルに対応したＷｅｂページが表示される。この状態で、キー入
力部１６の「進む」キー１６ｄが操作されると、表示部１７に現在表示されているＷｅｂ
ページはその最下段（ページ末尾）が表示されているか否か判断される（ステップＳ１）
。
【００５５】
　ここで、現在表示されているＷｅｂページがその最下段（ページ末尾）まで表示されて
いないと判断された場合には、当該Ｗｅｂページは下方向にスクロール処理されて表示さ
れる（ステップＳ１→Ｓ２）。
【００５６】
　一方、前記現在表示中のＷｅｂページがその最下段を表示していると判断された場合に
は、ＲＡＭ１５内のＷｅｂページＨＴＭＬメモリ１５ｂに記憶された当該表示中のＷｅｂ
ページに対応するＨＴＭＬファイルが読み込まれ（ステップＳ１→Ｓ３）、次ページリン
クサーチ用キーワードメモリ１５ｄ（図３参照）に記憶されているキーワード、例えば「
次」、「進む」等の文字と一致する文字列が検索され、対象文字列が発見されたときはそ
のソースコードに記述されているＵＲＬが抽出されて抽出リンク先ＵＲＬメモリ１５ｇに
記憶される（ステップＳ４）。
【００５７】
　ここで、前記次ページリンクサーチ用キーワードと一致する文字列とそこに対応して記
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述されたＵＲＬが１つだけ抽出された場合には（ステップＳ５→Ｓ６）、機器１０本体正
面上部に設けられた緑色ＬＥＤ１８ＧがＬＥＤ制御部１８によって３回（２回＋１回）点
滅駆動され、適切な次ページ表示を行うことがユーザに報知される（ステップＳ６→Ｓ７
，Ｓ８）。
【００５８】
　すると、前記抽出リンク先ＵＲＬメモリ１５ｇに記憶された１つのリンク先ＵＲＬがア
クセス先ＵＲＬメモリ１５ａに書き込まれ、当該リンク先ＵＲＬに対応するＷｅｂサーバ
２０から、そのＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが読み込まれる（ステップＳ９）。
【００５９】
　そして、今回のページ移動表示の操作方法（「進む」ボタン）と抽出されたリンク先Ｕ
ＲＬとが対応付けられてＲＡＭ１５内のページ移動操作履歴メモリ１５ｆ（図５参照）に
記録された後（ステップＳ１０）、前記ステップＳ９にて読み込まれたリンク先Ｗｅｂペ
ージのＨＴＭＬファイルに基づき当該ＨＴＭＬファイルに対応する次のＷｅｂページを表
示したブラウザ画面ＢＲが表示部１７に表示される（ステップＳ１１）。
【００６０】
　一方、表示中のＷｅｂページに次ページリンクサーチ用キーワードが複数含まれている
場合は、ステップＳ４においてキーワードと一致する文字列とそこに記述されているＵＲ
Ｌが複数抽出されて、例えば図９に示すように複数のＵＲＬが記憶されることになる。図
９は記憶された複数のＵＲＬが共通のディレクトリを有した場合であって、ディレクトリ
を省略してファイル名のみを示している。このように複数のＵＲＬが記憶されている場合
には、ステップＳ６でＮｏと判断され、この抽出された各リンク先ＵＲＬのファイル名に
記述されているページの番号や記号と現在表示中のＷｅｂページのＵＲＬファイル名に記
述されているページの番号や記号との順序性に従って、例えば現在表示ページに続くペー
ジ番号や記号を有するＵＲＬが次に表示されるＷｅｂページとして選択される（ステップ
Ｓ６→Ｓ１２）。
【００６１】
　ここで、現在表示ページに続く１つのＵＲＬが選択されて抽出できた場合には、この抽
出された１つのＵＲＬファイル名と現在表示中のＵＲＬファイル名との類似性が判断され
る（ステップＳ１３→Ｓ１４）。そして、類似性も“ＯＫ”であると判断された場合には
（ステップＳ１４（Ｙｅｓ））、前記同様に緑色ＬＥＤ１８ＧがＬＥＤ制御部１８によっ
て３回点滅駆動され、適切な次ページ表示を行うことがユーザに報知された後（ステップ
Ｓ７，Ｓ８）、選択された１つのリンク先ＵＲＬに対応するＷｅｂサーバ２０にアクセス
して、そのＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが読み込まれる（ステップＳ９）。
【００６２】
　そして、今回のページ移動表示の操作方法と抽出されたリンク先ＵＲＬとが対応付けら
れてＲＡＭ１５内のページ移動操作履歴メモリ１５ｆ（図５参照）に記録された後（ステ
ップＳ１０）、前記ステップＳ９にて読み込まれたリンク先ＷｅｂページのＨＴＭＬファ
イルに基づき当該ＨＴＭＬファイルに対応する次のＷｅｂページを表示したブラウザ画面
ＢＲが表示部１７に表示される（ステップＳ１１）。
【００６３】
　一方、前記ステップＳ１４において、抽出された１つのＵＲＬファイル名と現在表示中
のＵＲＬファイル名の類似性が“ＮＧ”であると判断された場合（ステップＳ１４（Ｎｏ
））か、または複数のリンク先ＵＲＬのファイル名からは１つのＵＲＬを選択抽出するこ
とができないと判断された場合（ステップＳ１３（Ｎｏ））には、この抽出された各リン
ク先ＵＲＬのディレクトリ名に記述されている番号や記号と現在表示中のＷｅｂページの
ＵＲＬディレクトリ名に記述されている番号や記号との順序性に従って、例えば現在表示
ページに続く番号や記号を有するＵＲＬが次ぎに表示するＷｅｂページとして選択される
（ステップＳ１５）。
【００６４】
　図１０は、ファイル名からは１つのＵＲＬが選択できない場合の抽出ＵＲＬの例である
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。この例では複数のページが”index.htm”の同じファイル名が付けられている場合であ
り、このような場合はファイル名では適切なものを選択できないので、ディレクトリの名
称を参照して１つのＵＲＬを選択することになる。
【００６５】
　ステップＳ１５で、現在表示ページに続く１つのＵＲＬが選択されて抽出されたと判断
された場合には、この抽出された１つのＵＲＬディレクトリ名と現在表示中のＵＲＬディ
レクトリ名との類似性が“ＯＫ”であるか“ＮＧ”であるか判断される（ステップＳ１６
→Ｓ１７）。
【００６６】
　そして、現在表示ページに続く１つのＵＲＬが選択されて当該ＵＲＬの類似性も“ＯＫ
”であると判断された場合には（ステップＳ１７（Ｙｅｓ））、前記緑色ＬＥＤ１８Ｇが
ＬＥＤ制御部１８によって１回だけ点滅駆動され、ある程度適切な次ページ表示を行うこ
とがユーザに報知された後（ステップＳ７，Ｓ８）、選択された１つのリンク先ＵＲＬに
対応するＷｅｂサーバ２０にアクセスされて、そのＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが読
み込まれる（ステップＳ９）。
【００６７】
　そして、今回のページ移動表示の操作方法と抽出されたリンク先ＵＲＬとが対応付けら
れてＲＡＭ１５内のページ移動操作履歴メモリ１５ｆ（図５参照）に記録された後（ステ
ップＳ１０）、前記ステップＳ９にて読み込まれたリンク先ＷｅｂページのＨＴＭＬファ
イルに基づき当該ＨＴＭＬファイルに対応する次のＷｅｂページを表示したブラウザ画面
ＢＲが表示部１７に表示される（ステップＳ１１）。
【００６８】
　さらに一方、前記ステップＳ１７において、抽出された１つのＵＲＬが現在表示中のＵ
ＲＬと類似性がＮＧ”であると判断された場合（ステップＳ１７（Ｎｏ））か、または前
記ステップＳ１６において、抽出リンク先ＵＲＬメモリ１５g2に記憶された複数のリンク
先ＵＲＬから１つのＵＲＬを選択抽出することができないと判断された場合（ステップＳ
１６（Ｎｏ））には、赤色ＬＥＤ１８ＲがＬＥＤ制御部１８によって３回点滅駆動され、
現在表示中のＷｅｂページが最終ページであると見なされることがユーザに報知される（
ステップＳ１８）。
【００６９】
　すると、目次のＷｅｂページあるいは分岐点となったＷｅｂページに戻ったページ移動
表示を行うために、まず、目次ページリンクサーチ用キーワードメモリ１５ｅ（図４参照
）に記憶されているキーワード、「目次」、「インデックス」等と一致する文字列が現在
表示中のＷｅｂページのＨＴＭＬファイル（１５ｂ）から検索され、そのソースコードに
リンク付けされて記述されているＵＲＬが抽出されて抽出リンク先ＵＲＬメモリ１５ｇに
記憶される（ステップＳ１９）。
【００７０】
　ここで、前記目次ページを示すＵＲＬが抽出された場合には（ステップＳ２０）、当該
リンク先ＵＲＬに対応するＷｅｂサーバ２０からそのＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが
読み込まれる（ステップＳ９）。
【００７１】
　そして、今回のページ移動表示の操作方法と抽出されたリンク先ＵＲＬとが対応付けら
れてＲＡＭ１５内のページ移動操作履歴メモリ１５ｆ（図５参照）に記録された後（ステ
ップＳ１０）、前記ステップＳ９にて読み込まれたリンク先ＷｅｂページのＨＴＭＬファ
イルに基づき当該ＨＴＭＬファイルに対応する目次のＷｅｂページを表示したブラウザ画
面ＢＲが表示部１７に表示される（ステップＳ１１）。
【００７２】
　一方、前記ステップＳ２０において、目次ページを示すＵＲＬが抽出されなかった場合
には、ページ移動操作履歴メモリ１５ｆに記憶されているＵＲＬから１つのＵＲＬを選択
する（ステップＳ２１）。つまりこのステップでは現在表示中のＷｅｂページからＵＲＬ
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履歴を遡り、そのディレクトリ名が異なるところのＵＲＬが現在表示中のＷｅｂページへ
の分岐点となったＷｅｂページのＵＲＬとして選択するようにする。
【００７３】
　ここで、ＵＲＬ履歴からその分岐点となったＷｅｂページのＵＲＬが選択された場合に
は（ステップＳ２２）、当該ページ分岐点のＵＲＬに対応してＷｅｂサーバ２０にアクセ
スし、その分岐点のＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが読み込まれる（ステップＳ９）。
【００７４】
　そして、今回のページ移動表示の操作方法と抽出されたリンク先ＵＲＬとが対応付けら
れてページ移動操作履歴メモリ１５ｆに記録された後（ステップＳ１０）、前記ステップ
Ｓ９にて読み込まれた分岐点のＷｅｂページのＨＴＭＬファイルに基づき当該ＨＴＭＬフ
ァイルに対応する分岐点のＷｅｂページを表示したブラウザ画面ＢＲが表示部１７に表示
される（ステップＳ１１）。
【００７５】
　さらに、前記ステップＳ２１，Ｓ２２において、分岐点のＷｅｂページのＵＲＬが選択
できなかった場合には、同ページ移動操作履歴メモリ１５ｆに記憶されている現在表示中
のＷｅｂページまでの操作方法履歴を遡り、当該操作方法が異なるところ、つまり「進む
」キー（ボタン）以外の操作方法（例えば「ポイント」）で過去に移動した先のＵＲＬが
現在表示中のＷｅｂページへの分岐点となったＷｅｂページのＵＲＬとして選択される（
ステップＳ２３）。
【００７６】
　すると前記同様に、当該ページ分岐点のＵＲＬに対応したＷｅｂページのＨＴＭＬファ
イルが読み込まれ（ステップＳ９）、今回のページ移動表示の操作方法と抽出されたリン
ク先ＵＲＬとがページ移動操作履歴メモリ１５ｆに記録された後（ステップＳ１０）、ス
テップＳ９にて読み込まれた分岐点のＷｅｂページのＨＴＭＬファイルに対応するＷｅｂ
ページを表示したブラウザ画面ＢＲが表示部１７に表示される（ステップＳ１１）。
【００７７】
　なお、図８で示す処理では、「進む」キーの操作があったときに、最下段が表示されて
いなければスクロール表示するようにしていたが、「スクロール」と「進む」を別のキー
として、「進む」キーの操作があれば直ちに次のページへ移動するようにしても良い。
【００７８】
　したがって、前記構成の携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示機能
によれば、キー入力部１６における「進む」キー（ボタン）１６ｄの１回操作に応じて、
表示部１７に現在表示中のＷｅｂページのＨＴＭＬファイル（１５ｂ）に記述されている
「次」などの文字列が、次ページリンクサーチ用キーワード文字列（１５ｄ）に基づき検
索される共に、当該検索されたキーワード文字列「次」にリンク付けされたＵＲＬが次ペ
ージのＵＲＬとして抽出（１５ｇ）される。そして、この抽出ＵＲＬに応じてアクセスさ
れたＷｅｂサーバ２０から当該ＵＲＬに対応したＷｅｂページのＨＴＭＬファイルが取得
され現在表示ページの次のＷｅｂページとして表示されるので、表示画面の狭い携帯端末
機器１０であっても面倒なスクロール操作などを要することなく、「進む」キー（ボタン
）１６ｄの１回操作だけで、現在表示中のＷｅｂページに続く各ページを簡単に且つ順序
よく表示させることができる。
【００７９】
　また、前記構成の携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示機能によれ
ば、「進む」キー（ボタン）１６ｄの１回操作に応じて実行される次ページリンクサーチ
用キーワード文字列（１５ｄ）に基づいた現在表示中ＷｅｂページのＨＴＭＬファイル（
１５ｂ）からの文字列検索とそのリンク先ＵＲＬの抽出に際し、「次」「進む」「ページ
」などの複数のキーワードに一致する文字列が検索され複数のリンク先ＵＲＬが抽出され
た場合でも、例えば現在表示中のページＵＲＬに含まれるファイル名やディレクトリの名
称の順序性に従って次ページとして最も関連の強い１つのリンク先ＵＲＬが選択抽出され
るので、簡単に且つ常に適切な次ページ表示を行うことができる。
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【００８０】
　また、前記構成の携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示機能によれ
ば、「進む」キー（ボタン）１６ｄの１回操作に応じて実行される次ページリンクサーチ
用キーワード文字列（１５ｄ）に基づいた現在表示中ＷｅｂページのＨＴＭＬファイル（
１５ｂ）からの文字列検索とそのリンク先ＵＲＬの抽出に際し、次ページキーワードに一
致する文字列が１つも検索されずリンク先ＵＲＬが抽出されなかった場合には、目次ペー
ジリンクサーチ用キーワード文字列（１５ｅ）に基づいて「目次」などのキーワードに一
致する文字列が検索されそのリンク先ＵＲＬが抽出されるので、現在表示中のＷｅｂペー
ジが一連Ｗｅｂページの最終ページであった場合でも、適切に目次ページへの切り換え表
示を行うことができる。
【００８１】
　さらに、前記構成の携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示機能によ
れば、次ページリンクサーチ用キーワード文字列（１５ｄ）に基づいた次ページキーワー
ドの文字列とそのリンク先ＵＲＬが抽出されず、しかも、目次ページリンクサーチ用キー
ワード文字列（１５ｅ）に基づいた目次ページキーワードの文字列とそのリンク先ＵＲＬ
をも抽出されなかった場合には、これまでのページ移動（切り換え表示）に伴うユーザ操
作系と移動先ＵＲＬとの履歴を記憶したページ移動操作履歴（１５ｆ）を遡って、例えば
現在表示ページのＵＲＬディレクトリ名とは異なるディレクトリ名を有するＵＲＬか、ま
たは現在のページ表示の際のユーザ操作系とは異なるユーザ操作系によって表示されたペ
ージのＵＲＬが分岐先頭ページのＵＲＬとして抽出されるので、現在表示中のＷｅｂペー
ジが一連Ｗｅｂページの最終ページであって、しかも目次ページへのリンクを有する文字
列が記載されていない場合でも、適切に前記一連Ｗｅｂページの分岐先頭ページへの切り
換え表示を行うことができる。
【００８２】
　なお、前記第１実施形態のＷｅｂページ表示機能では、「進む」キー（ボタン）１６ｄ
の操作に応じて現在表示ページのＨＴＭＬファイルから次ページリンクキーワード（１５
ｄ）に一致する文字列を検索しそのリンク先ＵＲＬを抽出して次ページへの切り換え表示
を行う構成としたが、次の第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ページ割り当て機能
において説明するように、現在のアクセス先ＵＲＬ（１５ａ）に対応してＨＴＭＬファイ
ルを取得しＷｅｂページを表示した際に、その表示中ＨＴＭＬファイルの記述内容から抽
出したリンク先ＵＲＬ、または現在のアクセス先ＵＲＬのファイル名に含まれる順序性の
ある記述を修正して取得されたＵＲＬの何れかに対応するＷｅｂページのＨＴＭＬファイ
ルを先読みし、この先読みしたＨＴＭＬファイルの前記表示中ＨＴＭＬファイルに対する
連続性（キーワードやＵＲＬに含まれる連番記号の順序性）を判断確認して当該連続性の
あるＨＴＭＬファイルのＵＲＬを、後に「進む」キー（ボタン）１６ｄを操作した際のリ
ンク先ＵＲＬとして予め設定する構成としてもよい。
【００８３】
　（第２実施形態）
　図１１は、前記携帯端末機器１０による第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ペー
ジ割り当て機能においてＲＡＭ１５に用意されるリンク先読み用キーワード文字列メモリ
１５ｈのデータ内容を示す図である。
【００８４】
　このリンク先読み用キーワード文字列メモリ１５ｈには、Ｗｅｂページの順序性を示す
「ｗ章ｘ条ｙ項ｚ節」「第ｘ巻」「ｘページ」などのキーワードが記憶され、各キーワー
ド毎にその順番値を一時記憶するエリアを有する。
【００８５】
　すなわち、この第２実施形態のＷｅｂページ表示機能では、表示中ＨＴＭＬファイルの
記述内容から抽出したリンク先ＵＲＬ、または現在のアクセス先ＵＲＬのファイル名に含
まれる順番記号を修正して取得されたＵＲＬの何れかに対応して先読みされたＷｅｂペー
ジのＨＴＭＬファイルについて、表示中ＨＴＭＬファイルとの間で前記リンク先読み用キ
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ーワードを抽出してその順序性を判断するかあるいは各ＵＲＬに含まれる連番記号の順序
性を判断し、その順序性が確認されたＨＴＭＬファイルを有するページＵＲＬを「進む」
キー（ボタン）１６ｄ操作時のリンク先ＵＲＬとして予め対応付けて設定するものである
。
【００８６】
　図１２は、前記携帯端末機器１０による第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ペー
ジ割り当て処理を示すフローチャートである。
【００８７】
　キー入力部１６のブラウザ起動「Ｂ」キー１６ｂの操作に応じたブラウザプログラム１
２ｃの起動によって、アクセス先ＵＲＬメモリ１５ａに記憶されているＵＲＬに従い通信
接続されたＷｅｂサーバ２０からＨＴＭＬファイル（１５ｂ）が取得され、ブラウザ画面
ＢＲに対し当該ＨＴＭＬファイルに対応したＷｅｂページが表示されると、このページ表
示中のＨＴＭＬファイルからリンク先読み用キーワード文字列（１５ｈ）に記述された「
（ｗ）章（ｘ）条（ｙ）項（ｚ）節」「第（ｘ）巻」「（ｘ）ページ」などのキーワード
が抽出されると共に（ステップＡ１）、他のＷｅｂページへのリンクの記述が抽出される
（ステップＡ２）。
【００８８】
　ここで、ページ表示中のＨＴＭＬファイル内にリンクの記述があると判断されると（ス
テップＡ３（Ｙｅｓ））、当該リンク先ＵＲＬに従ったＷｅｂページのＨＴＭＬファイル
がインターネットＮ上の対応するＷｅｂサーバ２０から先読みされ（ステップＡ３→Ａ４
）、この先読みされたリンク先ページのＨＴＭＬファイルから前記リンク先読み用キーワ
ード文字列（１５ｈ）に記述されたキーワードが抽出される（ステップＡ５）。
【００８９】
　そして、前記ステップＡ１において表示中ＨＴＭＬファイルから抽出されたＷｅｂペー
ジの順序性を示すキーワードに対し、前記ステップＡ５においてリンク先の先読みＨＴＭ
Ｌファイルから抽出された同Ｗｅｂページの順序性を示すキーワードが、例えば「第ｘ巻
」同士の同一キーワードで関連性ありと判断された場合には（ステップＡ６（Ｙｅｓ））
、例えばその順番値“ｘ”が連番であるか離れているかによって、関連性が高いか否かが
判断される（ステップＡ７）。
【００９０】
　ここで、表示中のＷｅｂページに対しリンク先のＷｅｂページの関連性が高いと判断さ
れた場合には、緑色ＬＥＤ１８Ｇが３回点滅制御されて適切なリンク先が抽出されたこと
がユーザ報知されると共に（ステップＡ７→Ａ８ａ）、この関連性の高いと判断されたキ
ーワードを含むＨＴＭＬファイルのリンク先ＵＲＬがＲＡＭ１５内に記録され（ステップ
Ａ９）、キー入力部１６における「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時のリンク先ＵＲＬ
として予め対応付けられて設定される（ステップＡ１０）。
【００９１】
　また、前記ステップＡ７において、表示中のＷｅｂページに対しリンク先のＷｅｂペー
ジの関連性が高くないと判断された場合には、緑色ＬＥＤ１８Ｇが１回点滅制御されてあ
る程度適切なリンク先が抽出されたことがユーザ報知されると共に（ステップＡ７→Ａ８
ｂ）、この関連性の高くないと判断されたキーワードを含むＨＴＭＬファイルのリンク先
ＵＲＬがＲＡＭ１５内に記録され（ステップＡ９）、キー入力部１６における「進む」キ
ー（ボタン）１６ｄ操作時のリンク先ＵＲＬとして予め対応付けられて設定される（ステ
ップＡ１０）。
【００９２】
　一方、前記ステップＡ６において、ステップＡ１にて表示中ＨＴＭＬファイルから抽出
されたＷｅｂページの順序性を示すキーワードに対し、ステップＡ５にてリンク先の先読
みＨＴＭＬファイルから抽出された同Ｗｅｂページの順序性を示すキーワードが、例えば
「第ｘ巻」と「ｘページ」との異なるキーワードで関連性なしと判断された場合には（ス
テップＡ６（Ｎｏ））、ＲＡＭ１５内に記録されているこれまでのＵＲＬ接続履歴を遡っ
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て現在表示中のページＵＲＬとの比較により目次ページのＵＲＬが検索されＲＡＭ１５内
に記録される（ステップＡ１１）。
【００９３】
　すると、赤色ＬＥＤ１８Ｒが３回点滅制御されて現在表示中のＷｅｂページが最終ペー
ジであることがユーザに報知された後（ステップＡ１２）、前記ＲＡＭ１５内に記録され
た目次ページのＵＲＬがキー入力部１６における「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時の
リンク先ＵＲＬとして予め対応付けられて設定される（ステップＡ１０）。
【００９４】
　また一方、前記ステップＡ３において、ページ表示中のＨＴＭＬファイル内にリンクの
記述がないと判断された場合には、現在表示中のＷｅｂページＵＲＬ（１５ａ）のファイ
ル名における順序性を示す番号・記号が例えば１順分先送りされて修正され（ステップＡ
３→Ａ１３）、このファイル名修正後のＵＲＬをリンク先ＵＲＬとしてＷｅｂページのＨ
ＴＭＬファイルがインターネットＮ上の対応するＷｅｂサーバ２０から先読みされる（ス
テップＡ１４）。
【００９５】
　ここで、前記修正後ＵＲＬに対応するページのＨＴＭＬファイルが読み出され、当該修
正後ＵＲＬはリンク先として存在していると判断された場合には（ステップＡ１５（Ｙｅ
ｓ））、例えばそのリンク先ＵＲＬのファイル名に含まれる順序性を示す番号・記号が連
番であるか離れているかによって、関連性が高いか否かが判断される（ステップＡ１６）
。
【００９６】
　ここで、表示中のページＵＲＬに対し当該ＵＲＬの修正により得られたリンク先ＵＲＬ
の関連性が高いと判断された場合には、緑色ＬＥＤ１８Ｇが３回点滅制御されて適切なリ
ンク先が抽出されたことがユーザ報知されると共に（ステップＡ１６→Ａ１７ａ）、この
関連性の高いと判断されたファイル名修正によるリンク先ＵＲＬがＲＡＭ１５内に記録さ
れ（ステップＡ１８）、キー入力部１６における「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時の
リンク先ＵＲＬとして予め対応付けられて設定される（ステップＡ１０）。
【００９７】
　また、前記ステップＡ１６において、表示中のページＵＲＬに対し当該ＵＲＬの修正に
より得られたリンク先ＵＲＬの関連性が高くないと判断された場合には、緑色ＬＥＤ１８
Ｇが１回点滅制御されてある程度適切なリンク先が抽出されたことがユーザ報知されると
共に（ステップＡ１６→Ａ１７ｂ）、この関連性の高くないと判断されたファイル名修正
によるリンク先ＵＲＬがＲＡＭ１５内に記録され（ステップＡ１８）、キー入力部１６に
おける「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時のリンク先ＵＲＬとして予め対応付けられて
設定される（ステップＡ１０）。
【００９８】
　一方、前記ステップＡ１５において、修正後ＵＲＬに対応するＷｅｂページへの接続が
出来ず、当該修正後ＵＲＬはリンク先として存在していないと判断された場合には（ステ
ップＡ１５（Ｎｏ））、ＲＡＭ１５内に記録されているこれまでのＵＲＬ接続履歴を遡っ
て現在表示中のページＵＲＬとの比較により目次ページのＵＲＬが検索されＲＡＭ１５内
に記録される（ステップＡ１１）。
【００９９】
　すると、赤色ＬＥＤ１８Ｒが３回点滅制御されて現在表示中のＷｅｂページが最終ペー
ジであることがユーザに報知された後（ステップＡ１２）、前記ＲＡＭ１５内に記録され
た目次ページのＵＲＬがキー入力部１６における「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時の
リンク先ＵＲＬとして予め対応付けられて設定される（ステップＡ１０）。
【０１００】
　したがって、前記構成の携帯端末機器１０による第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴
う次ページ割り当て機能によれば、表示中ＨＴＭＬファイルの記述内容から抽出したリン
ク先ＵＲＬ、または現在のアクセス先ＵＲＬのファイル名に含まれる順番記号を送り修正
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して取得されたＵＲＬの何れかに対応して先読みされたＷｅｂページのＨＴＭＬファイル
について、表示中ＨＴＭＬファイルとの間で「第ｘ巻」などのキーワードが抽出されてそ
の関連性の有無および順序性が判断されるか、あるいは互いのページＵＲＬに含まれる連
番記号の順序性が判断される。そしてその順序性が確認されたＨＴＭＬファイルを有する
ページＵＲＬあるいは修正ＵＲＬが、後の「進む」キー（ボタン）１６ｄ操作時のリンク
先ＵＲＬとして予め対応付けられて設定されるので、表示画面の狭い携帯端末機器１０で
あっても面倒なスクロール操作などによってリンクボタンを探し出す必要なく、「進む」
キー（ボタン）１６ｄの１回操作だけで、現在表示中のＷｅｂページに続く各ページを簡
単に且つ順序よく切り換えて表示させることができる。
【０１０１】
　なお、前記各実施形態において記載した携帯端末機器１０による各Ｗｅｂページ表示処
理の手法、すなわち、図８のフローチャートに示す第１実施形態のＷｅｂページ表示処理
、図１２のフローチャートに示す第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ページ割り当
て処理等の各手法は、何れもコンピュータに実行させることができるプログラムとして、
メモリカード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等）、磁気ディスク（フロッピディスク、ハ
ードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の外部記憶
媒体１３に格納して配布することができる。そして、Ｗｅｂ接続機能およびブラウザ機能
を有する種々のコンピュータ端末は、この外部記憶媒体１３に記憶されたプログラムを本
体記憶装置１２に読み込み、この読み込んだプログラムによって動作が制御されることに
より、前記各実施形態において説明したＷｅｂページ表示機能およびＷｅｂページ表示に
伴う次ページ割り当て機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することがで
きる。
【０１０２】
　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
して通信ネットワーク（インターネット）Ｎ上を伝送させることができ、この通信ネット
ワーク（インターネット）Ｎに接続されたコンピュータ端末（プログラムサーバ）２０か
ら前記のプログラムデータを取り込み、前述したＷｅｂページ表示機能およびＷｅｂペー
ジ表示に伴う次ページ割り当て機能を実現することもできる。
【０１０３】
　なお、本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々
の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせによ
り種々の発明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構
成要件が削除されたり、幾つかの構成要件が組み合わされても、発明が解決しようとする
課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合
には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽出され得るもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明のＷｅｂページ閲覧装置の実施形態に係る携帯端末機器１０の電子回路の
構成を示すブロック図。
【図２】前記携帯端末機器１０の外観構成を示す図であり、同図（Ａ）はその正面図、同
図（Ｂ）はその右側面図。
【図３】前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意された次ページリンクサーチ用キーワ
ードメモリ１５ｄのデータ内容を示す図。
【図４】前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意された目次ページリンクサーチ用キー
ワードメモリ１５ｅのデータ内容を示す図。
【図５】前記携帯端末機器１０のＲＡＭ１５に用意されたページ移動操作履歴メモリ１５
ｆのデータ内容を示す図。
【図６】前記携帯端末機器１０のブラウザ処理によるブラウザ画面ＢＲに表示されたアク



(16) JP 4238849 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

セス先ＵＲＬ[http://www.asio.co.jp/product/a/page003.html]（１５ａ）に対応するＷ
ｅｂページＰ１を示す図。
【図７】前記図６におけるＷｅｂページＰ１を構成しているマークアップ言語であるＨＴ
ＭＬで記述されたＨＴＭＬファイル（１５ｂ）を示す図。
【図８】前記携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示処理における「進
む」キーが操作された場合の処理を示すフローチャート。
【図９】前記携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示処理に伴い記憶さ
れた複数のＵＲＬが共通のディレクトリを有した場合であって、ディレクトリを省略して
ファイル名のみを示す図。
【図１０】前記携帯端末機器１０による第１実施形態のＷｅｂページ表示処理に伴いファ
イル名からは１つのＵＲＬが選択できない場合の抽出ＵＲＬの一例を示す図。
【図１１】前記携帯端末機器１０による第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ページ
割り当て機能においてＲＡＭ１５に用意されるリンク先読み用キーワード文字列メモリ１
５ｈのデータ内容を示す図。
【図１２】前記携帯端末機器１０による第２実施形態のＷｅｂページ表示に伴う次ページ
割り当て処理を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０１０５】
　１０　…携帯端末機器
　１１　…制御部（ＣＰＵ）
　１２　…記憶装置
　１２ａ…システムプログラム
　１２ｂ…通信用プログラム
　１２ｃ…ブラウザプログラム
　１２ｄ…次ページサーチプログラム
　１３　…メモリカード（外部記録媒体）
　１４　…通信部
　１５　…ＲＡＭ
　１５ａ…アクセス先ＵＲＬメモリ
　１５ｂ…ＷｅｂページＨＴＭＬメモリ
　１５ｃ…表示画像メモリ
　１５ｄ…次ページリンクサーチ用キーワードメモリ
　１５ｅ…目次ページリンクサーチ用キーワードメモリ
　１５ｆ…ページ移動操作履歴メモリ
　１５ｇ…抽出リンク先ＵＲＬメモリ
　１５ｈ…リンク先読み用キーワード文字列メモリ
　１６　…キー入力部
　１６ｘ…スライドキーボード
　１６ａ…「電源」キー
　１６ｂ…ブラウザ起動「Ｂ」キー
　１６ｃ…カーソルキー
　１６ｄ…「進む」キー（ボタン）
　１６ｅ…文字・記号キー
　１７　…表示部
　１８　…ＬＥＤ制御部
　１８Ｇ…緑色ＬＥＤ
　１８Ｒ…赤色ＬＥＤ
　２０　…Ｗｅｂサーバ
　　Ｎ　…インターネット（通信ネットワーク）
　　Ｐｘ…前ページリンクボタン
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　　Ｐｙ…次ページリンクボタン
　　Ｐｚ…目次ページリンクボタン
　　Ｃｘ…Ｐｘのリンク先ＵＲＬ
　　Ｃｙ…Ｐｙのリンク先ＵＲＬ
　　Ｃｚ…Ｐｚのリンク先ＵＲＬ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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