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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部の表示内容を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、
　内部の情報を取得する情報取得部と、
　前記情報取得部で取得された前記内部情報を前記表示部に表示する情報表示部と、
　前記表示部の主要表示領域に画像を表示する画像表示制御部と、
　前記画像表示制御部にて表示される前記画像に、前記情報表示部で表示される前記内部
情報と同じ情報が含まれる場合、前記情報表示部による前記内部情報の表示と、前記画像
表示制御部による前記情報の表示のいずれか一方を抑制する情報表示抑制部と、
　を有することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記画像表示制御部にて表示される前記画像に前景画像を重ねて表示可能とし、
　前記情報表示抑制部は、
　前記情報表示部が、前記内部情報を前記前景画像に表示する場合に、前記表示制御を行
う
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電子機器。
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【請求項３】
　前記情報表示抑制部は、
　前記画像表示制御部により表示される前記画像での前記情報の表示位置と前記前景画像
での前記内部情報の表示位置とを求め、前記それぞれの表示位置が重なる場合に、前記表
示抑制を行う
　ことを特徴とする請求項２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　前記情報表示抑制部は、
　前記情報表示部が、前記内部情報を前記主要表示領域とは異なる表示領域に表示する場
合には前記表示抑制を行わない
　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記情報表示抑制部は、
　前記情報表示部により表示される前記内部情報と前記画像表示制御部により表示される
画像との一方が他方にない情報を含む場合、前記情報表示部により表示される前記内部情
報と前記画像表示制御部により表示される画像との他方における同じ情報の表示を抑制す
る
　ことを特徴とする請求項1乃至４のいずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　前記情報表示抑制部は、
　前記情報表示部と前記画像表示制御部との一方において所定の情報が表示されるように
設定されている場合、前記情報表示部と前記画像表示制御部との他方における情報表示を
設定する際に、当該所定の情報の表示設定を抑制する
　ことを特徴とする請求項1乃至５のいずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項７】
　表示部と、前記表示部の表示内容を制御する制御部と、を備えた携帯電子機器における
表示方法であって、
　内部の情報を取得して前記表示部に表示するステップと、
　前記表示部の主要表示領域に画像を表示するステップと、
　前記表示される前記画像に、前記表示される内部情報と同じ情報が含まれる場合、前記
内部情報の表示と、前記画像による情報の表示のいずれか一方を抑制するステップと、
を有する
　ことを特徴とする携帯電子機器における表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部に内部情報を表示するとともに、各種情報を含む画像を表示可能な携
帯電子機器および同機器における表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話の普及とともに携帯電話の高機能化が進み、最近では、Ｗｅｂ（World Wide W
eb）を介してダウンロード取得した任意の画像を、待受け画面に設定することができるよ
うになった。また、携帯電話で取り扱える画像形式が増え、最近ではフラッシュコンテン
ツを壁紙として登録可能な携帯電話が存在する。
【０００３】
　待受け画面に時計とイラストを重ね合わせて表示する方法は従来から多数提案されてお
り、例えば、キャラクタ画像と時計画像の重なりによる時刻の読取りにくさとキャラクタ
画像の美感の低下を軽減する携帯電話（例えば、特許文献１参照）、あるいは複数の画面
の中から前景画像と背景画像とを選択し、それを重ねて複合スクリーン画面として表示す
る携帯電話等が知られている（例えば、特許文献２参照）。
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【特許文献１】特開２００３－８６９４号公報
【特許文献２】特開２００１－２４５３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記したイラスト（例えば、フラッシュコンテンツ）の中には、待受け画面
に設定（表示）されることを想定して、時刻情報を表示するものがある。一方、携帯電話
が標準で有する機能の中に、待受け画面に時刻表示を行う機能があり、デフォルトでは時
刻表示ＯＮに設定されている場合が多い。
　この状態で時刻表示を行うイラストを壁紙等の背景画像に設定した場合、前景画像とし
て時計表示がなされると、例えば、図５に示されるように、前景画像の時計表示と背景画
像の時計表示とがともに表示され、ユーザに違和感を与える。
【０００５】
　また、両方の時計表示が重ね合わさって表示されることもあり、この場合、表示される
時刻が読取れないといった問題もあった。
　これを解決するためには、ユーザ設定により、携帯電話のメニュー機能等を使用して時
計表示設定をＯＦＦにする必要があり、ユーザにとっては非常に煩わしいものになってい
た。
【０００６】
　本発明は、同じ情報が表示されることによりユーザに与える違和感を解消し、かつ、ユ
ーザの負担軽減をはかった、携帯電子機器および同機器における表示方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した課題を解決するために本発明の携帯電子機器は、表示部と、前記表示部の表示
内容を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、内部の情報を取得する情報取得部と、
前記情報取得部で取得された前記内部情報を前記表示部に表示する情報表示部と、前記表
示部の主要表示領域に画像を表示する画像表示制御部と、前記画像表示制御部にて表示さ
れる前記画像に、前記情報表示部で表示される前記内部情報と同じ情報が含まれる場合、
前記情報表示部による前記内部情報の表示と、前記画像表示制御部による前記情報の表示
のいずれか一方を抑制する情報表示抑制部と、を有する。
【０００８】
　また、本発明の携帯電子機器において、前記制御部は、前記画像表示制御部にて表示さ
れる前記画像に前景画像を重ねて表示可能とし、前記情報表示抑制部は、前記情報表示部
が、前記内部情報を前記前景画像に表示する場合に、前記表示制御を行ってもよい。
【０００９】
　また、本発明の携帯電子機器において、前記情報表示抑制部は、前記画像表示制御部に
より表示される前記画像での前記情報の表示位置と前記前景画像での前記内部情報の表示
位置とを求め、前記それぞれの表示位置が重なる場合に、前記表示抑制を行うように制御
してもよい。
【００１０】
　また、本発明の携帯電子機器において、前記情報表示抑制部は、前記情報表示部が、前
記内部情報を前記主要表示領域とは異なる表示領域に表示する場合には前記表示抑制を行
わないように制御してもよい。
【００１１】
　また、本発明の携帯電子機器において、前記情報表示抑制部は、前記情報表示部により
表示される前記内部情報と前記画像表示制御部により表示される画像との一方が他方にな
い情報を含む場合、前記情報表示部により表示される前記内部情報と前記画像表示制御部
により表示される画像との他方における同じ情報の表示を抑制するように制御してもよい
。
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【００１２】
　また、本発明の携帯電子機器において、前記情報表示抑制部は、前記情報表示部と前記
画像表示制御部との一方において所定の情報が表示されるように設定されている場合、前
記情報表示部と前記画像表示制御部との他方における情報表示を設定する際に、当該所定
の情報の表示設定を抑制するように制御してもよい。
【００１３】
　上記した課題を解決するために本発明の携帯電子機器における画像表示方法は、表示部
と、前記表示部の表示内容を制御する制御部と、を備えた携帯電子機器における表示方法
であって、内部の情報を取得して前記表示部に表示するステップと、前記表示部の主要表
示領域に画像を表示するステップと、前記表示される前記画像に、前記表示される内部情
報と同じ情報が含まれる場合、前記内部情報の表示と、前記画像による情報の表示のいず
れか一方を抑制するステップと、を有するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、表示部に同じ情報が表示されることによりユーザに与える違和感を解
消し、かつ、ユーザの負担軽減をはかった、携帯電子機器および同機器における表示方法
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は本発明の実施の形態に係る携帯電子機器の内部構成を示すブロック図である。こ
こでは、携帯電子機器として携帯電話１が例示されている。
【００１６】
　図１に示されるように、携帯電話１は、通信部１１と、操作部１２と、音声処理部１３
と、スピーカ（ＳＰ）１４と、マイクロフォン（ＭＩＣ）１５と、表示部１６と、記憶部
１７と、制御部１８と、電池１９と、により構成される。
【００１７】
　通信部１１は、複数の通信システムを捕捉し、例えば、ＣＤＭＡ２０００ １ｘ（以下
、単に１ｘという）やＥＶＤＯの通信プロトコルにしたがい、移動通信網２に接続される
基地局を含む網側装置との間で無線通信を行う。
　なお、ＥＶＤＯ通信は、１ｘ通信よりも高速であり、１ｘ通信は、ＥＶＤＯ通信と異な
り、データ通信の他に音声通信もサポートするといった特徴を有している。
【００１８】
　操作部１２は、例えば、電源キー、通話キー、数字キー、文字キー、方向キー、決定キ
ー、発信キーなど、各種の機能が割り当てられたキーを有しており、これらのキーがユー
ザによって操作された場合に、その操作内容に対応する信号を発生し、これをユーザの指
示として制御部１８に入力する。
【００１９】
　音声処理部１３は、ＳＰ１４から出力される音声信号やＭＩＣ１５において入力される
音声信号の処理を行う。
　すなわち、音声処理部１３は、ＭＩＣ１５から入力される音声を増幅し、アナログ／デ
ジタル変換を行い、更に符号化等の信号処理を施し、デジタルの音声データに変換して制
御部１８に出力する。
　また、音声処理部１３は、制御部１８から供給される音声データに復号化、デジタル／
アナログ変換、増幅等の信号処理を施し、アナログの音声信号に変換してＳＰ１４に出力
する。
【００２０】
　表示部１６は、例えば、液晶表示パネルや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）パネルな
どの表示デバイスを用いて構成されており、制御部１８から供給される映像信号に応じた
画像を表示する。
　表示部１６は、例えば、通信部１１を介して取得したフラッシュコンテンツを含む画像
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やや待受け画像等の各種情報や画像を表示する。勿論、発信時における発信先の電話番号
、着信時における着信相手の電話番号、受信メールや送信メールの他に、日付、時刻、電
池残量といったピクト画像の表示も含まれる。
【００２１】
　記憶部１７は、制御部１８において処理に利用される各種のデータを記憶する。例えば
、制御部１８が実行するアプリケーションプログラム、通信相手の電話番号や電子メール
アドレス等の個人情報を管理するアドレス帳、着信音やアラーム音を再生するための音声
ファイル、待受け画面のフラッシュコンテンツを含む画像ファイル、各種の設定データ、
プログラムの処理過程で利用される一時的なデータなどを保持する。
　なお、上記した記憶部１７は、例えば、不揮発性の記憶デバイス（フラッシュメモリ）
やランダムアクセス可能な記憶デバイス（ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ）等によって構成される。
【００２２】
　制御部１８は、携帯電話の全体的な動作を統括的に制御する。すなわち、携帯電話の各
種の処理（回線交換網を介して行われる音声通話、電子メールの作成と送受信、インター
ネットのＷｅｂ（World Wide Web）サイトの閲覧などの制御）が操作部１２の操作に応じ
て適切な手順で実行されるように、上述した各ブロックの動作（通信部１１における信号
の送受信、音声処理部１３における音声の入出力、表示部１６における画像の表示など）
を制御する。
【００２３】
　制御部１８は、記憶部１７に格納されるプログラム（オペレーティングシステム、アプ
リケーションプログラム等）に基づいて処理を実行するコンピュータ（マイクロプロセッ
サ）を備えており、このプログラムにおいて指示された手順に従って上述した処理を実行
する。すなわち、記憶部１７に格納されるオペレーティングシステムやアプリケーション
プログラム（ここでは、特に待受けアプリ）等のプログラムから命令コードを順次読み込
んで処理を実行する。
【００２４】
　制御部１８はまた、現在時刻、受信電界強度、電池残量等の携帯電話１の内部状態に関
する内部情報（携帯電話１の内部に保持されている情報）を取得し、当該取得された情報
を表示部１６に表示するとともに、待ち受け状態において表示部１６の主要表示領域に壁
紙としての背景画像を表示し、当該背景画像に、先に取得され、表示された内部情報と同
じ情報が含まれる場合、当該内部情報の表示と、背景画像による同じ情報の表示のいずれ
か一方を抑制する機能を有する。
　このため、制御部１８は、その内部構成が図１に機能展開されて示されるように、主制
御部１８０と、情報取得部１８１と、情報表示部１８２と、背景画像表示制御部１８３と
、情報表示抑制部１８４と、内部時計１８５と、電池残量検出部１８６と、受信強度判定
部１８７とを有して構成される。なお、これらのブロックが持つ機能は、記憶部１７に記
憶されるそれぞれのプログラムを制御部１８で実行することにより達成されるものであっ
て、制御部１８内において実体的に他のブロックと区分され内蔵されるもののみを指すの
ではなく、あくまで説明の簡略化のために各処理部を分けて表現したものである。
【００２５】
　主制御部１８０は、現在時刻を含む、受信電界強度、電池残量等、携帯電話１の内部状
態に関する内部情報を情報取得部１８１にて取得させ、当該取得された情報を表示部１６
に表示するとともに、表示部１６の主要表示領域（有効画面）に背景画像を表示し、当該
背景画像に、先に取得され、表示された内部情報と同じ情報が含まれる場合、当該内部情
報の表示と、背景画像による同じ情報の表示のいずれか一方を抑制する制御部１８として
の機能を実現するために、以下に説明する待受けアプリ実行時の壁紙表示処理実行に際し
、上記した各機能ブロック（情報取得部１８１、情報表示部１８２、背景画像表示制御部
１８３、情報表示抑制部１８４）のシーケンス制御を司る。
【００２６】
　情報取得部１８１は、内部時計１８５から現在時刻を取得し、電池残量検出部１８６か



(6) JP 5133001 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

ら電池１９の残量を取得し、また、受信強度判定部１８７から受信電界強度に関する情報
を定期的に取得し、携帯電話１の内部情報として主制御部１８０へ供給する。
　なお、内部時計１８５は、携帯電話１に内蔵される従来周知のクロックであり、ユーザ
の入力値や基地局から送信される時刻情報に基づき時刻などカウントして時間情報を保持
している。また、電池残量検出部１８６は、従来周知の方法により、例えば電池電圧など
を検出して電池１９の残量を検知するものである。また、受信強度判定部１８７も、従来
周知の方法により、基地局から送信される電波の受信感度を誤り率などから検知するもの
である。
【００２７】
　情報表示部１８２は、情報取得部１８１で取得された内部情報を表示部１６に表示する
機能を有し、背景画像表示制御部１８３は、表示部１６の主要表示領域（有効画面）に、
例えば、通信部１１を介して外部のネットワークサーバ（不図示）から取得されるフラッ
シュコンテンツ等の背景画像を表示する機能を有する。
【００２８】
　情報表示抑制部１８４は、背景画像表示制御部１８３にて表示される背景画像に、情報
表示部１８２で表示される内部情報と同じ情報が含まれる場合、情報表示部１８２による
内部情報の表示と、背景画像表示制御部１８３による同じ情報の表示のいずれか一方を抑
制する機能を有する。
　このとき、制御部１８（主制御部１８０）は、背景画像表示制御部１８３にて表示され
る背景画像に重ねて前景画像を表示可能とし、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８
２が、内部情報を前景画像に表示する場合に、情報の表示抑制制御を行う。
【００２９】
　また、情報表示抑制部１８４は、背景画像での情報の表示位置と前景画像での内部情報
の表示位置とを求め、それぞれの表示位置が重なる場合に、表示抑制制御を行う。また、
情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２が、情報を主要表示領域とは異なる表示領域
に表示する場合には情報の表示抑制を行わない。
【００３０】
　また、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２により表示される内部情報と背景画
像表示制御部１８３との一方が他方にない情報を含む場合、情報表示部１８２により表示
される内部情報と背景画像表示制御部１８３との他方における同じ情報の表示を抑制する
。
　情報表示抑制部１８４は、例えば、前景画像の表示設定（時計表示設定）にて「年月日
、時刻」が表示されるときに背景画像（壁紙）の表示設定にて時刻が表示されるフラッシ
ュコンテンツが選択されている場合に、前景画像に同一でない情報の「年月日」が表示さ
れるため、この場合には背景画像表示での同じ情報である「時刻」の表示を抑制すること
により多くの情報を違和感無く表示可能とするものである。
【００３１】
　また、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２による内部情報の表示と背景画像表
示制御部１８３による背景画像の表示との一方において所定の情報が表示されるように設
定されている場合、情報表示部１８２による内部情報の表示と背景画像表示制御部１８３
による背景画像の表示との他方を設定する際に、当該所定の情報が表示される設定を抑制
する。
　情報表示抑制部１８４は、例えば、背景画像（壁紙）として表示設定されているフラッ
シュコンテンツが時刻を表示するように構成されている場合、前景画像の表示設定（時刻
表示設定）にて「時計表示」が選択できないようにし（カレンダー表示は可）、あるいは
、前景画像の表示設定（時刻表示設定）にて「時刻表示」が設定されている場合には、背
景画像（壁紙）の表示設定では時刻表示を含むフラッシュコンテンツが選択できないよう
にする。
【００３２】
　なお、電池１９は、携帯電話を構成する各ブロックに電力を供給する駆動電源であり、
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ここでは、制御部１８にのみ電力を供給するものとして示しているが、実際には、通信部
１１、操作部１２、音声処理部１３、ＳＰ１４、ＭＩＣ１５、表示部１６、記憶部１７、
制御部１８のそれぞれに必要な電力を供給する。
【００３３】
　図２は、本発明の実施の形態に係る携帯電子機器の動作を示すフローチャートである。
以下、図２に示すフローチャートを参照しながら図１に示す携帯電子機器の動作について
詳細に説明する。
【００３４】
　主制御部１８０は、壁紙表示処理を開始するにあたり、まず、表示部１６に表示すべき
壁紙の設定処理を行う（ステップＳ２１）。具体的には、静止画や通信部１１を介してネ
ットワークをアクセスして得たフラシュコンテンツ等の記憶部１７に保存されているデー
タの中からユーザが操作部１２を操作して選択設定することにより、壁紙を設定する。な
お、情報表示部１８２では、上記した壁紙設定処理とは非同期に情報取得部１８１により
、内部時計１８５、電池残量検出部１８６、受信強度判定部１８７のそれぞれから取得し
た、現在日時、電池残量、電界強度（アンテナレベル）等のうち、いずれかの情報を表示
部１６に表示してあるものとする。
　具体的には、表示部１６の表示画面（表示ディスプレイ）１６１は、図３に示されるよ
うに、上端側に各種情報を表示可能な情報表示領域１６１ａと、下端側に操作部１２の操
作ガイドを表示するガイド表示領域１６１ｂと、情報表示領域１６１ａとガイド表示領域
１６１ｂとの間の主要表示領域１６１ｃとを有して構成されている。
　そして、情報表示部１８２は、図３（ａ）に示されるように、表示画面１６１の情報表
示領域１６１ａに、情報取得部１８１にて取得された電池残量、電界強度（アンテナレベ
ル）、現在日時の情報を表示する。なお、情報表示部１８２は、時計表示の設定において
、時刻だけでなく年月日を合わせて表示可能とする。さらには、図３（ｂ）に示されるよ
うに、日時情報を情報表示領域１６１ａではなく主要表示領域１６１ｃに拡大表示するよ
うに設定可能に構成されている。
【００３５】
　一方、背景画像表示制御部１８３は、上記により取得した壁紙の画像データ（ここでは
フラッシュコンテンツとする）を表示部１６の主要表示領域１６１ｃに表示しようとする
が、このとき、情報表示抑制部１８４は主制御部１８０と協働して、壁紙として設定され
た画像データ（フラッシュコンテンツ）を解析し、この画像データに時計表示インタフェ
ースが使用されているか否かを判定する（ステップＳ２２）。
　具体的には、解析の結果、画像データの表示によりＡＰＩ（情報要求信号）が発せられ
て、このＡＰＩ（情報要求信号）名が「Get Local Time」であれば、時計表示機能つきの
フラッシュコンテンツであると判定し（ステップＳ２２“Ｙｅｓ”）、携帯電話１が有す
る、例えば、メニュー機能の時計表示設定における時計表示をＯＦＦ設定し、上記した情
報表示部１８２による時計表示を抑制（無効にする）する（ステップＳ２３）。
　このとき、主制御部１８０は、背景画像表示制御部１８３にて主要表示領域１６１ｃに
表示される背景画像（壁紙の画像データ）に情報表示部１８２にて表示される各種情報を
前景画像として主要表示領域１６１ｃに重ねて表示し、情報表示抑制部１８４は、情報表
示部１８２が、フラッシュコンテンツで表示される情報（時刻情報）と同じ情報を前景画
像として主要表示領域１６１ｃに表示する場合にその情報の表示制御を行う。
　なお、情報表示部１８２が、図３（ａ）に示されるように情報表示領域１６１ａに時計
情報を表示する場合でも、背景画像表示制御部１８３によって主要表示領域１６１ｃに表
示される壁紙（背景画像）の画像データであるフラッシュコンテンツに時計情報が含まれ
るときには、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２により情報表示領域１６１ａで
の時計情報の表示を抑制（無効）するようにしてもよい。
【００３６】
　なお、ここでは、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２による時計表示を抑制し
たが、背景画像表示制御部１８３によるフラッシュコンテンツの時計表示を抑制してもよ
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い。
　または、時計表示を伴わない画像が壁紙（背景画像）として自動的に変更設定されるよ
うにしてもよい。あるいは、設定変更を促すようにユーザに警告画面を表示するような構
成としてもよい。
【００３７】
　ここで、ＡＰＩについて補足説明を行う。携帯電話１は、待受け状態では待受けアプリ
が起動され、記憶部１７に保存され、あらかじめ設定されている待受け画像（壁紙）が表
示部１６に表示される。
　この壁紙が時刻等の情報を表示する機能付のフラッシュコンテンツである場合、待受け
アプリでその情報を取得する必要があり、他のアプリ等に情報を要求する信号を送信する
。この情報要求信号が「ＡＰＩ」であり、その名前（コマンド）を判別することによりフ
ラッシュコンテンツでの表示情報を判別する。例えば、ＡＰＩ名が「Get Local Time」で
あれば時計表示機能つきのフラッシュコンテンツであると判別する。
【００３８】
　また、携帯電話１の時刻表示設定として、「表示する／表示しない／自動設定」のメニ
ュー項目を設定し、「自動設定」が選択された場合には、壁紙（背景画像）として時刻表
示機能付きフラッシュコンテンツが設定されているときには情報表示部１８２による時刻
情報は“表示しない”となり、時刻表示機能付きフラッシュコンテンツ以外の壁紙が設定
されている場合は情報表示部１８２により時刻情報を“表示する”とする。このように、
携帯電話１側での時刻情報の表示設定におけるメニュー機能の設定値を「自動設定」とす
ることにより一方の時計表示の抑制が可能である。
【００３９】
　説明を図２のフローチャートに戻す。ステップＳ２２において、設定された壁紙（フラ
ッシュコンテンツ）を解析して時計表示インタフェースが使用されていないと判定された
場合（ステップＳ２２“Ｎｏ”）、情報表示抑制部１８４はさらに、設定された壁紙（フ
ラッシュコンテンツ）を解析して日付表示インタフェースが使用されているか否かを判定
する（ステップＳ２４）。
　具体的には、解析の結果、ＡＰＩ名が「Get Date Day」であれば日付表示機能つきのフ
ラッシュコンテンツであると判定し（ステップＳ２４“Ｙｅｓ”）、例えば、メニュー機
能の日付表示設定における日付表示をＯＦＦ設定し、上記した情報表示部１８２による日
付表示を抑制する（ステップＳ２５）。
　なお、ここでは、情報表示部１８２による日付表示を抑制したが、背景画像表示制御部
１８３によるフラッシュコンテンツの日付表示を抑制してもよい。
【００４０】
　なお、ステップＳ２４において、設定されたフラッシュコンテンツを解析して日付表示
インタフェースが使用されていないと判定された場合（ステップＳ２４“Ｎｏ”）、主制
御部１８０は、壁紙設定されたフラッシュコンテンツを不図示の表示メモリ（例えば、記
憶部１７の固定領域に割当てられたＶＲＡＭ）に描画することにより上記した一連の壁紙
表示処理を終了する。
　記憶部１７に描画された壁紙は主制御部１８０経由で、情報表示部１８２および背景画
像表示制御部１８３経由で読み出され、情報表示抑制部１８４を経由して表示部１６に表
示される。
【００４１】
　図４は、表示画面構成の一例を示す図であり、情報表示部１８２により前景画像として
主要表示領域１６１ｃに表示される画像（ａ）と背景画像表示制御部１８３により背景画
像として主要表示領域１６１ｃに表示される画像（ｂ）が重ね合わせ表示された場合の、
本発明の実施の形態（ｃ）と、従来例（ｄ）とを対比して示してある。
【００４２】
　図３に示されるように、本発明の実施の形態に係る携帯電子機器によれば、背景画像表
示制御部１８３により表示されるフラッシュ壁紙が図４（ｂ）下段に示されるように、＜
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時計あり、日付あり＞の場合、携帯電話１の表示部１６には情報表示部１８２により主要
表示領域１６１ｃに表示される時計情報と日付情報の表示が抑制され、図４（ｃ）下段に
示されるように、＜時計表示なし、日付表示なし＞で表示される。
　同様に、フラッシュ壁紙が＜時計なし、日付あり＞の場合、情報表示部１８２による日
付情報の表示が抑制され、表示部１６には＜時計表示あり、日付表示なし＞で表示され、
フラッシュ壁紙が図４（ｂ）中段に示されるように、＜時計あり、日付なし＞の場合、情
報表示部１８２による時計情報の表示が抑制され、表示部１６には＜時計表示なし、日付
表示あり＞で表示され、フラッシュ壁紙が図４（ｂ）上段に示されるように、＜時計なし
、日付なし＞の場合、情報表示部１８２による各種情報の表示は抑制されず、表示部１６
には＜時計表示あり、日付表示あり＞で表示される。
【００４３】
　なお、上記した説明は、時計、日付表示機能付のフラッシュコンテンツを例示して説明
したが、電波状況（受信電界強度）や電池残量を表示する機能を有するフラッシュコンテ
ンツを壁紙（背景画像）として設定されている場合についても同様の処理がなされるよう
にすればよく、電波状況の場合は「Ger Sign Level」電池残量の場合は「Get Battery Le
vel」のＡＰＩ名の有無を判定することになる。
　具体的には、背景画像表示制御部１８３にて主要表示領域１６１ｃに表示される壁紙（
背景画像）として電波状況表示機能付フラッシュコンテンツが設定されていた場合、情報
表示抑制部１８４は、情報表示部１８２による情報表示領域１８１ａへの電界強度（アン
テナレベル）の情報表示を抑制（無効）する。また、電池残量表示機能付フラッシュコン
テンツが設定されていた場合、情報表示抑制部１８４は、情報表示部１８２による情報表
示領域１８１ａへの電池残量の情報表示を抑制（無効）する。
　なお、これら、時計（日時）情報、電界強度（電波状況）、電池残量に限定されること
なく、背景画像表示制御部１８３にて表示設定されるフラッシュコンテンツなどの画像デ
ータが情報表示部１８２により表示される情報（内部情報）と同じ情報を表示する構成と
なっている場合には、情報表示部１８２による情報表示を抑制したり、背景画像表示制御
部１８３による情報表示を抑制するようにすればよい。
【００４４】
　以上説明のように、本発明の実施の形態に係る携帯電子機器によれば、壁紙表示処理時
、情報表示抑制部１８４は、背景画像表示制御部１８３にて待ち受け時に壁紙として主要
表示領域１８１ｃに表示される背景画像に、情報表示部１８２で表示される内部情報と同
じ情報（時計、日付、電波状況、電池残量）が含まれる場合、情報表示部１８２による内
部情報の表示と、背景画像表示制御部１８３による情報の表示のいずれか一方を抑制する
ことにより、ユーザが設定する壁紙に応じて、「時計表示」、「日付表示」、「電波状態
表示」、「電池残量表示」等、日時を含む携帯電子機器の状態情報の表示を最適にするこ
とができる。
　このためにユーザは特別な操作を必要とせず、したがって、負担が軽減され、かつ、壁
紙のデザイン性を損なうことなく視認性がよい壁紙表示を可能にするものである。
【００４５】
　また、情報表示抑制部１８４は、背景画像での情報の表示位置と前景画像での情報の表
示位置とを求め、図４（ｄ）下段に示されるようにそれぞれの表示位置が重なる場合にい
ずれかでの情報の表示を抑制するようにしてもよい。また、情報表示抑制部１８４は、情
報表示部１８２が、背景画像表示制御部１８３にて表示される情報と同じ情報を主要表示
領域１６１ｃとは異なる表示領域（例えば、情報表示領域１６１ａ）に表示する場合には
情報の表示抑制を行わないようにしてもよい。
　さらに、情報表示抑制部１８４は、例えば、前景画像の表示設定（時計表示設定）にて
情報表示部１８２により「年月日、時刻」が表示されるときに、背景画像表示制御部１８
３により表示される背景画像（壁紙）として時計を含むフラッシュコンテンツが選択され
ている場合に、前景画像に同一でない情報の「年月日」が表示されるため、この場合には
背景画像での情報表示を抑制することにより多くの情報を違和感無く表示可能にすること
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【００４６】
　また、情報表示抑制部１８４は、背景画像（壁紙）に時刻表示を行うフラッシュコンテ
ンツが設定されている場合、前景画像の表示設定（時刻表示設定）にて「時計表示」が選
択できないようにし（カレンダー表示は可）、あるいは、前景画像の表示設定（時刻表示
設定）にて「時刻表示」が設定されている場合には、背景画像（壁紙）の設定では時刻表
示を含む画像データ（フラッシュコンテンツ）が選択できないようにしてもよい。
【００４７】
　また、フラッシュコンテンツが間欠的に時刻表示を行う場合、情報表示抑制部１８４は
、時計表示の有無（期間）を判定し、時計表示を行っている場合にのみ前景画像での時刻
表示を抑制してもよい。
　また、最近、待受け画面をランダムに表示設定可能な携帯電話１が出現（この場合、例
えば、ＪＰＥＧ、時計表示機能無しのフラッシュコンテンツ、時計表示機能付きフラッシ
ュをランダムに表示）しているが、制御部１８（情報表示抑制部１８４）は、表示データ
切替えの毎に表示されるデータに時刻表示機能付きフラッシュがあるか否かを判定し、あ
れば前景画像での時計表示を抑制することで対応が可能である。
　また、フラッシュコンテンツが電界強度や電池残量等を表示する場合には、固定領域（
情報表示領域１６１ａ）に表示されるこれらのピクト表示を抑制するようにしてもよい。
【００４８】
　なお、本発明の実施形態に係る携帯電子機器として携帯電話１のみ例示したが、同様の
構成を有する、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、や電子手帳、ゲーム
機、あるいはノートＰＣ等に搭載される場合も同様に適用が可能である。
　また、図１に示す制御部１８が有する機能は、全てをソフトウェアによって実現しても
、あるいはその少なくとも一部をハードウェアで実現してもよい。例えば、主制御部１８
０、情報表示抑制部１８４におけるデータ処理は、１または複数のプログラムによりコン
ピュータ上で実現してもよく、また、その少なくとも一部をハードウェアで実現してもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯電子機器の内部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る携帯電子機器の動作を示すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係る携帯電子機器における表示画面の構成を示した図であ
る。
【図４】本発明の実施の形態に係る携帯電子機器で使用される画面構成と従来例の画面構
成とを対比して示した図である。
【図５】前景画像の時計表示と背景画像の時計表示とが重ね合わせ表示される従来例の画
面構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１…携帯電話、１１…通信部、１２…操作部、１３…音声処理部、１４…スピーカ（Ｓ
Ｐ）、１５…マイク（ＭＩＣ）、１６…表示部、１７…記憶部、１８…制御部、１９…電
池、１８０…主制御部、１８１…情報取得部、１８２…情報表示部、１８３…背景画像表
示制御部、１８４…情報表示抑制部、１８５…内部時計、１８６…電池残量検出部、１８
７…受信強度判定部。
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