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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示部及び第２表示部に対する表示制御を行う端末装置であって、
　前記第１表示部に表示させるための情報を取得する取得手段と、
　この取得手段によって取得された情報に基づいて前記第１表示部に表示される表示内容
を逐次更新する更新手段と、
　この更新手段によって逐次更新された前記第１表示部の表示内容の更新状況に基づいて
前記第１表示部の表示内容から前記第２表示部に表示させる表示内容を選択する選択手段
と、
　この選択手段によって選択された表示内容を前記第２表示部に表示させる表示制御手段
と、
　を具備したことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記第１表示部が露出しているか否かを判別する露出判別手段を更に備え、
　前記表示制御手段は、前記露出判別手段によって第１表示部が露出していないと判別さ
れた場合に、前記選択手段によって選択された表示内容を第２表示部に表示させる、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記露出判別手段によって第１表示部が露出していると判別され
た場合に、前記選択手段によって選択された表示内容を第２表示部に表示させることを抑
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制する、
　ようにしたことを特徴とする請求項２記載の端末装置。
【請求項４】
　アプリケーションプログラムを動作させる動作手段を更に備え、
　前記取得手段は、前記動作手段によってアプリケーションプログラムが動作中であれば
、この動作中のアプリケーションプログラムを利用して第１表示部に表示させるための情
報を取得し、
　前記表示制御手段は、前記動作手段によってアプリケーションプログラムが動作中であ
れば、前記選択手段によって選択された表示内容を第２表示部に表示させる、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項５】
　前記選択手段は、前記更新手段によって逐次更新された表示内容の更新状況に基づいて
表示順位を決定し、その決定された表示順位に従って第２表示部に表示させる表示内容を
選択する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項６】
　前記選択手段は、前記更新手段によって逐次更新された表示内容の更新状況が所定の条
件を満たす表示内容を第２表示部に表示させる表示内容として選択する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項７】
　前記取得手段は、外部装置から送信される新着情報を取得する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項８】
　前記取得手段は、端末装置あるいは周囲の環境情報を取得する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の端末装置。
【請求項９】
　コンピュータに対して、
　第１表示部に表示させるための情報を取得する機能と、
　前記取得した情報に基づいて前記第１表示部に表示される表示内容を逐次更新する機能
と、
　前記逐次更新した表示内容の更新状況に基づいて前記第１表示部の表示内容から第２表
示部に表示させる表示内容を選択する機能と、
　前記選択した表示内容を前記第２表示部に表示する機能と、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項１０】
　第１表示部及び第２表示部に対する表示制御を行う端末装置であって、
　前記第１表示部に表示させるための情報を取得する取得手段と、
　この取得手段によって取得された情報に基づいて前記第１表示部に表示される表示内容
を逐次更新する更新手段と、
　この更新手段によって更新された表示内容の更新状況が所定の条件を満たす前記表示内
容を前記第２表示部に表示させる表示内容として選択する選択手段と、
　この選択手段によって選択された表示内容を前記第２表示部に表示させる表示制御手段
と、
　を具備したことを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、第１表示部及び第２表示部に対する表示制御を行う端末装置及びプログラム
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
一般に、複数の画面を有する携帯電話機などの端末装置において、複数の画面における個
々の用途や機能上の関係は様々であり、メインとサブとの関係にあったり、ほぼ対等の関
係にあったりする。
ところで、従来では、１つの画面（メイン画面）に表示されている表示内容の中から別の
画面（サブ画面）に表示させる表示内容を任意に指定できるようにした技術が存在してい
る（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２０９６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、上述した先行技術にあっては、別の画面に表示させるための表示内容をユ
ーザ操作で指定する必要があるため、操作が煩雑となり、また、同じユーザにとっても別
の画面に表示させたい表示内容（ユーザにとって必要性の高い表示内容）がいつも同じと
は限らず、別の画面に表示させたい表示内容が現在の状況によって変わることもある。例
えば、通信するための電波状況を示す電波アイコンについては、電波状況の良い場所に居
る場合には、わざわざ別の画面に表示させる必要性は低く、それよりも電波状況が良くな
ったり、悪くなったり、電波状況が頻繁に変化するような場所に居る場合の方が、現在ど
のような電波状況かをユーザが知る必要があるので、別の画面に表示させる必要性が高く
なる。
【０００４】
また、動作用電池の残量を示す電池アイコンについては、わざわざ別の画面に常時表示さ
せる必要性は低く、それよりも電池残量が少なくなったとき（電池アイコンの表示が更新
されたとき）の方が電池アイコンを別の画面に表示させる必要性が高くなる。また、株価
情報や為替情報をほぼリアルタイムで表示更新するアプリケーションプログラムが動作中
の場合には、最新の株価情報や為替情報、頻繁に更新される（値動きがある）株価情報や
為替情報の方が、他の株価情報や為替情報よりもユーザにとって必要な情報で、別の画面
に表示させる必要性が高くなる。
【０００５】
この発明の課題は、ある表示部に表示される表示内容のうち、ユーザにとって有用な表示
内容を別の表示部に容易に表示できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために請求項１記載の発明は、第１表示部及び第２表示部に対
する表示制御を行う端末装置であって、前記第１表示部に表示させるための情報を取得す
る取得手段と、この取得手段によって取得された情報に基づいて前記第１表示部に表示さ
れる表示内容を逐次更新する更新手段と、この更新手段によって逐次更新された前記第１
表示部の表示内容の更新状況に基づいて前記第１表示部の表示内容から前記第２表示部に
表示させる表示内容を選択する選択手段と、この選択手段によって選択された表示内容を
前記第２表示部に表示させる表示制御手段と、を具備したことを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に従属する発明として、前記第１表示部が露出しているか否かを判別する露出
判別手段を更に備え、前記表示制御手段は、前記露出判別手段によって第１表示部が露出
していないと判別された場合に、前記選択手段によって選択された表示内容を第２表示部
に表示させる、ようにしたことを特徴とする請求項２記載の発明であってもよい。
【０００８】
　請求項２に従属する発明として、前記表示制御手段は、前記露出判別手段によって第１
表示部が露出していると判別された場合に、前記選択手段によって選択された表示内容を
第２表示部に表示させることを抑制する、ようにしたことを特徴とする請求項３記載の発
明であってもよい。
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【００１１】
　請求項１に従属する発明として、アプリケーションプログラムを動作させる動作手段を
更に備え、前記取得手段は、前記動作手段によってアプリケーションプログラムが動作中
であれば、この動作中のアプリケーションプログラムを利用して第１表示部に表示させる
ための情報を取得し、前記表示制御手段は、前記動作手段によってアプリケーションプロ
グラムが動作中であれば、前記選択手段によって選択された表示内容を第２表示部に表示
させる、ようにしたことを特徴とする請求項４記載の発明であってもよい。
【００１２】
　請求項１に従属する発明として、前記選択手段は、前記更新手段によって逐次更新され
た表示内容の更新状況に基づいて表示順位を決定し、その決定された表示順位に従って第
２表示部に表示させる表示内容を選択する、ようにしたことを特徴とする請求項５記載の
発明であってもよい。
【００１３】
　請求項１に従属する発明として、前記選択手段は、前記更新手段によって逐次更新され
た表示内容の更新状況が所定の条件を満たす表示内容を第２表示部に表示させる表示内容
として選択する、ようにしたことを特徴とする請求項６記載の発明であってもよい。
【００１４】
　請求項１に従属する発明として、前記取得手段は、外部装置から送信される新着情報を
取得する、ようにしたことを特徴とする請求項７記載の発明であってもよい。
【００１５】
　請求項１に従属する発明として、前記取得手段は、端末装置あるいは周囲の環境情報を
取
得する、ようにしたことを特徴とする請求項８記載の発明であってもよい。
【００１６】
　また、上述した課題を解決するために請求項９記載の発明は、コンピュータに対して、
第１表示部に表示させるための情報を取得する機能と、前記取得した情報に基づいて前記
第１表示部に表示される表示内容を逐次更新する機能と、前記逐次更新した表示内容の更
新状況に基づいて前記第１表示部の表示内容から第２表示部に表示させる表示内容を選択
する機能と、前記選択した表示内容を前記第２表示部に表示する機能と、を実現させるた
めのプログラムを特徴とする。
　また、上述した課題を解決するために請求項１０記載の発明は、第１表示部及び第２表
示部に対する表示制御を行う端末装置であって、前記第１表示部に表示させるための情報
を取得する取得手段と、この取得手段によって取得された情報に基づいて前記第１表示部
に表示される表示内容を逐次更新する更新手段と、この更新手段によって更新された表示
内容の更新状況が所定の条件を満たす前記表示内容を前記第２表示部に表示させる表示内
容として選択する選択手段と、この選択手段によって選択された表示内容を前記第２表示
部に表示させる表示制御手段と、を具備したことを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１７】
この発明によれば、ある表示部に表示されている表示内容のうち、ユーザにとって有用な
表示内容を容易に別の表示部に表示させることができ、利便性の高い表示制御を実現する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（実施形態１）
以下、図１～図１７を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
この実施形態は、端末装置として携帯電話機に適用した場合を例示したもので、図１は、
この携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示したブロック図である。
携帯電話機１は、その機器本体（装置本体）を構成する複数の筐体の位置関係に応じて複
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数のスタイルに変更可能な折り畳み型の携帯電話機で、通話機能、電子メール機能、イン
ターネット接続機能（Ｗｅｂアクセス機能）、情報検索機能などを有している。
【００１９】
そして、携帯電話機１は、最寄りの基地局２Ａ、交換機２Ｂから無線通信網（移動体通信
網）２に接続されると、この無線通信網２を介して他の携帯電話機１との間で通話可能状
態となる。また、携帯電話機１は、無線通信網２、インターネット３を介して情報配信装
置４に接続されると、リアルタイム情報（例えば、株価情報、為替情報、ニュース情報、
天気情報、地震情報）など、各種の情報のうち、所望する情報の送信要求を情報配信装置
４に対して行い、これに応答して情報配信装置４から配信されてくる情報を新着情報とし
て、インターネット３、無線通信網２を介してダウンロードするようにしている。なお、
情報配信装置４は、リアルタイム情報などの各種の情報を配信する情報配信サービスを実
施するサービス提供サーバである。
【００２０】
図２は、携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図である。
中央制御部１１は、二次電池を備えた電池部１２からの電力供給によって動作し、記憶部
１３内の各種のプログラムに応じてこの携帯電話機１の全体動作を制御する中央演算処理
装置やメモリなどを有している。中央制御部１１は、電池残量の変化があったとき又は定
期的に電池部１２から出力される電池残量情報を携帯電話機１の内部環境情報として取得
し、この電池残量情報に基づいて現在の電池残量レベルを明示する電池アイコン（後述す
る）を表示させるようにしている。記憶部１３にはプログラム記憶部Ｍ１、各種情報一時
記憶部Ｍ２、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４、アプリケー
ション情報記憶部Ｍ５などが設けられている。
【００２１】
プログラム記憶部Ｍ１は、図７～図１７に示す動作手順に応じて本実施形態を実現するた
めのプログラムや電子メール機能、インターネット接続機能、情報検索機能などの各種の
アプリケーションプログラムなどが格納されているほか、それに必要な各種の情報が記憶
されている。各種情報一時記憶部Ｍ２は、表示用の画面情報、フラグ情報、タイマ情報な
ど、携帯電話機１が動作するために必要な各種の情報を一時的に記憶するワーク領域であ
る。なお、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４については、後
で詳述するものとする。アプリケーション情報記憶部Ｍ５は、アプリケーションプログラ
ム（アプリ）の動作によって利用する情報として、例えば、メールアプリであれば、送受
信メールなどを記憶する。
【００２２】
無線通信部１４は、無線部、ベースバンド部、多重分離部などを備え、例えば、通話機能
、電子メール機能、インターネット接続機能などの動作時に、最寄りの基地局２Ａとの間
でデータの送受信を行うもので、通話機能の動作時にはベースバンド部の受信側から信号
を取り込んで受信ベースバンド信号に復調したのち、音声信号処理部１５を介して通話用
スピーカＳＰから音声出力させ、また、通話用マイクＭＣからの入力音声データを音声信
号処理部１５から取り込み、送信ベースバンド信号に符号化したのち、ベースバンド部の
送信側に与えてアンテナから発信出力させる。中央制御部１１は、無線通信部１４からの
電波情報を定期的に周囲の環境情報（外部環境情報）として取得し、この電波情報に基づ
いて現在の電波強度レベルを明示する電波アイコン（後述する）を表示させるようにして
いる。
【００２３】
表示部１６は、メインとサブとの関係にある複数の画面として、メイン画面（第１表示部
）ＭＤと、サブ画面（第２表示部）ＳＤとを有し、高精細液晶あるいは有機ＥＬなどを使
用した構成で、メイン画面ＭＤは、例えば、待受画像、各種のアイコンのほかに、アプリ
動作に応じた情報（例えば、メール内容、ニュース情報、株価情報）など、各種の情報を
表示する。サブ画面ＳＤは、時刻情報や簡単なメッセージなどを表示する以外にも、メイ
ン画面ＭＤに表示される表示内容の中から自動的に選択された表示内容を表示するように
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している。この場合、中央制御部１１は、メイン画面ＭＤに表示されている表示内容を表
示更新した際に、その表示内容の更新状況に基づいてサブ画面ＳＤに表示させる表示内容
を選択してサブ画面ＳＤに表示させるようにしている。例えば、メイン画面ＭＤにおいて
頻繁に表示更新される表示内容については、ユーザにとって必要性の高い表示内容である
と判断し、この表示内容をサブ画面ＳＤに表示させるようにしている。
【００２４】
操作部１７は、十字キー（決定キー）、数値キー、文字キー、カーソルキーなど、各種の
キーを備え、ダイヤル入力、文字入力、コマンド入力などを行うもので、中央制御部１１
は、この操作部１７からの入力操作信号に応じた処理を実行する。なお、操作部１７は押
しボタン式のキーに限らず、人体や物体の接触を検出するタッチキーを有するものであっ
てもよい。ＲＴＣ（リアルタイムクロックモジュール）１８は、時計部を構成するもので
、中央制御部１１は、ＲＴＣ１８から現在日時を１分毎に周囲の環境情報（外部環境情報
）として取得し、この現在日時に基づいて時刻アイコン（後述する）を表示させるように
している。
【００２５】
報知部１９は、サウンドスピーカ２０、ＬＥＤ（発光ダイオード）２１、振動モータ２２
を備え、着信時に駆動されて着信報知を行うほか、アラーム報知時などでも駆動される。
スタイル検出部２３は、例えば、機器本体（装置本体）を構成する複数の筐体の各所に配
設された磁石と磁力センサなどから構成され、磁力センサによる測定結果（どこに配設さ
れた磁石が磁力センサに近いかなど）に基づいて複数のスタイル（メイン画面ＭＤが露出
するスタイルやメイン画面ＭＤが露出しないスタイル）を検出する。
【００２６】
図３は、携帯電話機１の外観図である。
携帯電話機１の機器本体（装置本体）を構成する操作部筐体１Ａと表示部筐体１Ｂとは、
ヒンジ部１Ｃを介して折り畳み開閉自在に連結されている。この操作部筐体１Ａと表示部
筐体１Ｂとが、どのように連結されているかに応じて携帯電話機１を複数のスタイル（ク
ローズスタイル、オープンスタイル）に変更可能なもので、図３（１）は、操作部筐体１
Ａと表示部筐体１Ｂとの折り畳みを開いた状態のオープンスタイルを示している。この操
作部筐体１Ａの内側には操作部１７が配置され、また、表示部筐体１Ｂの内側には表示部
１６のメイン画面ＭＤが配置されている。なお、このオープンスタイルではメイン画面Ｍ
Ｄが露出した状態となっている。また、操作部筐体１Ａの内側には通話用スピーカＳＰが
配置され、表示部筐体１Ｂの内側には通話用マイクＭＣが配置されている。
【００２７】
図３（２）は、オープンスタイルにおいて操作部筐体１Ａと表示部筐体１Ｂとを折り畳ん
だ状態のクローズスタイルを示している。なお、このクローズスタイルではメイン画面Ｍ
Ｄが露出していない状態となっている。表示部筐体１Ｂの外側にはサブ画面ＳＤが配置さ
れている。なお、このサブ画面ＳＤの大きさは、例えば、２４０×３２０ドット、メイン
画面ＭＤの大きさは４８０×８００ドットとなっているが、それらの大きさは任意である
。
【００２８】
図４は、表示部１６の表示例を示した図で、（１）はメイン画面ＭＤ、（２）はサブ画面
ＳＤの表示例を示している。
メイン画面ＭＤは、図４（１）に示すように、表示エリアＡと表示エリアＢとの二つの表
示領域に区分されている。このメイン画面ＭＤの表示エリアＡは、メイン画面ＭＤの上部
側に設けられたピクトエリア（アイコンエリア）を構成するもので、この表示エリアＡに
は電波の受信状態（電波強度）をレベル表示する電波アイコンＰ１と、電池残量をレベル
表示する電池アイコンＰ２と、電子メールの受信・未開封の状態を表示するメールアイコ
ンＰ３と、ニュースの受信・未読の状態を表示するニュースアイコンＰ４と、現在の時刻
（時分）を表示する時刻アイコンＰ５などが並列表示されている。なお、上述の電波アイ
コンＰ１、…、時刻アイコンＰ５などの個々は、メイン画面ＭＤの表示エリアＡに表示さ
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れる表示内容である。
【００２９】
また、メイン画面ＭＤの表示エリアＢは、表示エリアＡ以外の主要な表示領域であり、例
えば、待受画像を表示したり、アプリ動作に応じた情報（例えば、メール内容、ニュース
、株価、為替）を表示したりするなど各種の情報を表示するもので、図４（１）に示す表
示例は、外国為替情報として、円／米ドル、円／ユーロ、円／ポンド、円／豪ドルなどが
表示された場合を示している。なお、円／米ドル、円／ユーロ、円／ポンド、円／豪ドル
などの個々は、メイン画面ＭＤの表示エリアＢに表示される表示内容である。
【００３０】
サブ画面ＳＤは、図４（２）に示すように、表示エリアＡと表示エリアＢとの二つの表示
領域に区分されている。図４（２）に示す表示例は、図４（１）に示すメイン画面ＭＤの
表示エリアＡ・表示エリアＢに表示されている表示内容のうち、その更新状況に基づいて
選択した表示内容がサブ画面ＳＤの表示エリアＡ・表示エリアＢに表示された状態を示し
た図である。すなわち、図示の例は、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の中から選択
した表示内容として、サブ画面ＳＤの表示エリアＡに電波アイコンＰ１とメールアイコン
Ｐ３が表示され、サブ画面ＳＤの表示エリアＢには、円／ユーロ、円／豪ドルが表示され
た場合を示している。
【００３１】
このようにサブ画面ＳＤの表示エリアＡ・表示エリアＢには、メイン画面ＭＤの表示エリ
アＡ・表示エリアＢに表示される表示内容の中から選択した表示内容を表示させることが
できるが、この場合、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の中からどのような条件で表
示内容を選択するか、表示内容を何個選択するか、選択した表示内容をどのようなタイミ
ングでサブ画面ＳＤに表示させるかを後述するサブ画面表示条件記憶部Ｍ４に対して任意
に設定することができるようになっている。
【００３２】
図５は、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３を説明するための図である。
メイン画面表示情報記憶部Ｍ３は、メイン画面ＭＤに表示される表示内容とその更新状況
とを対応付けて記憶するもので、図５（１）に示す表示エリアＡ用のメイン画面表示情報
と、図５（２）に示す表示エリアＢ用のメイン画面表示情報とに区分されている。この表
示エリアＡ用のメイン画面表示情報は、「表示内容」、「更新状況」、「表示順位」の各
項目を有している。「表示内容」は、メイン画面ＭＤの表示エリアＡに表示される“電波
アイコン”、“電池アイコン”、“時刻アイコン”などである。「更新状況」の項目は、
更に「最新更新日時」、「更新回数」、「更新頻度」の項目に区分されている。
【００３３】
「最新更新日時」は、対応する「表示内容」の表示が更新される毎に書き替えられる最新
の更新日時である。「更新回数」は、対応する「表示内容」の表示が更新された現時点ま
での累計値である。「更新頻度」は、対応する「表示内容」の表示が更新された単位時間
当たりに更新される回数を示し、例えば、「表示内容」が“電波アイコン”の場合には、
Ｎ回／分、（Ｎ＝１以上の整数：以下同様）、“電池アイコン”の場合には、Ｎ回／時間
、“時刻アイコン”の場合には、１回／分となっている。「表示順位」は、各「表示内容
」に対応する「更新状況」に基づいて決定されたもので、サブ画面ＳＤに表示させる「表
示内容」を選択する際に、中央制御部１１は、この「表示順位」を参照し、その上位から
所定数分の「表示内容」を選択してサブ画面ＳＤに表示させるようにしている。
【００３４】
表示エリアＢ用のメイン画面表示情報は、「アプリ」、「表示内容」、「更新状況」、「
表示順位」、「送信要求フラグ」の各項目を有している。「アプリ」は、各種のアプリを
示すもので、例えば、アプリＡ（株価検索アプリ）、アプリＢ（為替検索アプリ）、アプ
リＣ（ニュース検索アプリ）などである。この“アプリＡ”に対応する「表示内容」は、
“Ａ社の株価”、“Ｂ社の株価”、…となっている。また、“アプリＢ”に対応する「表
示内容」は、“円／米ドル”、“円／ユーロ”、…、また、“アプリＣ”に対応する「表
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示内容」は、“政治”、“経済”、…となっている。
【００３５】
「更新状況」、「表示順位」は、上述した表示エリアＡ用のメイン画面表示情報の場合と
同様で、「更新状況」は、「最新更新日時」、「更新回数」、「更新頻度」の項目に区分
されている。「送信要求フラグ」は、対応するアプリ起動時や後述する所定のタイミング
で、無線通信網２、インターネット３を介して情報配信装置４にメイン画面表示情報の送
信を要求することを示すフラグで、その値が“１”のときには情報の送信を要求すること
を示している。なお、アプリ起動時に、それに対応する各「送信要求フラグ」は、その初
期値が全て“１”となっている。
【００３６】
図６は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４を説明するための図である。
サブ画面表示条件記憶部Ｍ４は、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の中から選択した
表示内容をサブ画面ＳＤに表示させる場合に、どのような条件で表示内容を選択するのか
、表示内容を何個選択するのか、選択した表示内容をどのようなタイミングでサブ画面に
表示させるのかを設定するもので、「項目」、「内容」、「設定フラグ」の各項目を有し
ている。「項目」は、どのような条件で表示内容を選択するかを示す“表示条件”と、表
示内容を何個選択するかを示す“表示数”と、選択した表示内容をどのようなタイミング
でサブ画面に表示させるかを示す“表示タイミング”に区分されている。
【００３７】
この“表示条件”に対応する「内容」は、“更新日時”、“更新回数”、“更新頻度”に
区分されている。“表示数”に対応する「内容」は、“１個”、“２個”、“３個”に区
分され、“表示タイミング”に対応する「内容」は、“表示しない”、“常時”、“クロ
ーズスタイル”に区分されている。「設定フラグ」は、サブ画面表示条件として、どの「
内容」を使用するかをユーザ操作によって任意に設定可能なもので、表示エリアＡ、表示
エリアＢに対応して設けられている。「設定フラグ」の“１”は使用する「内容」を示し
、“０”は使用しない「内容」を示している。なお、図示の例では、“表示条件”に対応
する「内容」として、“更新日時”、“更新回数”、“更新頻度”のうち、“更新頻度”
に対応する「設定フラグ」が“１”、その他の“更新日時”、“更新回数”に対応する「
設定フラグ」が“０”となっているので、“表示条件”として“更新頻度”を使用するこ
とが設定されている。
【００３８】
また、“表示数”に対応する「内容」において、表示エリアＡでは“１個”に対応する「
設定フラグ」が“１”、その他の「設定フラグ」が“０”となっているので、“表示数”
として“１個”を使用することが設定されているが、表示エリアＢでは“２個”に対応す
る「設定フラグ」が“１”、その他の「設定フラグ」が“０”となっているので、“表示
数”として“２個”を使用することが設定されている。また、“表示タイミング”に対応
する「内容」において、表示エリアＡでは“常時”に対応する「設定フラグ」が“１”、
表示エリアＢでは“クローズスタイル”に対応する「設定フラグ」が“１”となっている
ので、表示エリアＡでは“常時”、表示エリアＢでは“クローズスタイル”を使用するこ
とが設定されている。
【００３９】
次に、この第１実施形態における携帯電話機の動作概念を図７～図１７に示すフローチャ
ートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されている各機能は、
読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにした
がった動作が逐次実行される。また、伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラム
コードに従った動作を逐次実行することもできる。このことは後述する他の実施形態にお
いても同様であり、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／デ
ータを利用してこの実施形態特有の動作を実行することもできる。
【００４０】
図７及び図８は、第１実施形態における携帯電話機１の全体動作の概要を示したフローチ
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ャートである。
先ず、中央制御部１１は、電源を投入する電源オン操作が行われると（図７のステップＡ
１でＹＥＳ）、電源供給を開始させて所定のメモリなどを初期化する電源オン処理を実行
したのち、所定の待受画像を読み出して表示させたり、基地局２Ａとの間で通信を行って
位置登録を行ったりする待受処理を実行する（ステップＡ２）。そして、何らかの操作が
行われたかを調べたり（ステップＡ３、Ａ１１、図８のステップＡ２２、Ａ２８、Ａ３０
）、環境情報を取得したかを調べたり（ステップＡ５）、情報配信装置４からアプリ関連
情報を受信したかを調べたり（ステップＡ１３）、スタイルが変更されたかを調べたり（
図８のステップＡ２０）、電話着信の有無を調べたり（図８のステップＡ２４）、電子メ
ールの受信有無を調べたりする（図８のステップＡ２６）。
【００４１】
いま、電話着信を検出したときには（図８のステップＡ２４でＹＥＳ）、通話可能状態と
すると共に通話履歴を記憶したり、通話に関する情報を表示したりする通話処理を行い（
ステップＡ２５）、また、メールを受信したときには（ステップＡ２６でＹＥＳ）、メー
ル受信処理を行ったのち（ステップＡ２９）、上述の図７のステップＡ３に戻る。なお、
このメール受信処理の実行によって新規メールを受信した際には、メイン画面ＭＤ／サブ
画面ＳＤの表示エリアＡにメールの受信・未開封を明示するメールアイコンＰ３を表示さ
せる。
【００４２】
また、電源オフ操作が行われた場合には（図８のステップＡ２８でＹＥＳ）、電源オフ処
理を実行したのち（ステップＡ２９）、このフローの終了となるが、その他の操作が行わ
れた場合には（ステップＡ３０でＹＥＳ）、その操作に応じた処理として、例えば、通話
発信処理、メール開封処理、ニュース閲覧処理、メール発信処理などを実行したのち（ス
テップＡ３１）、上述の図７のステップＡ３に戻る。この場合、メールアイコンＰ３が表
示されている状態において、メール開封処理が実行されると、このメールアイコンＰ３は
消去される。同様に、ニュースの受信・未読を示すニュースアイコンＰ４が表示されてい
る状態において、ニュース閲覧処理が実行されると、このニュースアイコンＰ４は消去さ
れる。
【００４３】
一方、設定操作が行われた場合には（図７のステップＡ３でＹＥＳ）、その操作に応じて
設定処理を行う（ステップＡ４）。例えば、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４に対する設定操
作であれば、表示条件である「設定フラグ」の設定処理を行う。その後、上述のステップ
Ａ３に戻る。また、携帯電話機１の内部環境情報又はその周囲の外部環境情報として、電
波情報、電池残量情報、時刻情報のいずれかの情報を取得した場合には（ステップＡ５で
ＹＥＳ）、スタイル検出部２３の検出結果に基づいて現在のスタイルはオープンスタイル
であるかを調べる（ステップＡ６）。いま、オープンスタイルであれば、後述するメイン
画面表示処理Ａ（ステップＡ７）、表示内容変更処理（ステップＡ８）を順次実行したの
ち、次のステップＡ９に移ってサブ画面表示処理（オープン）を実行する。その後、上述
のステップＡ３に戻る。
【００４４】
図９は、メイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７）を詳述するためのフローチャート
である。
先ず、中央制御部１１は、定期的に無線通信部１４から出力される電波情報（外部環境情
報）を取得したのか（図９のステップＢ１）、電池残量の変化のあったとき又は定期的に
電池部１２から出力される電池残量情報（内部環境情報）を取得したのか（ステップＢ５
）、ＲＴＣ１８から１分毎に出力される現在の時刻情報（外部環境情報）を取得したのか
を調べる（ステップＢ８）。
【００４５】
いま、環境情報として無線通信部１４から電波情報を取得したときには（ステップＢ１で
ＹＥＳ）、メイン画面ＭＤにおける現在の電波アイコンＰ１の表示を更新する必要がある
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か（電波強度のレベルが変化したか）を調べ（ステップＢ２）、電波強度のレベルが変化
していなければ、電波アイコンＰ１を更新する必要がないので（ステップＢ２でＮＯ）、
この時点で図７のステップＡ３に戻るが、電波強度がレベル変化していれば（ステップＢ
２でＹＥＳ）、今回、検出した電波強度レベルを明示するために電波アイコンＰ１の表示
を更新する（ステップＢ３）。そして、次のステップＢ４に移り、メイン画面表示情報記
憶部Ｍ３をアクセスし、「表示内容」が“電波アイコン”に対応する「更新状況」の「最
新更新日時」、「更新回数」、「更新頻度」を今回の表示更新に応じて書き替える（上書
き記憶する）。
【００４６】
また、環境情報として電池部１２から電池残量情報を取得したときには（ステップＢ５で
ＹＥＳ）、メイン画面ＭＤの電池アイコンＰ２を更新する必要があるか（電池残量のレベ
ルが変化したか）を調べ（ステップＢ６）、電池残量のレベルが変化していなければ（ス
テップＢ６でＮＯ）、電池アイコンＰ２を更新する必要がないので、この時点で図７のス
テップＡ３に戻る。いま、電池残量がレベル変化していれば（ステップＢ６でＹＥＳ）、
今回、検出した電池残量レベルを明示するために電池アイコンＰ２の表示を更新したのち
（ステップＢ７）、次のステップＢ４に移り、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３をアクセス
し、「表示内容」が“電池アイコン”に対応する「更新状況」の「最新更新日時」、「更
新回数」、「更新頻度」を今回の表示更新に応じて書き替える。また、環境情報としてＲ
ＴＣ１８から時刻情報を取得したときには（ステップＢ８でＹＥＳ）、時刻アイコンＰ５
の表示を更新したのち（ステップＢ９）、次のステップＢ４に移り、メイン画面表示情報
記憶部Ｍ３をアクセスし、「表示内容」が“時刻アイコン”に対応する「更新状況」の「
最新更新日時」、「更新回数」、「更新頻度」を今回の表示更新に応じて書き替える。
【００４７】
図１０は、表示内容変更処理（図７のステップＡ８など）を詳述するためのフローチャー
トである。この表示内容変更処理は、上述のメイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７
）から遷移した場合には、表示エリアＡについて、以下の処理を実行するが、後述するメ
イン画面表示処理Ｂ（図７のステップＡ１５）から遷移した場合には、表示エリアＢにつ
いて、以下の処理を実行する。
先ず、中央制御部１１は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４をアクセスし、その「表示条件」
に対応付けられている「内容」のうち、「設定フラグ」が“１”の「内容」を読み出すと
共に（図１０のステップＣ１）、この「内容」に該当する「更新状況」をメイン画面表示
情報記憶部Ｍ３から読み出す（ステップＣ２）。いま、メイン画面表示処理Ａ（図７のス
テップＡ７）から遷移した場合であるから、表示エリアＡに対応する「設定フラグ」が“
１”の「表示条件」としてサブ画面表示条件記憶部Ｍ４から“更新頻度”を読み出し、メ
イン画面表示情報記憶部Ｍ３の「更新状況」から“更新頻度”を読み出す。この場合、「
表示内容」の“電波アイコン”、“電池アイコン”、…に対応してその“更新頻度”を読
み出す。
【００４８】
そして、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３から「表示内容」毎に読み出した「更新状況」を
比較しながら各「表示内容」の「表示順位」を算出する（ステップＣ３）。すなわち、「
更新状況」が“最新更新日時”であれば、日時の新しい順に各「表示内容」の「表示順位
」を決定し、“更新回数”であれば、回数の多い順に各「表示内容」の「表示順位」を決
定し、“更新頻度”であれば、頻度の高い順に各「表示内容」の「表示順位」を決定する
。これによって決定した各「表示内容」の「表示順位」をメイン画面表示情報記憶部Ｍ３
の「表示順位」に上書き記憶する（ステップＣ４）。
【００４９】
図１１は、図７のステップＡ９などのサブ画面表示処理（オープン）を詳述するためのフ
ローチャートである。このサブ画面表示処理（オープン）においても、上述のメイン画面
表示処理Ａ（図７のステップＡ７）から遷移した場合には、表示エリアＡについて、以下
の処理を実行するが、後述するメイン画面表示処理Ｂ（図７のステップＡ１５）から遷移
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した場合には、表示エリアＢについて、以下の処理を実行する。
先ず、中央制御部１１は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４をアクセスし、その「表示タイミ
ング」に対応付けられている「内容」のうち、「設定フラグ」が“１”の「内容」を読み
出す（図１１のステップＤ１）。
【００５０】
いま、メイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７）から遷移した場合であるから、表示
エリアＡに対応する「設定フラグ」が“１”の「表示タイミング」としてサブ画面表示条
件記憶部Ｍ４から“常時”を読み出すが、「表示タイミング」の「内容」が“常時”でな
ければ（ステップＤ２でＮＯ）、“クローズスタイル”あるいは“表示しない”の場合で
あるから図１１のフローの終了となって図７のステップＡ３に戻る。いま、「表示タイミ
ング」の「内容」として“常時”を読み出した場合であるから（ステップＤ２でＹＥＳ）
、後述する表示内容選択処理の実行に移る（ステップＤ３）。
【００５１】
図１２は、表示内容選択処理（図１１のステップＤ３）を詳述するためのフローチャート
である。
先ず、中央制御部１１は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４をアクセスし、その「表示数」に
対応付けられている「内容」のうち、「設定フラグ」が“１”の「内容」を読み出す（図
１２のステップＥ１）。いま、メイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７）から遷移し
た場合であるから、表示エリアＡに対応する「設定フラグ」が“１”の「表示数」として
サブ画面表示条件記憶部Ｍ４から“１個”を読み出す。そして、メイン画面表示情報記憶
部Ｍ３から「表示内容」毎に「表示順位」を読み出し（ステップＥ２）、この「表示数」
と「表示順位」に基づいて「表示内容」を選択する（ステップＥ３）。この場合、メイン
画面ＭＤの表示エリアＡに表示される各「表示内容」のうち、「表示順位」の高い順に「
表示数」分の「表示内容」が選択される。
【００５２】
このような表示内容選択処理（図１１のステップＤ３）によって選択された「表示内容」
は、サブ画面ＳＤに表示される（図１１のステップＤ４）。例えば、「表示数」が“１個
”の場合に、最も高い「表示順位」が“電波アイコン”であれば、サブ画面ＳＤの表示エ
リアＡには、電波アイコンＰ１のみが表示される。また、「表示数」が“３個”の場合に
は、「表示順位」が３位までの「表示内容」として、例えば、電波アイコンＰ１、時刻ア
イコンＰ５、電池アイコンＰ２が表示される。
【００５３】
なお、図７のステップＡ７～Ａ９のメイン画面表示処理、表示内容変更処理、サブ画面表
示処理（オープン）では、電波情報、電池残量情報、時刻情報のいずれかの情報を取得し
た場合を示したが、これに限らず、例えば、情報配信装置４から定期的にニュース情報を
受信した場合にも同様のメイン画面表示処理、表示内容変更処理、サブ画面表示処理（オ
ープン）を実行することによって、ニュースの受信・未読を示すニュースアイコンＰ４を
サブ画面ＳＤに表示させるようにしてもよい。
【００５４】
他方、処理メニュー画面の中から所望するアプリを選択してその起動を指示するアプリ起
動操作が行われると（図７のステップＡ１１でＹＥＳ）、アプリ起動処理に移る（ステッ
プＡ１２）。図１３は、アプリ起動処理（図７のステップＡ１２）を詳述するためのフロ
ーチャートである。
先ず、中央制御部１１は、アプリ起動操作で選択されたアプリを起動したのち（図１３の
ステップＦ１）、起動したアプリに基づいてメイン画面表示情報記憶部Ｍ３を検索し、そ
の「アプリ」に対応付けられている各「送信要求フラグ」を全て“１”にする（ステップ
Ｆ２）。
【００５５】
そして、「送信要求フラグ」が“１”の「表示内容」に関する情報（アプリ関連情報）の
送信要求を情報配信装置４に対して行ったのち（ステップＦ３）、メイン画面ＭＤの表示
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エリアＢにアプリ画面を表示させる（ステップＦ４）。なお、情報配信装置４側では、携
帯電話機１からの送信要求に応じて当該アプリ関連情報をその要求元の携帯電話機１に対
して送信するが、携帯電話機１側では、この送信要求時には情報配信装置４からアプリ関
連情報を受信していないので、少なくともアプリ画面の一部分（例えば、株価、為替など
の項目）は空欄か、前回の表示内容のままとなっている。
【００５６】
このようなアプリ起動後において、情報配信装置４からアプリ関連情報を受信した場合に
は（図７のステップＡ１３でＹＥＳ）、スタイル検出部２３の検出結果に基づいて現在の
スタイルはオープンスタイルであるかを調べる（ステップＡ１４）。いま、オープンスタ
イルであれば、後述するメイン画面表示処理Ｂ（ステップＡ１５）、図１０で示した表示
内容変更処理（ステップＡ１６）を順次実行したのち、次のステップＡ１７に移り、図１
１で示したサブ画面表示処理（オープン）を実行する。
【００５７】
図１４は、メイン画面表示処理Ｂ（図７のステップＡ１５）を詳述するためのフローチャ
ートである。
先ず、中央制御部１１は、メイン画面ＭＤの現在の表示内容を表示更新する必要があるか
、つまり、受信したアプリ関連情報と現在の表示内容とを比較して両者は異なるかを調べ
（図１４のステップＧ１）、両者が一致して表示を更新する必要がなければ（ステップＧ
１でＮＯ）、図７のステップＡ３に戻るが、両者が異なり表示を更新する必要があれば（
ステップＧ１でＹＥＳ）、メイン画面ＭＤの表示エリアＢに表示されている表示内容を、
受信したアプリ関連情報に基づいて表示更新させる（ステップＧ２）。そして、次のステ
ップＧ３に移り、メイン画面表示情報記憶部Ｍ３をアクセスし、表示更新した「表示内容
」に対応する「更新状況」の「最新更新日時」、「更新回数」、「更新頻度」を今回の表
示更新に応じて書き替える（上書き記憶する）。
【００５８】
これによってメイン画面表示処理Ｂが終わると（図７のステップＡ１５）、表示内容変更
処理（ステップＡ１６）の実行に移るが、ここで、メイン画面表示処理Ｂ（図７のステッ
プＡ１５）から遷移した場合であるから表示エリアＢについて表示内容変更処理が行われ
る。なお、図６の例では、「表示条件」に対応する「内容」として“更新頻度”を読み出
し、この“更新頻度”に応じて起動アプリ対応の「表示順位」を算出して上書き記憶する
（図１０のステップＣ１～Ｃ４）。その後、表示エリアＢについてのサブ画面表示処理（
オープン）を実行するが（ステップＡ１７）、図６の例では、「表示タイミング」は“ク
ローズスタイル”、「表示数」は“２個”であるから、現在のスタイルがクローズスタイ
ルの場合に、「表示順位」の高い順に２個の「表示内容」が選択されてサブ画面ＳＤの表
示エリアＢに表示される（図１１のステップＤ１～Ｄ４）。以下、アプリ関連情報を受信
する毎に、上述の動作が繰り返される。
【００５９】
ここで、スタイルが検出部２３の検出結果が変動した場合（スタイルが変更された場合）
には（図８のステップＡ２０でＹＥＳ）、スタイル変更処理に移る（ステップＡ２１）。
図１５は、スタイル変更処理（図８のステップＡ２１）を詳述するためのフローチャート
である。
先ず、中央制御部１１は、クローズスタイルに変更されたかを調べる（図１５のステップ
Ｈ１）。ここで、オープンスタイルからクローズスタイルに変更された場合には（ステッ
プＨ１でＹＥＳ）、メイン画面ＭＤの表示を消去したのち（ステップＨ２）、サブ画面表
示条件記憶部Ｍ４を参照し、「表示タイミング」に対応する各「内容」のうち、表示エリ
アＡ及び表示エリアＢの「設定フラグ」が“１”の「内容」を読み出して（ステップＨ３
）、“クローズスタイル”であるかを調べ（ステップＨ４）、表示エリアＡも表示エリア
Ｂも“クローズスタイル”でなければ、図１５のフローの終了となって図７のステップＡ
３に戻る。
【００６０】
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いま、表示エリアＡの「表示タイミング」として“クローズスタイル”が設定されていれ
ば（ステップＨ４でＹＥＳ）、図１２の表示内容選択処理を行う（ステップＨ５）。この
場合、表示エリアＡについての表示内容選択処理を実行し、「表示順位」の高い順に「表
示数」分の「表示内容」を選択する（図１２のステップＥ１～Ｅ３）。これによって選択
した「表示内容」は、サブ画面ＳＤの表示エリアＡに表示される（ステップＨ６）。なお
、表示エリアＡの「表示タイミング」として“クローズスタイル”が設定されていなけれ
ば、ステップＨ５及びステップＨ６は省略される。そして、いずれかのアプリが動作中で
あるかを調べ（ステップＨ７）、動作中でなければ、この時点で図１５のフローの終了と
なって図７のステップＡ３に戻るが、いずれかのアプリが動作中であれば（ステップＨ７
でＹＥＳ）、図１２の表示内容選択処理を行う（ステップＨ８）。この場合、表示エリア
Ｂについての表示内容選択処理を実行し、「表示順位」の高い順に「表示数」分の「表示
内容」を選択する（図１２のステップＥ１～Ｅ３）。
【００６１】
これによって選択された「表示内容」は、サブ画面ＳＤの表示エリアＢに表示される（ス
テップＨ９）。そして、表示エリアＢに対応するメイン画面表示情報記憶部Ｍ３において
、動作中のアプリに対応する各「送信要求フラグ」のうち、上述の表示内容選択処理（ス
テップＨ８）で選択した「表示内容」に対応する「送信要求フラグ」を“１”にセットし
（ステップＨ１０）、それ以外の「送信要求フラグ」を“０”にセットする（ステップＨ
１１）。この状態において、「送信要求フラグ」が“０”の「表示内容」に関する情報（
アプリ関連情報）の送信停止を情報配信装置４に対して行ったのち（ステップＨ１２）、
「送信要求フラグ」が“１”の「表示内容」に関する情報（アプリ関連情報）の送信要求
を情報配信装置４に対して行う（ステップＨ１３）。
【００６２】
一方、クローズスタイルからオープンスタイルに変更された場合には（ステップＨ１でＮ
Ｏ）、メイン画面ＭＤの表示を開始して待ち受け画像やアプリが動作中であればそのアプ
リの画面などを表示させたのち（ステップＨ１４）、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４を参照
し、「表示タイミング」に対応する各「内容」のうち、表示エリアＡと表示エリアＢの「
設定フラグ」が“１”の「内容」を読み出し（ステップＨ１５）、「表示タイミング」と
して“クローズスタイル”が設定されているかを調べ（ステップＨ１６）、表示エリアＡ
も表示エリアＢも“クローズスタイル”でなければ、図１５のフローの終了となって図７
のステップＡ３に戻る。
【００６３】
いま、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４に「表示タイミング」として“クローズスタイル”が
設定されていれば（ステップＨ１６でＹＥＳ）、サブ画面ＳＤの表示を全て消去したのち
（ステップＨ１７）、いずれかのアプリが動作中であるかを調べる（ステップＨ１８）。
ここで、いずれのアプリも動作中でなければ、この時点で図１５のフローの終了となって
図７のステップＡ３に戻るが、いずれかのアプリが動作中であれば（ステップＨ１８でＹ
ＥＳ）、ステップＨ１９に移り、表示エリアＢに対応するメイン画面表示情報記憶部Ｍ３
において、現在動作中のアプリに対応する各「送信要求フラグ」を全て“１”にセットす
る。そして、「送信要求フラグ」が“１”の「表示内容」に関する情報（アプリ関連情報
）の送信要求を情報配信装置４に対して行う（ステップＨ１３）。
【００６４】
このようにスタイルの変更に応じて情報配信装置４に対してアプリ関連情報の送信要求を
行ったのち、この要求に応答して情報配信装置４からアプリ関連情報を受信すると（図７
のステップＡ１３でＹＥＳ）、現在のスタイルはクローズスタイルであるかを調べる（ス
テップＡ１４）。いま、クローズスタイルであれば、サブ画面ＳＤの現在の表示内容を表
示更新する必要があるか、つまり、受信したアプリ関連情報と現在の表示内容とを比較し
て両者は異なるかを調べ（ステップＡ１８）、両者が一致して表示を更新する必要がなけ
れば（ステップＡ１８でＮＯ）、図７のステップＡ３に戻るが、両者が異なり表示を更新
する必要があれば（ステップＡ１８でＹＥＳ）、後述するサブ画面表示処理（クローズ）
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を実行したのち（ステップＡ１９）、図７のステップＡ３に戻る。
【００６５】
図１６は、図７のステップＡ１０などのサブ画面表示処理（クローズ）を詳述するための
フローチャートである。
先ず、中央制御部１１は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４をアクセスし、その「表示タイミ
ング」に対応付けられている「内容」のうち、「設定フラグ」が“１”の「内容」を読み
出して（図１６のステップＩ１）、表示エリアＢの「表示タイミング」の「内容」は“常
時”であるか（ステップＩ２）、“クローズスタイル”であるかを調べる（ステップＩ３
）。いま、「表示タイミング」が“常時”又は“クローズスタイル”であれば（ステップ
Ｉ２又はステップＩ３でＹＥＳ）、サブ画面ＳＤの表示エリアＢに表示されている表示内
容を、受信したアプリ関連情報に基づいて表示更新させる（ステップＩ４）。
【００６６】
一方、環境情報として電波情報、電池残量情報、時刻情報のいずれかの情報を取得した場
合において（図７のステップＡ５でＹＥＳ）、現在のスタイルがクローズスタイルであれ
ば（ステップＡ６でＮＯ）、次のステップＡ１０に移り、図１６のサブ画面表示処理（ク
ローズ）を実行する。この場合、表示エリアＡの「表示タイミング」の「内容」が“常時
”又は“クローズスタイル”であれば（ステップＩ２又はＩ３でＹＥＳ）、サブ画面ＳＤ
の表示エリアＡに表示されている表示内容を、取得した環境情報に基づいて表示更新させ
る（ステップＩ４）。
【００６７】
他方、アプリ動作中において、アプリ終了操作が行われた場合には（図８のステップＡ２
２でＹＥＳ）、アプリ終了処理に移る（ステップＡ２３）。図１７は、アプリ終了処理（
図８のステップＡ２３）を詳述するためのフローチャートである。
先ず、中央制御部１１は、アプリ画面を消去
したのち（図１７のステップＪ１）、次のステップＪ２に移り、表示エリアＢのメイン画
面表示情報記憶部Ｍ３において、終了するアプリに対応する「送信要求フラグ」を全て“
０”にセットする（ステップＪ２）。そして、アプリ関連情報の送信停止を情報配信装置
４に対して行ったのち（ステップＪ３）、当該アプリを終了させる（ステップＪ４）。
【００６８】
以上のように、この第１実施形態においては、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の更
新状況に基づいて、サブ画面ＳＤに表示させる表示内容を選択して表示するようにしたの
で、ユーザにとって必要性の高い表示内容を容易にサブ画面ＳＤに表示させることができ
、利便性の高い表示制御を実現することができる。例えば、更新頻度が高い表示内容を選
択してサブ画面ＳＤに表示させるようにすると、頻繁に変化する表示内容をユーザに知ら
せることができる。
【００６９】
メイン画面ＭＤが露出していなくても、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の中から選
択した表示内容をサブ画面ＳＤに表示させるようにしたので、ユーザにとって必要性の高
い表示内容を容易にユーザに知らせることができる。
【００７０】
メイン画面ＭＤが露出していれば、このメイン画面ＭＤに表示されている表示内容をサブ
画面ＳＤに表示させないようにしたので、サブ画面ＳＤでの不要な表示を省略することが
できる。
【００７１】
ユーザにとって必要性の高い表示内容に関する情報を取得することができるので、不要な
情報の取得を省略し、取得処理の負担を軽減することができる。
【００７２】
選択された表示内容がサブ画面ＳＤに表示されている場合に、指定された情報を取得する
ようにしたので、不要な情報の取得を省略することができ、その取得処理の負担を軽減す
ることができる。
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【００７３】
動作中のアプリに応じてメイン画面ＭＤに表示されている表示内容のうち、ユーザにとっ
て必要性の高い表示内容をサブ画面ＳＤに表示させるようにしたので、ユーザにとって必
要性の高い表示内容をユーザに容易に知らせることができる。例えば、株価情報を逐次表
示更新するアプリの場合には、それらの株価情報のうち、ユーザにとって必要性の高い株
価情報を容易にユーザに知らせることができる。
【００７４】
メイン画面ＭＤに表示される表示内容毎にその更新状況に基づいて表示順位を決定し、そ
の決定された表示順位に従ってサブ画面ＳＤに表示させる表示内容を選択するようにした
ので、ユーザにとって必要性の高い表示内容を、更新状況に基づいて決定された表示順位
に従って容易にユーザに知らせることができる。
【００７５】
情報配信装置４から送信される新着情報を取得するようにしたので、ユーザにとって必要
性の高い新着情報を、容易にユーザに知らせることができる。例えば、最近更新されたニ
ュース情報や、頻繁に更新される株価情報などを、容易にユーザに知らせることができる
。
【００７６】
携帯電話機１あるいは周囲の環境情報を取得するようにしたので、ユーザにとって必要性
の高い、環境情報を容易にユーザに知らせることができる。例えば、最近更新された電池
残量情報や、頻繁に更新される電波情報などを、容易にユーザに知らせることができる。
【００７７】
（実施形態２）
以下、この発明の第２実施形態について図１８～図２１を参照して説明する。
なお、上述した第１実施形態においては、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の更新状
況に基づいてその表示順位を決定し、その決定された表示順位に従ってサブ画面ＳＤに表
示させる表示内容を選択するようにしたが、この第２実施形態においては、メイン画面Ｍ
Ｄに表示される表示内容の更新状況が所定の条件を満たす場合に、その表示内容をサブ画
面ＳＤに表示させる表示内容として選択するようにしたものである。
ここで、両実施形態において基本的あるいは名称的に同一のものは、同一符号を付して示
し、その説明を省略すると共に、以下、第２実施形態の特徴部分を中心に説明するものと
する。
【００７８】
図１８は、第２実施形態におけるメイン画面表示情報記憶部Ｍ３を説明するための図であ
る。
メイン画面表示情報記憶部Ｍ３は、第１実施形態と同様に、メイン画面ＭＤに表示される
表示内容とその更新状況とを対応付けて記憶するもので、表示エリアＡ用のメイン画面表
示情報と、表示エリアＢ用のメイン画面表示情報とに区分されているが、図１８は、表示
エリアＡ用のメイン画面表示情報のみを示した図である。この表示エリアＡ用のメイン画
面表示情報は、「表示内容」、「更新状況」、「表示フラグ」の各項目を有し、上述した
第１実施形態で示した「表示順位」に代えて「表示フラグ」を有する構成となっている。
【００７９】
すなわち、「表示内容」、「更新状況」は、第１実施形態と同様であるが、この第２実施
形態の「表示フラグ」は、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の中から選択した表示内
容をサブ画面ＳＤに表示させる表示対象として指定するフラグで、その値が“１”のとき
には、表示対象であることを示している。なお、表示エリアＢ用のメイン画面表示情報に
ついては、図示省略したが、表示エリアＡ用のメイン画面表示情報と同様に、「表示順位
」を「表示フラグ」に代えた構成となっている。
【００８０】
図１９は、第２実施形態におけるサブ画面表示条件記憶部Ｍ４を説明するための図である
。
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サブ画面表示条件記憶部Ｍ４は、第１実施形態と同様に、メイン画面ＭＤに表示される表
示内容の中から選択した表示内容をサブ画面ＳＤに表示させる場合に、どのような条件で
表示内容を選択するか、選択した表示内容をどのようなタイミングでサブ画面に表示させ
るかを設定するもので、第１実施形態と基本的に同様であるが、第２実施形態においは、
「項目」、「内容」、「設定フラグ」のほか、「条件」の項目を有している点と、「項目
」に“表示数”を設けない点とが相違している。なお、「設定フラグ」は、第１実施形態
と同様に、表示エリアＡと表示エリアＢに分かれているが、図１９はそれを省略した図で
ある。
【００８１】
この第２実施形態では、表示内容の更新状況が所定の条件を満たす場合に、その表示内容
をサブ画面ＳＤに表示させる表示内容として選択するようにしているが、上述の「条件」
項目は、この更新状況に対する条件であり、図示の例では、「内容」の“更新日時”に対
応する「条件」として“＊＊分以内に更新”、また、“更新回数”に対応する「条件」と
して“＊＊以上更新”、また、“更新頻度”に対応する「条件」として“＊＊回／分以上
更新”が設定され、この更新状況が「条件」を満たす場合に、その表示内容をサブ画面Ｓ
Ｄに表示させる表示内容として選択するようにしている。なお、この「条件」は、ユーザ
操作によって任意に設定可能となっている。
【００８２】
図２０及び図２１は、この第２実施形態の特徴的な動作を説明するためのフローチャート
で、その他は、第１実施形態と基本的に同様である。すなわち、図２０は、表示内容変更
処理を示したフローチャート、図２１は、表示内容選択処理を示したフローチャートであ
り、その他のフローチャートは、第１実施形態と基本的に同様であるため、以下、第２実
施形態の特徴部分を中心に説明する。
図２０の表示内容変更処理は、上述のメイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７）から
遷移した場合には、表示エリアＡについて、以下の処理を実行するが、メイン画面表示処
理Ｂ（図７のステップＡ１５）から遷移した場合には、表示エリアＢについて、以下の処
理を実行する。
【００８３】
先ず、中央制御部１１は、サブ画面表示条件記憶部Ｍ４をアクセスし、その「表示条件」
に対応付けられている「内容」のうち、「設定フラグ」が“１”の「内容」及び「条件」
を読み出す（図２０のステップＫ１）。図１８の例では、「設定フラグ」が“１”の「内
容」は、“更新頻度”であるから、その「条件」として“＊＊回／分以上更新”を読み出
す。そして、この「内容」に該当する「更新状況」をメイン画面表示情報記憶部Ｍ３から
「表示内容」毎に読み出したのち（ステップＫ２）、この「表示内容」の中から更新状況
が「条件」を満たす「表示内容」を選択する（ステップＫ３）。いま、「表示内容」毎に
“更新頻度”を読み出しながら「条件」の“＊＊回／分以上更新”と比較し、この「条件
」を満たす「表示内容」があれば、それを表示対象として選択する。これによって選択さ
れた「表示内容」に対応するメイン画面表示情報記憶部Ｍ３内の「表示フラグ」を“１”
とする（ステップＫ４）。
【００８４】
このような表示内容変更処理が行われると、第１実施形態で示した図１１のサブ画面表示
処理（オープン）に移る（図７のステップＡ９又はＡ１７）。この場合、「表示タイミン
グ」が“常時”であれば（図１１のステップＤ２でＹＥＳ）、表示内容選択処理に移るが
（ステップＤ３）、第２実施形態では、第１実施形態で示した図１２の表示内容選択処理
に代わって図２１の表示内容選択処理を実行する。ここで、メイン画面ＭＤに表示される
「表示内容」の中から「表示フラグ」が“１”の「表示内容」をサブ画面ＳＤに表示させ
る情報として選択する処理を行う（図２１のステップＬ）。
【００８５】
以上のように、この第２実施形態においては、メイン画面ＭＤに表示される表示内容の更
新状況が所定の条件を満たす表示内容をサブ画面ＳＤに表示させる表示内容として選択す
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るようにしたので、ユーザにとって必要性の高い表示内容を容易にユーザに知らせること
ができ、利便性の高い表示制御を実現することができる。
【００８６】
なお、上述した第１及び第２実施形態においては、メイン画面ＭＤの表示内容をサブ画面
ＳＤに表示するようにしたが、メイン画面ＭＤからサブ画面ＳＤに表示させる際に、例え
ば、為替情報をグラフ化して表示させるなどのように、表示態様を変換するようにしても
よい。また、サブ画面ＳＤに表示させる表示内容については、更新状況が識別できるよう
に表示してもよい。例えば、受信レベル２を示す電波アイコンが表示されている場合に、
受信レベル３から受信レベル２になったのか、受信レベル１から受信レベル２になったの
かが識別できるように上向きの矢印や下向きの矢印を表示させたり、色を変えて表示させ
たりしてもよい。また、例えば、更新日時、更新回数、更新頻度に応じて表示内容の色を
変えたりしてもよい。
【００８７】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、アプリ関連情報に関する表示内容をサ
ブ画面ＳＤに表示させる際には、アプリ動作中としたが、動作していない場合でもよい。
その場合、アプリケーションプログラムが終了しても、アプリ関連情報の停止を要求しな
いようにしたり、サブ画面ＳＤに表示内容を表示させる際に、その表示内容に関連するア
プリ関連情報の送信を新たに要求するようにしたりするようにしてもよい。
【００８８】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、メイン画面ＭＤで実際に表示されてい
る表示内容の更新状況を利用するようにしたが、メイン画面ＭＤに表示されるはずの表示
内容の更新状況を利用してもよい。例えば、電波情報を取得したときにクローズスタイル
であったためにメイン画面ＭＤの電波アイコンの表示更新が行われなかった場合でもメイ
ン画面表示情報の更新状況を上書き記憶し、その更新状況に基づいてサブ画面ＳＤに表示
する表示内容を選択し、選択された表示内容をサブ画面ＳＤに表示するようにしてもよい
。
【００８９】
すなわち、図７のステップＡ５で、環境情報を取得した場合に、クローズスタイルであっ
ても（ステップＡ６でＮＯ）、メイン画面表示処理Ａ（ステップＡ７）、表示内容変更処
理（ステップＡ８）、サブ画面表示処理（ステップＡ９）を行うようにする。ただし、メ
イン画面ＭＤの電波アイコンなどの表示更新（図９のステップＢ３、ステップＢ７、ステ
ップＢ９）は省略する。このようにすると、携帯電話機１を長期間クローズスタイルにし
ておいてメイン画面ＭＤの表示更新が行われない場合でも、ユーザにとって必要性の高い
表示内容を容易にサブ画面ＳＤに表示させることができ、利便性の高い表示制御を実現す
ることができる。
【００９０】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、メイン画面ＭＤが露出しないスタイル
としてクローズスタイルを示したが、メイン画面ＭＤが露出しないスタイルとしては、こ
れに限らず、また、折り畳みタイプの携帯電話機に限らず、ストレートタイプ、スライド
タイプ、スピントップタイプなど任意の筐体構造でよい。
【００９１】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、特定のスタイル（クローズスタイル）
を検出することによってメイン画面ＭＤが露出していないことを検出したが、メイン画面
ＭＤ付近に周囲の明るさを検出する明度センサーを配設し、その検出結果に基づいてメイ
ン画面ＭＤが露出していないことを検出するようにするなど、任意の方法でメイン画面Ｍ
Ｄが露出していないことを検出してもよい。
【００９２】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、メイン画面ＭＤとサブ画面ＳＤとした
が、２つの画面は、ほぼ対等の関係性を持つものであってもよい。表示部１６は、携帯電
話機に備えられた表示部に限らず、携帯電話機などの端末装置と通信ケーブルで接続され
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た外部表示装置や端末装置と無線通信を行う外部表示装置など、端末装置に備えられてい
ない外部表示部であってもよい。また、表示部１６は電子ペーパなどであってもよい。
【００９３】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、情報配信装置４からから送信される新
着情報として、為替情報、株価情報、ニュース情報を受信するようにしたが、天気、地震
、メール、音声通話着信など、任意の新着情報を受信するようにしてもよい。
【００９４】
また、上述した第１及び第２実施形態においては、携帯電話機又は周囲の環境情報として
、電波情報、電池残量情報、時刻情報を取得するようにしたが、気温情報、湿度情報、明
るさ情報など、任意の環境情報でよい。
その他、携帯電話機に限らず、パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ、デジタルカメラ、音楽
プレイヤーなど、任意の端末装置であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】端末装置として適用した携帯電話機が利用可能な通信ネットワークシステムを示
したブロック図。
【図２】携帯電話機１の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図３】携帯電話機１の外観図で、（１）は、操作部筐体１Ａと表示部筐体１Ｂとの折り
畳みを開いた状態のオープンスタイルを示し、（２）は、オープンスタイルにおいて操作
部筐体１Ａと表示部筐体１Ｂとを折り畳んだ状態のクローズスタイルを示した図。
【図４】表示部１６の表示例を示した図で、（１）はメイン画面ＭＤ、（２）はサブ画面
ＳＤの表示例を示した図。
【図５】メイン画面表示情報記憶部Ｍ３を説明するための図。
【図６】サブ画面表示条件記憶部Ｍ４を説明するための図。
【図７】携帯電話機１の全体動作の概要を示したフローチャート。
【図８】図７に続く動作を示したフローチャート。
【図９】メイン画面表示処理Ａ（図７のステップＡ７）を詳述するためのフローチャート
。
【図１０】表示内容変更処理（図７のステップＡ８、Ａ１６）を詳述するためのフローチ
ャート。
【図１１】図７のステップＡ９、Ａ１７のサブ画面表示処理（オープン）を詳述するため
のフローチャート。
【図１２】表示内容選択処理（図１１のステップＤ３）を詳述するためのフローチャート
。
【図１３】アプリ起動処理（図７のステップＡ１２）を詳述するためのフローチャート。
【図１４】メイン画面表示処理Ｂ（図７のステップＡ１５）を詳述するためのフローチャ
ート。
【図１５】スタイル変更処理（図８のステップＡ２１）を詳述するためのフローチャート
。
【図１６】図７のステップＡ１０、Ａ１９のサブ画面表示処理（クローズ）を詳述するた
めのフローチャート。
【図１７】アプリ終了処理（図８のステップＡ２３）を詳述するためのフローチャート。
【図１８】第２実施形態におけるメイン画面表示情報記憶部Ｍ３を説明するための図。
【図１９】第２実施形態におけるサブ画面表示条件記憶部Ｍ４を説明するための図。
【図２０】第２実施形態において表示内容変更処理（図７のステップＡ８、Ａ１６）を詳
述するためのフローチャート。
【図２１】第２実施形態において表示内容選択処理（図１１のステップＤ３）を詳述する
ためのフローチャート。
【符号の説明】
【００９６】
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１　携帯電話機
２　無線通信網
３　インターネット
４　情報配信装置
１１　中央制御部
１２　電池部
１３　記憶部
１４　無線通信部
１６　表示部
１７　操作部
１８　ＲＴＣ
２３　スタイル検出部
ＭＤ　メイン画面
ＳＤ　サブ画面
Ｍ１　プログラム記憶部
Ｍ３　メイン画面表示情報記憶部
Ｍ４　サブ画面表示条件記憶部
Ｍ５　アプリケーション情報記憶部
Ｐ１～Ｐ５　アイコン

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】



(24) JP 5704624 B2 2015.4.22

【図１９】 【図２０】

【図２１】



(25) JP 5704624 B2 2015.4.22

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－２８５４４５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－２０９６０２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－３０４３１１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１３４１９８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－２７６６９８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１０１２０２（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００７／２３５８５（ＷＯ，Ａ１）
              米国特許出願公開第２００５／２４３４１（ＵＳ，Ａ１）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

