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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末用の通話インターフェース表示方法であって、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するステッ
プと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得するステップと、
　前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示するステップと、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するステップと、または
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するステップと、
　を含み、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得するステップは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するステップと、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するステップと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得した画像生成テンプレートに入れて、前記
発呼者に関連する動的イメージを生成するステップと、



(2) JP 6322768 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

　を含むことを特徴とする通話インターフェース表示方法。
【請求項２】
　被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェースを表示するステップと、
　呼び出し要求インターフェースの表示とともに、前記被呼者に関連する動的イメージを
取得するステップと、
　前記呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示するス
テップと、
　を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧する要求を受信した場合、前記連絡先の情
報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースに前記連絡先に関
連する動的イメージを表示するステップを更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法
。
【請求項４】
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
ステップを更に含むことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　端末用の通話インターフェース表示装置であって、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するように
構成される第１表示モジュールと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得し、前記第１表示モジュールにより表示されている発信者表示インターフェースに前記
動的イメージを表示するように構成されるイメージ取得モジュールと、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するように構成される第１
イメージ生成モジュール、又は
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するように構成される第２イメージ生成モジュール、を含み、
　前記第１イメージ生成モジュールは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するように構成される確認ユニット
と、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するように構成される取得ユニットと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得した画像生成テンプレートに入れて、前記
発呼者に関連する動的イメージを生成するように構成されるイメージ生成ユニットと、
　を含むことを特徴とする通話インターフェース表示装置。
【請求項６】
　前記第１表示モジュールは、被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェースを
表示するように、更に構成され、
　前記イメージ取得モジュールは、呼び出し要求インターフェースの表示とともに、前記
被呼者に関連する動的イメージを取得し、前記第１表示モジュールにより表示されている
呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示するように更
に構成されることを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧する要求を受信した場合、前記連絡先の情
報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースに前記連絡先に関
連する動的イメージを表示するように構成される第２表示モジュールを更に含むことを特
徴とする請求項５記載の装置。
【請求項８】
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
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ように構成される編集モジュールを更に含むことを特徴とする請求項７記載の装置。
【請求項９】
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能な命令を保存するメモリーと、を含み、
　プロセッサーは、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するステッ
プと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得するステップと、
　前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示するステップと、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するステップと、または
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するステップと、
　を実行するように構成され、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得するステップは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するステップと、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するステップと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得した画像生成テンプレートに入れて、前記
発呼者に関連する動的イメージを生成するステップと、
　を含むことを特徴とする端末設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号２０１５１０３１５６９３．８、出願日２０１５年０６月１０日の中
国特許出願に基づいて提出し、当該中国特許出願の優先権を主張し、その全ての内容を参
照として本願で引用する。
【０００２】
　本開示は、移動通信端末分野に関し、より詳細には電話インターフェース表示方法及び
装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯電話は通常の通信手段として、人々の遠距離通信連絡に大きな便利を提供する。 
今のところ、両方が通話する場合、通話インターフェースに相手に関連する静的イメージ
を表示して、通話中の相手を形象化して表記する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示の実施例では、通話インターフェース表示方法及び装置を提供する。上記発明は
以下のようになる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の実施例の第１態様によると、端末用の通話インターフェース表示方法であって
、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するステッ
プと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得するステップと、
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　前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示するステップと、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するステップと、または
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するステップと、
　を含み、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得するステップは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するステップと、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するステップと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得した画像生成テンプレートに入れて、前記
発呼者に関連する動的イメージを生成するステップと、
　を含む方法を提供する。
【０００８】
　一つの実施例において、前記方法は、
　被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェースを表示するステップと、
　呼び出し要求インターフェースを表示する保存している前記被呼者に関連する動的イメ
ージを取得するステップと、
　前記呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示するス
テップと、を更に含む。
【０００９】
　一つの実施例において、前記方法は、
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧する要求を受信した場合、前記連絡先の情
報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースで前記連絡先に関
連する動的イメージを表示するステップを更に含む。
【００１０】
　一つの実施例において、前記方法は、
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
ステップを更に含む。
【００１１】
　本開示の実施例の第２態様によると、端末用の通話インターフェース表示装置であって
、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するように
構成される第１表示モジュールと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得し、前記第１表示モジュールにより表示されている発信者表示インターフェースに前記
動的イメージを表示するように構成されるイメージ取得モジュールと、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するように構成される第１
イメージ生成モジュール、又は
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するように構成される第２イメージ生成モジュール、を含み、
　前記第１イメージ生成モジュールは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するように構成される確認ユニット
と、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するように構成される取得ユニットと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得した画像生成テンプレートに入れて、前記
発呼者に関連する動的イメージを生成するように構成されるイメージ生成ユニットと、
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　を含む装置を提供する。
【００１４】
　一つの実施例において、
　前記第１表示モジュールは、被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェースを
表示するように、更に構成され、
　前記イメージ取得モジュールは、呼び出し要求インターフェースの表示とともに、前記
被呼者に関連する動的イメージを取得し、前記第１表示モジュールにより表示されている
呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示するように、
更に構成される。
【００１５】
　一つの実施例において、前記装置は、
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧する要求を受信した場合、前記連絡先の情
報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースに前記連絡先に関
連する動的イメージを表示するように構成される第２表示モジュールを更に含む。
【００１６】
　一つの実施例において、前記装置は、
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
ように構成される編集モジュールを更に含む。
【００１７】
　本開示の実施例の第３態様によると、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能な命令を保存するメモリーと、を含み、
　プロセッサーは、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するステッ
プと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得するステップと、
　前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示するステップと、
　を実行するように構成される端末設備を提供する。
【発明の効果】
【００１８】
　本開示の実施例により提供する技術案は以下の有益な効果を有する。
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示し、発信者
表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取得し、且
つ前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示する。動的イメージ方式で
通話相手を表記することで、表示効果が更に多様化で形象化になり、ユーザーの使用及び
視覚的体験を向上させる。
【００１９】
　なお、以上の一般的な説明と下記の詳細な説明は、単なる例示的で注釈的なことで、本
開示を制限するものではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　　ここの図面は明細書に含まれて且つ明細書の一部分として構成され、本開示に適する
実施例を示し、明細書と共に本開示の原理を注釈する。
【００２１】
【図１】一つの例示的実施例による通話インターフェース表示方法を示すフロチャートで
ある。
【図１Ａ】一つの例示的実施例による発信者表示インターフェースを示す図面である。
【図１Ｂ】一つの例示的実施例による発信者表示インターフェースを示す図面である。
【図１Ｃ】一つの例示的実施例による発信者表示インターフェースを示す図面である。
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【図１Ｄ】一つの例示的実施例による発信者表示インターフェースを示す図面である。
【図１Ｅ】一つの例示的実施例による動的画像編集のユーザーインターフェースを示す図
面である。
【図２Ａ】一つの例示的実施例によるアドレス帳の連絡先情報表示インターフェースを示
す図面である。
【図２Ｂ】一つの例示的実施例によるアドレス帳の連絡先情報表示インターフェースを示
す図面である。
【図２Ｃ】一つの例示的実施例によるアドレス帳の連絡先情報表示インターフェースを示
す図面である。
【図２Ｄ】一つの例示的実施例によるアドレス帳の連絡先情報表示インターフェースを示
す図面である。
【図２Ｅ】一つの例示的実施例によるアドレス帳の連絡先に関連する動的イメージを編集
するユーザーインターフェースを示す図面である。
【図３】一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置を示すブロック図であ
る。
【図４】もう一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置を示すブロック図
である。
【図５】図４に示す実施例による第１イメージ生成モジュールを示すブロック図である。
【図６】一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置を示すブロック図であ
る。
【図７】一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置を示すブロック図であ
る。
【００２２】
　上記の図面を通じて既に本開示の明確な実施例を示しているが、以下で更に詳細に説明
する。このような図面及び文字説明はいずれの方式で本開示の思想範囲を限定するのでは
なく、特定の実施例を参照することで、当業者に本開示の概念を説明することである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　ここで例示的実施例について詳しく説明し、その例示は図面に示す。 下記の説明で図
面に関する場合、他の表示がない限り、異なる図面における同一の符号は同一又は類似す
る要素を示す。 以下の例示的実施例で説明される実施形態は、本発明と一致する全部の
実施形態を示すわけではない。逆に、以下の実施例は、単に特許請求の範囲に記載された
本開示の一部の態様に一致する装置及び方法の例である。
【００２４】
　本開示の実施例では通話インターフェース表示方法を提供し、当該通話インターフェー
ス表示方法は携帯電話のような移動端末に適用でき、前記移動端末は、発呼者の呼び出し
要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示し、発信者表示インターフェー
スの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取得し、且つ前記発信者表示イ
ンターフェースに前記動的イメージを表示する。動的イメージ方式で通話相手を表記する
ことで、表示効果が更に多様化で形象化になり、ユーザーの使用及び視覚的体験を向上さ
せる。
【００２５】
　図１はもう一つの例示的実施例による通話インターフェース表示方法を示すフロチャー
トであり、当該通話インターフェース表示方法は携帯電話のような移動端末に適用でき、
以下のステップを含む。
【００２６】
　１０１ステップにおいて、発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インター
フェースを表示する。
【００２７】
　１０２ステップにおいて、発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に
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関連する動的イメージを取得する。
【００２８】
　本開示の実施例において、前記発呼者に関連する動的イメージは予め編集してローカル
に保存されたものなので、通話保存モジュールから当該発呼者に関連する動的イメージを
取得できる。
【００２９】
　１０３ステップにおいて、前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示
する。
【００３０】
　図１Ａ乃至図１Ｄ示したように、例示的に発呼者に関連する動的イメージにおけるいく
つかのフレームイメージが動的に表示されている発信者表示インターフェースを提供し、
発呼者による呼び出し中、発信者表示インターフェースに発呼者に関連する動的イメージ
を表示することで、発呼者の表示状態を更に差別化して表示することができ、被呼者のユ
ーザー視覚的体験を向上させる。
【００３１】
　一つの実施例において、提供される通話インターフェース表示方法は、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するステップ、または
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するステップ、を更に含んでもよい。
【００３２】
　例えば、端末はユーザーに動的画像の編集エントリを提供してもよい。図１Ｅに示した
ように、本開示の実施例では、動的画像編集のユーザーインターフェースの図面を提供し
、端末の表示インターフェースに動的画像の編集入口を表示し、例えば、ユーザーはビデ
オレコーダーをターンオンし、発呼者に関連する動的イメージを一段落録画することがで
きる。
【００３３】
　一つの実施例において、所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者
に関連する静的イメージを処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得するステッ
プは、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するステップと、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するステップと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得された画像生成テンプレートに入れて、前
記発呼者に関連する動的イメージを生成するステップと、を含んでもよい。
【００３４】
　例えば、特別な日(クリスマス、誕生日、春節、ハロウィンなど)と画像生成テンプレー
ト間の対応関係を予め保存することができ、このような場合、現在のシステム時間が特別
な日であると確認した場合、上記対応関係から、特別な日に関連する画像生成テンプレー
トを取得することができ、当該画像生成テンプレートは、１つの動的イメージであり、該
特別な日を表記可能な画像要素を有する。また、当該画像生成テンプレートには編集可能
領域が含まれていることで、発呼者に関連する静的イメージを前記編集領域で編集し、当
該画像生成テンプレートによって動的イメージを生成することができる。
【００３５】
　一つの実施例において、当該通話インターフェース表示方法は、
　被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェースを表示するステップと、
　呼び出し要求インターフェースを表示する同時に、前記被呼者に関連する動的イメージ
を取得するステップと、
　前記呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示するス
テップと、を更に含む。
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【００３６】
　本開示の実施例で、被呼者を呼び出す電話インターフェース表示方式は、発呼者の呼び
出しを受信する場合の通話インターフェース表示方式と同様であるため、ここでは説明を
省略する。
【００３７】
　一つの実施例において、当該通話インターフェース表示方法は、
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧するとの要求を受信した場合、前記連絡先
の情報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースに前記連絡先
に関連する動的イメージを表示するステップを更に含む。
【００３８】
　図２Ａ乃至図２Ｄに示したように、例示的に連絡先に関連する動的イメージにおけるい
くつかのフレームイメージを動的に表示するアドレス帳の連絡先情報表示インターフェー
スを提供する。
【００３９】
　一つの実施例において、当該通話インターフェース表示方法は、
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
ステップを更に含む。
【００４０】
　図２Ｅに示したように、アドレス帳の連絡先に関連する動的イメージを編集するユーザ
ーインターフェースを提供し、ユーザーは、当該表示インターフェースに表示されている
編集エントリにより、編集インターフェースに進入し、当該連絡先の動的イメージを編集
し、例えば、当該連絡先の動的イメージを入力してもよく、或いは動的フォトギャラリー
から対応する動的イメージを選択してもよい。ユーザーが当該連絡先の動的イメージを編
集完了した後、連絡先情報表示インターフェースを開くと、当該連絡先情報表示インター
フェースに当該動的イメージが表示される。
【００４１】
　なお、本開示の実施例で提供されるアプリケーションの共有ステップの前後順序は適切
に調整することができ、ステップも状況によって相応的に増減することができ、本技術分
野に熟知する当業者は、本開示に公開された技術範囲内で変更後の方法を容易に想到し得
、またこれらはいずれも本開示の保護範囲内に含まれるため、ここでは説明を省略する。
【００４２】
　上記の内容をまとめて見ると、本開示の実施例で提供される通話インターフェース表示
方法は、発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示し、
発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取得
し、且つ前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示する。動的イメージ
方式で通話相手を表記することで、表示効果が更に多様化で形象化になり、ユーザーの使
用及び視覚的体験を向上させる。
【００４３】
　以下は、本開示の装置の実施例であるが、本開示の方法の実施例を実行するために使用
することができる。 本開示の装置の実施例で開示していない詳細事項は、本開示の方法
の実施例を参照する。
【００４４】
　図３は一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置３００を示すブロック
図であり、当該通話インターフェース表示装置３００は、ソフトウェア、ハードウェアま
たは両者の組み合わせにより移動端末の一部または全部として実現されることができ、当
該移動端末は携帯電話でもよい。当該通話インターフェース表示装置３００は、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するように
構成される第１表示モジュール３１０と、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得し、前記第１表示モジュール３１０により表示されている発信者表示インターフェース
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に前記動的イメージを表示するように構成されるイメージ取得モジュール３２０と、を含
む。
【００４５】
　上記の内容をまとめて見ると、本開示の実施例により提供される通話インターフェース
表示装置は、発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示
し、発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを
取得し、且つ前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示する。動的イメ
ージ方式で通話相手を表記することで、表示効果が更に多様化で形象化になり、ユーザー
の使用及び視覚的体験を向上させる。
【００４６】
　図４はもう一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置４００を示すブロ
ック図であり、当該通話インターフェース表示装置４００は、ソフトウェア、ハードウェ
アまたは両者の組み合わせにより移動端末の一部または全部として実現されることができ
、当該端末は携帯電話でもよく、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するように
構成される第１表示モジュール４１０と、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得し、前記第１表示モジュール４１０により表示されている発信者表示インターフェース
に前記動的イメージを表示するように構成されるイメージ取得モジュール４２０と、
　所定の画像生成テンプレートにより、保存している前記発呼者に関連する静的イメージ
を処理し、前記発呼者に関連する動的イメージを取得して保存するように構成される第１
イメージ生成モジュール４３０、又は
　ビデオレコーダーをターンオンし、前記発呼者に関連する動的イメージを所定時間録画
して保存するように構成される第２イメージ生成モジュール４４０を含むことができるが
、これに限定されるものではない。
【００４７】
　図５は、図４に示す実施例による第１イメージ生成モジュール４３０を示すブロック図
であり、前記第１イメージ生成モジュール４３０は、
　現在のシステム時間が特別な日であるか否かを確認するように構成される確認ユニット
４３０ａと、
　現在のシステム時間が特別な日である場合、前記特別な日に対応する画像生成テンプレ
ートを取得するように構成される取得ユニット４３０ｂと、
　前記発呼者に関連する静的イメージを、取得された画像生成テンプレートに入れて、前
記発呼者に関連する動的イメージを生成するように構成されるイメージ生成ユニット４３
０ｃと、を含むことが好ましい。
【００４８】
　一つの実施例において、
　前記第１表示モジュール４１０は、被呼者を呼び出す場合、呼び出し要求インターフェ
ースを表示するように、更に構成され、
　前記イメージ取得モジュール４２０は、呼び出し要求インターフェースの表示とともに
、前記被呼者に関連する動的イメージを取得し、記第１表示モジュール４１０により表示
されている呼び出し要求インターフェースに前記被呼者に関連する動的イメージを表示す
るように、更に構成される。
【００４９】
　一つの実施例において、図６に示したように、図４に示した通話表示インターフェース
表示装置は、
　アドレス帳における連絡先の詳細情報を閲覧するとの要求を受信する場合、前記連絡先
の情報表示インターフェースを表示し、且つ前記情報表示インターフェースで前記連絡先
に関連する動的イメージを表示するように構成される第２表示モジュール４５０と、
　ユーザーに情報編集エントリを提供し、前記連絡先に関連する動的イメージを編集する
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ように構成される編集モジュール４６０と、を更に含むことができる。
【００５０】
　上記の内容をまとめて見ると、本開示の実施例で提供される通話インターフェース表示
装置、発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示し、発
信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取得し
、且つ前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示する。動的イメージ方
式で通話相手を表記することで、表示効果が更に多様化で形象化になり、ユーザーの使用
及び視覚的体験を向上させる。
【００５１】
　上記実施例における装置について、その中の各モジュールの実行・操作の具体的な方式
はすでに当該方法と関連する実施例において詳細に説明されたため、ここでは詳しく説明
しない。
【００５２】
　本開示の実施例は端末設備を提供し、当該端末設備は携帯電話でもよく、当該端末設備
は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能な命令を保存するメモリーと、を含み、
　プロセッサーは、
　発呼者の呼び出し要求を受信した場合、発信者表示インターフェースを表示するステッ
プと、
　発信者表示インターフェースの表示とともに、前記発呼者に関連する動的イメージを取
得するステップと、
　前記発信者表示インターフェースに前記動的イメージを表示するステップと、を実行す
るように構成される。
【００５３】
　図７は一つの例示的実施例による通話インターフェース表示装置５００を示すブロック
図である。例えば、装置５００は携帯電話、パソコン、デジタル放送端末、メッセージ送
受信設備、ゲームコンソール、タブレット設備、医療機器、運動器具、個人情報端末など
であってもよい。
【００５４】
　図７を参照すると、装置５００は、処理コンポーネント５０２、メモリ５０４、電源コ
ンポーネント５０６、マルチメディア部品５０８、オーディオ部品５１０、入力/出力(Ｉ
/Ｏ)ポート５１２、センサコンポーネント５１４、及び通信コンポーネント５１６のうち
の1つまたは複数のコンポーネントを含んでもよい。
【００５５】
　処理コンポーネント５０２は、一般的に装置５００の全体的な操作を制御し、例えば、
表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作や記録操作に関連する操作を制御する。処
理コンポーネント５０２は命令を実行するように1つまたは複数のプロセッサー５２０を
含むことができ、上記方法の全部若しくは一部のステップを実行する。その他、処理コン
ポーネント５０２は、処理コンポーネント５０２とほかのコンポーネントとのインタラク
ティブを便利にするように1つまたは複数のモジュールを含むことができる。例えば、処
理コンポーネント５０２は、マルチメディアモジュールを備え、マルチメディアコンポー
ネント５０８と処理コンポーネント５０２間のインタラクティブを便利にする。
【００５６】
　メモリ５０４は、装置５００の操作を支援するようにさまざまなタイプのデータを保存
するよう構成される。このようなデータの例として、装置５００上で操作される任意のア
プリケーションプログラム又は方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、
イメージ、動画などが含まれる。メモリ５０４は、任意タイプの揮発性又は非揮発性の記
憶デバイス、又は彼らの組み合わせでよく、例えば、ＳＲＡＭ(ｓｔａｔｉｃ ｒａｎｄｏ
ｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ: エスラム)、ＥＥＰＲＯＭ(電気的消去可能ＲＯＭ；Ｅｌ
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ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌ
ｙ Ｍｅｍｏｒy、)、ＥＰＲＯＭ(消去可能ＰＲＯＭ；Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ－Ｍｅｍｏｒｙ)、ＰＲＯＭ(Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＯＭ(ｒｅａｄ ｏｎｌｙ ｍｅｍｏｒｙ
)、磁性メモリ、フラッシュメモリ、ディスクまたはコンパクトディスク(Ｃｏｍｐａｃｔ
 Ｄｉｓｃ)でよい。
【００５７】
　電源コンポーネント５０６は、装置８００の各コンポーネントに電力を提供する。電源
コンポーネント５０６は、電源管理システム、1つまたは複数の電源、およびそのほか装
置５００の電力の発生、管理、配分に関するコンポーネントを含む。
【００５８】
　マルチメディアコンポーネント５０８は、装置５００とユーザーの間で出力ポートを提
供するスクリーンを含む。ある実施例では、スクリーンは、液晶表示装置(ＬＣＤ)とタッ
チパネル(ＴＰ)を含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む場合、スクリーン
はタッチスクリーンで実現され、ユーザーからの入力信号を受信することができる。タッ
チパネルはタッチ、スライド及びタッチパネル上の手振りを感知するように1つまたは複
数のタッチセンサーを含む。タッチセンサーは、タッチ又はスライド動作の境界を感知す
るだけでなく、タッチまたはスライド操作に関連する持続時間及び圧力も更に感知するこ
とができる。ある実施例では、マルチメディアコンポーネント５０８は、1つの前面カメ
ラ及び/又は背面カメラを含む。装置５００が操作モード、例えば撮影モードまたはビデ
オモードにある場合、前面カメラ及び/又は背面カメラは、外部からのマルチメディアデ
ータを受信することができる。各前面カメラと各背面カメラは、固定された光学レンズシ
ステムでよく、又は焦点距離変更と光学ズーム性能を備えたレンズシステムでよい。
【００５９】
　オーディオコンポーネント５１０はオーディオ信号を出力及び/又は入力するように構
成される。例えば、オーディオコンポーネント５１０は1つのマイク(ＭＩＣ)を含み、装
置５００が操作モード、例えば呼び出しモード、記録モード及び音声識別モードにある場
合、マイクは外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信
号は、更にメモリ５０４に保存されたり、通信コンポーネント５１６を経由して送信され
ることができる。ある実施例で、オディオコンポーネント５１０はオーディオ信号を出力
するように1つのスピーカーを更に含む。
【００６０】
　Ｉ/Ｏポート５１２は処理コンポーネント５０２と外部ポートモジュールの間でポート
を提供するものであり、上記外部ポートモジュールはキーボード、クリックホイール、ボ
タンなどでよい。このようなボタンはホムボタン、音量ボタン、起動ボタン及びロックボ
タンが含まれているが、これに限定されるわけではない。
【００６１】
　センサコンポーネント５１４は、装置５００に様々な方面の状態評価を提供するために
1つまたは複数のセンサーを含む。例えば、センサコンポーネント５１４は、装置５００
のオン/オフ状態、コンポーネント(例えば、前記コンポーネントは、装置５００のディス
プレイ及びキーボード)の相対的な位置を感知することができ、センサコンポーネント５
１４は、装置５００または装置８００における1つのコンポーネントの位置変化、ユーザ
ーと装置５００の間の接触が存在するか否か、装置５００の方向または加速/減速及び装
置５００の温度変化を更に感知することができる。センサコンポーネント５１４は、何の
物理的接触がない場合に周囲の物体の存在を感知するように構成される近接センサを含む
ことができる。センサコンポーネント５１４は、ＣＭＯＳまたはＣＣＤイメージセンサの
ように、映像アプリケーションで使用される光センサを更に含むことができる。ある実施
例で、センサコンポーネント５１４は加速度センサ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力
センサ又は温度センサを更に含むことができる。
【００６２】
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　通信コンポーネント５１６は、装置５００とほかの設備の間で有線又は無線方式で通信
するように構成される。装置５００は、ＷｉＦｉ、２Ｇまたは３Ｇ又はこれらの組合のよ
うな通信標準に基づいた無線ネットワークにアクセスすることができる。一つの例示的実
施例で、通信コンポーネント５１６は、放送チャンネルを経由して外部放送管理システム
からの放送信号又は放送関連情報を受信する。 一つの例示的実施例で、前記通信コンポ
ーネント５１６は、近距離の磁場通信(ＮＦＣ)モジュールを更に含めて近距離通信を支援
する。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ(無線周波数認識)技術、ＩｒＤＡ(赤外線
通信規格)技術、ＵＷＢ(超広帯域)技術、ＢＴ(ブルートゥース)技術と他の技術に基づい
て実現することができる。
【００６３】
　例示的実施例において、装置５００は、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ＡＳＩ
Ｃ)、デジタル信号プロセッサ ―(ＤＳＰ)、デジタル信号処理設備(ＤＳＰＤ)、プログラ
マブルロジックデバイス(ＰＬＤ；Ｐｒｏｇｒａｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ Ｄｅｖｉｃｅ)
、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(ＦＰＧＡ；Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイク
ロプロセッサ、又はほかの電子素子で実現することができ、上記方法を実行するのに使わ
れる。
【００６４】
　例示的実施例において、命令を含む非一時的なコンピューター読み取り可能な記録媒体
、例えば命令を含むメモリ５０４を更に提供し、上記命令は装置５００のプロセッサー５
２０により実行され上記方法を完成する。例えば、非一時的なコンピューター読み取り可
能な記録媒体は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ
(ＲＡＭ；Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＣＤ－ＲＯＭ、テープ、フロッピ
ーディスク（登録商標）及び光データ保存設備でよい。
【００６５】
　本実施例で提供される非一時的なコンピューター読み取り可能な記録媒体は、記録媒体
中の命令が装置６００のプロセッサーにより実行される場合、装置５００で電話インター
フェース表示方法を行うことができるようにする。
【００６６】
　当業者は明細書内容を考慮し、且つここで開示された発明を実現した後、本開示のほか
の実施案を容易に想到できる。本願は、本開示の任意的な変形、用途または適応性変更を
含み、このような変形、用途または適応性変更は、本開示の一般的原理に従い、また本開
示で開示されていない本技術分野の通常の知識又は慣用な技術手段を含む。 明細書と実
施例は単なる例示に過ぎず、本開示の最終的範囲と精神は下記の特許請求の範囲によって
示される。
【００６７】
　なお、本発明は上述の説明と図面に示した精密構造に限定されず、また特許請求の範囲
を超えない限り、様々な修正と変形が可能である。本開示の範囲は、添付した特許請求の
範囲によって限定される。　
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