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(57)【要約】
本発明は、デスクトップ表示方法、装置、端末、プログ
ラム及び記録媒体を開示し、移動端末の技術分野に属す
る。前記デスクトップ表示方法は、現在の天気情報を取
得することと、取得された現在の天気情報によって、予
めダウンロードされたテーマパックから前記現在の天気
情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイ
ル及びアイコンファイルを含むテーマファイルを取得す
ることと、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコ
ンファイルをデスクトップにレンダリングすることと、
を含む。本発明は、現在の天気情報に対応するテーマフ
ァイルを取得することにより、デスクトップの背景及び
デスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気
情報に対応させるように、取得されたテーマファイルを
デスクトップにレンダリングする。これにより、ユーザ
ーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を
直観的且つ迅速に把握できる目的を達成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
現在の天気情報を取得することと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得することと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることと、を含むことを特徴とするデスクトップ表示方法。
【請求項２】
現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するこ
とを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得することを含むことを特徴とする請求項1に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項３】
前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示
効果を含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡
に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従っ
て前記端末のデスクトップにレンダリングすることを含むことを特徴とする請求項1に記
載のデスクトップ表示方法。
【請求項４】
前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態のアイコンフ
ァイルを含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させることを含むことを特徴とする請求項3に記載のデスクトップ
表示方法。
【請求項５】
前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイルを更に含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態のアイコンファイルに対するレン
ダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレ
ンダリングすることを含むことを特徴とする請求項4に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項６】
前記プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは吹
きの操作であることを特徴とする請求項5に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項７】
現在の天気情報を取得するための天気情報取得モジュールと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得するためのテーマファイル取得モジュールと、



(3) JP 2015-534693 A 2015.12.3

10

20

30

40

50

前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
るためのレンダリングモジュールと、を含むことを特徴とするデスクトップ表示装置。
【請求項８】
前記天気情報取得モジュールは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するた
めの第1の天気情報取得ユニットを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得するための第2の天気情報取得ユニットを含むことを特徴とする請求項7に記載のデス
クトップ表示装置。
【請求項９】
前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示
効果を含み、
前記レンダリングモジュールは、前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効
果を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソ
ースの移動軌跡と表示効果に従って前記端末のデスクトップにレンダリングすることを特
徴とする請求項7に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１０】
前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態のアイコンフ
ァイルを含み、
前記レンダリングモジュールは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させるための活性化状態レンダリングユニットを含むことを特徴と
する請求項9に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１１】
前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイルを更に含み、
前記レンダリングモジュールは、プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態
のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイ
コンファイルをデスクトップにレンダリングすることを特徴とする請求項10に記載のデス
クトップ表示装置。
【請求項１２】
前記プリセットの操作は、揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは
吹きの操作であることを特徴とする請求項11に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１３】
メモリ、プロセッサー、ディスプレイ、及び一つまたは1つ以上のプログラムを含む端末
であって、
その一つまたは1つ以上のプログラムがメモリに記憶されており、且つ、一つまたは1つ以
上のプロセッサーで前記一つまたは1つ以上のプログラムを実行するように配置され、
該プログラムは、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得し、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
る、という操作を行うための指令を含むことを特徴とする端末。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願は、出願番号が201310419166.2であり、出願日が2013年9月13日である中国特許出願
に基いて提出されたものであり、且つ該中国特許出願による優先権を主張し、ここで、該
中国特許出願の全部内容が参考として本願に援用した。
【０００２】
本発明は、移動端末の技術分野に関し、特にデスクトップ表示方法、装置及び端末に関す
るものである。
【背景技術】
【０００３】
情報技術の発展に従って、人々が端末に対するニーズがますます個性化になって行く。異
なるユーザーの個性化ニーズを満たすために、端末に対して、特別な効果を表示できる動
画像を端末のデスクトップとして提供することができる。サーバーに提供された動画像が
さまざまであるので、端末のユーザーが自分で選択したデスクトップで、自分の気持ち、
現在の天気或いは個人の好みを表す。
【０００４】
本発明を実現する過程において、発明者が少なくとも下記の課題を発見した。
【０００５】
動画像をデスクトップとして使用する場合、その表示形式が単一であるが、動画像で天気
情報を表す場合、サーバーのプッシュによって表示する必要があり、更新が遅く、且つ、
動画像がデスクトップのアイコンに遮られる可能性があり、一旦アイコンがいくつかの肝
心な情報のところに位置してしまうと、ユーザーが現在の天気情報を直感的且つ迅速に把
握できなくなる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記した技術課題を解決するために、本発明の実施例により、デスクトップ表示方法、装
置及び端末が提供された。その技術案は、下記のようである。
【０００７】
本発明の実施例の第1の局面により、
現在の天気情報を取得することと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得することと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることと、を含むデスクトップ表示方法が提供された。
【０００８】
１つの実施例において、現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するこ
とを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得することを含む。
【０００９】
１つの実施例において、前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリ
ソースの移動軌跡と表示効果を含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングすることは、
前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡
に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従っ
て前記端末のデスクトップにレンダリングすることを含む。
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【００１０】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び
活性化状態のアイコンファイルを含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンフ
ァイルをデスクトップにレンダリングすることは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させることを含む。
【００１１】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイ
ルを更に含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップに
レンダリングすることは、
プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態のアイコンファイルに対するレン
ダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレ
ンダリングすることを含む。
【００１２】
１つの実施例において、前記プリセットの操作が、揺れ動き、スクリーンの空白場所への
ダブルクリック或いは吹きの操作である。
【００１３】
本発明の実施例の第2の局面により、
現在の天気情報を取得するための天気情報取得モジュールと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得するためのテーマファイル取得モジュールと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
るためのレンダリングモジュールと、を含むデスクトップ表示装置が提供された。
【００１４】
１つの実施例において、前記天気情報取得モジュールは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するた
めの第1の天気情報取得ユニットを含み、
【００１５】
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得するための第2の天気情報取得ユニットを含む。
１つの実施例において、前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリ
ソースの移動軌跡と表示効果を含み、前記レンダリングモジュールは、前記各リソースが
前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動する
ように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って前記端末のデス
クトップにレンダリングする。
【００１６】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び
活性化状態のアイコンファイルを含み、前記レンダリングモジュールは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させるための活性化状態レンダリングユニットを含む。
【００１７】
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１つの実施例において、前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイ
ルを更に含み、前記レンダリングモジュールは、プリセットの操作が検出された時に、前
記非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセット
の操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００１８】
１つの実施例において、前記プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダ
ブルクリック、或いは吹きの操作である。
【００１９】
本発明の実施例の第3の局面により、メモリ、プロセッサー、ディスプレイ、及び一つま
たは1つ以上のプログラムを含む端末であって、その一つまたは1つ以上のプログラムがメ
モリに記憶されており、且つ、一つまたは1つ以上のプロセッサーで前記一つまたは1つ以
上のプログラムを実行するように配置され、該プログラムが、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得し、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
る、との操作を行うための指令を含む、端末が提供された。
【００２０】
理解すべきことは、上記の一般的な説明及び下記の詳細な説明は、例として挙げられた解
釈のためのものだけであり、本発明を限定するものではない。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の実施例に提供された技術案は、下記のような有益な効果を実現することができる
。
【００２２】
即ち、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することにより、デスクトップの
背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報に対応させるように
、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングすることで、ユーザーが具体
的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直観的且つ迅速に把握できる目的を達成す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
ここでの図面は、明細書に取込まれて、本明細書の一部分を構成するものであり、本発明
に合致している実施例を示し、明細書とともに本発明の原理を解釈することに用いられる
。
【００２４】
本発明の実施例における技術案をより明瞭に説明するために、以下、実施例に対する記載
において使用の必要がある図面を簡単に説明する。明らかに分かるように、下記の記載に
おける図面は、本発明の一部の実施例だけであり、当業者としては、創造的な労働をしな
いことを前提としたうえで、これらの図面によって他の図面を得ることができる。
【００２５】
【図１】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示の模式図である。
【図４】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示の模式図である。
【図５】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示装置の構造の模式図である。
【図６】本発明の実施例に示された端末の構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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本発明の目的、技術案及びメリットをより明瞭にするために、以下、図面を参照しながら
、本発明の実施の形態を更に詳細に説明する。
【００２７】
図1は、本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【００２８】
図1に示したように、該実施例は、
現在の天気情報を取得するステップ101と、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから該現在の
天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含
むテーマファイルを取得するステップ102と、
該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする
ステップ103と、を含む。
【００２９】
本発明の実施例に提供された方法によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを
取得することにより、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果
を現在の天気情報に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレン
ダリングすることで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直観
的且つ迅速に把握できる目的を達成する。
【００３０】
１つの実施例において、現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得すること
を含み、
或は、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得
することを含む。
【００３１】
１つの実施例において、該デスクトップの背景ファイルは、該複数のリソース及びリソー
スの移動軌跡と表示効果を含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
デスクトップにレンダリングすることは、
該各リソースが該デスクトップにおいて該表示効果を呈するとともに該移動軌跡に沿って
移動するように、該複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って該端末の
デスクトップにレンダリングする。
【００３２】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活
性化状態のアイコンファイルを含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイ
ルをデスクトップにレンダリングすることは、
該アイコンが非活性化状態にある場合、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した場合、該非活性化状態のアイ
コンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイル
をデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプ
ログラムを起動させることを含む。
【００３３】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイル
を更に含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレン
ダリングすることは、
プリセットの操作が検出された時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダ
リング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレン
ダリングすることを含む。
【００３４】
１つの実施例において、該プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブ
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ルクリック、或いは吹きの操作である。
【００３５】
図2が本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。該発
明における実施例の実行主体が端末であってよく、更に端末のデスクトップスターターで
あってよく、該デスクトップスターターは、デスクトップ表示効果を規定するためのテー
マファイルによって、デスクトップの背景及びアイコンに対してレンダリングできる。図
2に示したように、該実施例は、下記のステップを含む。
【００３６】
ステップ201：端末で現在の天気情報を取得する。
【００３７】
そのうち、天気情報が温度、湿度、粒子の大気中濃度及び昼夜等の情報を含むが、これら
に限らない。
【００３８】
例えば、該ステップ201が以下の2種類の方式を含むことができる。即ち、（1）端末の現
在位置している地理位置によって、端末が該地理位置に対応する天気情報を取得する。端
末で現在の端末が位置している地理位置によって天気情報を取得することが予めに設置さ
れた場合、該地理位置によって天気情報を取得するように、GPS位置決め等の方式で該端
末の現在位置している位置を取得する。（2）端末で予め設定された地理位置によって、
端末が該地理位置に対応する天気情報を取得する。ユーザーに選択の権利を提供するため
に、天気情報を取得するように、端末のユーザーが該端末において地理位置を予め設定す
ることもできる。この時、該予め設定された地理位置が必ずしも該端末の現在の地理位置
であるとは限らなく、端末のユーザーの興味ある地区の地理位置であってもよい。
【００３９】
上記の天気情報が天気サーバーから取得可能である。該天気サーバーが地理位置及びそれ
に対応する天気情報を保存している。例えば、その過程は、端末に確定された地理位置に
よって、端末が天気サーバーへ該地理位置付きの取得請求を送信することを含む。天気サ
ーバーが該取得請求を受信した時に、サーバーが該取得請求に付いている地理位置によっ
て端末に該地理位置に対応する天気情報を送信する。端末が該天気サーバーから返した天
気情報を受信した時に、端末が該返された天気情報を、該地理位置に対応する現在の天気
情報として取得する。
【００４０】
好ましいのは、該ステップ201は周期的に行っても良く、端末が取得した現在の天気情報
が実際の天気情報と合致する目的を達成し、現在の天気情報の正確性を保証するように、
プリセットされた周期おきに、端末が地理位置に対応する現在の天気情報を取得する。そ
のうち、該プリセットされた周期の長さは、技術者より予め設定されてもよいし、或は、
端末のユーザーに調整されてもよいが、本実施例において具体的に限定しない。
【００４１】
ステップ202：取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパッ
クから該現在の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコ
ンファイルを含むテーマファイルを取得する。
【００４２】
本発明の実施例において、該テーマパックが複数の天気情報に対応するテーマファイルを
含み、異なる天気情報が異なるテーマファイルに対応している。該テーマパックは、端末
がサーバーから予めダウンロードして、且つ、端末のあるファイルパスに保存することが
できるが、本実施例において具体的に限定しない。また、本実施例において、テーマパッ
クを何時ダウンロードするかについて具体的に限定しないが、該現在の天気情報に対応す
るテーマファイルを取得する時に、該テーマパックが既にダウンロードされた状態にあれ
ばよい。
【００４３】
該テーマファイルが少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含む
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。該デスクトップの背景ファイルがデスクトップの背景をレンダリングするものであり、
該アイコンファイルがデスクトップのアイコンをレンダリングするものである。
【００４４】
そのうち、該デスクトップの背景ファイルがXML（Extensible Markup Language，エクス
テンシブル・マークアップ・ランゲージ）ファイルであってよいが、該XMLファイルがデ
スクトップの背景のレンダリング方式を規定するものである。該デスクトップの背景ファ
イルがGIF（Graphics Interchange Format，グラフィックス・インターチェンジ・フォー
マット）ファイルであってもよく、該GIFファイルが天気情報に関連している動画像であ
ってよい。該デスクトップの背景ファイルが他の形式のファイルであってもよいが、本実
施例において具体的に限定しない。
【００４５】
アイコンファイルがXML（Extensible Markup Language，エクステンシブル・マークアッ
プ・ランゲージ）ファイルであってよいが、該XMLファイルがアイコンのレンダリング方
式を規定するものである。該アイコンファイルがGIF（Graphics Interchange Format，グ
ラフィックス・インターチェンジ・フォーマット）ファイルであってもよく、該GIFファ
イルが天気情報に関連している動画像であってよい。該アイコンファイルが他の形式のフ
ァイルであってもよいが、本実施例において具体的に限定しない。
【００４６】
ステップ203：該デスクトップの背景ファイルは、複数のリソース及びリソースの移動軌
跡と表示効果を含み、前記それぞれのリソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果
を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動するように、該複数のリソース及びリソース
の移動軌跡と表示効果に従って該端末のデスクトップに対してレンダリングを行う。
【００４７】
そのうち、該リソースがデスクトップの背景の画面と、天気を表すための要素とを含む。
例えば、雨天に対して、それに対応する要素は、雨が降ることを表す斜線又は雨粒であっ
てよいが、雪の天気に対して、それに対応する要素は、雪花であってよい。勿論、上記要
素が図柄、文字、アイコン等の多種の形式の要素であってよいが、本発明の実施例におい
て、それに対して具体的に限定しない。
【００４８】
該リソースの移動軌跡は、天気を表すための要素の移動軌跡を規定するものであり、説明
する必要があるのは、それぞれの要素としては、多変化の効果を表すように、それに対応
する移動軌跡を異ならせることが可能である。例えば、複数の雨粒が、異なる移動軌跡に
沿ってレンダリングされる。該リソースの表示効果は、表された色、大きさ等を規定する
ものである。また、該デスクトップの背景ファイルにおいて、現在のデスクトップに既に
有しているアイコンの位置座標がリソースの移動軌跡に位置すれば、該位置座標に基づい
てリソースの移動軌跡を調整する方式を規定することができる。例えば、雨粒に対して、
雨粒の移動軌跡においてちょうど一つのアイコンが該雨粒を遮った時に、該アイコンにお
いて該雨粒を透かすようにし、或は、アイコンが位置しているこの部分の軌跡において雨
粒を可視しない状態にするようにし、或は、雨粒の移動軌跡においてちょうど一つのアイ
コンが該雨粒を遮った時に、移動軌跡とアイコンとの最初の接触点を入射点とし、該アイ
コンの枠を鏡面とし、アイコンの枠に垂直する線を軸線として、最初の移動軌跡を入射軌
跡と対称している移動軌跡に調整するとともに、該調整後の移動軌跡に沿って雨粒をレン
ダリングする。該調整の方式が複数種類あり、本発明の実施例がこれについて具体的に限
定しない。
【００４９】
例えば、デスクトップの背景に対して、該デスクトップの背景ファイルは１つのGIFファ
イル及び複数の天気を表すための要素を含むことができるが、デスクトップの背景ファイ
ルに規定された効果を展示するように、GIFファイルで動画像効果が表され、複数の要素
でその移動軌跡等の規定に基いて該GIFファイルと結合して表示される。或は、該デスク
トップの背景ファイルは静止のデスクトップの背景の画面及び天気を表すための複数の要
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素を含み、デスクトップの背景ファイルに規定された効果を展示するように、複数の要素
がデスクトップの背景の画面においてその移動軌跡及び表示効果に基いてレンダリングす
る。
【００５０】
上記リソース、リソースの移動軌跡及び表示効果によって、ダイナミック効果を生成する
ことができる。図3に示したように、現在の天気が雨天であり、対応しているリソースは
、灰色のデスクトップの背景の画面及び雨天を表すための複数の長さが相違する斜線を含
むことができる。該デスクトップの背景ファイルが該複数の斜線が下へ移動する移動軌跡
も規定したので、該デスクトップの背景ファイルを使用してデスクトップに対して雨天に
おける雨粒が降り続く効果をレンダリングできる。
【００５１】
勿論、該デスクトップの背景ファイルは、デスクトッププラグインにおける要素に対する
表示効果を更に含み、例えば、図3における天気Widget中の文字に対して、必要な効果を
呈させるように、デスクトップの背景ファイルにおける表示効果によってレンダリングを
行うこともできる。
【００５２】
ステップ204：該アイコンファイルが非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態の
アイコンファイルを含み、該アイコンが非活性化状態にある時に、該非活性化状態のアイ
コンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００５３】
本発明の実施例におけるアイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル、活性化
状態のアイコンファイル及びプリセットの操作時のアイコンファイルを含むが、これらに
限らない。非活性化状態のアイコンファイルと活性化状態のアイコンファイルが異なって
もよく、即ち、アイコンファイルが活性化されていない時に、それに対応するアイコンフ
ァイルでレンダリングする。活性化される時に、該アイコンファイルに対するユーザーの
介入による影響を表すように、表示効果が異なるアイコンファイルでレンダリングを行う
。該プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは吹
き等の操作を含むが、これらに限らない。
【００５４】
例えば、該テーマファイルが複数のアイコンに対応するアイコンファイルを含むことがで
きる。デスクトップの現在存在のアイコンによって、存在のアイコンに対応する非活性化
状態のアイコンファイルを取得し、且つ該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングする。これによって、ユーザーが現在の天気情報を直観的且つ迅速に把
握できる。
【００５５】
図4に示すように、現在の天気が雪の天気であり、該デスクトップの背景ファイルによっ
てデスクトップに雪が降る効果をレンダリングし、且つ、端末が該非活性化状態のアイコ
ンファイルをデスクトップにレンダリングして、デスクトップにおけるアイコンに積雪が
あるような効果をレンダリングする。これにより、ユーザーが現在の天気情報を直観的且
つ迅速に把握できる。
【００５６】
説明する必要があるのは、ステップ203、ステップ204が天気情報に対応するテーマファイ
ルによってレンダリングする過程であり、該ステップ203とステップ204が同時に実行され
ることが可能であり、必ずしも前後の順番で行うこととは限らないが、本実施例において
具体的に限定しない。
【００５７】
ステップ205：非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態
のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンフ
ァイルをデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させる。
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【００５８】
具体的には、ある非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、端末が該非活
性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化指令が対
応しているアイコンに対応する活性化状態のアイコンファイルを選択して、該活性化状態
のアイコンファイルを、該活性化指令に対応するアイコンにレンダリングするとともに、
該活性化指令が対応しているアイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動させ
る。
【００５９】
例えば、ステップ204におけるアイコンにおいて積雪がある実例によると、アイコンを活
性化する活性化指令を検出した時に、端末が該非活性化状態のアイコンファイルによるレ
ンダリングを取り消して、テーマファイルからアイコンに対応する活性化状態のアイコン
ファイルを取得して、該活性化状態のアイコンファイルをアイコンにレンダリングする。
雪の天気に対して、該活性化状態のアイコンファイルがアイコンのもともとの表示効果だ
けであってもよい。この場合、ユーザーのクリック等の操作により積雪がなくなる効果を
呈することができる。勿論、該活性化状態のアイコンファイルがダイナミック効果であっ
ても良い。例えば、積雪を振り動かして、そして、だんだんなくなる等の効果であっても
よい。レンダリングした後、該活性化指令が対応しているアイコンに対応するアプリケー
ションプログラムを起動させる。これにより、ユーザーが雪の天気にいるように感じ、よ
りよい代入感を有する。
【００６０】
ステップ206：プリセットの操作を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに
対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングする。
【００６１】
具体的には、端末のプリセットの操作を検出した時に、例えば、揺れ動き、スクリーンの
空白場所へのダブルクリック、或いは吹き等の操作を検出した時に、端末が該非活性化状
態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該プリセットの操作時の
アイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００６２】
実は、該プリセットの操作に対応するアイコンファイルが活性化状態のアイコンファイル
に展示された効果と類似するが、該プリセットの操作が複数のアイコンに対するプリセッ
トの操作であってよい。例えば、現在の天気が雪の天気である場合、デスクトップにおけ
る複数のアイコンにおいて全て積雪を表している。端末の揺れ動き操作を検出した時に、
端末が該非活性化状態のアイコンファイルのデスクトップに対するレンダリング効果を取
り消して、該プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする
ことにより、デスクトップにおける複数のアイコンにおいて積雪がなくなる効果を呈する
。
【００６３】
更に、該テーマファイルは、プリセットの操作に対応するデスクトップの背景ファイルを
含むことができる。即ち、プリセットの操作を検出した時に、アイコンに対して新たにレ
ンダリングするだけではなく、デスクトップの背景に対しても新たにレンダリングする。
例えば、アイコンにおける積雪の効果に対して、端末の揺れ動き操作を検出した時に、端
末が該非活性化状態のアイコンファイルのデスクトップに対するレンダリング効果を取り
消して、デスクトップにおける複数のアイコンにおいて積雪を振り動かして、だんだんな
くなる効果を呈し、且つ、デスクトップの背景において雪花がアイコンから落ちたり、飛
んだりする効果を呈するように、該プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングする。
【００６４】
本発明の実施例に提供された方法によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを
取得することにより、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果
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を現在の天気情報に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレン
ダリングする。このことで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報
を直感的且つ迅速に把握できる目的を達成した。
【００６５】
図5が本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示装置の構造の模式図である。図5に示
したように、該装置が天気情報取得モジュール501と、テーマファイル取得モジュール502
と、レンダリングモジュール503とを含む。
【００６６】
天気情報取得モジュール501が現在の天気情報を取得するためのものである。天気情報取
得モジュール501がテーマファイル取得モジュール502と接続し、テーマファイル取得モジ
ュール502は、取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパッ
クから該現在の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコ
ンファイルを含むテーマファイルを取得する。テーマファイル取得モジュール502がレン
ダリングモジュール503と接続し、レンダリングモジュール503が該デスクトップの背景フ
ァイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００６７】
１つの実施例において、該天気情報取得モジュール501は、端末の予め設定された地理位
置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得するための第1の天気情報取得ユニッ
トを含み、或いは、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天
気情報を取得するための第2の天気情報取得ユニットを含む。
【００６８】
１つの実施例において、該デスクトップの背景ファイルは、該複数のリソース及びリソー
スの移動軌跡と表示効果を含み、該レンダリングモジュール503は、該各リソースが該デ
スクトップにおいて該表示効果を呈するとともに該移動軌跡に沿って移動するように、該
複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って該端末のデスクトップにレン
ダリングする。
【００６９】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活
性化状態のアイコンファイルを含み、該レンダリングモジュール503は、該アイコンが非
活性化状態にある場合、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトップにレンダリン
グするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、或いは、非活性化のアイコンに
対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリ
ング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイルをデスクトップにレンダリング
するとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動させるための活
性化状態レンダリングユニットを含む。
【００７０】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイル
を更に含み、該レンダリングモジュール503は、プリセットの操作を検出した時に、該非
活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操
作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００７１】
１つの実施例において、該プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブ
ルクリック、或いは吹きの操作である。
【００７２】
本発明の実施例によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することによ
り、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報
に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングする。こ
のことで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直感的且つ迅速
に把握できることができる目的を達成した。
【００７３】
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説明する必要があるのは、上記した実施例に提供されたデスクトップ表示装置がデスクト
ップ表示の時に、上述した各機能モジュールの区分だけを例として説明したが、実際の応
用において、必要に応じて、上記した機能を異なる功能モジュールで完成するように分配
することができる。即ち、上記した全部或いは一部の機能を完成するように、装置の内部
構造を異なる機能モジュールに分ける。また、上記した実施例に提供されたデスクトップ
表示装置とデスクトップ表示方法の実施例が同一の構想に属し、その具体的な実現過程は
、方法に関する実施例を参照し、ここで、説明は省略する。
【００７４】
当業者として理解すべきことは、上記した実施例の全部或いは一部のステップがハードウ
ェアで実現されることができるが、プログラムで関連のハードウェアを指示することによ
って実現することもできる。前記プログラムがコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記
憶することができるが、上記内容に言及された記憶媒体がリードオンリーメモリ、磁気デ
ィスク、或いは光ディスク等であってよい。
【００７５】
図6が本発明の実施例に係る端末機器の構造の模式図であり、該端末機器が上記した実施
例に提供されたデスクトップ表示方法を実施することができる。具体的には下記のようで
ある。
【００７６】
端末機器600は、RF（Radio Frequency，高周波）回路110と、一つまたは1つ以上のコンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体を含むメモリ120と、入力ユニット130と、表示ユニット14
0と、センサー150と、オーディオ回路160と、WiFi(wireless fidelity，ワイヤレスフィ
デリティ)モジュール170と、一つまたは1つ以上の処理コアを含むプロセッサー180と、電
源190等の部品を含むことができる。当業者として理解すべきことは、図6に示された端末
機器の構造は、端末機器に対する限定に構成されなく、図面に示されたものと比べてより
多い又はより少ない部品を含むことができ、或は、一部の部品を組合せることが可能であ
り、或は部品のレイアウトが異なってよい。
【００７７】
そのうち、RF回路110は情報の送受信又は通話過程における信号の送受信のために用いら
れるものであり、特に、基地局の下り情報を受けた後、一つまたは1つ以上のプロセッサ
ー180に送信して処理する。また、上りに係るデータを基地局に送信する。通常は、RF回
路は、アンテナと、少なくとも1つのアンプと、チューナーと、1個又は複数個の発振器と
、ユーザー身分モジュール（SIM）カードと、送受信機と、カプラーと、LNA（Low Noise 
Amplifier，ローノイズアンプ）と、デュプレクサ等を含むが、これらに限らない。また
、RF回路110が無線通信でネットワーク及び他の機器と通信することも可能である。前記
無線通信としては、いずれか1つの通信規格又はプロトコルを使用することが可能であり
、GSM(Global System of Mobile communication，グローバル・システム・フォー・モバ
イル・コミュニケーションズ)（登録商標）と、GPRS(General Packet Radio Service，汎
用パケット無線サービス)と、CDMA(Code Division Multiple Access，符号分割多重アク
セス)と、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access, 広帯域符号分割多重アクセ
ス)（登録商標）と、LTE(Long Term Evolution, ロング・ターム・エボリューション)、
電子メール、SMS(Short Messaging Service，ショートメッセージサービス)等を含むが、
これらに限らない。
【００７８】
メモリ120がソフトウェアプログラム及びモジュールを記憶するためのものであり、プロ
セッサー180がメモリ120に記憶されているソフトウェアプログラム及びモジュールを実行
することにより、各種の機能応用及びデータ処理を実行する。メモリ120は主にオペレー
ティングシステムと少なくとも1つの機能に必要なアプリケーションプログラム（例えば
、音声プレイ機能、画像プレイ機能等）を記憶可能なプログラム記憶エリアと、端末機器
600の使用によって作成したデータ（例えば、オーディオデータ、テレフォンブック等）
等を記憶可能なデータ記憶エリアとを含む。また、メモリ120が高速ランダムアクセスメ
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モリを含むことができるが、不揮発性メモリ、例えば、少なくとも1つの磁気ディスクメ
モリデバイス、フラッシュデバイス、或いは他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこと
もできる。相応的に、メモリ120が、プロセッサー180及び入力ユニット130のメモリ120に
対するアクセスを提供するためのメモリコントローラーを含むこともできる。
【００７９】
入力ユニット130が、入力された数字又は文字情報の受け取り、及びユーザーの設置及び
機能制御に関するキーボード、マウス、ジョイスティック、光学又はトラックボール信号
の入力を発生することに用いられるものである。例えば、入力ユニット130がタッチセン
シティブ表面131及び他の入力機器132を含む。タッチセンシティブ表面131は、タッチス
クリーン又はタッチコントロールボードとも称され、その上又は付近のユーザーのタッチ
操作（例えば、ユーザーが指、タッチペン等のいずれか適切な物体又は付属品を使用して
タッチセンシティブ表面131の上で、又はタッチセンシティブ表面131の付近で行う操作）
を受取って、且つ予め設定されたプログラムに基いて対応する接続装置を駆動する。タッ
チセンシティブ表面131がタッチ検出装置とタッチコントローラーとの二つの部分を含む
ことが好ましい。そのうち、タッチ検出装置がユーザーのタッチ位置を検出して、且つタ
ッチ操作による信号を検出して、信号をタッチコントローラーに伝送する。タッチコント
ローラーがタッチ検出装置からタッチ情報を受信して、それをタッチ座標に変換してから
、プロセッサー180に送信するようにして、且つ、プロセッサー180からの指令を受けて実
行することもできる。また、抵抗式、コンデンサー式、赤外線及び表面弾性波等の複数の
類型を採用してタッチセンシティブ表面131を実現できる。タッチセンシティブ表面131以
外に、入力ユニット130が他の入力機器132を含むこともできる。例えば，他の入力機器13
2が物理的なキーボード、機能キー（例えば、音量制御ボタン、スイッチボタン等）、ト
ラックボール、マウス、ジョイスティック等のうちの1種又は多種を含むことができるが
、これらに限らない。
【００８０】
表示ユニット140がユーザーによって入力される情報或はユーザーに提供する情報、及び
端末機器600の各種のグラフィカルユーザインタフェースを表示可能であり、これらのグ
ラフィカルユーザインタフェースがグラフィック、テキスト、アイコン、映像又はこれら
の何れかの組合せにより構成されることができる。表示ユニット140が表示パネル141を含
むことが可能であり、LCD(Liquid Crystal Display，液晶ディスプレイ)、OLED(Organic 
Light-Emitting Diode,有機発光ダイオード)等の形式を採用して表示パネル141を配置す
ることが好ましい。さらに、タッチセンシティブ表面131が表示パネル141を覆うことが可
能であり、タッチセンシティブ表面131がその上又は付近のタッチ操作を検出した後、タ
ッチイベントの類型を確定するようにプロセッサー180に伝送し、その後、プロセッサー1
80がタッチイベントの類型によって表示パネル141において対応する視覚的な出力を提供
する。図6において、タッチセンシティブ表面131と表示パネル141とが二つの独立する部
品として入力及び出力機能を実現するが、一部の実施例において、タッチセンシティブ表
面131と表示パネル141とを合成して入力及び出力機能を実現することも可能である。
【００８１】
端末機器600が少なくとも1種のセンサー150、例えば、光センサー、運動センサー及び其
他センサーを含むことができる。例えば、光センサーが環境光センサー及び近接センサー
を含むことができ、そのうち、環境光センサーは、環境の光の明暗によって表示パネル14
1の輝度を調節できるが、近接センサーは、端末機器600が耳の近傍に移動した時に、表示
パネル141及び/或はバックライトを消灯する。運動センサーの1種としては、重力加速度
センサーは、各方向（一般的には3軸である。）における加速度の大きさを検出し、静止
の時に重力の大きさ及び方向を検出できるもので、携帯電話の姿態を識別するための応用
（例えば、画面の縦横の切り替え、関連のゲーム、磁力計の姿態の修正）、振動の識別に
関する機能（例えば、歩数計、パーカッション）等に用いらえることができる。端末機器
600に配置可能なジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサー等の他の
センサーについて、ここで、説明は省略する。
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【００８２】
オーディオ回路160、スピーカー161、マイク162により、ユーザーと端末機器600との間の
オーディオインターフェースが形成された。オーディオ回路160が、受信されたオーディ
オデータを変換した後の電気信号をスピーカー161に伝送して、スピーカー161で音声信号
に変換して出力する。一方、マイク162が、受取った音声信号を電気信号に変換して、オ
ーディオ回路160で受信した後、オーディオデータに変換して、オーディオデータをプロ
セッサー180に出力して処理した後、更に処理するようにRF回路110を介して、例えば、他
の端末機器に伝送し、或はオーディオデータをメモリ120に出力する。オーディオ回路160
が、周辺機器であるイヤホンと端末機器600との通信ができるようにイヤホン挿入孔を含
んでもよい。
【００８３】
WiFiが近距離無線伝送技術に属し、端末機器600のWiFiモジュール170によってユーザーが
電子メールの送受信、ウェブページの読み、ストリーミングメディアのアクセス等をする
ことができるだけではなく、ユーザーが無線のブロードバンドネットワークアクセスもで
きる。図6においてWiFiモジュール170が示されたが、理解すべきことは、それが端末機器
600の必要な構成にならなく、ニーズによって発明の本質を変えない範囲内において省略
されても良い。
【００８４】
プロセッサー180が端末機器600の制御センターであり、各種のインターフェース及び回路
を利用して携帯電話の各部分と接続し、メモリ120に記憶されているソフトウェアプログ
ラム及び/或はモジュールを実行したり、メモリ120に記憶されているデータを調達して使
用したりようにして、端末機器600の各種の機能及び処理データを実行することにより、
携帯電話の全体をコントロールする。プロセッサー180が1個又は複数個の処理コアを含む
ことができ、例えば、プロセッサー180が応用プロセッサーとモデムプロセッサーとを合
成することができる。そのうち、応用プロセッサーが主にオペレーティングシステム、ユ
ーザーインターフェース及びアプリケーションプログラム等を扱うものであり、モデムプ
ロセッサーが主に無線通信を扱うものである。なお、上記モデムプロセッサーがプロセッ
サー180に合成しなくてもよい。
【００８５】
端末機器600が各部品に電力供給するための電源190（例えば、バッテリー）を更に含む。
好ましいのは、電源が電源管理システムを介してプロセッサー180と論理的に接続するこ
とにより、電源管理システムで充電、放電、及びパワー損失等を管理する機能を実現する
。電源190が一つまたは1つ以上の直流又は交流電源、再充電システム、電源故障検出回路
、電源コンバーター或はインバーター、電源状態インジケータ等の何れかの組立品を更に
含むことができる。
【００８６】
図面に示されていないが、端末機器600がカメラ、ブルートゥースモジュール等を更に含
むこともできるが、ここで、説明は省略する。具体的には、本実施例において、端末機器
の表示ユニットがタッチスクリーン表示器であり、端末機器がメモリ、及び一つまたは1
つ以上のプログラムを更に含み、その一つまたは1つ以上のプログラムがメモリに記憶さ
れて、且つ、一つまたは1つ以上のプロセッサーで実行するように配置され、前記一つま
たは1つ以上のプログラムは、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから該現在の
天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含
むテーマファイルを取得し、
該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする
、との操作を行うための指令を含む。
【００８７】
１つの実施例において、
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或いは、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取
得する、との操作を行うための指令を更に含む。
【００８８】
１つの実施例において、該各リソースが該デスクトップにおいて該表示効果を呈するとと
もに該移動軌跡に沿って移動するように、該複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表
示効果に従って該端末のデスクトップにレンダリングする、との操作を行うための指令を
更に含む。
【００８９】
１つの実施例において、
該アイコンが非活性化状態にある時に、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングし、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態のアイ
コンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイル
をデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプ
ログラムを起動させる、との操作を行うための指令を更に含む。
【００９０】
１つの実施例において、
プリセットの操作を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリ
ング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダ
リングする、との操作を行うための指令を更に含む。
【００９１】
１つの実施例において、
該プリセットの操作が揺れ動き、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは吹き
の操作である。
【００９２】
本発明の実施例によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することによ
り、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報
に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングする。こ
のことで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直感的且つ迅速
に把握できる目的を達成できる。
【００９３】
上記で本発明の好ましい実施例だけを示したが、本発明を制限するものではない。本発明
の主旨及び原則内において行われた何れかの修正、同等的な入れ替え、改善等はすべて、
本発明の保護範囲内に含まれるべきである。   
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月31日(2014.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、移動端末の技術分野に関し、特にデスクトップ表示方法、装置、端末、プログ
ラム及び記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
情報技術の発展に従って、人々による端末に対するニーズがますます個性的になっている
。異なるユーザーの個性化されたニーズを満たすために、端末に対して、特別な効果を表
示できる動画像を端末のデスクトップとして提供することができる。サーバーにはさまざ
まな動画像が提供されているので、ユーザーが自分で選択した端末のデスクトップにより
、自分の気持ち、現在の天気或いは個人の好みを表すことができる。
【０００３】
本発明を実現する過程において、発明者が少なくとも下記の課題を発見した。
【０００４】
動画像をデスクトップとして使用する場合、その表示形式が単一であるが、動画像で天気
情報を表す場合、サーバーのプッシュによって表示する必要があり、更新が遅く、且つ、
動画像がデスクトップのアイコンに遮られる可能性があり、一旦アイコンがいくつかの肝
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心な情報のところに位置してしまうと、ユーザーが現在の天気情報を直感的且つ迅速に把
握できなくなる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記した技術課題を解決するために、本発明の実施例により、デスクトップ表示方法、装
置、端末、プログラム及び記録媒体を提供する。その技術案は、下記の通りである。
【０００６】
本発明の実施例の第1の態様により、
現在の天気情報を取得することと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得することと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることと、を含むデスクトップ表示方法を提供する。
【０００７】
１つの実施例において、現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するこ
とを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得することを含む。
【０００８】
１つの実施例において、前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリ
ソースの移動軌跡と表示効果を含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングすることは、
前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡
に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従っ
て前記端末のデスクトップにレンダリングすることを含む。
【０００９】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び
活性化状態のアイコンファイルを含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンフ
ァイルをデスクトップにレンダリングすることは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させることを含む。
【００１０】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイ
ルを更に含み、前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップに
レンダリングすることは、
プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態のアイコンファイルに対するレン
ダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレ
ンダリングすることを含む。
【００１１】
１つの実施例において、前記プリセットの操作が、シェイク、スクリーンの空白場所への
ダブルクリック或いは息の吹きかけ操作である。
【００１２】
本発明の実施例の第2の態様により、
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現在の天気情報を取得するための天気情報取得モジュールと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得するためのテーマファイル取得モジュールと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
るためのレンダリングモジュールと、を含むデスクトップ表示装置を提供する。
【００１３】
１つの実施例において、前記天気情報取得モジュールは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するた
めの第1の天気情報取得ユニットを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得するための第2の天気情報取得ユニットを含む。
【００１４】
１つの実施例において、前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリ
ソースの移動軌跡と表示効果を含み、前記レンダリングモジュールは、前記各リソースが
前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動する
ように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って前記端末のデス
クトップにレンダリングする。
【００１５】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び
活性化状態のアイコンファイルを含み、前記レンダリングモジュールは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させるための活性化状態レンダリングユニットを含む。
【００１６】
１つの実施例において、前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイ
ルを更に含み、前記レンダリングモジュールは、プリセットの操作が検出された時に、前
記非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセット
の操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００１７】
１つの実施例において、前記プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダ
ブルクリック、或いは息の吹きかけ操作である。
【００１８】
本発明の実施例の第3の態様により、メモリ、プロセッサー、ディスプレイ、及び一つま
たは1つ以上のプログラムを含む端末であって、その一つまたは1つ以上のプログラムがメ
モリに記憶されており、且つ、一つまたは1つ以上のプロセッサーで前記一つまたは1つ以
上のプログラムを実行するように配置され、該プログラムが、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得し、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
る、との操作を行うための指令を含む、端末を提供する。
【００１９】
本発明の実施例の第４の態様により、プロセッサに実行されることにより、前記のデスク
トップ表示方法を実現することを特徴とするプログラムを提供する。
【００２０】
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本発明の実施例の第５の態様により、前記のプログラムが記録された記録媒体を提供する
。
【００２１】
ここで、上記の一般的な説明及び下記の詳細な説明は、例として挙げられた解釈のための
ものだけであり、本発明を限定するものではないと理解すべきである。
【発明の効果】
【００２２】
本発明の実施例に提供された技術案は、下記のような有益な効果を実現することができる
。
【００２３】
即ち、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することにより、デスクトップの
背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報に対応させるように
、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングすることで、ユーザーが具体
的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直観的且つ迅速に把握できる目的を達成す
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
ここでの図面は、明細書に取込まれて、本明細書の一部分を構成するものであり、本発明
に合致している実施例を示し、明細書とともに本発明の原理を解釈することに用いられる
。
【００２５】
本発明の実施例における技術案をより明瞭に説明するために、以下、実施例に対する記載
において使用される図面を簡単に説明する。下記の記載における図面は、本発明の一部の
実施例であることは明らかであり、当業者としては、創造的な労働をしないことを前提と
したうえで、これらの図面によって他の図面を得ることができる。
【００２６】
【図１】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示の模式図である。
【図４】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示の模式図である。
【図５】本発明の実施例に示されたデスクトップ表示装置の構造の模式図である。
【図６】本発明の実施例に示された端末の構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
本発明の目的、技術案及びメリットをより明瞭にするために、以下、図面を参照しながら
、本発明の実施の形態を更に詳細に説明する。
【００２８】
図1は、本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。
【００２９】
図1に示したように、該実施例は、
現在の天気情報を取得するステップ101と、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから該現在の
天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含
むテーマファイルを取得するステップ102と、
該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする
ステップ103と、を含む。
【００３０】
本発明の実施例に提供された方法によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを
取得することにより、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果
を現在の天気情報に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレン
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ダリングすることで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直観
的且つ迅速に把握できる目的を達成する。
【００３１】
１つの実施例において、現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得すること
を含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取
得することを含む。
【００３２】
１つの実施例において、該デスクトップの背景ファイルは、該複数のリソース及びリソー
スの移動軌跡と表示効果を含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
デスクトップにレンダリングすることは、
該各リソースが該デスクトップにおいて該表示効果を呈するとともに該移動軌跡に沿って
移動するように、該複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って該端末の
デスクトップにレンダリングする。
【００３３】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活
性化状態のアイコンファイルを含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイ
ルをデスクトップにレンダリングすることは、
該アイコンが非活性化状態にある場合、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した場合、該非活性化状態のアイ
コンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイル
をデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプ
ログラムを起動させることを含む。
【００３４】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイル
を更に含み、該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレン
ダリングすることは、
プリセットの操作が検出された時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダ
リング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレン
ダリングすることを含む。
【００３５】
１つの実施例において、該プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダブ
ルクリック、或いは息の吹きかけ操作である。
【００３６】
図2は本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示方法のフローチャートである。該発
明における実施例の実行主体が端末であってよく、更に端末のデスクトップスターターで
あってよく、該デスクトップスターターは、デスクトップ表示効果を規定するためのテー
マファイルによって、デスクトップの背景及びアイコンに対してレンダリングできる。図
2に示したように、該実施例は、下記のステップを含む。
【００３７】
ステップ201：端末で現在の天気情報を取得する。
【００３８】
ここで、天気情報には温度、湿度、粒子の大気中濃度及び昼夜等の情報を含むが、これら
に限らない。
【００３９】
例えば、該ステップ201は以下の2種類の方式を含むことができる。即ち、（1）端末の現
在位置している地理位置によって、端末が該地理位置に対応する天気情報を取得する。端
末で現在の端末が位置している地理位置によって天気情報を取得することが予めに設置さ
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れた場合、該地理位置によって天気情報を取得するように、GPS位置決め等の方式で該端
末の現在位置している位置を取得する。（2）端末で予め設定された地理位置によって、
端末が該地理位置に対応する天気情報を取得する。ユーザーに選択の権利を提供するため
に、天気情報を取得するように、端末のユーザーが該端末において地理位置を予め設定す
ることもできる。この時、該予め設定された地理位置が必ずしも該端末の現在の地理位置
であるとは限らなく、端末のユーザーの興味ある地区の地理位置であってもよい。
【００４０】
上記の天気情報が天気サーバーから取得可能である。該天気サーバーが地理位置及びそれ
に対応する天気情報を保存している。例えば、その過程は、端末に確定された地理位置に
よって、端末が天気サーバーへ該地理位置付きの取得請求を送信することを含む。天気サ
ーバーが該取得請求を受信した時に、サーバーが該取得請求に付いている地理位置によっ
て端末に該地理位置に対応する天気情報を送信する。端末が該天気サーバーから返した天
気情報を受信した時に、端末が該返された天気情報を、該地理位置に対応する現在の天気
情報として取得する。
【００４１】
好ましいのは、該ステップ201は周期的に行っても良く、端末が取得した現在の天気情報
が実際の天気情報と合致する目的を達成し、現在の天気情報の正確性を保証するように、
プリセットされた周期おきに、端末が地理位置に対応する現在の天気情報を取得する。そ
のうち、該プリセットされた周期の長さは、技術者より予め設定されてもよいし、或いは
、端末のユーザーに調整されてもよいが、本実施例において具体的に限定しない。
【００４２】
ステップ202：取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパッ
クから該現在の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコ
ンファイルを含むテーマファイルを取得する。
【００４３】
本発明の実施例において、該テーマパックが複数の天気情報に対応するテーマファイルを
含み、異なる天気情報が異なるテーマファイルに対応している。該テーマパックは、端末
がサーバーから予めダウンロードして、且つ、端末のあるファイルパスに保存することが
できるが、本実施例において具体的に限定しない。また、本実施例において、テーマパッ
クを何時ダウンロードするかについて具体的に限定しないが、該現在の天気情報に対応す
るテーマファイルを取得する時に、該テーマパックが既にダウンロードされた状態にあれ
ばよい。
【００４４】
該テーマファイルが少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含む
。該デスクトップの背景ファイルがデスクトップの背景をレンダリングするものであり、
該アイコンファイルがデスクトップのアイコンをレンダリングするものである。
【００４５】
そのうち、該デスクトップの背景ファイルがXML（Extensible Markup Language，エクス
テンシブル・マークアップ・ランゲージ）ファイルであってよいが、該XMLファイルがデ
スクトップの背景のレンダリング方式を規定するものである。該デスクトップの背景ファ
イルがGIF（Graphics Interchange Format，グラフィックス・インターチェンジ・フォー
マット）ファイルであってもよく、該GIFファイルが天気情報に関連している動画像であ
ってよい。該デスクトップの背景ファイルが他の形式のファイルであってもよいが、本実
施例において具体的に限定しない。
【００４６】
アイコンファイルがXML（Extensible Markup Language，エクステンシブル・マークアッ
プ・ランゲージ）ファイルであってよいが、該XMLファイルがアイコンのレンダリング方
式を規定するものである。該アイコンファイルがGIF（Graphics Interchange Format，グ
ラフィックス・インターチェンジ・フォーマット）ファイルであってもよく、該GIFファ
イルが天気情報に関連している動画像であってよい。該アイコンファイルが他の形式のフ
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ァイルであってもよいが、本実施例において具体的に限定しない。
【００４７】
ステップ203：該デスクトップの背景ファイルは、複数のリソース及びリソースの移動軌
跡と表示効果を含み、前記それぞれのリソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果
を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動するように、該複数のリソース及びリソース
の移動軌跡と表示効果に従って該端末のデスクトップに対してレンダリングを行う。
【００４８】
そのうち、該リソースがデスクトップの背景の画面と、天気を表すための要素とを含む。
例えば、雨天に対して、それに対応する要素は、雨が降ることを表す斜線又は雨粒であっ
てよいが、雪の天気に対して、それに対応する要素は、雪花であってよい。勿論、上記要
素が図柄、文字、アイコン等の多種の形式の要素であってよいが、本発明の実施例におい
て、それに対して具体的に限定しない。
【００４９】
該リソースの移動軌跡は、天気を表すための要素の移動軌跡を規定するものであり、それ
ぞれの要素としては、多変化の効果を表すように、それに対応する移動軌跡を異ならせる
ことが可能である。例えば、複数の雨粒が、異なる移動軌跡に沿ってレンダリングされる
。該リソースの表示効果は、表された色、大きさ等を規定するものである。また、該デス
クトップの背景ファイルにおいて、現在のデスクトップに既に有しているアイコンの位置
座標がリソースの移動軌跡に位置すれば、該位置座標に基づいてリソースの移動軌跡を調
整する方式を規定することができる。例えば、雨粒に対して、雨粒の移動軌跡においてち
ょうど一つのアイコンが該雨粒を遮った時に、該アイコンにおいて該雨粒を透かすように
し、或いは、アイコンが位置しているこの部分の軌跡において雨粒を可視しない状態にす
るようにし、或いは、雨粒の移動軌跡においてちょうど一つのアイコンが該雨粒を遮った
時に、移動軌跡とアイコンとの最初の接触点を入射点とし、該アイコンの枠を鏡面とし、
アイコンの枠に直交する線を軸線として、最初の移動軌跡を入射軌跡と対称の移動軌跡に
調整するとともに、該調整後の移動軌跡に沿って雨粒をレンダリングする。該調整の方式
が複数種類あり、本発明の実施例がこれについて具体的に限定しない。
【００５０】
例えば、デスクトップの背景に対して、該デスクトップの背景ファイルは１つのGIFファ
イル及び複数の天気を表すための要素を含むことができるが、デスクトップの背景ファイ
ルに規定された効果を展示するように、GIFファイルで動画像効果が表され、複数の要素
でその移動軌跡等の規定に基づいて該GIFファイルと結合して表示される。或いは、該デ
スクトップの背景ファイルは静止のデスクトップの背景の画面及び天気を表すための複数
の要素を含み、デスクトップの背景ファイルに規定された効果を展示するように、複数の
要素がデスクトップの背景の画面においてその移動軌跡及び表示効果に基づいてレンダリ
ングする。
【００５１】
上記リソース、リソースの移動軌跡及び表示効果によって、ダイナミック効果を生成する
ことができる。図3に示したように、現在の天気が雨天であり、対応しているリソースは
、灰色のデスクトップの背景の画面及び雨天を表すための複数の長さが相違する斜線を含
むことができる。該デスクトップの背景ファイルが該複数の斜線が下へ移動する移動軌跡
も規定したので、該デスクトップの背景ファイルを使用してデスクトップに対して雨天に
おける雨粒が降り続く効果をレンダリングできる。
【００５２】
勿論、該デスクトップの背景ファイルは、デスクトッププラグインにおける要素に対する
表示効果を更に含み、例えば、図3における天気Widget中の文字に対して、必要な効果を
呈させるように、デスクトップの背景ファイルにおける表示効果によってレンダリングを
行うこともできる。
【００５３】
ステップ204：該アイコンファイルが非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態の
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アイコンファイルを含み、該アイコンが非活性化状態にある時に、該非活性化状態のアイ
コンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００５４】
本発明の実施例におけるアイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル、活性化
状態のアイコンファイル及びプリセットの操作時のアイコンファイルを含むが、これらに
限らない。非活性化状態のアイコンファイルと活性化状態のアイコンファイルが異なって
もよく、即ち、アイコンファイルが活性化されていない時に、それに対応するアイコンフ
ァイルでレンダリングする。活性化される時に、該アイコンファイルに対するユーザーの
介入による影響を表すように、表示効果が異なるアイコンファイルでレンダリングを行う
。該プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは息
の吹きかけ等の操作を含むが、これらに限らない。
【００５５】
例えば、該テーマファイルが複数のアイコンに対応するアイコンファイルを含むことがで
きる。デスクトップの現在存在のアイコンによって、存在のアイコンに対応する非活性化
状態のアイコンファイルを取得し、且つ該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングする。これによって、ユーザーが現在の天気情報を直観的且つ迅速に把
握できる。
【００５６】
図4に示すように、現在の天気が雪の天気であり、該デスクトップの背景ファイルによっ
てデスクトップに雪が降る効果をレンダリングし、且つ、端末が該非活性化状態のアイコ
ンファイルをデスクトップにレンダリングして、デスクトップにおけるアイコンに積雪が
あるような効果をレンダリングする。これにより、ユーザーが現在の天気情報を直観的且
つ迅速に把握できる。
【００５７】
ここで、ステップ203、ステップ204が天気情報に対応するテーマファイルによってレンダ
リングする過程であり、該ステップ203とステップ204が同時に実行されることが可能であ
り、必ずしも前後の順番で行うこととは限らないが、本実施例において具体的に限定しな
い。
【００５８】
ステップ205：非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態
のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンフ
ァイルをデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させる。
【００５９】
具体的には、ある非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、端末が該非活
性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化指令が対
応しているアイコンに対応する活性化状態のアイコンファイルを選択して、該活性化状態
のアイコンファイルを、該活性化指令に対応するアイコンにレンダリングするとともに、
該活性化指令が対応しているアイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動させ
る。
【００６０】
例えば、ステップ204におけるアイコンにおいて、積雪の例では、アイコンを活性化する
活性化指令を検出した時に、端末が該非活性化状態のアイコンファイルによるレンダリン
グを取り消して、テーマファイルからアイコンに対応する活性化状態のアイコンファイル
を取得して、該活性化状態のアイコンファイルをアイコンにレンダリングする。雪の天気
に対して、該活性化状態のアイコンファイルがアイコンのもともとの表示効果だけであっ
てもよい。この場合、ユーザーのクリック等の操作により積雪がなくなる効果を呈するこ
とができる。勿論、該活性化状態のアイコンファイルがダイナミック効果であっても良い
。例えば、積雪を振り動かして、そして、だんだんなくなる等の効果であってもよい。レ
ンダリングした後、該活性化指令が対応しているアイコンに対応するアプリケーションプ
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ログラムを起動させる。これにより、ユーザーが雪の天気にいるように感じ、よりよい没
入感が生じる。
【００６１】
ステップ206：プリセットの操作を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに
対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングする。
【００６２】
具体的には、端末のプリセットの操作を検出した時に、例えば、シェイク、スクリーンの
空白場所へのダブルクリック、或いは息の吹きかけ等の操作を検出した時に、端末が該非
活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該プリセットの
操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００６３】
実際には、該プリセットの操作に対応するアイコンファイルが活性化状態のアイコンファ
イルに展示された効果と類似するが、該プリセットの操作が複数のアイコンに対するプリ
セットの操作であってよい。例えば、現在の天気が雪の天気である場合、デスクトップに
おける複数のアイコンにおいて全て積雪を表している。端末の揺れ動き操作を検出した時
に、端末が該非活性化状態のアイコンファイルのデスクトップに対するレンダリング効果
を取り消して、該プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリング
することにより、デスクトップにおける複数のアイコンにおいて積雪がなくなる効果を呈
する。
【００６４】
更に、該テーマファイルは、プリセットの操作に対応するデスクトップの背景ファイルを
含むことができる。即ち、プリセットの操作を検出した時に、アイコンに対して新たにレ
ンダリングするだけではなく、デスクトップの背景に対しても新たにレンダリングする。
例えば、アイコンにおける積雪の効果に対して、端末の揺れ動き操作を検出した時に、端
末が該非活性化状態のアイコンファイルのデスクトップに対するレンダリング効果を取り
消して、デスクトップにおける複数のアイコンにおいて積雪を振り動かして、だんだんな
くなる効果を呈し、且つ、デスクトップの背景において雪花がアイコンから落ちたり、飛
んだりする効果を呈するように、該プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングする。
【００６５】
本発明の実施例に提供された方法によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを
取得することにより、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果
を現在の天気情報に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレン
ダリングする。これにより、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報
を直感的且つ迅速に把握できる目的を達成する。
【００６６】
図5が本発明の実施例に提供されたデスクトップ表示装置の構造の模式図である。図5に示
したように、該装置が天気情報取得モジュール501と、テーマファイル取得モジュール502
と、レンダリングモジュール503とを含む。
【００６７】
天気情報取得モジュール501が現在の天気情報を取得するためのものである。天気情報取
得モジュール501がテーマファイル取得モジュール502と接続し、テーマファイル取得モジ
ュール502は、取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパッ
クから該現在の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコ
ンファイルを含むテーマファイルを取得する。テーマファイル取得モジュール502がレン
ダリングモジュール503と接続し、レンダリングモジュール503が該デスクトップの背景フ
ァイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００６８】
１つの実施例において、該天気情報取得モジュール501は、端末の予め設定された地理位
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置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得するための第1の天気情報取得ユニッ
トを含み、或いは、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天
気情報を取得するための第2の天気情報取得ユニットを含む。
【００６９】
１つの実施例において、該デスクトップの背景ファイルは、該複数のリソース及びリソー
スの移動軌跡と表示効果を含み、該レンダリングモジュール503は、該各リソースが該デ
スクトップにおいて該表示効果を呈するとともに該移動軌跡に沿って移動するように、該
複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従って該端末のデスクトップにレン
ダリングする。
【００７０】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活
性化状態のアイコンファイルを含み、該レンダリングモジュール503は、該アイコンが非
活性化状態にある場合、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトップにレンダリン
グするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、或いは、非活性化のアイコンに
対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリ
ング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイルをデスクトップにレンダリング
するとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動させるための活
性化状態レンダリングユニットを含む。
【００７１】
１つの実施例において、該アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイル
を更に含み、該レンダリングモジュール503は、プリセットの操作を検出した時に、該非
活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操
作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする。
【００７２】
１つの実施例において、該プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダブ
ルクリック、或いは息の吹きかけの操作である。
【００７３】
本発明の実施例によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することによ
り、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報
に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングする。こ
のことで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直感的且つ迅速
に把握できることができる目的を達成した。
【００７４】
ここで、上記した実施例に提供されたデスクトップ表示装置がデスクトップ表示の時に、
上述した各機能モジュールの区分だけを例として説明したが、実際の応用において、必要
に応じて、上記した機能を異なる機能モジュールで実行するように分配することができる
。即ち、上記した全部或いは一部の機能を実行するように、装置の内部構造を異なる機能
モジュールに分けることができる。また、上記した実施例に提供されたデスクトップ表示
装置とデスクトップ表示方法の実施例は同一の構想に属し、その具体的な実現過程は、方
法に関する実施例を参照することができるため、ここでは、説明は省略する。
【００７５】
当業者として理解すべきことは、上記した実施例の全部或いは一部のステップがハードウ
ェアで実現されることができるが、プログラムで関連のハードウェアを指示することによ
って実現することもできる。前記プログラムがコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記
憶することができるが、上記内容に言及された記憶媒体がリードオンリーメモリ、磁気デ
ィスク、或いは光ディスク等であってよい。
【００７６】
図6が本発明の実施例に係る端末機器の構造の模式図であり、該端末機器が上記した実施
例に提供されたデスクトップ表示方法を実施することができる。具体的には下記に示す。
【００７７】
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端末機器600は、RF（Radio Frequency，高周波）回路110と、一つまたは1つ以上のコンピ
ュータ読み取り可能な記憶媒体を含むメモリ120と、入力ユニット130と、表示ユニット14
0と、センサー150と、オーディオ回路160と、WiFi(wireless fidelity，ワイヤレスフィ
デリティ（登録商標）)モジュール170と、一つまたは1つ以上の処理コアを含むプロセッ
サー180と、電源190等の部品を含むことができる。当業者は、図6に示された端末機器の
構造は、端末機器に対する限定に構成されなく、図面に示されたものと比べてより多い又
はより少ない部品を含むことができ、或いは、一部の部品を組合せることが可能であり、
或いは部品のレイアウトが異なってよいと理解すべきである。
【００７８】
そのうち、RF回路110が情報の送受信又は通話過程における信号の送受信のために用いら
れるものであり、特に、基地局の下り情報を受けた後、一つまたは1つ以上のプロセッサ
ー180に送信して処理する。また、上りに係るデータを基地局に送信する。通常に、RF回
路は、アンテナと、少なくとも1つのアンプと、チューナーと、1個又は複数個の発振器と
、ユーザー身分モジュール（SIM）カードと、送受信機と、カプラーと、LNA（Low Noise 
Amplifier，ローノイズアンプ）と、デュプレクサ等を含むが、これらに限らない。また
、RF回路110が無線通信でネットワーク及び他の機器と通信することも可能である。前記
無線通信としては、いずれか1つの通信規格又はプロトコルを使用することが可能であり
、GSM(Global System of Mobile communication，グローバル・システム・フォー・モバ
イル・コミュニケーションズ)（登録商標）と、GPRS(General Packet Radio Service，汎
用パケット無線サービス)と、CDMA(Code Division Multiple Access，符号分割多重アク
セス)と、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access, 広帯域符号分割多重アクセ
ス)（登録商標）と、LTE(Long Term Evolution, ロング・ターム・エボリューション)、
電子メール、SMS(Short Messaging Service，ショートメッセージサービス)等を含むが、
これらに限らない。
【００７９】
メモリ120がソフトウェアプログラム及びモジュールを記憶するためのものであり、プロ
セッサー180がメモリ120に記憶されているソフトウェアプログラム及びモジュールを実行
することにより、各種の機能応用及びデータ処理を実行する。メモリ120は主にオペレー
ティングシステムと少なくとも1つの機能に必要なアプリケーションプログラム（例えば
、音声プレイ機能、画像プレイ機能等）を記憶可能なプログラム記憶エリアと、端末機器
600の使用によって作成したデータ（例えば、オーディオデータ、テレフォンブック等）
等を記憶可能なデータ記憶エリアとを含む。また、メモリ120が高速ランダムアクセスメ
モリを含むことができるが、不揮発性メモリ、例えば、少なくとも1つの磁気ディスクメ
モリデバイス、フラッシュデバイス、或いは他の不揮発性固体メモリデバイスを含むこと
もできる。相応的に、メモリ120が、プロセッサー180及び入力ユニット130のメモリ120に
対するアクセスを提供するためのメモリコントローラーを含むこともできる。
【００８０】
入力ユニット130が、入力された数字又は文字情報の受け取り、及びユーザーの設置及び
機能制御に関するキーボード、マウス、ジョイスティック、光学又はトラックボール信号
の入力を発生することに用いられるものである。例えば、入力ユニット130がタッチセン
シティブ表面131及び他の入力機器132を含む。タッチセンシティブ表面131は、タッチス
クリーン又はタッチコントロールボードとも称され、その上又は付近のユーザーのタッチ
操作（例えば、ユーザーが指、タッチペン等のいずれか適切な物体又は付属品を使用して
タッチセンシティブ表面131の上で、又はタッチセンシティブ表面131の付近で行う操作）
を受取って、且つ予め設定されたプログラムに基づいて対応する接続装置を駆動する。タ
ッチセンシティブ表面131がタッチ検出装置とタッチコントローラーとの二つの部分を含
むことが好ましい。そのうち、タッチ検出装置がユーザーのタッチ位置を検出して、且つ
タッチ操作による信号を検出して、信号をタッチコントローラーに伝送する。タッチコン
トローラーがタッチ検出装置からタッチ情報を受信して、それをタッチ座標に変換してか
ら、プロセッサー180に送信するようにして、且つ、プロセッサー180からの指令を受けて
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実行することもできる。また、抵抗式、コンデンサー式、赤外線及び表面弾性波等の複数
の類型を採用してタッチセンシティブ表面131を実現できる。タッチセンシティブ表面131
以外に、入力ユニット130が他の入力機器132を含むこともできる。例えば，他の入力機器
132が物理的なキーボード、機能キー（例えば、音量制御ボタン、スイッチボタン等）、
トラックボール、マウス、ジョイスティック等のうちの1種又は多種を含むことができる
が、これらに限らない。
【００８１】
表示ユニット140がユーザーによって入力される情報或いはユーザーに提供する情報、及
び端末機器600の各種のグラフィカルユーザインタフェースを表示可能であり、これらの
グラフィカルユーザインタフェースがグラフィック、テキスト、アイコン、映像又はこれ
らの何れかの組合せにより構成されることができる。表示ユニット140が表示パネル141を
含むことが可能であり、LCD(Liquid Crystal Display，液晶ディスプレイ)、OLED(Organi
c Light-Emitting Diode,有機発光ダイオード)等の形式を採用して表示パネル141を配置
することが好ましい。さらに、タッチセンシティブ表面131が表示パネル141を覆うことが
可能であり、タッチセンシティブ表面131がその上又は付近のタッチ操作を検出した後、
タッチイベントの類型を確定するようにプロセッサー180に伝送し、その後、プロセッサ
ー180がタッチイベントの類型によって表示パネル141において対応する視覚的な出力を提
供する。図6において、タッチセンシティブ表面131と表示パネル141とが二つの独立する
部品として入力及び出力機能を実現するが、一部の実施例において、タッチセンシティブ
表面131と表示パネル141とを合成して入力及び出力機能を実現することも可能である。
【００８２】
端末機器600が少なくとも1種のセンサー150、例えば、光センサー、運動センサー及び其
他センサーを含むことができる。例えば、光センサーが環境光センサー及び近接センサー
を含むことができ、そのうち、環境光センサーは、環境の光の明暗によって表示パネル14
1の輝度を調節できるが、近接センサーは、端末機器600が耳の近傍に移動した時に、表示
パネル141及び/或いはバックライトを消灯する。運動センサーの1種としては、重力加速
度センサーは、各方向（一般的には3軸である。）における加速度の大きさを検出し、静
止の時に重力の大きさ及び方向を検出できるもので、携帯電話の姿態を識別するための応
用（例えば、画面の縦横の切り替え、関連のゲーム、磁力計の姿態の修正）、振動の識別
に関する機能（例えば、歩数計、パーカッション）等に用いらえることができる。端末機
器600に配置可能なジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサー等の他
のセンサーについて、ここで、説明は省略する。
【００８３】
オーディオ回路160、スピーカー161、マイク162により、ユーザーと端末機器600との間の
オーディオインターフェースが形成された。オーディオ回路160が、受信されたオーディ
オデータを変換した後の電気信号をスピーカー161に伝送して、スピーカー161で音声信号
に変換して出力する。一方、マイク162が、受取った音声信号を電気信号に変換して、オ
ーディオ回路160で受信した後、オーディオデータに変換して、オーディオデータをプロ
セッサー180に出力して処理した後、更に処理するようにRF回路110を介して、例えば、他
の端末機器に伝送し、或いはオーディオデータをメモリ120に出力する。オーディオ回路1
60が、周辺機器であるイヤホンと端末機器600との通信ができるようにイヤホン挿入孔を
含んでもよい。
【００８４】
WiFiが近距離無線伝送技術に属し、端末機器600のWiFiモジュール170によってユーザーが
電子メールの送受信、ウェブページの読みこみ、ストリーミングメディアのアクセス等を
することができるだけではなく、ユーザーが無線のブロードバンドネットワークアクセス
もできる。図6においてWiFiモジュール170が示されたが、それが端末機器600の必要な構
成ではなく、必要に応じて発明の本質を変えない範囲内において省略されても良いと理解
すべきである。
【００８５】



(30) JP 2015-534693 A 2015.12.3

プロセッサー180は端末機器600の制御センターであり、各種のインターフェース及び回路
を利用して携帯電話の各部分と接続し、メモリ120に記憶されているソフトウェアプログ
ラム及び/或いはモジュールを実行したり、メモリ120に記憶されているデータを調達して
使用して、端末機器600の各種の機能及び処理データを実行することにより、携帯電話の
全体をコントロールする。プロセッサー180が1個又は複数個の処理コアを含むことができ
、例えば、プロセッサー180が応用プロセッサーとモデムプロセッサーとを合成すること
ができる。そのうち、応用プロセッサーが主にオペレーティングシステム、ユーザーイン
ターフェース及びアプリケーションプログラム等を扱うものであり、モデムプロセッサー
が主に無線通信を扱うものである。なお、上記モデムプロセッサーはプロセッサー180に
合成しなくてもよい。
【００８６】
端末機器600が各部品に電力供給するための電源190（例えば、バッテリー）を更に含む。
好ましいのは、電源が電源管理システムを介してプロセッサー180と論理的に接続するこ
とにより、電源管理システムで充電、放電、及びパワー損失等を管理する機能を実現する
。電源190が一つまたは1つ以上の直流又は交流電源、再充電システム、電源故障検出回路
、電源コンバーター或いはインバーター、電源状態インジケータ等の何れかの組立品を更
に含むことができる。
【００８７】
図面に示されていないが、端末機器600がカメラ、ブルートゥースモジュール等を更に含
むこともできるが、ここで、説明は省略する。具体的には、本実施例において、端末機器
の表示ユニットがタッチスクリーン表示器であり、端末機器がメモリ、及び一つまたは1
つ以上のプログラムを更に含み、その一つまたは1つ以上のプログラムがメモリに記憶さ
れて、且つ、一つまたは1つ以上のプロセッサーで実行するように配置され、前記一つま
たは1つ以上のプログラムは、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから該現在の
天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを含
むテーマファイルを取得し、
該デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングする
、との操作を行うための指令を含む。
【００８８】
１つの実施例において、
端末の予め設定された地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取得し、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、該地理位置に対応する天気情報を取
得する、との操作を行うための指令を更に含む。
【００８９】
１つの実施例において、該各リソースが該デスクトップにおいて該表示効果を呈するとと
もに該移動軌跡に沿って移動するように、該複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表
示効果に従って該端末のデスクトップにレンダリングする、との操作を行うための指令を
更に含む。
【００９０】
１つの実施例において、
該アイコンが非活性化状態にある時に、該非活性化状態のアイコンファイルをデスクトッ
プにレンダリングし、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、該非活性化状態のアイ
コンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、該活性化状態のアイコンファイル
をデスクトップにレンダリングするとともに、該アイコンに対応するアプリケーションプ
ログラムを起動させる、との操作を行うための指令を更に含む。
【００９１】
１つの実施例において、
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プリセットの操作を検出した時に、該非活性化状態のアイコンファイルに対するレンダリ
ング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレンダ
リングする、との操作を行うための指令を更に含む。
【００９２】
１つの実施例において、
該プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは息の
吹きかけの操作である。
【００９３】
本発明の実施例によると、現在の天気情報に対応するテーマファイルを取得することによ
り、デスクトップの背景及びデスクトップにおけるアイコンの表示効果を現在の天気情報
に対応させるように、取得されたテーマファイルをデスクトップにレンダリングする。こ
のことで、ユーザーが具体的な文字情報を見なくても、現在の天気情報を直感的且つ迅速
に把握できる目的を達成できる。
【００９４】
上記で本発明の好ましい実施例だけを示したが、本発明を制限するものではない。本発明
の主旨及び原則内において行われた何れかの修正、同等的な入れ替え、改善等はすべて、
本発明の保護範囲内に含まれるべきである。   
【００９５】
本願は、出願番号が201310419166.2であり、出願日が2013年9月13日である中国特許出願
に基づいて提出されたものであり、且つ該中国特許出願による優先権を主張し、該中国特
許出願の内容を本願に援用する。
【手続補正２】
【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】
【請求項１】
現在の天気情報を取得することと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得することと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることと、を含むことを特徴とするデスクトップ表示方法。
【請求項２】
現在の天気情報を取得することは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するこ
とを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得することを含むことを特徴とする請求項1に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項３】
前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示
効果を含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効果を呈するとともに前記移動軌跡
に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示効果に従っ
て前記端末のデスクトップにレンダリングすることを含むことを特徴とする請求項1に記
載のデスクトップ表示方法。
【請求項４】



(32) JP 2015-534693 A 2015.12.3

前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態のアイコンフ
ァイルを含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングすることを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させることを含むことを特徴とする請求項3に記載のデスクトップ
表示方法。
【請求項５】
前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイルを更に含み、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
ることは、
プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態のアイコンファイルに対するレン
ダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイコンファイルをデスクトップにレ
ンダリングすることを含むことを特徴とする請求項4に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項６】
前記プリセットの操作がシェイク、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは息
の吹きかけの操作であることを特徴とする請求項5に記載のデスクトップ表示方法。
【請求項７】
現在の天気情報を取得するための天気情報取得モジュールと、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得するためのテーマファイル取得モジュールと、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
るためのレンダリングモジュールと、を含むことを特徴とするデスクトップ表示装置。
【請求項８】
前記天気情報取得モジュールは、
端末の予め設定された地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を取得するた
めの第1の天気情報取得ユニットを含み、
或いは、端末の現在位置している地理位置によって、前記地理位置に対応する天気情報を
取得するための第2の天気情報取得ユニットを含むことを特徴とする請求項7に記載のデス
クトップ表示装置。
【請求項９】
前記デスクトップの背景ファイルは、前記複数のリソース及びリソースの移動軌跡と表示
効果を含み、
前記レンダリングモジュールは、前記各リソースが前記デスクトップにおいて前記表示効
果を呈するとともに前記移動軌跡に沿って移動するように、前記複数のリソース及びリソ
ースの移動軌跡と表示効果に従って前記端末のデスクトップにレンダリングすることを特
徴とする請求項7に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１０】
前記アイコンファイルは、非活性化状態のアイコンファイル及び活性化状態のアイコンフ
ァイルを含み、
前記レンダリングモジュールは、
前記アイコンが非活性化状態にある時に、前記非活性化状態のアイコンファイルをデスク
トップにレンダリングするための非活性化状態レンダリングユニットを含み、
或いは、非活性化のアイコンに対する活性化指令を検出した時に、前記非活性化状態のア
イコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、前記活性化状態のアイコンファ
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イルをデスクトップにレンダリングするとともに、前記アイコンに対応するアプリケーシ
ョンプログラムを起動させるための活性化状態レンダリングユニットを含むことを特徴と
する請求項9に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１１】
前記アイコンファイルは、プリセットの操作時のアイコンファイルを更に含み、
前記レンダリングモジュールは、プリセットの操作が検出された時に、前記非活性化状態
のアイコンファイルに対するレンダリング効果を取り消して、プリセットの操作時のアイ
コンファイルをデスクトップにレンダリングすることを特徴とする請求項10に記載のデス
クトップ表示装置。
【請求項１２】
前記プリセットの操作は、シェイク、スクリーンの空白場所へのダブルクリック、或いは
息の吹きかけの操作であることを特徴とする請求項11に記載のデスクトップ表示装置。
【請求項１３】
メモリ、プロセッサー、ディスプレイ、及び一つまたは1つ以上のプログラムを含む端末
であって、
その一つまたは1つ以上のプログラムがメモリに記憶されており、且つ、一つまたは1つ以
上のプロセッサーで前記一つまたは1つ以上のプログラムを実行するように配置され、
該プログラムは、
現在の天気情報を取得し、
取得された現在の天気情報によって、予めダウンロードされたテーマパックから前記現在
の天気情報に対応する、少なくともデスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルを
含むテーマファイルを取得し、
前記デスクトップの背景ファイル及びアイコンファイルをデスクトップにレンダリングす
る、という操作を行うための指令を含むことを特徴とする端末。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１乃至６のいずれかに記載のデスクトップ
表示方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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