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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を表示可能な表示手段と、
　画像を撮影するカメラ部と、上記カメラ部にてユーザの着衣若しくはユーザの周囲の場
景を撮影した撮影データから基調色を検知する基調色検知部とを有し、上記基調色検知部
が検知した基調色の情報を、当該端末のユーザに関連したユーザ関連情報として検出する
ユーザ関連情報検出手段と、
　複数の画像情報を保持する画像情報保持部を有し、上記ユーザ関連情報検出手段の基調
色検知部が検知した基調色に対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している
複数の画像情報の中から選択的に取りだし、当該選択的に取りだした画像情報を上記ユー
ザ関連情報検出手段にて検出されたユーザ関連情報に対応した画像情報として出力する画
像情報出力手段と、
　上記画像情報出力手段が出力した画像情報により、上記表示手段上の表示画像を変更制
御する画像制御手段と
　を有する携帯型端末。
【請求項２】
上記ユーザ関連情報検出手段は、ユーザの身体的，心理的状態に起因して変動するパラメ
ータを検知する身体状態パラメータ検知部を有し、当該身体状態パラメータ検知部が検知
したパラメータを上記ユーザ関連情報として検出し、
　上記画像情報出力手段は、上記検知手段の身体状態パラメータ検知手段が検知したパラ
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メータに対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している複数の画像情報の中
から選択的に取りだして出力する請求項１記載の携帯型端末。
【請求項３】
上記ユーザ関連情報検出手段は、時間を計測する時間検知部を有し、上記時間検知部が計
測した時間の情報を上記ユーザ関連情報として検出し、
　上記画像情報出力手段は、上記ユーザ関連情報検出手段の時間検知部が計測した時間の
情報に対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している複数の画像情報の中か
ら選択的に取りだして出力する請求項１記載の携帯型端末。
【請求項４】
上記ユーザ関連情報検出手段は、ユーザのスケジュール情報を保持するスケジュール情報
保持部と、時間を計測する時間検知部と、上記時間検知部にて計測された時間に応じて上
記スケジュール情報保持部からスケジュール情報を検知するスケジュール検知部とを有し
、上記スケジュール検知部が検知したスケジュール情報を上記ユーザ関連情報として検出
し、
　上記画像情報出力手段は、上記ユーザ関連情報検出手段のスケジュール検知部が検知し
たスケジュール情報に対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している複数の
画像情報の中から選択的に取りだして出力する請求項１記載の携帯型端末。
【請求項５】
上記ユーザ関連情報検出手段は、当該端末の位置を検知する位置検知部を有し、当該位置
検知部が検知した位置の情報を上記ユーザ関連情報として検出し、
　上記画像情報出力手段は、上記ユーザ関連情報検出手段の位置検知部が検知した位置の
情報に対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している複数の画像情報の中か
ら選択的に取りだして出力する請求項１記載の携帯型端末。
【請求項６】
上記ユーザ関連情報検出手段は、上記画像を撮影するカメラ部にてユーザの着衣若しくは
ユーザの周囲の場景を撮影した撮影データから基調色を検知する基調色検知部と、ユーザ
の身体的，心理的状態に起因して変動するパラメータを検知する身体状態パラメータ検知
部と、時間を計測する時間検知部と、ユーザのスケジュール情報を保持するスケジュール
情報保持部からスケジュール情報を読み出すスケジュール検知部と、当該端末の位置を検
知する位置検知部とのうちの少なくとも二つ以上の検知部を有し、
　上記画像情報出力手段は、上記ユーザ関連情報検出手段の上記少なくとも二つ以上の検
知部が検知した情報に対応した画像情報を、上記画像情報保持部内に保持している複数の
画像情報の中から選択的に取りだして出力する請求項１記載の携帯型端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話端末やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ノート型パ
ーソナルコンピュータ等の携帯型端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、世界規模で携帯電話端末が普及している。但し、携帯電話端末の供給メーカは
限られており、したがって携帯電話端末のバリエーションはさほど多くない。一方、携帯
電話端末のユーザ（使用者）の中には、他人と同じ端末を持つのを嫌い、自分の端末を「
カスタマイズ」することを望む者が多い。
【０００３】
　ここで、上記携帯電話端末のカスタマイズとしては、例えば、着信音を変更したり、待
ち受け画面に表示する画像（以下、待ち受け画像と呼ぶ）等を変更することによるカスタ
マイズや、筐体のデザインを変更することによるカスタマイズなどが考えられる。
【０００４】
　上記着信音や待ち受け画像の変更によるカスタマイズとは、予め携帯電話端末に用意さ
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れている標準の着信音や待ち受け画像を、別の所望の着信音や待ち受け画像へ変更するこ
とである。なお、上記着信音や待ち受け画面の変更は、様々な着信音や待ち受け画面のデ
ータを提供するサイト等からそれらのデータをダウンロードしたり、端末を操作してユー
ザが自ら作成することなどにより行われている。
【０００５】
　また、携帯電話端末の筐体のデザイン変更によるカスタマイズとは、例えば、既存の筐
体にシールを貼ったり筐体に色を塗ったり、絵を描いたりすること、筐体の一部の外装パ
ーツを所望の色や模様のものに取り替えること、筐体そのものを色や模様の異なった別の
筐体に取り替えること、などが考えられる。なお、上記外装パーツの取り替えや上記別の
筐体への取り替えは、携帯電話端末の供給メーカが製造して販売する場合のみならず、そ
れ以外の第三者により作成されて販売されることも多い。また、外装パーツの取り替えに
よるカスタマイズの場合、携帯電話端末は、当該外装パーツを着脱可能なものとなってい
る。
【０００６】
　その他、特開２００２－３００２４０号の公開特許公報（特許文献１）には、ユーザの
操作により、表示色画像データの一部或いは全ての色情報を変更することで、画面上の表
示色を切り換えられるようにすることで、ユーザの好みの画面表示を行い得るようにする
ための技術が開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－３００２４０号（第３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述したような着信音や待ち受け画像の変更によるカスタマイズや、筐
体のデザインを変更することによるカスタマイズ、さらには上記公開特許公報に記載のよ
うなユーザの操作に応じた画面表示色の切り換えによるカスタマイズ等は、全てユーザが
自らがカスタマイズのための操作等を行わなければならない。
【０００９】
　それらカスタマイズの操作等は、非常に手間がかかり且つ面倒な作業であるため、ユー
ザは、カスタマイズ可能な携帯電話端末を所有しているにもかかわらず、実際にはカスタ
マイズを行うことを怠りがちとなり、その結果、いつも代わり映えのしない携帯電話端末
を持ち歩くことになってしまう。
【００１０】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ユーザが特に意識してカスタマイ
ズのための操作等を行わなくても、日々様々なバリエーションにカスタマイズされる携帯
型端末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】
【００１１】
　本発明の携帯型端末は、画像を表示可能な表示手段と、画像を撮影するカメラ部とカメ
ラ部にてユーザの着衣若しくはユーザの周囲の場景を撮影した撮影データから基調色を検
知する基調色検知部とを有しその基調色検知部が検知した基調色の情報を当該端末のユー
ザに関連したユーザ関連情報として検出するユーザ関連情報検出手段と、複数の画像情報
を保持する画像情報保持部を有しユーザ関連情報検出手段の基調色検知部が検知した基調
色に対応した画像情報を画像情報保持部内に保持している複数の画像情報の中から選択的
に取りだし、当該選択的に取りだした画像情報をユーザ関連情報検出手段にて検出された
ユーザ関連情報に対応した画像情報として出力する画像情報出力手段と、画像情報出力手
段が出力した画像情報により、上記表示手段上の表示画像を変更制御する画像制御手段と
を有する。
【００１２】
　ここで、ユーザ関連情報検出手段は、画像を撮影するカメラ部にてユーザの着衣若しく
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はユーザの周囲の場景を撮影した撮影データから基調色を検知する基調色検知部と、ユー
ザの身体的，心理的状態に起因して変動するパラメータを検知する身体状態パラメータ検
知部と、時間を計測する時間検知部と、ユーザのスケジュール情報を保持するスケジュー
ル情報保持部からスケジュール情報を読み出すスケジュール検知部と、当該端末の位置を
検知する位置検知部との何れか、若しくはそれらのうちの少なくとも二つ以上の検知部を
有している。
【００１３】
　すなわち本発明によれば、端末のユーザに関連したユーザ関連情報に応じて、表示手段
の表示画像を変更制御するようになされているため、ユーザは、特に表示画像を変更させ
るための指示操作などを行わなくても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明においては、ユーザ関連情報に応じ表示画像が変更制御されるため、ユーザが特
に意識してカスタマイズのための操作等を行わなくても、日々様々なバリエーションにカ
スタマイズされた携帯型端末を実現可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明実施形態の携帯型端末について説明する。なお、本
実施形態では、携帯型端末の一例として携帯電話端末を挙げて説明する。
【００１６】
〔携帯電話端末の外観〕
　図１には、本発明を適用した実施形態となる携帯電話端末の外観構成の一例を示す。
【００１７】
　この携帯電話端末１には、モニタ２、操作部３、スピーカ４、マイクロホン（マイク）
５、アンテナ６、カメラ７、および後述する身体状態パラメータ検知部８が設けられてい
る。
【００１８】
　モニタ２は、例えば液晶パネルであり、その液晶パネルの画面上に文字や画像等を表示
可能となされている。また、本発明実施の形態の場合、当該モニタ２は、後述するユーザ
関連情報に応じた画像表示や当該携帯電話端末１の内部状態に応じた画像表示が行われる
。
【００１９】
　操作部３は、テンキーやジョグダイヤルなどから構成されており、通話先番号やメール
文字入力などの際にユーザにより操作される。
【００２０】
　スピーカ４は、例えば通話の際に受話音声を出力し、マイクロホン５は通話の際に送話
音声を集音する。
【００２１】
　アンテナ６は、基地局との間で電波による通信を行うためのものである。
【００２２】
　カメラ７は、レンズ系と例えばＣＣＤ（Charge Coupled Diode）等の撮像素子を備えて
おり、レンズ系を介して例えばユーザの衣服や、ユーザが居る場所などのユーザの周囲の
画像を取り込むことができるものである。
【００２３】
　身体状態パラメータ検知部８は、一例として、ユーザが携帯電話端末１を持ったときに
ユーザの指が触れる位置に設けられており、当該ユーザの指を介して、体温や脈拍等のユ
ーザの身体的，心理的な状態が反映される身体状態パラメータを計測することがきる、体
温，脈拍センサである。なお、本実施の形態の携帯電話端末１は、図１のような通常形態
の端末であるが、例えば腕時計型端末であっても良く、その場合、身体状態パラメータ検
知部８は当該腕時計型端末がユーザの腕と接触する部分に設けられる。その他、身体状態
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パラメータ検知部８は、例えば人体から発せられる微弱な電磁波を検知することなどによ
り、ユーザの脳波を検知するものであっても良い。
【００２４】
　本実施の形態の携帯電話端末１には、これらの機能の他に、ＧＰＳ（Grobal Pointing 
System）やブルートゥース（Bluetooth：商標）などの通信用のアンテナが内蔵されてお
り、ＧＰＳにより位置情報を収集したり、ブルートゥース等を介して他の電子機器と通信
を行うこともできる。また、この携帯電話端末１は、加速度センサも内蔵している。
【００２５】
〔携帯電話端末の内部構成〕
　図２には、本実施の形態の携帯電話端末１の内部構成を示す。
【００２６】
　制御部１１は、携帯電話端末１全体を制御するプログラムに基づいて動作する例えばＣ
ＰＵであり、当該プログラムに従ってバス１０を介して各種機能を制御する。また制御部
１１は、自己が実行しているプログラムにより、ユーザが何れのアプリケーションを当該
携帯電話端末１に対して実行させているのかを認識することも可能となっている。すなわ
ち、制御部１１は、例えばメールアプリケーションが起動中である場合にはユーザがメー
ル操作を行っていることを、また、カメラアプリケーションが起動中である場合にはユー
ザがカメラ操作を行っていることを、スケジュールアプリケーションが起動中である場合
にはユーザがスケジュール編集等を行っていること、通話アプリケーションやデータ送受
信アプリケーションが実行中であるときにはユーザが通話やデータ送受信を行っているこ
と、充電アプリケーションが動作しているときには充電中であること等を認識可能となっ
ている。
【００２７】
　通信回路１２は、アンテナ６を通じて基地局と通信を行う。また、本実施の形態の携帯
電話端末１は、当該アンテナ６と通信回路１２を通じてインターネット等へ接続すること
も可能であり、したがって、当該インターネット上の所望のサイトから、ユーザが居る場
所の周囲にどのような店等があるのかや、天気予報の情報などを取得することができる。
【００２８】
　表示制御部１３は、モニタ２の表示制御を行う。
【００２９】
　操作信号発生部１４は、操作部３の操作に応じた操作信号を生成して、制御部１１へ送
る。
【００３０】
　メモリ１５は例えば記憶保持型の書き換え型メモリであり、電話帳データ、スケジュー
ル管理ソフト、制御部１１が動作するためのプログラムなどを保持している。
【００３１】
　データ保持部１６は、メモリ１５と同様に記憶保持型の書き換え型メモリであり、後述
するユーザ関連情報として検出される現在のユーザ自身の状態やユーザ周囲の状態或いは
端末内部の状態と上記モニタ２の表示画像との対応を示すテーブルのデータ、ユーザのス
ケジュール、各種様々な画像データ、例えばインターネット等を介して取得した天気予報
情報等が記録されている。なお、画像データは、デフォルトで記録されているだけでなく
、必要に応じてサーバ等からダウンロードされたものであっても良い。また、データ保持
部１６には、ＧＰＳからの位置データと照らし合わせて現在の場所を検出するための地図
データも記録されている。その他、データ保持部１６は、メモリ１５に含まれていても良
い。
【００３２】
　スピーカ駆動回路１７は、スピーカ４を駆動して通話音や着信音などを出力する。
【００３３】
　マイク入力信号発生部１８は、マイクロホン５で集音した音声を増幅し、アナログ／デ
ィジタル変換してディジタル音声データを生成する。
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【００３４】
　近距離通信回路１９は、例えばブルートゥースや、赤外線通信（ＩｒＤＡ）、ＵＷＢ（
Ultra Wide Band）などの近距離無線を行うための回路であり、必要に応じてアンテナ１
９ａ（赤外線通信の場合は赤外線送受信部）を介して他の電子機器との通信を行う。本実
施形態の携帯電話端末は、ユーザ関連情報として検出される現在のユーザ自身の状態やユ
ーザ周囲の状態、或いは端末内部の状態を表す情報を、当該近距離通信回路１９により、
他の携帯電話端末などの電子機器との間で送受信可能となっている。
【００３５】
　センサ検知信号発生部２０は、センサ２５からの検知信号をアナログ／ディジタル変換
し、そのディジタル信号をバス１０を介して制御部１１へ送る。センサ２５としては、前
述した身体状態パラメータ検知部８である体温，脈拍センサや、気温センサ、加速度セン
サなどがあり、設置スペースが許す限りこれらを複数個備えることができる。なお、本実
施の形態の携帯電話端末１は、加速度センサからの検知信号により、ユーザが例えば止ま
っているのか、或いは歩いているのか、走っているのかなどを検知することも可能となっ
ている。
【００３６】
　カメラ駆動回路２１は、カメラ７を駆動すると共に、カメラ７からの撮像信号を受け取
り、その撮像信号をバス１０を介して制御部１１へ送る。この時の制御部１１は、カメラ
７の撮像信号から画像解析を行うことにより、例えばユーザがどのような種類で何れの色
の服を着ているのか、ユーザがどのような場所に居るのか、撮影画像の明るさや色合いか
ら現在の天気や時間帯がどうなのか等を認識することも可能となっている。
【００３７】
　ＧＰＳ受信回路２２は、アンテナ２２ａを介してＧＰＳ衛星からの信号を受信し、その
ＧＰＳ受信信号を制御部１１へ送る。したがって、この時の制御部１１は、ＧＰＳ受信信
号から現在位置の緯度経度を認識し、またデータ保持部１６に保持されている地図データ
と上記現在位置の緯度経度とから、ユーザ（つまり携帯電話端末１）が存在している地域
、国、市、町などの名前を検出することができる。また、携帯電話端末１は、ＧＰＳ受信
信号から、ユーザがどの程度の速さでどの方向へ移動しているのか、さらにその移動速度
と地図データとに基づいて、ユーザが歩いているのか、走っているのか、自転車に乗って
いるのか、或いは、自動車や電車、飛行機、船等に乗っているのかを検知することもでき
る。
【００３８】
　タイマ２３は、時刻カウント値を出力し、その時刻カウント値をバス１０を介して制御
部１１に送る。これにより、制御部１１は、現在の時刻や時間帯（例えば朝、昼、夜等）
を検知することができる。また、制御部１１は、タイマ２３からの時刻カウント値により
、過去に何らかの処理や操作が行われてから現在までの経過時間等を知ることもできる。
【００３９】
　その他、図示は省略しているが、本実施形態の携帯電話端末は、例えばインターネット
を介してダウンロードされた音楽データや、メモリカード等に保持された音楽データを再
生する機能も備えている。
【００４０】
〔本発明実施の形態の画像表示制御〕
　次に、本発明実施の形態の携帯電話端末１による具体的な画像表示制御について説明す
る。
【００４１】
　図３には、携帯電話端末１の画像表示制御を実行するための制御部１１側の処理のフロ
ーチャートを示す。なお、このフローチャートに示す処理は、一定時間間隔でループされ
る。
【００４２】
　図３において、先ず、ステップＳ１において、制御部１１は、センサ２５に含まれる身
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体状態パラメータ検知部８や加速度センサからの検知信号、タイマ２３からの時刻カウン
ト値、カメラ７からの撮像信号、ＧＰＳ受信回路２２からのＧＰＳ受信信号等に基づいて
、ユーザ自身の状態がどのような状態であるかを検出する。ここで、ユーザ自身の状態と
は、ユーザの体温が何度か、ユーザの脈拍が速いか遅いか、ユーザの移動速度はどの程度
か、ユーザが着ている衣服の色や柄はどのようなものかなどである。すなわち、制御部１
１は、身体状態パラメータ検知部８からの体温，脈拍等の検知信号によりユーザの体温や
脈拍を認識する。また、制御部１１は、カメラ７にてユーザの着衣が撮影された際の撮影
データから、その衣服の基調色を抽出したり、パターン認識により衣服の柄を認識する。
また、制御部１１は、加速度センサの出力やＧＰＳ受信回路２２からのＧＰＳ受信信号を
元に、ユーザの移動速度を検出する。さらに、このステップＳ１において、制御部１１は
、データ保持部１６が保持しているユーザのスケジュールデータから、ユーザ自身の現在
のスケジュールがどのような内容になっているかも、ユーザ自身の状態として検出する。
なお、それらユーザ自身の各状態のうち、何れの状態を検出するか、或いはそれらの幾つ
の状態を検出するのかは、例えばユーザが設定可能となっており、その設定データも上記
データ保持部１６に保持される。このステップＳ１の後、制御部１１は、ステップＳ２へ
処理を進める。
【００４３】
　ステップＳ２の処理に進むと、制御部１１は、センサ２５に含まれる気温センサや、予
め取得してデータ保持部１６に保持されている天気予報データ、タイマ２３からの時刻カ
ウント値、カメラ７からの撮像信号、ＧＰＳ受信回路２２からのＧＰＳ受信信号、マイク
ロホン５からの入力音声信号等に基づいて、ユーザの周囲の状態がどのような状態である
のかを検出する。ここで、ユーザ周囲の状態とは、現在の時間（または時間帯）や、ユー
ザが居る現在位置（緯度経度だけでなく、国、市、町、地域なども含む）、ユーザの周囲
の町並みや景色、ユーザ周囲の音環境などである。すなわち、制御部１１は、センサ２５
に含まれる気温センサにより外気温を検出し、タイマ２３からの時刻カウント値により現
在時刻を認識し、また当該時刻カウント値を元にデータ保持部１６から読み出した天気予
報データによりその日の天気を認識したり、カメラ７により例えば空が撮影されたときの
撮像信号からその日の天気を認識する。また、制御部１１は、ＧＰＳ受信回路２２からの
ＧＰＳ受信信号により、ユーザが居る現在位置を認識し、カメラ７により撮影された周囲
の場景，町並みや景色、それらの基調色等を認識する。さらに、制御部１１は、マイクロ
ホン５からの入力音声信号により、周囲の環境音を認知する。なお、それらユーザ周囲の
各状態のうち、何れを検出するか、或いはそれらの幾つを検出するのかは、ユーザが設定
可能となっており、その設定データも上記データ保持部１６に保持される。このステップ
Ｓ２の後、制御部１１は、ステップＳ３へ処理を進める。
【００４４】
　ステップＳ３の処理に進むと、制御部１１は、どのようなアプリケーションが起動実行
されているのかにより、端末内部の状態がどのような状態となっているのかを検出する。
ここで、端末内部の状態とは、例えば通話中であるのか、メール操作中であるのか、カメ
ラ撮影中であるのかなどである。つまり制御部１１は、自己が実行しているアプリケーシ
ョンを認識可能であるため、例えばメールアプリケーションを実行しているときにはメー
ル操作中であると認識し、例えば通話アプリケーションを実行しているときには通話中で
あると認識できる。なお、それら端末内部の各状態のうち、何れを検出するか、或いはそ
れらの幾つを検出するのかは、ユーザが設定可能となっており、その設定データも上記デ
ータ保持部１６に保持される。このステップＳ３の後、制御部１１は、ステップＳ４へ処
理を進める。
【００４５】
　ステップＳ４の処理に進むと、制御部１１は、画像の表示内容を変更制御するか否か判
定する。すなわち、制御部１１は、当該ステップＳ４において、前回表示制御を行った時
間からの経過時間や、先のステップＳ１，ステップＳ２，ステップＳ３でそれぞれ検出し
たユーザ自身の状態、ユーザ周囲の状態、端末内部の状態と、前回の表示制御の際に用い
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た各状態と今回の状態の差分等を用い、例えば、経過時間が所定時間以上になったか、各
状態の変化が大きいかなどにより、モニタ２の表示内容を変更制御するかどうかを判断す
る。そして、このステップＳ４において、制御部１１は、例えば、経過時間が所定時間以
上になったり、各状態の変化が大きい場合、モニタ２の表示内容を変更制御すると判定す
る。制御部１１は、表示内容を変更制御すると判定した場合にはステップＳ５へ処理を進
め、そうでないときにはこのフローチャートの処理を終了する。
【００４６】
　ステップＳ５の処理に進むと、制御部１１は、データ保持部１６に保持されている対応
テーブルの情報を参照し、上記ステップＳ１～ステップＳ３で取得したユーザ自身の状態
，ユーザ周囲の状態、端末内部の状態と当該対応テーブルとに基づく表示画像を生成し、
その表示画像をモニタ２に表示させる。
【００４７】
〔状態に応じたモニタ表示制御の具体例〕
　ここで、本発明実施形態の携帯電話端末において、制御部１１は、具体的には、上述し
たユーザ自身の状態、ユーザ周囲の状態、端末内部の状態と、以下に例示するような対応
テーブルとに基づいて、モニタ２の画面表示を制御する。なお、これらは全て一例である
。
【００４８】
　図４には、モニタ２の表示画面が、例えば、画像表示領域２ａと背景表示領域２ｂとに
分けられている例を示しており、図５には、モニタ２の表示画面が、例えば、画像表示領
域２ａ，２ｃと、背景表示領域２ｂとに分けられている例を示している。特に、図４，図
５の画像表示領域２ａは、実行中のアプリケーションに応じた内容の画像が表示される部
分であり、例えばメールアプリケーションが実行されているときにはメール操作画像が、
スケジュールアプリケーションが実行されているときにはスケジュール帳画像が、カメラ
アプリケーションが実行されているときには撮影画像等が表示される。なお、これら図４
，図５の各表示領域の面積は適宜変更可能となっている。
【００４９】
　先ず、現在のユーザ自身の状態に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａ，２ｃ、背景
表示領域２ｂ等の表示制御を行う具体例から説明する。
【００５０】
　図６には、ユーザが着ている衣服をカメラ７にて撮影した時の撮影画像を制御部１１が
解析して得られる色系統と、モニタ２の画面上に表示される色との対応テーブルの一例を
示す。
【００５１】
　ここで、当該図６の対応テーブルが、ユーザの衣服の色系統と図４や図５に示したモニ
タ２の背景表示領域２ｂとの対応テーブルである場合、制御部１１は、ユーザの現在の衣
服の色系統が例えば「白系」であれば、モニタ２の画面上の背景表示領域２ｂを「白色」
とし、以下同様に、衣服の色系統が「黒系」のときは上記背景表示領域２ｂを「黒色」、
衣服の色系統が「青系」のときは上記背景表示領域２ｂを「青色」とするような画面表示
制御を行う。
【００５２】
　また、図６の対応テーブルが、例えばユーザの衣服の色系統と図４や図５に示したモニ
タ２の画像表示領域２ａに表示される画像のテイスト（色合いや柄）との対応テーブルで
ある場合、制御部１１は、ユーザが着ている衣服の色系統に応じて、図４や図５の画像表
示領域２ａに表示される画像のテイストを変更制御する。
【００５３】
　図７には、身体状態パラメータ検知部８が検知したユーザの現在の脈拍と、モニタ２の
画面上に表示される画像との対応テーブルの一例を示す。
【００５４】
　ここで、当該図７の対応テーブルが、ユーザの脈拍と図４や図５に示したモニタ２の背
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景表示領域２ｂとの対応テーブルである場合、制御部１１は、ユーザの脈拍が例えば９０
回／分以上のように「速い」ときには背景表示領域２ｂを「高速」に例えば点滅させ、以
下同様に、ユーザの脈拍が例えば６５～９０回／分のように「中程度」であるときには背
景表示領域２ｂを「中速」で点滅させ、ユーザの脈拍が例えば６５回／分以下のように「
遅い」ときには背景表示領域２ｂを「低速」で点滅させる。なお、背景表示領域２ａの表
示制御は、点滅速度の制御の他に、異なる色への変更速度の制御であっても良い。
【００５５】
　また、この図７の対応テーブルが、ユーザの脈拍と図４や図５に示したモニタ２の画像
表示領域２ａとの対応テーブルである場合、制御部１１は、ユーザの脈拍が「速い」とき
には当該画像表示領域２ａのテイストを異なるものに「高速」で変更制御し、以下同様に
、ユーザの脈拍が「中程度」であるときには画像表示領域２ａのテイストを「中速」で変
更制御し、ユーザの脈拍が「遅い」ときには画像表示領域２ａのテイストを「低速」で変
更制御させる。
【００５６】
なお、画像表示領域２ａに例えば待受画面が表示される場合には、上記ユーザの脈拍に応
じた速度で、その待受画面の画像を他の画像に変更制御したり、また、画像表示領域２ａ
に例えばキャラクタが移動していくような動画像が表示されている場合には、上記ユーザ
の脈拍に応じた速度でその動画の速度を変更制御するようなことも可能である。
【００５７】
　さらに、この図７の対応テーブルが、ユーザの脈拍と図５の画像表示領域２ｃ上に表示
される例えばバーグラフの伸び縮みとの対応テーブルであるような場合、制御部１１は、
ユーザの脈拍が「速い」ときには当該画像表示領域２ｃのバーグラフを「高速」に伸び縮
みさせ、以下同様に、ユーザの脈拍が「中程度」であるときには画像表示領域２ｃのバー
グラフを「中速」で伸び縮みさせ、ユーザの脈拍が「遅い」ときには画像表示領域２ｃの
バーグラフを「低速」で伸び縮みさせる。
【００５８】
　なお、図７の例はユーザの脈拍を例に挙げているが、加速度センサやＧＰＳから得られ
るユーザの移動速度と画像との対応テーブルにおいて上述同様な表示制御を行うことも可
能である。
【００５９】
　図８には、例えば、データ保持部１６に保持されているユーザのスケジュールと、モニ
タ２の画面上に表示される画像との対応テーブルの一例を示す。
【００６０】
　当該図８の対応テーブルが、ユーザのスケジュールと図４や図５に示したモニタ２の画
像表示領域２ａとの対応テーブルである場合、制御部１１は、ユーザのスケジュールが例
えば「仕事」であるときには、画像表示領域２ａに「仕事中の画像」を表示させ、以下同
様に、ユーザのスケジュールが「飲み会」であるときには、画像表示領域２ａに「居酒屋
の画像」を表示させ、ユーザのスケジュールが例えば「ミーティング」であるときには、
画像表示領域２ａに「ミーティング中の画像」を表示させ、ユーザのスケジュールが例え
ば「旅行」であるときには、画像表示領域２ａに「旅行の画像」を表示させる。画像表示
領域２ａに表示される画像は、カメラ７により撮影された画像であっても、また予め用意
されている画像であっても良い。
【００６１】
　次に、現在のユーザ周囲の状態に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａ，２ｃ、背景
表示領域２ｂ等の表示制御を行う具体例について説明する。
【００６２】
　図９には、タイマ２３からの時刻カウント値に基づいて制御部１１が判断した時間帯と
、モニタ２の画面上に表示される色との対応テーブルの一例を示す。
【００６３】
　当該図９の対応テーブルが、時間帯と図４や図５に示したモニタ２の背景表示領域２ｂ
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との対応テーブルである場合、制御部１１は、時間帯が例えば３：００～１０：００のよ
うな「朝」の時間帯であるときには、モニタ２の画面上の背景表示領域２ｂを「白色」と
し、以下同様に、時間帯が例えば１０：００～１６：００のような「昼」の時間帯である
ときには、上記背景表示領域２ｂを「黄色」、時間帯が例えば１６：００～翌日３：００
のような「夜」の時間帯であるときには上記背景表示領域２ｂを「紺色」とするような画
面表示制御を行う。
【００６４】
　また、図９の対応テーブルが、時間帯と図４や図５に示したモニタ２の画像表示領域２
ａに表示される画像のテイスト（色合い）との対応テーブルである場合、制御部１１は、
時間帯に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａに表示される画像のテイストを変更制御
する。
【００６５】
　図１０には、ＧＰＳの緯度経度情報に基づいて制御部１１が判断した「国」と、モニタ
２の画面上に表示される画像との対応テーブルの一例を示す。
【００６６】
　当該図１０の対応テーブルが、「国」と図４や図５に示したモニタ２の背景表示領域２
ｂとの対応テーブルである場合、制御部１１は、「国」が例えば「アメリカ合衆国」であ
るときには、モニタ２の画面上の背景表示領域２ｂに「星柄」の画像を表示し、以下同様
に、「国」が「中華人民共和国」であるときには、上記背景表示領域２ｂを「赤色」、「
国」が「日本」であるときには上記背景表示領域２ｂに「紅白柄」を表示するような画面
表示制御を行う。
【００６７】
　また、図１０の対応テーブルが、「国」と図４や図５に示したモニタ２の画像表示領域
２ａに表示される画像（テイスト）との対応テーブルである場合、制御部１１は、「国」
に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａに表示される画像のテイストを変更制御する。
【００６８】
　図１１には、データ保持部１６に保持されている天気予報情報とタイマからの時刻カウ
ント値に基づいて制御部１１が判断したその日（日時）の天気と、モニタ２の画面上に表
示される画像との対応テーブルの一例を示す。
【００６９】
　当該図１１の対応テーブルが、「天気」と図４や図５に示したモニタ２の背景表示領域
２ｂとの対応テーブルである場合、制御部１１は、天気が例えば「晴」であるときには、
モニタ２の画面上の背景表示領域２ｂを「黄色」とし、以下同様に、「天気」が「曇り」
であるときには、上記背景表示領域２ｂを「灰色」、「天気」が「雪」であるときには上
記背景表示領域２ｂを「白色」にするような画面表示制御を行う。
【００７０】
　また、図１１の対応テーブルが、「天気」と図４や図５に示したモニタ２の画像表示領
域２ａに表示される画像（テイスト）との対応テーブルである場合、制御部１１は、「天
気」に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａに表示される画像のテイストを変更制御す
る。
【００７１】
　次に、現在の端末状態に応じて、図４や図５の画像表示領域２ａ，２ｃ、背景表示領域
２ｂ等の表示制御を行う具体例について説明する。
【００７２】
　図１２には、制御部１１が実行中のアプリケーションと、モニタ２の画面上に表示され
る色との対応テーブルの一例を示す。
【００７３】
　当該図１２の対応テーブルが、アプリケーションと図４や図５に示したモニタ２の画像
表示領域２ａのテイストとの対応テーブルである場合、制御部１１は、アプリケーション
が例えば「メール」アプリケーションであるときには、モニタ２の画面上の画像表示領域
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２ａのテイストを例えば「緑色」とし、以下同様に、アプリケーションが「通話」アプリ
ケーションであるときには、上記画像表示領域２ａのテイストを例えば「赤色」、アプリ
ケーションが「カメラ」アプリケーションであるときには、上記画像表示領域２ａのテイ
ストを「青色」とするような画面表示制御を行う。
【００７４】
〔まとめ〕
　以上説明したように、本発明実施形態の携帯電話端末によれば、ユーザの衣服の色やス
ケジュール、端末のアプリケーションなどの状態に応じて、モニタ２の画像表示を切り替
えるようにしたので、ユーザが特に意識して操作することなく、常に状況に応じた様々な
バリエーションのカスタマイズが可能となっている。
【００７５】
　なお、上述した例では、各状態に応じた画像をデータ保持部１６にあらかじめ格納され
た対応テーブルにしたがって表示するようにしたが、複数のテーブルの中からユーザが好
みに応じて設定を変更したり、カメラ７で撮影した画像などを使用できるようにしてもよ
い。さらには、通信手段等を使って他の端末装置からダウンロードした画像を表示するよ
うにしてもよい。
【００７６】
　また、上述した図６～図１２の説明では、ユーザ自身の状態、ユーザ周囲の状態、端末
内部の状態について、各対応テーブルが一対一に対応した例を挙げているが、本発明は、
それら各状態と各対応テーブルを複合的に組み合わせてモニタ２の画面表示を制御するこ
とも勿論可能である。例えば、図８と図１０の組み合わせとして、図８のスケジュールが
「旅行」で、その旅行先の「国」が図１０にて「アメリカ合衆国」となったとすると、画
像表示領域２ａに「旅行中の画像」が表示され、背景表示領域２ｂに「星柄」のテイスト
が表示されるようになる。なお、他の各状態と対応テーブルの組み合わせ例を全て挙げる
ことは煩雑であるため、それらの説明は省略する。
【００７７】
　さらに、上述の図６～図１２の各対応テーブルの例では、１つの状態につき１つの画像
を用意する例を示したが、複数の画像から選択表示するようにしてもよい。例えば、脈拍
が速いときの画像を複数個用意しておき、表示の度に順に切り替えることで毎回異なる画
像を表示することができる。あるいはユーザによる選択設定により、好みの画像のみを表
示できるようにしてもよい。
【００７８】
　また、各状態に応じて使用される対応テーブルや、各対応テーブル内における状態と画
像の対応関係は、例えばユーザからのフィードバックにより適宜変更することも、或いは
ユーザ設定により優先順位をつけることも可能である。
【００７９】
　また、上述の実施形態では、各状態に応じてモニタ２の画像表示を変更する例を挙げて
いるが、例えば携帯電話端末の筐体上に、カラー表示が可能ないわゆる電子ペーパーを設
け、その電子ペーパーの表示を上述同様に変更制御することも可能である。なお、電子ペ
ーパーには、いわゆるマイクロカプセル電気泳動型、ツイストボール型、２色性染料／液
晶型、液晶／有機感光体複合膜型、トナーディスプレイ型などの各種のタイプが知られて
いる。本実施形態の携帯電話端末で使用する電子ペーパーは、上記各タイプの何れであっ
ても良い。
【００８０】
　また、上述の実施形態では、各状態に応じて画像を変更制御する例を挙げているが、例
えば着信音やその他の報知音を各状態に応じて変更制御したり、音楽再生時のテンポ，リ
ズム、音色、音の高低，大小等を変更制御したり、再生音楽を各状態に応じて切り換え制
御したりすることも可能である。
【００８１】
　最後に、上述した実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述し
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た実施形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、
設計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
【００８２】
　本実施形態は、携帯電話端末に限らず、例えばＰＤＡ、ディジタルテレビジョン受像機
やカーナビゲーション装置のリモートコントローラ、コンピュータマウスなどの各種の携
帯型電子機器にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明を適用した一実施形態となる携帯電話端末の外観構成の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明実施形態の携帯電話端末における内部概略構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態の携帯電話端末が画像制御を実行するための制御部の処理を示すフロ
ーチャートである。
【図４】モニタの画面の一例を示し、制御部により画像表示制御がなされる各表示領域の
説明に用いる図である。
【図５】モニタの画面の他の一例を示し、制御部により画像表示制御がなされる各表示領
域の説明に用いる図である。
【図６】現在のユーザ自身の状態の一例として、ユーザの衣服の色系統と、モニタの画面
上に表示される色との対応テーブルの一例を示す図である。
【図７】現在のユーザ自身の状態の一例として、ユーザの脈拍と、モニタの画面上に表示
される画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【図８】現在のユーザ自身の状態の一例として、ユーザのスケジュールと、モニタの画面
上に表示される画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【図９】現在のユーザ周囲の状態の一例として、時間帯と、モニタの画面上に表示される
画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【図１０】現在のユーザ周囲の状態の一例として、ユーザが居る国と、モニタの画面上に
表示される画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【図１１】現在のユーザ周囲の状態の一例として、天気と、モニタの画面上に表示される
画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【図１２】現在の端末内部の状態の一例として、実行中のアプリケーションと、モニタの
画面上に表示される画像との対応テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８４】
１　携帯電話端末、２　モニタ、２ａ，２ｃ　画像表示領域、２ｂ　背景表示領域、３　
操作部、４　スピーカ、５　マイクロホン、６　アンテナ、７　カメラ、８　身体状態パ
ラメータ検知部、１１　制御部、１２　通信回路、１３　表示制御部、１４　操作信号発
生部、１５　メモリ、１６　データ保持部、１７　スピーカ駆動回路、１８　マイク入力
信号発生部、１９　近距離通信回路、２０　センサ検知信号発生部、２１　カメラ駆動回
路、２２　ＧＰＳ受信回路、２３　タイマ、２５　センサ
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