
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブラウザ機能を備える携帯情報端末装置において、
　通信回線を介してＷｅｂサーバから、少なくとも画像データと該画像データの表示シー
ケンス情報とからなる画像情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得した画像情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段により記憶された前記画像情報に含まれる表示シーケンス情報に基づいて
前記画像データを表示する表示手段と、
を
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有し、
　前記画像情報は、
　前記画像データのタイトル情報と、
　背景画像のデータサイズ及び画像枚数と、
　前記表示シーケンス情報に基づいて制御する制御画像のデータサイズ及び画像枚数と、
　前記携帯情報端末装置の各種機能動作における表示設定対応情報と、
　前記表示シーケンス情報と、
　少なくとも１枚以上の前記背景画像のデータと、
　少なくとも１枚以上の前記制御画像のデータと、
から構成され、
　前記表示シーケンス情報は、
　表示シーケンス処理を開始するシーケンス開始情報と、



ことを特徴とする携帯情報端末装置。
【請求項２】
　前記シーケンス情報は、
　前記制御画像の切り替え時間を設定する画像切り替え時間情報と、
　前記制御画像の番号を指定する表示画像番号情報と、
　前記制御画像の表示位置情報を設定する表示位置情報と、
　前記制御画像を反転表示するか否かを設定する画像反転表示情報と、
　前記制御画像を回転表示するか否かを設定する画像傾斜情報と、
　前記制御画像の表示を切り替えた際に該制御画像を消去するか否かを設定する消去／未
消去情報と、
　から構成されることを特徴とする請求項１記載の携帯情報端末装置。
【請求項３】
　前記シーケンス情報は、
　前記制御画像のうち、任意の制御画像を表示する際に音を鳴動させる鳴動設定情報を有
することを特徴とする請求項 記載の携帯情報端末装置。
【請求項４】
　前記携帯情報端末装置の各機能動作毎に異なる画像情報を対応付けて表示設定する表示
設定手段を有することを特徴とする請求項 のいずれか１項に記載の携帯情報端末
装置。
【請求項５】
　ブラウザ機能を備える携帯情報端末装置の表示方法において、
　通信回線を介してＷｅｂサーバから、少なくとも画像データと該画像データの表示シー
ケンス情報とからなる画像情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにより取得した画像情報を記憶する記憶ステップと、
　前記記憶ステップにより記憶された前記画像情報に含まれる表示シーケンス情報に基づ
いて前記画像データを表示する表示ステップと、
　を

ことを特徴とする携帯情報端末装置の表示方法。
【請求項６】
　前記シーケンス情報は、
　前記制御画像の切り替え時間を設定する画像切り替え時間情報と、
　前記制御画像の番号を指定する表示画像番号情報と、
　前記制御画像の表示位置情報を設定する表示位置情報と、
　前記制御画像を反転表示するか否かを設定する画像反転表示情報と、
　前記制御画像を回転表示するか否かを設定する画像傾斜情報と、
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　前記制御画像の“表示位置”を制御する複数のシーケンス情報と、
　表示シーケンス処理を終了するシーケンス終了情報と、
から構成される

２

１から３

有し、
　前記画像情報は、
　前記画像データのタイトル情報と、
　背景画像のデータサイズ及び画像枚数と、
　前記表示シーケンス情報に基づいて制御する制御画像のデータサイズ及び画像枚数と、
　前記携帯情報端末装置の各種機能動作における表示設定対応情報と、
　前記表示シーケンス情報と、
　少なくとも１枚以上の前記背景画像のデータと、
　少なくとも１枚以上の前記制御画像のデータと、
　から構成され、
　前記表示シーケンス情報は、
　表示シーケンス処理を開始するシーケンス開始情報と、
　前記制御画像の“表示位置”を制御する複数のシーケンス情報と、
　表示シーケンス処理を終了するシーケンス終了情報と、
　から構成される



　前記制御画像の表示を切り替えた際に該制御画像を消去するか否かを設定する消去／未
消去情報と、
　から構成されることを特徴とする請求項 記載の携帯情報端末装置の表示方法。
【請求項７】
　前記シーケンス情報は、
　前記制御画像のうち、任意の制御画像を表示する際に音を鳴動させる鳴動設定情報を有
することを特徴とする請求項 記載の携帯情報端末装置の表示方法。
【請求項８】
　前記携帯情報端末装置の各機能動作毎に異なる画像情報を対応付けて表示設定する表示
設定ステップを有することを特徴とする請求項 のいずれか１項に記載の携帯情報
端末装置の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯情報端末装置及びその表示方法に関し、特に待ち受け画面、メール、電話
等の発着信等で表示する画像データをサーバ側から取得するためのブラウザ機能を備え、
当該ブラウザ機能を用いて取得した画像データを、待ち受け画面、メール、電話といった
発着信等の動作時に表示させる設定が可能な携帯情報端末装置及びその表示方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来の携帯情報端末装置では、着信時に画像データを表示する場合、静止画像またはアニ
メーションＧｉｆ画像を表示、あるいは、各動作毎に表示するアニメーション画像の動作
を規定したプログラムを作成することで表示を行っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、静止画像やアニメーションＧｉｆ画像を表示する場合、画像を表示させる
動作毎に画像データを準備する必要がある。このため、１つの画像データを共有した場合
は、各動作毎での表示画像が同一となってしまい、表示された画像から動作状況を区別す
ることができないという問題と共に、動作状況を区別させる場合には多くの画像データが
必要となり、メモリの使用量が多くなるという問題があった。
【０００４】
また、各動作毎に表示するアニメーション画像の動作を規定したプログラムを作成して表
示する場合においても、各動作毎に画像データを準備する必要があり、さらに機能毎に画
像表示のためのプログラムが必要であるため、メモリ使用量が多くなるという問題があっ
た。
【０００５】
また、ネットワーク等から画像データを取得する場合、表示させる動作や機能毎に画像デ
ータを準備する必要があり、データの配信サービス側でのデータ作成効率が低下するとい
う問題があった。
【０００６】
さらに、携帯情報端末装置においても、各機能、動作毎に表示させる画像データを異なら
せる場合には、画像データを格納するメモリの使用量が多くなるという問題があった。
【０００７】
本発明は、上記問題点に鑑みて成されたものであり、着信などで画像を表示する際に、表
示させる画像データと一緒に画像表示のパターンのシーケンス情報を記載し、携帯情報端
末装置にて取得した画像データ内のシーケンス情報に従った画像表示を行うシーケンス機
能を搭載する携帯情報端末装置及びその表示方法を提供することを目的とする。
【０００８】
また、本発明は、画像データ内に複数のシーケンスデータが記載することで、装置での表
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５

６

５から７



示設定と対応付けることのできる携帯情報端末装置及びその表示方法を提供することを目
的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、ブラウザ機能を備える携帯情報端
末装置において、通信回線を介してＷｅｂサーバから、少なくとも画像データと該画像デ
ータの表示シーケンス情報とからなる画像情報を取得する取得手段と、前記取得手段によ
り取得した画像情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段により記憶された前記画像情報
に含まれる表示シーケンス情報に基づいて前記画像データを表示する表示手段と、を

こ
とを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、

ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、請求項 記載の発明において、前記シーケンス情報は、

こと
を特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、請求 項に記載の発明において、

ことを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載の発明は、

ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項６記載の発明は、請求項 記載の発明において、
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有し
、　前記画像情報は、前記画像データのタイトル情報と、背景画像のデータサイズ及び画
像枚数と、前記表示シーケンス情報に基づいて制御する制御画像のデータサイズ及び画像
枚数と、前記携帯情報端末装置の各種機能動作における表示設定対応情報と、前記表示シ
ーケンス情報と、少なくとも１枚以上の前記背景画像のデータと、少なくとも１枚以上の
前記制御画像のデータと、から構成され、前記表示シーケンス情報は、表示シーケンス処
理を開始するシーケンス開始情報と、前記制御画像の“表示位置”を制御する複数のシー
ケンス情報と、表示シーケンス処理を終了するシーケンス終了情報と、から構成される

前記シーケンス情報は、前記制
御画像の切り替え時間を設定する画像切り替え時間情報と、前記制御画像の番号を指定す
る表示画像番号情報と、前記制御画像の表示位置情報を設定する表示位置情報と、前記制
御画像を反転表示するか否かを設定する画像反転表示情報と、前記制御画像を回転表示す
るか否かを設定する画像傾斜情報と、前記制御画像の表示を切り替えた際に該制御画像を
消去するか否かを設定する消去／未消去情報と、から構成される

２ 前記制
御画像のうち、任意の制御画像を表示する際に音を鳴動させる鳴動設定情報を有する

項１から３のいずれか１ 前記携
帯情報端末装置の各機能動作毎に異なる画像情報を対応付けて表示設定する表示設定手段
を有する

ブラウザ機能を備える携帯情報端末装置の表示方法において、
通信回線を介してＷｅｂサーバから、少なくとも画像データと該画像データの表示シーケ
ンス情報とからなる画像情報を取得する取得ステップと、前記取得ステップにより取得し
た画像情報を記憶する記憶ステップと、前記記憶ステップにより記憶された前記画像情報
に含まれる表示シーケンス情報に基づいて前記画像データを表示する表示ステップと、を
有し、前記画像情報は、前記画像データのタイトル情報と、背景画像のデータサイズ及び
画像枚数と、前記表示シーケンス情報に基づいて制御する制御画像のデータサイズ及び画
像枚数と、前記携帯情報端末装置の各種機能動作における表示設定対応情報と、前記表示
シーケンス情報と、少なくとも１枚以上の前記背景画像のデータと、少なくとも１枚以上
の前記制御画像のデータと、から構成され、前記表示シーケンス情報は、表示シーケンス
処理を開始するシーケンス開始情報と、前記制御画像の“表示位置”を制御する複数のシ
ーケンス情報と、表示シーケンス処理を終了するシーケンス終了情報と、から構成される

５ 前記シーケンス情報は、前記制
御画像の切り替え時間を設定する画像切り替え時間情報と、前記制御画像の番号を指定す
る表示画像番号情報と、前記制御画像の表示位置情報を設定する表示位置情報と、前記制



ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項７記載の発明は、

こと
を特徴とする。
【００１６】
　請求項８記載の発明は、請求 項に記載の発明において、

ことを特徴とする。
【００２１】
〈作用〉
本発明は、ブラウザ機能を有し、待ち受け画面やメール送受信、電話の発着信等で使用す
る画像データをサーバ側から取得でき、当該取得した画像データを表示設定可能な携帯情
報端末装置であり、画像データの表示に使用する背景画像や実際に動作させる制御画像（
以下キャラクタデータとよぶ）及びキャラクタの動作を規定する表示シーケンス情報に基
づき、各機能動作に合わせたキャラクタの表示制御を行う。
【００２２】
発着信等の各動作と各動作と連動させる表示シーケンス情報は、画像データ内に複数記載
しておき、どの動作で画像を表示するかの設定に基づき、表示するキャラクタの動作パタ
ーンを割り出して、各動作時に表示シーケンス情報に基づき表示制御を行う。
【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、添付図面を参照しながら本発明の実施形態である携帯情報端末装置を詳細に説明す
る。図１から図８を参照すると、本発明に係る携帯情報端末装置の実施の形態が示されて
いる。
【００２４】
図１は、本発明の実施形態である携帯情報端末装置を用いた通信システムの概略構成を示
す概念図である。図１に示されるように、本発明の実施形態である携帯情報端末装置１は
、ネットワーク上のＷｅｂサーバ２からゲートウェイ３、交換機４、無線基地局５を経て
、所望の画像情報を取得する。
【００２５】
図２は、本発明の実施形態である携帯情報端末装置がＷｅｂサーバから取得する画像情報
の構成例を示す図である。図２に示されるように、取得した画像情報は、タイトル情報２
１と、背景画像サイズ２２と、背景画像数２３と、制御画像サイズ２４と、制御画像数２
５と、表示設定対応情報２６と、シーケンス数２７と、シーケンス情報２８と、背景画像
データ２９と、制御画像データ３０と、から構成される。
【００２６】
タイトル情報２１は、画像情報を識別するためのタイトルである。背景画像サイズ２２は
、背景として用いられる画像のデータサイズである。背景画像数２３は、背景として用い
られる画像の枚数である。制御画像サイズ２４は、シーケンス情報に基づいて制御される
画像（制御画像）のデータサイズである。制御画像数２５は、制御画像として用いられる
画像の枚数である。表示設定対応情報２６は、携帯情報端末装置において、どの機能に対
して表示可能か否かの情報や、どの機能に対してシーケンス情報や背景画像が使用可能か
といった情報が格納されている。シーケンス数２７は、シーケンス情報の個数である。シ
ーケンス情報（１～ｎ）２８は、制御画像を表示する際の表示順序等の処理シーケンスの
情報である。背景画像（１～ｍ）２９は、ユーザにより設定変更可能な背景としての画像
データである。制御画像（１～ｋ）３０は、シーケンス情報２８の各シーケンス情報に基
づいて表示順序を制御される画像データである。
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御画像を反転表示するか否かを設定する画像反転表示情報と、前記制御画像を回転表示す
るか否かを設定する画像傾斜情報と、前記制御画像の表示を切り替えた際に該制御画像を
消去するか否かを設定する消去／未消去情報と、から構成される

請求項６記載の発明において、前記シーケンス情報は、前記制
御画像のうち、任意の制御画像を表示する際に音を鳴動させる鳴動設定情報を有する

項５から７のいずれか１ 前記携
帯情報端末装置の各機能動作毎に異なる画像情報を対応付けて表示設定する表示設定ステ
ップを有する



【００２７】
図３は、本発明の実施形態におけるシーケンス情報の構成例を示す図である。このシーケ
ンス情報とは、ブラウザ機能を用いてＷｅｂサーバから取得した画像を実際に表示する際
に使用する情報である。図３に示されるように、このシーケンス情報は、シーケンス開始
情報３１と、シーケンス情報（１～ｎ）３２と、シーケンス終了情報３３と、から構成さ
れる。
【００２８】
シーケンス開始情報３１には、シーケンスの開始を示すシーケンス開始情報３１１と、背
景として表示する画像の背景画像番号情報３１２と、が設定されている。シーケンス情報
３２には、画像切り替え時間情報３２１と、表示画像番号３２２と、表示位置情報（ｘ，
ｙ座標）３２３と、画像反転表示情報３２４と、画像傾斜情報３２５と、画像切り替え時
の消去／未消去情報３２６と、がそれぞれ設定されている。
【００２９】
次に、図４～図８を参照しながら、本発明の実施形態である携帯情報端末装置のシーケン
ス情報に基づく描画処理を以下に説明する。図４は、本発明の実施形態である携帯情報端
末装置の描画例を示す平面図である。図４に示されるように、画面の左上からジグザグに
複数の画像を使用しながら画面の右端まで動作させる場合、各画像間の描画の間隔や描画
位置は、図３に示すシーケンス情報の画像切り替え時間情報並びに表示位置情報等を使用
して行う。
【００３０】
図５は、シーケンス情報に基づく描画処理のタイミングチャートである。最初に表示する
画像は、図５に示すように前の画像が存在しないため、切り替え時間は０となっている。
画像の切り替えの時間は、１つ前のシーケンス情報に記載されている画像を表示した時点
からの経過時間となっている。画像の描画処理を行う場合、描画する画像のシーケンス情
報と次に表示する画像のシーケンス情報とから描画する画像の表示時間を算出する。
【００３１】
また、シーケンス情報内に、表示する任意の画像データに応じて音を鳴動させるための鳴
動設定情報を設けることもできる。例えば、表示順序１の制御画像では音を鳴動しない、
表示順序２の制御画像では音を鳴動する、と設定した場合には、当該表示順序２の制御画
像が表示された際に音を鳴動する。
【００３２】
図６は、本発明の実施形態における描画例を示すフローチャートである。まず、シーケン
ス開始情報より背景画像の情報を取得して描画する（ステップＳ１）。背景画像の描画が
完了すると、最初のシーケンス情報を抽出する（ステップＳ２）。抽出されたシーケンス
情報内に画像の反転表示指定があるか否かを確認する（ステップＳ３）。このステップＳ
５３において、反転指定指示を確認した場合には、制御画像の反転処理を行い（ステップ
Ｓ４）、反転表示指定がない場合は、制御画像をそのまま使用する。
【００３３】
次に、画像傾斜情報に傾斜角度の指定があるか否かを確認する（ステップＳ５）。傾斜情
報が指定されている場合は、傾斜角度の計算処理を行って、制御画像を傾斜角度に合わせ
回転する（ステップＳ６）。ステップＳ５において、傾斜情報が指定されていない場合に
は、制御画像をそのまま使用する。
【００３４】
次に、シーケンス情報に記載されている未加工または加工済みの制御画像を実際の画面上
に描画する（ステップＳ７）。描画が完了すると画像の切り替え時間を算出するため、次
の制御画像のシーケンス情報を取得し（ステップＳ８）、取得したシーケンス情報がシー
ケンス終了情報か否かを確認する（ステップＳ９）。ステップＳ９において、取得したシ
ーケンス情報がシーケンス終了情報でであれば処理を終了し（ステップＳ９／ＹＥＳ）、
取得したシーケンス情報が次の画像を描画するためのシーケンス情報であれば（ステップ
Ｓ９／ＮＯ）、画像切り替え時間情報を取得して描画時間経過タイマを起動する（ステッ
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プＳ１０）。
【００３５】
次に、描画時間経過タイマがタイムアウトするまでタイマを監視する（ステップＳ１１）
。描画時間経過タイマのタイムアウト後は、現在表示している画像のシーケンス情報内の
切り替え時の画像消去／未消去情報を確認する（ステップＳ１２）。シーケンス情報内の
切り替え時の画像消去／未消去情報が消去の場合であれば（ステップＳ１２／ＮＯ）、現
在表示されている画像の消去を行い（ステップＳ１３）、次の画像の描画処理に移行する
。シーケンス情報内の切り替え時の画像消去／未消去情報が消去の場合であれば（ステッ
プＳ１２／ＹＥＳ）、現在表示されている画像は表示させたまま次の画像の描画処理に移
行する。
【００３６】
図７は、本発明の実施形態における反転描画処理を説明する図である。
図７において、元画像の各描画座標である座標１（ｘ１，ｙ１）、座標２（ｘ２，ｙ１）
、座標３（ｘ２，ｙ２）、座標４（ｘ１，ｙ２）を反転処理する場合、変換処理例として
画像の左上の座標を（０，０）とした場合、以下の処理プログラムに基づいて処理される
。
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３７】
図８は、本発明の実施形態における回転描画処理例を説明する図である。
図８において、回転前の画像の各描画座標である座標１（ｘ１，ｙ１）、座標２（ｘ２，
ｙ１）、座標３（ｘ２，ｙ２）、座標４（ｘ１，ｙ２）を回転処理する場合、回転時の基
準点（０，０）とした場合、以下の処理により回転後の各描画座標が算出される。
〈９０度の場合〉
変換後のＸ座標＝変換前のｙ座標×ＳＩＮ（π／２）
変換後のＹ座標＝変換前のｘ座標×ＳＩＮ（π／２）
〈１８０度の場合〉
変換後のＸ座標＝変換前のｙ座標×ＣＯＳ（π）
変換後のＹ座標＝変換前のｘ座標×ＣＯＳ（π）
〈２７０度の場合〉
変換後のＸ座標＝変換前のｙ座標×ＳＩＮ（３×π／２）
変換後のＹ座標＝変換前のｘ座標×ＳＩＮ（３×π／２）
【００３８】
以上のように、画像の反転表示や回転表示を行う際には、従来のように反転した画像デー
タや回転した画像データをメモリに記憶しておく必要はなく、取得した画像データの描画
座標から反転した画像あるいは回転した画像を計算して表示するので、その算出方式のデ
ータのみ記憶しておけばよい。従って、メモリの使用量を大幅に削減することが可能とな
り、画像情報を取得するためのダウンロード時間も短縮することができる。
【００３９】
また、本発明の実施形態である携帯情報端末装置は、通信回線を介して取得した１つの画
像情報に含まれるシーケンス情報毎に各種動作機能を割り当てることが可能である。従っ
て、１つのキャラクタデータを着信動作、発信動作、メール受信動作等によって表示パタ
ーンを変えた状態で表示させることができ、各動作状況も表示されたキャラクタの動作で
判断することができる。

10

20

30

40

50

(7) JP 3655824 B2 2005.6.2



【００４０】
なお、上述される実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、本発明の主旨を逸脱しな
い範囲内において種々変形して実施することが可能である。例えば、Ｗｅｂサーバからキ
ャラクタ等の画像情報を取得し、表示部に表示可能な携帯メール端末やゲーム端末などに
応用することにより、各端末での機能動作毎に画像表示プログラムを作成すること無く、
各機能に合わせた画像の表示を行うことができる。また、各機能毎に画像データを準備す
る必要がないため、画像情報を格納するためのメモリを効率よく使用することができる。
【００４１】
【発明の効果】
以上の説明より明らかなように、本発明によれば、サーバ側から取得した画像情報内の表
示シーケンス情報に基づいて画像表示を行うため、着信時等での各機能動作において画像
を表示するためのプログラムを削減することができる。
【００４２】
また、本発明によれば、サーバ側から取得した画像情報内に複数のシーケンス情報を記載
できるため、従来のように各機能毎に必要であった画像データを削減することがで、メモ
リの使用量を大幅に低減することができる。
【００４３】
また、本発明によれば、サーバ側から取得した画像情報内に表示する画像と表示動作のシ
ーケンス情報を複数記載できるため、画像データの作成を効率よく行うことができる。
【００４４】
また、本発明によれば、サーバ側から取得した画像情報内に複数のシーケンス情報を記載
できるため、１つの画像データを複数の機能で共有し、且つ、各機能動作毎に表示を切り
替えることができる。
【００４５】
さらに、本発明によれば、サーバ側から取得した画像情報内に複数のシーケンス情報を記
載することで、１つの画像データを複数の機能で共有した場合でも表示画像における機能
の区別を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である携帯情報端末装置を用いたネットワークシステムの概念
図である。
【図２】本発明の実施形態における画像情報の構成図である。
【図３】本発明の実施形態におけるシーケンス情報の構成図である。
【図４】本発明の実施形態におけるシーケンス情報による描画例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態である携帯情報端末装置の描画タイミングチャートである。
【図６】本発明の実施形態における描画処理例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態における反転描画の処理例を示す平面図である。
【図８】本発明の実施形態における回転描画の処理例を示す平面図である。
【符号の説明】
１　携帯情報端末装置
２　Ｗｅｂサーバ
３　ゲートウェイ
４　交換機
５　無線基地局
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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