
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　使用者が装置本体に接触せずに行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、
　この非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段
に記憶されている複数種類の画像データのうち 前記特定の命令内容とは異なる種類の画
像データを選択的に 表示する第１の表示 手段と、
　この第１の表示 手段により前記特定の命令の内容とは異なる種類の画像データを表
示した回数を記憶する命令繰返し回数記憶手段と、
　この命令繰返し回数記憶手段に記憶された特定命令の繰返し回数が所定の回数に達した
場合に 、前記非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際には前記画像デ
ータ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データのうち 前記特定の命令の内容と一
致する種類の画像データを選択的に 表示する第２の表示 手段と、
を具備したことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　
　複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　使用者が装置本体に接触せずに行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、
　この非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段
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に記憶されている複数種類の画像データをランダムに選択して 表示する第１
の表示 手段と、
　この第１の表示 手段により前記特定の命令の内容に対応した種類の画像データを表
示した回数を記憶する命令繰返し回数記憶手段と、
　この命令繰返し回数記憶手段に記憶された特定命令の繰返し回数が所定の回数に達した
場合に 、前記非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際には前記画像デ
ータ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データのうち 前記特定の命令の内容と一
致する種類の画像データを選択的に 表示する第２の表示 手段と、
を具備したことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　
　複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　使用者が装置本体に接触せずに行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、
　この非接触命令検出手段により使用者による何等かの非接触命令が検出された際に、前
記画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データをランダムに選択して

表示する第１の表示 手段と、
　この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示された際に、当
該表示された画像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出された命令の内容と
を対応付けて記憶する命令内容記憶手段と、
　前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致す
る非接触命令が検出され、且つこの非接触命令に対応して前記第１の表示 手段により
前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが選択
表示された際に、その回数を記憶する命令／画像一致回数記憶手段と、
　この命令／画像一致回数記憶手段に記憶された一致回数が所定の回数に達した場合に

、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一
致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記命令内容記憶手段
に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データを前記画像データ記憶手段に
記憶された複数種類の画像データの中から選択して 表示する第２の表示
手段と、
を具備したことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　
　複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　使用者が装置本体に接触せずに行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、
　この非接触命令検出手段により使用者による何等かの非接触命令が検出された際に、前
記画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データをランダムに選択して

表示する第１の表示 手段と、
　この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示された際に、使
用者によって操作される操作手段と、
　この操作手段が操作された際に、当該表示された画像データの種類と前記非接触命令検
出手段により検出された命令の内容とを対応付けて記憶する命令内容記憶手段と、
　前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致す
る非接触命令が検出され、且つこの非接触命令に対応して前記第１の表示 手段により
前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが選択
表示され 使用者によって前記操作手段が操作された際に、その回数を記憶する命
令／画像一致回数記憶手段と、
　この命令／画像一致回数記憶手段に記憶された一致回数が所定の回数に達した場合に

、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一
致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記命令内容記憶手段
に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データを前記画像データ記憶手段に
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記憶された複数種類の画像データの中から選択して 表示する第２の表示
手段と、
を具備したことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　前記非接触命令検出手段により検出される使用者の非接触命令は、音声命令であること
を特徴とする請求項１乃至請求項 何れか１項記載の表示装置。
【請求項６】
　前記非接触命令検出手段により検出される使用者の非接触命令は、使用者の体の動きに
より表現される命令であることを特徴とする請求項１乃至請求項 何れか１項記載の表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、画像データを選択的に表示する表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電子機器において、例えば動物等のキャラクタを表示する画像表示装置にあっては
、その表示するキャラクタ画像を動かしたり変化させたりするのは、通常、キー入力部か
らの複数のキー入力操作に応じて行なわれる。
【０００３】
すなわち、前記キャラクタ画像として例えば犬を表示する場合に、上下左右を示すカーソ
ルキーを選択的に操作することにより、それぞれの方向に犬の移動表示等が行なえる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の画像表示装置では、表示するキャラクタ画像を変化させたり動
かしたりするには、キー入力という機械的操作により命令が成されることになる。
【０００５】
したがって、動物等の被表示キャラクタ画像を、ユーザによる現実的な感覚の命令により
動かしたり変化させたりして表示することができず、面白みに欠けるという問題がある。
【０００６】
本発明は前記課題に鑑みなされたもので、機械的なキー入力操作を行なうことなく、現実
的な感覚の命令により意思を伝達させて動物等の被表示画像データを動かしあるいは変化
させて表示することが可能になる表示装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　 係わる表示装置は、 。
【０００８】
　 、本発明の請求項 に係わる表示装置は、

複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、使用者が装置本体に接触せ
ずに行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、この非接触命令検出手段によ
り特定の命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画
像データのうち 前記特定の命令内容とは異なる種類の画像データを選択的に

表示する第１の表示 手段と、この第１の表示 手段により前記特定の命令の内容
とは異なる種類の画像データを表示した回数を記憶する命令繰返し回数記憶手段と、この
命令繰返し回数記憶手段に記憶された特定命令の繰返し回数が所定の回数に達した場合に

、前記非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際には前記画像データ記
憶手段に記憶されている複数種類の画像データのうち 前記特定の命令の内容と一致する
種類の画像データを選択的に 表示する第２の表示 手段とを具備したこと
を特徴とする。
【０００９】
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　また、本発明の請求項 に係わる表示装置は、
複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、使用者が装置本体に接触せずに
行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、この非接触命令検出手段により特
定の命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像デ
ータをランダムに選択して 表示する第１の表示 手段と、この第１の表示

手段により前記特定の命令の内容に対応した種類の画像データを表示した回数を記憶
する命令繰返し回数記憶手段と、この命令繰返し回数記憶手段に記憶された特定命令の繰
返し回数が所定の回数に達した場合に 、前記非接触命令検出手段により特定の命令
が検出された際には前記画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データのう
ち 前記特定の命令の内容と一致する種類の画像データを選択的に 表示する
第２の表示 手段とを具備したことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置は、
複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、使用者が装置本体に接触せずに
行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、この非接触命令検出手段により使
用者による何等かの非接触命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段に記憶されて
いる複数種類の画像データをランダムに選択して 表示する第１の表示 手
段と、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示された際に
、当該表示された画像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出された命令の内
容とを対応付けて記憶する命令内容記憶手段と、前記非接触命令検出手段により前記命令
内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出され、且つこの非接触
命令に対応して前記第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段に記憶された画像デ
ータの種類と一致する種類の画像データが選択表示された際に、その回数を記憶する命令
／画像一致回数記憶手段と、この命令／画像一致回数記憶手段に記憶された一致回数が所
定の回数に達した場合に 、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に
記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応
して前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データを
前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像データの中から選択して

表示する第２の表示 手段とを具備したことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置は、
複数種類の画像データを記憶する画像データ記憶手段と、使用者が装置本体に接触せずに
行なった命令の内容を検出する非接触命令検出手段と、この非接触命令検出手段により使
用者による何等かの非接触命令が検出された際に、前記画像データ記憶手段に記憶されて
いる複数種類の画像データをランダムに選択して 表示する第１の表示 手
段と、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示された際に
、使用者によって操作される操作手段と、この操作手段が操作された際に、当該表示され
た画像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出された命令の内容とを対応付け
て記憶する命令内容記憶手段と、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に
記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出され、且つこの非接触命令に対応して
前記第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一
致する種類の画像データが選択表示され 使用者によって前記操作手段が操作され
た際に、その回数を記憶する命令／画像一致回数記憶手段と、この命令／画像一致回数記
憶手段に記憶された一致回数が所定の回数に達した場合に 、前記非接触命令検出手
段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出され
た際には、この非接触命令に対応して前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種
類と一致する種類の画像データを前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像デ
ータの中から選択して 表示する第２の表示 手段とを具備したことを特徴
とする。
【００１２】
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【作用】
　
【００１３】
　 記請求項 に係わる表示装置では、非接触命令検出手段により使用者が装置本体に接
触せずに行なった特定の命令内容が検出された際には、画像データ記憶手段に記憶されて
いる複数種類の画像データのうち、前記特定の命令内容とは異なる種類の画像データが第
１の表示 手段により選択的に表示されると共に、この第１の表示 手段により前記
特定の命令の内容とは異なる種類の画像データを表示した回数が命令繰返し回数記憶手段
により記憶され、この記憶された特定命令の繰返し回数が所定の回数に達した場合に、前
記非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際には、画像データ記憶手段に記憶
されている複数種類の画像データのうち 前記特定の命令の内容と一致する種類の画像デ
ータが第２の表示 手段により選択的に表示される 例えば前記非接触命令
の内容を犬に対する“おすわり”とすれば、この“おすわり”との命令に対して“おすわ
り”する犬の画像データが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以降、当該
“おすわり”との命令により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表示される
ことになる。
【００１４】
　また、前記請求項 に係わる表示装置では、非接触命令検出手段により使用者が装置本
体に接触せずに行なった特定の命令内容が検出された際には、画像データ記憶手段に記憶
されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選択されて表示
されると共に、この第１の表示 手段により前記特定の命令に対応した種類の画像デー
タを表示した回数が命令繰返し回数記憶手段により記憶され、この記憶された特定命令の
繰返し回数が所定の回数に達した場合に、前記非接触命令検出手段により特定の命令が検
出された際には、画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データのうち 前
記特定の命令の内容と一致する種類の画像データが第２の表示 手段により選択的に表
示される 例えば前記非接触命令の内容を犬に対する“おすわり”とすれば、
この“おすわり”との命令に対して“おすわり”する犬の画像データが表示された回数が
所定の回数に達することで、それ以降、当該“おすわり”との命令により調教された“お
すわり”をする犬の画像データが表示されることになる。
【００１５】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置では、非接触命令検出手段により使用者が装
置本体に接触せずに行なった何等かの非接触命令が検出された際には、画像データ記憶手
段に記憶されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選択さ
れて表示され、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示さ
れた際には、当該表示された画像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出され
た命令の内容とが対応付けられて命令内容記憶手段に記憶され、前記非接触命令検出手段
により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出され、
且つこの非接触命令に対応して前記第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段に記
憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが選択表示された際にはその回数
が命令／画像一致回数記憶手段に記憶され、この記憶された一致回数が所定の回数に達し
た状態で、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容
と一致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記命令内容記憶
手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが、前記第２の表示
手段により前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像データの中から選択され
て表示される 前記非接触命令の内容を犬に対する“おすわり”を意味
した使用者の手振り命令とすれば、この“手振り命令”に対して“おすわり”する犬の画
像データが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以降、前記同様の“手振り
命令”により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表示されることになる。
【００１６】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置では、非接触命令検出手段により使用者が装
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この発明によれば、次のような作用を果たすことになる。
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置本体に接触せずに行なった何等かの非接触命令が検出された際には、画像データ記憶手
段に記憶されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選択さ
れて表示され、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表示さ
れた際には、使用者によって操作される操作手段の操作に応じて、前記表示された画像デ
ータの種類と前記非接触命令検出手段により検出された命令の内容とが対応付けられて命
令内容記憶手段に記憶され、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶
された命令の内容と一致する非接触命令が検出され、且つこの非接触命令に対応して前記
第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致す
る種類の画像データが選択表示され、使用者によって前記操作手段が操作された際には、
その回数が命令／画像一致回数記憶手段に記憶され、この記憶された一致回数が所定の回
数に達した状態で、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命
令の内容と一致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記命令
内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが、前記第２の
表示 手段により前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像データの中から
選択されて表示される 例えば前記非接触命令の内容を犬に対する“おすわり
”を意味した使用者の手振り命令とすれば、この“手振り命令”に対して“おすわり”す
る犬の画像データが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以降、前記同様の
“手振り命令”により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表示されることに
なる。
【００１７】
【実施例】
以下図面により本発明の実施例について説明する。
図１は本発明の第１実施例に係わる表示装置を搭載した電子手帳の電子回路の構成を示す
ブロック図である。
【００１８】
この電子手帳は、ＣＰＵ（中央処理装置）１１を備えている。
前記ＣＰＵ１１は、キー入力部１２からのキー操作信号に応じて起動されるＲＯＭ１３に
予め記憶されたシステムプログラムに従って回路各部の動作制御を司るもので、このＣＰ
Ｕ１１には、キー入力部１２，ＲＯＭ１３の他、音声受信回路１４，乱数発生回路１５、
及びＲＡＭ１６が接続される。
【００１９】
また、前記ＣＰＵ１１には、表示駆動回路１７を介して液晶表示部１８が接続される。
前記キー入力部１２には、手帳データとして登録させる「名前」や「電話番号」を入力す
るための文字キー及びテンキーが設けられると共に、手帳モードとペットモードとを切換
える際に操作される「モード」キー、前記文字キー及びテンキーの操作に応じて入力され
た手帳データをＲＡＭ１６に登録させる際に操作される「書込み」キー、ＲＡＭ１６に登
録された手帳データを検索表示する際に操作される「検索」キー等が設けられる。
【００２０】
前記ＲＯＭ１３には、ＣＰＵ１１を制御動作させるためのシステムプログラムの他、複数
種類の被表示画像データが予め記憶される。
前記ＲＯＭ１３に記憶される被表示画像データとしては、例えば犬のキャラクタデータが
、“ふせ”“ねころがり”“おて”“おすわり”等、９種類のアクションのキャラクタデ
ータとしてビットマップデータで記憶される。
【００２１】
前記音声受信回路１４は、例えばマイクを備え、ユーザにより発声される音声を受信する
もので、この音声受信回路１４により受信された音声信号は、前記ＣＰＵ１１に供給され
て音声認識される。
【００２２】
前記乱数発生回路１５は、例えば“１”から“９”までの数値データをランダムに発生す
るもので、その数値発生範囲、つまり、“１”～“９”の全部の範囲で発生させるか、あ
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るいは“１”～“２”や“１”～“５”等の一部の範囲で発生させるかは、ＣＰＵ１１か
らの指令に応じて設定される。
【００２３】
図２は前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のＲＡＭ１６に備えられるレジスタ
の構成を示す図である。
前記ＲＡＭ１６には、液晶表示部１８に表示させるべき被表示データがイメージデータと
して書込まれる表示レジスタ１６ａ、前記乱数発生回路１５により発生された数値データ
が書込まれる乱数レジスタ１６ｂ、前記ＲＯＭ１３に記憶されている犬のキャラクタデー
タの９種類のアクション名と対応する調教レベルが記憶されるアクションレベルレジスタ
１６ｃや、手帳モードにおいて入力される「名前」及び「電話番号」等の手帳データが登
録される手帳データレジスタ等が備えられる。
【００２４】
前記液晶表示部１８には、手帳モードでは、文字キー及びテンキーの操作に応じて入力さ
れた手帳データか、「検索」キーの操作に応じてＲＡＭ１６の手帳データレジスタから検
索された手帳データの何れかが表示される。
【００２５】
また、ペットモードでは、前記ＲＡＭ１６内の乱数レジスタ１６ｂに書込まれた乱数値及
びアクションレベルレジスタ１６ｃに書込まれた命令対応アクションの調教レベルに応じ
て、前記ＲＯＭ１３に記憶されている少なくとも１つの犬キャラクタデータが選択的に読
出されて表示される。
【００２６】
次に、前記構成による第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳の動作について説明する
。
図３は前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理を示すフローチ
ャートである。
【００２７】
キー入力部１２における「モード」キーの操作によりペットモードが設定された状態で、
ユーザのペットに対する“おすわり”“おて”等の音声命令が音声受信回路１４に受信さ
れると、その音声受信信号はＣＰＵ１１に供給されて音声認識される（ステップＳ１）。
【００２８】
そして、前記ＣＰＵ１１にて音声認識された音声命令が、例えば“おすわり”である場合
には、おすわり表示処理が起動される（ステップＳ２→ＳＡ）。また、“おて”である場
合には、おて表示処理が起動される（ステップＳ２→ＳＢ）。
【００２９】
図４は前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理に伴なうおすわ
り表示処理を示すフローチャートである。
図５は前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のおすわり表示処理に伴なう犬キャ
ラクタデータの表示状態を示す図である。
【００３０】
ユーザからの“おすわり”という音声命令に従っておすわり表示処理が起動されると、ま
ず、ＲＡＭ１６内のアクションレベルレジスタ１６ｃの命令アクション「おすわり」に対
応してセットされている調教レベルのレベル値が判断されると（ステップＡ１）。
【００３１】
ここで、「おすわり」に対応する調教レベル“０”と判断されると、乱数発生回路１５に
より“１”～“９”の範囲での乱数が発生されて乱数レジスタ１６ｂに書込まれ、その乱
数値が“１”か否か判断される（ステップＡ１→Ａ２ａ→Ａ３）。
【００３２】
ここで、前記乱数レジスタ１６ｂに書込まれた乱数値は“２”～“９”の範囲に属し、“
１”ではないと判断されると、何等の処理も実行されずペットモード処理の初期状態に戻
る（ステップＡ３→ＥＮＤ）。
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【００３３】
そして、繰返しユーザによる音声命令“おすわり”が受信認識されて、前記おすわり表示
処理が起動され、アクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応する調教
レベルが以前として“０”であると判断されることで（ステップＡ１→Ａ２ａ）、“１”
～“９”の範囲で発生された乱数値が“１”であると判断されると、図５（Ａ）に示すよ
うに、前記「おすわり」に対応する調教レベルが“０”であるとの判断に従って、ＲＯＭ
１３に予め記憶されている９種類のアクションの犬キャラクタデータの中から、“ふせ”
のアクションの犬キャラクタデータが読出され、ＲＡＭ１６内の表示レジスタ１６ａに書
込まれると共に、表示駆動回路１７を介して液晶表示部１８に表示される（ステップＡ３
→Ａ４→Ａ５ａ）。
【００３４】
すると、前記アクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応する調教レベ
ルが（＋１）されて“１”にセットされる（ステップＡ６）。
続いて、繰返しユーザによる音声命令“おすわり”が受信認識されて、前記おすわり表示
処理が起動され、アクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応する調教
レベルが“１”であると判断されることで（ステップＡ１→Ａ２ｂ）、“１”～“８”の
範囲で発生された乱数値が“１”であると判断されると、前記「おすわり」に対応する調
教レベルが“１”であるとの判断に従って、ＲＯＭ１３に予め記憶されている９種類のア
クションの犬キャラクタデータの中から、“ねころがり”のアクションの犬キャラクタデ
ータが読出され、ＲＡＭ１６内の表示レジスタ１６ａに書込まれると共に、表示駆動回路
１７を介して液晶表示部１８に表示される（ステップＡ３→Ａ４→Ａ５ｂ）。
【００３５】
すると、前記アクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応する調教レベ
ルが（＋１）されて“２”にセットされる（ステップＡ６）。
この後、ユーザによる同一の音声命令「おすわり」が繰返されることで、該「おすわり」
に対応する調教レベルが“２”→“３”→“４”と増加していくと、これに伴ない乱数値
の発生範囲も“１～７”→“１～６”→“１～５”と順次狭くなり、乱数“１”が得られ
易くなるもので、前記「おすわり」に対応する調教レベルが“７”に増加した状態で、ユ
ーザによる音声命令「おすわり」が受信認識されることで、「おすわり」に対応する調教
レベル“７”と判断されると、乱数発生回路１５により“１”～“２”の範囲での乱数が
発生されて乱数レジスタ１６ｂに書込まれ、その乱数値が“１”か否か判断される（ステ
ップＡ１→Ａ２ｉ→Ａ３）。
【００３６】
そして、発生された乱数値が“１”であると判断されると、図５（Ｂ）に示すように、前
記「おすわり」に対応する調教レベルが“７”であるとの判断に従って、ＲＯＭ１３に予
め記憶されている９種類のアクションの犬キャラクタデータの中から、“おて”のアクシ
ョンの犬キャラクタデータが読出され、ＲＡＭ１６内の表示レジスタ１６ａに書込まれる
と共に、表示駆動回路１７を介して液晶表示部１８に表示される（ステップＡ３→Ａ４→
Ａ５ｉ）。
【００３７】
すると、前記アクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応する調教レベ
ルが（＋１）されて“８”にセットされる（ステップＡ６）。
こうして、ＲＡＭ１６内のアクションレベルレジスタ１６ｃにおける「おすわり」に対応
する調教レベルが“８”にセットされると、音声命令「おすわり」が“おすわり”のアク
ションの犬キャラクタデータを表示するための命令として確定されるもので、この状態で
、再びユーザによる音声命令“おすわり”が受信認識されることで、図５（Ｃ）に示すよ
うに、該「おすわり」に対応する調教レベルが“８”であると判断されると、ＲＯＭ１３
に予め記憶されている９種類のアクションの犬キャラクタデータの中から、“おすわり”
のアクションの犬キャラクタデータが読出され、ＲＡＭ１６内の表示レジスタ１６ａに書
込まれると共に、表示駆動回路１７を介して液晶表示部１８に表示される（ステップＡ１
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→Ａ７）。
【００３８】
これにより、ＲＯＭ１３に記憶されている犬キャラクタデータは、ユーザの音声命令「お
すわり」に対して“おすわり”する犬キャラクタデータとして調教されたことになる。
【００３９】
一方、前記「おすわり」以外に、「おて」や「ふせ」等の音声命令を繰返し行なった場合
でも、前記おすわり表示処理（図４参照）と同様のおて表示処理やふせ表示処理が起動さ
れ、アクションレベルレジスタ１６ｃのそれぞれ対応するアクションの調教レベルが“８
”に達することで、「おて」との音声命令に対しては“おて”する犬キャラクタデータが
選択的に表示され、また、「ふせ」との音声命令に対しては“ふせ”する犬キャラクタデ
ータが選択的に表示され、それぞれ調教されたことになる。
【００４０】
したがって、前記構成の第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳によれば、ユーザによ
る「おすわり」「おて」等のアクション音声命令が音声受信回路１４に繰返し受信される
と、ＲＡＭ１６内のアクションレベルレジスタ１６ｃにおける対応アクションの調教レベ
ルの増加に応じて乱数発生範囲が“１～９”→…→“１～２”と狭くなるように設定され
た乱数発生回路１５により乱数値が発生されて乱数レジスタ１６ｂに書込まれ、この発生
乱数値が“１”である場合にのみ前記命令以外のアクションに対応する犬キャラクタデー
タがＲＯＭ１３から読出されて液晶表示部１８に表示されると共に、前記命令対応の調教
レベルが加算され、この調教レベルが“８”に達することで、対応する音声命令が確定さ
れてその命令に応じた犬キャラクタデータが選択表示されるので、従来の画像表示装置の
ように、キー入力という機械的操作により命令を行なう必要はなく、ユーザの音声による
実際に即した命令により、例えば前記“おすわり”する犬のキャラクタデータや“おて”
する犬のキャラクタデータ等を、調教する段階をも経て選択的に表示させることができ、
キャラクタ表示の面白みを大幅に向上させることができる。
【００４１】
なお、前記第１実施例では、ユーザの音声命令による非接触操作により犬キャラクタデー
タの調教表示を行なう構成としたが、次の第２実施例で説明するように、ユーザの手振り
命令による非接触操作により犬キャラクタデータの調教表示を行なう構成としてもよい。
【００４２】
図６は本発明の第２実施例に係わる表示装置を搭載した電子手帳の電子回路の構成を示す
ブロック図である。
この電子手帳は、ＣＰＵ（中央処理装置）２１を備えている。
【００４３】
前記ＣＰＵ２１は、キー入力部２２からのキー操作信号に応じて起動されるＲＯＭ２３に
予め記憶されたシステムプログラムに従って回路各部の動作制御を司るもので、このＣＰ
Ｕ２１には、キー入力部２２，ＲＯＭ２３の他、赤外線送信回路２４，赤外線受信回路２
５、及びＲＡＭ２６が接続される。
【００４４】
また、前記ＣＰＵ２１には、表示駆動回路２７を介して液晶表示部２８が接続される。
前記キー入力部２２には、手帳データとして登録させる「名前」や「電話番号」を入力す
るための文字キー及びテンキーが設けられると共に、手帳モードとペットモードとを切換
える際に操作される「モード」キー、前記文字キー及びテンキーの操作に応じて入力され
た手帳データをＲＡＭ２６に登録させる際に操作される「書込み」キー、ＲＡＭ２６に登
録された手帳データを検索表示する際に操作される「検索」キー等が設けられる。
【００４５】
また、前記キー入力部２２には、ペットモードにおいてユーザの手振り命令に応じて所望
のアクションの犬キャラクタデータが表示された際に操作される「エサ」キー２２ａが設
けられる。
【００４６】
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前記ＲＯＭ２３には、ＣＰＵ２１を制御動作させるためのシステムプログラムの他、複数
種類の被表示画像データが予め記憶される。
前記ＲＯＭ２３に記憶される被表示画像データとしては、例えば犬のキャラクタデータが
、“ふせ”“ねころがり”“おて”“おすわり”等の、複数種類のアクションのキャラク
タデータとしてビットマップデータで記憶される。
【００４７】
前記赤外線送信回路２４には、発光素子が備えられ、前記ペットモードにおいてＣＰＵ２
１から与えられる指令に応じて所定周波数の赤外光が発光出力される。
【００４８】
前記赤外線受信回路２５には、受光素子が備えられ、前記ペットモードにおいて外部から
の赤外光が該受光素子に受光され、その受光信号がＣＰＵ２１に供給される。
【００４９】
図７は前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のＲＡＭ２６に備えられるレジスタ
の構成を示す図である。
前記ＲＡＭ２６には、液晶表示部２８に表示させるべき被表示データがイメージデータと
して書込まれる表示レジスタ２６ａ、前記ＲＯＭ２３に記憶されている犬のキャラクタデ
ータの複数種類のアクション名と対応する受信命令（赤外線受信回路２５における一定時
間内の赤外光受光回数）が記憶されるアクション命令レジスタ２６ｂ、このアクション命
令レジスタ２６ｂの各アクション名に対応して該当アクションの犬キャラクタデータが表
示された際に操作される前記「エサ」キー２２ａの入力に伴ないカウントアップされる調
教レベルレジスタｎ、前記アクション命令レジスタ２６ｂの各アクション名に対応してそ
の調教レベルレジスタｎに調教レベル“１０”がセットされた際に受信命令が確定された
ことを示すフラグがセットされる命令確定フラグレジスタＦ、「名前」及び「電話番号」
等の手帳データが登録される手帳データレジスタ等が備えられる。
【００５０】
前記液晶表示部２８には、手帳モードでは、文字キー及びテンキーの操作に応じて入力さ
れた手帳データか、「検索」キーの操作に応じてＲＡＭ２６の手帳データレジスタから検
索された手帳データの何れかが表示される。
【００５１】
また、ペットモードでは、前記赤外線受信回路２５にて受信された一定時間内の赤外光受
光回数に相当する受信命令に応じて、前記ＲＯＭ１３に記憶されている少なくとも１つの
犬キャラクタデータが選択的に読出されて表示される。
【００５２】
次に、前記構成による第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳の動作について説明する
。
図８は前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理を示すフローチ
ャートである。
【００５３】
図９は前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理に伴なう犬キャ
ラクタデータの表示状態を示す図である。
キー入力部２２における「モード」キーの操作によりＣＰＵ２１がペットモードにセット
されると、赤外線送信回路２４から赤外光が発光送信される。
【００５４】
ここで、例えばユーザによる一定時間内に２回の手振り操作を、ＲＯＭ２３に記憶されて
いる犬キャラクタに対する“おすわり”の命令として調教する場合に、図９（Ａ）に示す
ように、ユーザの手を、赤外線送信回路２４及び赤外線受信回路２５の発光及び受光素子
の前方において非接触で２回移動通過させると、その通過操作の都度、送信回路２４から
発光出力されている赤外光が、ユーザの手に反射されて受信回路２５に受光され、２回の
受光信号がＣＰＵ２１に供給される（ステップＰ１→Ｐ２）。
【００５５】
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すると、前記受光回数に相当する受信命令“２”が、ＲＡＭ２６内の命令確定レジスタＦ
にフラグ“１”がセットされたアクション命令レジスタ２６ｂの確定された受信命令であ
るか否か判断される（ステップＰ３）。
【００５６】
この場合、ペットモード処理の動作初期は、前記アクション命令レジスタ２６ｂにアクシ
ョン命令は何も記憶されてなく、また、各対応する命令確定レジスタＦにも何等フラグセ
ットは成されていないので、前記ユーザの手振り命令“２”は確定されたものではないと
判断されると、さらに、該命令確定フラグ“１”がセットされていなくても何れかのアク
ションの非確定命令として既に一時記憶されたものか否か判断される（ステップＰ３→Ｐ
４）。
【００５７】
ここで、前記ユーザの手振り命令“２”は、アクション命令レジスタ２６ｂに何れかのア
クションの非確定命令として既に一時記憶されたものでもないと判断されると、ＲＯＭ２
３に記憶されている複数種類のアクションの犬キャラクタデータがランダムに選択されて
読出されると共に、ＲＡＭ２６内の表示レジスタ２６ａに書込まれ、表示駆動回路２７を
介して液晶表示部２８に表示される（ステップＰ４→Ｐ５）。
【００５８】
この犬キャラクタデータのランダム選択表示により、ユーザが手振り命令“２”として調
教したい“おすわり”の犬キャラクタデータが表示されず、例えば“おて”する犬キャラ
クタデータが表示されることで、一定時間内に何等の操作も行なわないと、再び、前記赤
外線送信回路２４及び赤外線受信回路２５における赤外光の発光受光待機状態に戻る（ス
テップＰ６→ＲＥＴＵＲＮ）。
【００５９】
そして、図９（Ｂ）に示すように、ユーザによる２回の手振り操作を繰返し行なうことで
、前記同様に赤外光の発光／受光処理が行なわれ、その手振り命令“２”が命令確定フラ
グＦにより確定された命令でも、非確定命令として一時記憶された命令でもないと判断さ
れると、再び、ＲＯＭ２３に記憶されている複数種類のアクションの犬キャラクタデータ
がランダムに選択されて読出されると共に、ＲＡＭ２６内の表示レジスタ２６ａに書込ま
れ、表示駆動回路２７を介して液晶表示部２８に表示される（ステップＰ１～Ｐ５）。
【００６０】
この犬キャラクタデータのランダム選択表示により、ユーザが手振り命令“２”として調
教したい“おすわり”の犬キャラクタデータが表示されることで、一定時間内に「エサ」
キー２２ａを操作すると、ＲＡＭ２６内のアクション命令レジスタ２６ｂにおける“おす
わり”の受信命令レジスタ２６ｂ 2 に対応させて受信命令“２”と記憶される（ステップ
Ｐ６→Ｐ７）。
【００６１】
さらに、前記ユーザによる２回の手振り操作を行なうことで、前記同様に赤外光の発光／
受光処理が行なわれ、その手振り命令“２”が命令確定フラグＦにより確定された命令で
はないと判断されるものの、非確定命令としてアクション命令レジスタ２６ｂにおける“
おすわり”の受信命令レジスタ２６ｂ 2 に一時記憶された命令であると判断されると、Ｒ
ＯＭ２３に記憶されている複数種類のアクションの犬キャラクタデータがランダムに選択
されて読出されると共に、ＲＡＭ２６内の表示レジスタ２６ａに書込まれ、表示駆動回路
２７を介して液晶表示部２８に表示される（ステップＰ１～Ｐ４→Ｐ８）。
【００６２】
この犬キャラクタデータのランダム選択表示により、ユーザが手振り命令“２”として調
教したい“おすわり”の犬キャラクタデータが表示されることで、一定時間内に「エサ」
キー２２ａを操作すると、前記アクション命令レジスタ２６ｂの“おすわり”の受信命令
レジスタ２６ｂ 2 におけるアクション名と受信命令との対応関係に基づいて、前記液晶表
示部２８に表示されている犬キャラクタデータのアクションが受信命令に対応した“おす
わり”のアクションであることが判断確認され、対応する調教レベルレジスタｎのレベル
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値が（＋１）加算されて“１”にセットされる（ステップＰ９→Ｐ１０→Ｐ１１）。
【００６３】
すると、前記加算された“おすわり”の受信命令レジスタ２６ｂ 2 に対応する調教レベル
レジスタｎのレベル値が“１０”に達したか否か、つまり、命令確定レベルに達したか否
か判断され、達しないと判断された場合には、再び、前記赤外線送信回路２４及び赤外線
受信回路２５における赤外光の発光受光待機状態に戻る（ステップＰ１２→ＲＥＴＵＲＮ
）。
【００６４】
この後、さらにユーザによる２回の手振り操作を繰返し行ない、調教したいアクションに
対応する“おすわり”の犬キャラクタデータが表示される度に、「エサ」キー２２ａを操
作すると、“おすわり”の受信命令レジスタ２６ｂ 2 に対応する調教レベルレジスタｎの
レベル値が繰返し加算され、その調教レベル値が“２”→“３”→“４”…と増加される
（ステップＰ１～Ｐ４→Ｐ８～Ｐ１２→ＲＥＴＵＲＮ）。
【００６５】
一方、図９（Ｃ）に示すように、前記ユーザによる２回の手振り操作を繰返し行なった際
に、犬キャラクタデータのランダム選択表示により、ユーザが調教したいアクションに対
応しない、例えば“ふせ”する犬キャラクタデータが表示された場合には、「エサ」キー
２２ａの操作がないことが判断されるので、そのまま前記赤外線送信回路２４及び赤外線
受信回路２５における赤外光の発光受光待機状態に戻る（ステップＰ１～Ｐ４→Ｐ８，Ｐ
９→ＲＥＴＵＲＮ）。
【００６６】
また、前記図９（Ｃ）で示したように、ユーザが調教したいアクションに対応しない、“
ふせ”する犬キャラクタデータが表示された際に、誤って「エサ」キー２２ａを操作した
場合には、前記アクション命令レジスタ２６ｂの“おすわり”の受信命令レジスタ２６ｂ
2 におけるアクション名と受信命令との対応関係に基づいて、前記液晶表示部２８に表示
されている犬キャラクタデータのアクションが受信命令に対応しない“ふせ”のアクショ
ンであると判断されるので、対応する調教レベルレジスタｎのレベル値加算処理は実行さ
れず、再び、前記赤外線送信回路２４及び赤外線受信回路２５における赤外光の発光受光
待機状態に戻る（ステップＰ１～Ｐ４→Ｐ８～Ｐ１０→ＲＥＴＵＲＮ）。
【００６７】
この後、さらにユーザによる２回の手振り操作を繰返し行ない、調教したいアクションに
対応する“おすわり”の犬キャラクタデータが表示される度に、「エサ」キー２２ａを操
作することで、図７に示すように、“おすわり”の受信命令レジスタ２６ｂ 2 に対応する
調教レベルレジスタｎのレベル値が繰返し加算され、その調教レベル値が命令確定レベル
“１０”に達したと判断されると、対応する命令確定フラグレジスタＦにフラグ“１”が
セットされ、ユーザの手振り操作に伴なう受信命令“２”が“おすわり”の命令として確
定される（ステップＰ１～Ｐ４→Ｐ８～Ｐ１３）。
【００６８】
これにより、ＲＯＭ２３に記憶されている犬キャラクタデータは、前記ユーザによる２回
の手振り操作命令に対して“おすわり”のアクションをする犬キャラクタデータとして調
教された状態となる。
【００６９】
すなわち、図９（Ｄ）に示すように、ユーザによる２回の手振り操作を行ない、赤外線送
信回路２４から送信された赤外光が一定時間内に２回反射されて赤外線受信回路２５に受
光されると、受信命令“２”が記憶されている受信命令レジスタ２６ｂ 2 に対応する命令
確定フラグＦに命令確定フラグ“１”がセットされていることで、該受信命令“２”は確
定命令であると判断されるので、ＲＯＭ２３に記憶されている複数種類の犬キャラクタデ
ータの中から前記確定命令“２”に対応して“おすわり”する犬キャラクタデータが選択
的に読出され、液晶表示部２８に表示される（ステップＰ１～Ｐ３→Ｐ１４）。
【００７０】
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したがって、前記構成の第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳によれば、ユーザの手
振り命令に伴なう赤外反射光が赤外線受信回路２５に受光されると、ＲＯＭ２３に予め記
憶されている複数種類の犬キャラクタデータがランダムに読出されて液晶表示部２８に表
示され、所望のアクションの犬キャラクタが表示された場合に、キー入力部２２の「エサ
」キー２２ａを操作すると、前記手振り命令に応じた赤外光の受光回数が前記所望アクシ
ョンの命令としてＲＡＭ２６内のアクション命令レジスタ２６ｂに記憶されると共に、対
応する調教レベルレジスタｎの調教レベルがカウントアップされ、前記同様の手振り命令
の繰返しによる所望アクションの犬キャラクタデータのランダム表示及び「エサ」キー２
２ａの繰返し操作により前記調教レベルｎが“１０”に達すると、命令確定レジスタＦに
フラグ“１”がセットされて前記の手振り命令が犬キャラクタデータに対するユーザ所望
のアクション命令として確定され、以降その命令に応じた犬キャラクタデータが選択表示
されるので、従来の画像表示装置のように、キー入力という機械的操作により命令を行な
う必要はなく、ユーザの手振りによる実際に即した命令により、例えば前記“おすわり”
する犬のキャラクタデータや“おて”する犬のキャラクタデータ等を、調教により覚え込
ませて選択的に表示させることができ、キャラクタ表示の面白みを大幅に向上させること
ができる。
【００７１】
なお、前記第２実施例では、装置本体から発光された赤外光の反射を利用してユーザの手
による非接触操作の有無を検出しているが、例えば外部光の手による遮断や装置本体から
発射された音波（例えば超音波）の手による反射、外部からの音波の手による遮断、ある
いはユーザの手に持った磁性体からの磁気の変化等を検出し、ユーザが装置本体に接触せ
ずにジェスチャー等で行なった手振り等による意思表示や命令に従って、本体側の表示部
に表示されている被表示画像を切換え表示する構成としてもよい。
【００７２】
また、前記各実施例では、音声命令や手振り命令等、非接触操作状態に応じて表示部に表
示されている被表示画像を切換え表示する構成としたが、画像表示のみに限らず、装置本
体にて機械的動作を切換える等、異なる制御処理を行なわせるものとしてもよい。
【００７３】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の に係わる表示装置によれば
ことになる。
【００７４】
　 発明の請求項 に係わる表示装置によれば、非接触命令検出手段により使用者が装置
本体に接触せずに行なった特定の命令内容が検出された際には、画像データ記憶手段に記
憶されている複数種類の画像データのうち、前記特定の命令内容とは異なる種類の画像デ
ータが第１の表示 手段により選択的に表示されると共に、この第１の表示 手段に
より前記特定の命令の内容とは異なる種類の画像データを表示した回数が命令繰返し回数
記憶手段により記憶され、この記憶された特定命令の繰返し回数が所定の回数に達した場
合に、前記非接触命令検出手段により特定の命令が検出された際には、画像データ記憶手
段に記憶されている複数種類の画像データのうち前記特定の命令の内容と一致する種類の
画像データ 第２の表示 手段により選択的に表示させることができる 例
えば前記非接触命令の内容を犬に対する“おすわり”とすれば、この“おすわり”との命
令に対して“おすわり”する犬の画像データが表示された回数が所定の回数に達すること
で、それ以降、当該“おすわり”との命令により調教された“おすわり”をする犬の画像
データが表示されるようになる。
【００７５】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置によれば、非接触命令検出手段により使用者
が装置本体に接触せずに行なった特定の命令内容が検出された際には、画像データ記憶手
段に記憶されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選択さ
れて表示されると共に、この第１の表示 手段により前記特定の命令に対応した種類の
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各請求項 、次のような効果を奏する

本 １

制御 制御

を 制御 。このため、

２

制御
制御



画像データを表示した回数が命令繰返し回数記憶手段により記憶され、この記憶された特
定命令の繰返し回数が所定の回数に達した場合に、前記非接触命令検出手段により特定の
命令が検出された際には、画像データ記憶手段に記憶されている複数種類の画像データの
うち、前記特定の命令の内容と一致する種類の画像データ 第２の表示 手段により選
択的に表示させることができる 例えば前記非接触命令の内容を犬に対する“
おすわり”とすれば、この“おすわり”との命令に対して“おすわり”する犬の画像デー
タが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以降、当該“おすわり”との命令
により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表示されるようになる。
【００７６】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置によれば、非接触命令検出手段により使用者
が装置本体に接触せずに行なった何等かの非接触命令が検出された際には、画像データ記
憶手段に記憶されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選
択されて表示され、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表
示された際には、当該表示された画像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出
された命令の内容とが対応付けられて命令内容記憶手段に記憶され、前記非接触命令検出
手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出さ
れ、且つこの非接触命令に対応して前記第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段
に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データが選択表示された際にはその
回数が命令／画像一致回数記憶手段に記憶され、この記憶された一致回数が所定の回数に
達した状態で、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶された命令の
内容と一致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記命令内容
記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データ 、前記第２の表示

手段により前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像データの中から選択
表示させることが 例えば前記非接触命令の内容を犬に対する“お

すわり”を意味した使用者の手振り命令とすれば、この“手振り命令”に対して“おすわ
り”する犬の画像データが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以降、前記
同様の“手振り命令”により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表示される
ようになる。
【００７７】
　また、本発明の請求項 に係わる表示装置によれば、非接触命令検出手段により使用者
が装置本体に接触せずに行なった何等かの非接触命令が検出された際には、画像データ記
憶手段に記憶されている複数種類の画像データが第１の表示 手段によりランダムに選
択されて表示され、この第１の表示 手段により使用者の所望の種類の画像データが表
示された際には、使用者によって操作される操作手段の操作に応じて、前記表示された画
像データの種類と前記非接触命令検出手段により検出された命令の内容とが対応付けられ
て命令内容記憶手段に記憶され、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に
記憶された命令の内容と一致する非接触命令が検出され、且つこの非接触命令に対応して
前記第１の表示 手段により前記命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一
致する種類の画像データが選択表示され、使用者によって前記操作手段が操作された際に
は、その回数が命令／画像一致回数記憶手段に記憶され、この記憶された一致回数が所定
の回数に達した状態で、前記非接触命令検出手段により前記命令内容記憶手段に記憶され
た命令の内容と一致する非接触命令が検出された際には、この非接触命令に対応して前記
命令内容記憶手段に記憶された画像データの種類と一致する種類の画像データ 、前記第
２の表示 手段により前記画像データ記憶手段に記憶された複数種類の画像データの中
から選択的に表示させることが 例えば前記非接触命令の内容を犬に対
する“おすわり”を意味した使用者の手振り命令とすれば、この“手振り命令”に対して
“おすわり”する犬の画像データが表示された回数が所定の回数に達することで、それ以
降、前記同様の“手振り命令”により調教された“おすわり”をする犬の画像データが表
示されるようになる。
【００７８】
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を 制御
。このため、

３

制御
制御

制御

を
制御
的に できる。このため、

４

制御
制御

制御

を
制御

できる。このため、



よって、本発明によれば、機械的なキー入力操作を行なうことなく、現実的な感覚の命令
により意思を伝達させて動物等の被表示画像データを動かしあるいは変化させて表示する
ことが可能になる表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例に係わる表示装置を搭載した電子手帳の電子回路の構成を示
すブロック図。
【図２】前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のＲＡＭに備えられるレジスタの
構成を示す図。
【図３】前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理を示すフロー
チャート。
【図４】前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理に伴なうおす
わり表示処理を示すフローチャート。
【図５】前記第１実施例の表示装置を搭載した電子手帳のおすわり表示処理に伴なう犬キ
ャラクタデータの表示状態を示す図。
【図６】本発明の第２実施例に係わる表示装置を搭載した電子手帳の電子回路の構成を示
すブロック図。
【図７】前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のＲＡＭに備えられるレジスタの
構成を示す図。
【図８】前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理を示すフロー
チャート。
【図９】前記第２実施例の表示装置を搭載した電子手帳のペットモード処理に伴なう犬キ
ャラクタデータの表示状態を示す図。
【符号の説明】
１１　　…ＣＰＵ、
１２　　…キー入力部、
１３　　…ＲＯＭ、
１４　　…音声受信回路、
１５　　…乱数発生回路、
１６　　…ＲＡＭ、
１６ａ　…表示レジスタ、
１６ｂ　…乱数レジスタ、
１６ｃ　…アクションレベルレジスタ、
１７　　…表示駆動回路、
１８　　…液晶表示部、
２１　　…ＣＰＵ、
２２　　…キー入力部、
２２ａ　…「エサ」キー、
２３　　…ＲＯＭ、
２４　　…赤外線送信回路、
２５　　…赤外線受信回路、
２６　　…ＲＡＭ、
２６ａ　…表示レジスタ、
２６ｂ　…アクション命令レジスタ、
２６ｂ 1 …“おて”用受診命令レジスタ、
２６ｂ 2 …“おすわり”用受診命令レジスタ、
２６ｂ 3 …“ふせ”用受診命令レジスタ、
ｎ　　…調教レベルレジスタ、
Ｆ　　…命令確定フラグレジスタ、
２７　　…表示駆動回路、
２８　　…液晶表示部。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

(16) JP 3671259 B2 2005.7.13



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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