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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記制御部は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に発生した上／下スクロール
動作によって前記第１画面で前記第１アプリケーションにおいて上／下端に位置する情報
がスクローリングされる時、前記第２画面の現在位置領域を検出し、前記第２画面の現在
位置領域が前記第１画面の上／下側領域に位置する時、前記第２画面と重畳しない位置ま



(2) JP 6549352 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

で前記第１画面の情報に対する追加スクローリングを実行して、前記第１画面の上／下側
領域に位置した情報と前記第２画面とが重畳しないように制御することを特徴とする、機
器の画面制御装置。
【請求項２】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記制御部は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に発生した上／下スクロール
動作によって前記第１画面で前記第１アプリケーションにおいて上／下端に位置する情報
がスクローリングされる時、前記第２画面の現在位置領域を検出し、前記第２画面の現在
位置領域が前記第１画面の上／下側領域に位置する時、前記第２画面が現在位置領域から
外れるように移動させて、前記第１画面の上／下側領域に位置した情報と前記第２画面と
が重畳しないように制御することを特徴とする、機器の画面制御装置。
【請求項３】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記制御部は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に感知された左／右スクロー
ル動作によって前記第１アプリケーションにおいて右／左端に位置する情報が前記第１画
面の基準線を中心に左／右側領域に到達する時、前記第２画面の現在位置領域を検出し、
前記第２画面の現在位置領域が前記第１画面の基準線を含む時、前記第２画面を前記第１
アプリケーションにおいて右／左端に位置する情報が到達した左／右側領域と反対になる
右／左側領域に移動し、前記第２画面のサイズを前記移動した右／左側領域と対応するよ
うに調節して、前記第１画面の左／右側領域に位置した情報と前記第２画面とが重畳しな
いように制御することを特徴とする、機器の画面制御装置。
【請求項４】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
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表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記制御部は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面にポップアップウィンドウ表
示が感知される時、前記第２画面の現在位置領域を検出し、前記第２画面の現在位置領域
が前記ポップアップウィンドウの位置領域と重畳する時、前記第２画面の透明度を高く調
節して、前記透明度が調節された前記第２画面を通じて前記ポップアップウィンドウの一
部情報を表示するように制御することを特徴とする、機器の画面制御装置。
【請求項５】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記制御部は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面の入力ウィンドウに入力ジェ
スチャーが感知される時、前記第２画面の現在位置領域を検出し、前記第２画面の現在位
置領域が前記入力ウィンドウまたは前記入力ジェスチャーを通じて表示されるキーパッド
と重畳する時、前記第２画面を前記入力ウィンドウ及び前記キーパッドと重畳しない位置
に移動させるか、または前記第２画面のサイズを調節して、前記入力ウィンドウ及び前記
キーパッドと前記第２画面とが重畳しないように制御することを特徴とする、機器の画面
制御装置。
【請求項６】
　機器の画面制御装置であって、
　第１画面と第２画面とを含み、前記第２画面は前記第１画面の上で重畳して表示される
表示部と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、
前記感知された特定ジェスチャーの種類を判定し、前記特定ジェスチャーの種類が前記第
２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって表
示されなかった前記第１画面の一部情報を表示するように制御する制御部と、
を含み、
　前記制御部は、
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　前記特定ジェスチャーの種類が制御命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対す
る制御動作を実行し、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記特定ジェスチャーとしてホバリングジ
ェスチャーが感知される時、前記制御部は、前記ホバリングジェスチャーが感知された座
標を通じて前記第２画面に前記ホバリングジェスチャーの発生を判定し、前記ホバリング
ジェスチャーの種類が前記第２画面の移動リクエストを示すか否かを判定し、前記第２画
面の移動リクエストによって前記第２画面を現在位置する領域から外れるように移動させ
て、前記第２画面によって表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示し、前記第１
画面の一部情報に対する確認動作が完了する時、前記第２画面を以前に位置した領域に移
動させるか、または現在位置領域を維持するように制御することを特徴とする、機器の画
面制御装置。
【請求項７】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　を含み、
　前記第１画面の一部情報を表示する動作は、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第２画面に前記特定ジェスチャーとし
てホバリングジェスチャーが感知されれば、前記第２画面を現在位置する領域から外れる
ように移動させて、前記第２画面によって表示されなかった前記第１画面の一部情報を表
示する動作と、
を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項８】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御命
令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、　前記第
１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に発生した上／下スクロール動作によ
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って前記第１画面で前記第１アプリケーションにおいて上／下端に位置する情報がスクロ
ーリングされれば、前記第２画面の現在位置領域を検出する動作と、
　前記第２画面の現在位置領域が前記第１画面の上／下側領域に位置すれば、前記第１画
面の上／下側領域に位置した情報と前記第２画面とが重畳しないように、前記第２画面と
重畳しない位置まで前記第１画面の情報に対する追加スクローリングを実行する動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項９】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に発生した上／下スクロール
動作によって前記第１画面で前記第１アプリケーションにおいて上／下端に位置する情報
がスクローリングされれば、前記第２画面の現在位置領域を検出する動作と、
　前記第２画面の現在位置領域が前記第１画面の上／下側領域に位置すれば、前記第１画
面の上／下側領域に位置した情報と前記第２画面とが重畳しないように、前記第２画面が
現在位置領域から外れるように移動させる動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項１０】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面に感知された左／右スクロー
ル動作によって前記第１アプリケーションにおいて右／左端に位置する情報が前記第１画
面の基準線を中心に左／右側領域に到達すれば、前記第２画面の現在位置領域を検出する
動作と、
　前記第２画面の現在位置領域が前記第１画面の基準線を含めば、前記第１画面の左／右
側領域に位置した情報と前記第２画面とが重畳しないように、前記第２画面を前記第１ア
プリケーションにおいて右／左端に位置する情報が到達した左／右側領域と反対になる右
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／左側領域に移動し、前記第２画面のサイズを前記移動した右／左側領域と対応するよう
に調節する動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項１１】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面にポップアップウィンドウ表
示が感知される時、前記第２画面の現在位置領域を検出する動作と、
　前記第２画面の現在位置領域が前記ポップアップウィンドウの位置領域と重畳すれば、
前記第２画面の透明度を高く調節して、前記透明度が調節された前記第２画面を通じて前
記ポップアップウィンドウの一部情報を表示する動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項１２】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記第１画面の入力ウィンドウに入力ジェ
スチャーが感知されれば、前記第２画面の現在位置領域を検出する動作と、
　前記第２画面の現在位置領域が前記入力ウィンドウまたは前記入力ジェスチャーを通じ
て表示されるキーパッドと重畳すれば、前記入力ウィンドウまたは前記キーパッドと前記
第２画面とが重畳しないように、前記第２画面を前記入力ウィンドウまたは前記キーパッ
ドと重畳しない位置に移動させるか、または前記第２画面のサイズを調節する動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
【請求項１３】
　機器の画面制御方法であって、
　少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を第１画面と、前記第１画面上で
重畳して表示される第２画面を通じて表示する動作と、
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　前記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に第２アプリ
ケーションに伴う情報を表示する間、特定ジェスチャーが感知されるか否かを確認する動
作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知される時、前記感知された特定ジェスチャ
ーの種類を判定する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が前記
第２画面の属性変更を示す場合、前記第２画面の属性を変更して、前記第２画面によって
表示されなかった前記第１画面の一部情報を表示する動作と、
　前記第２画面に前記特定ジェスチャーが感知され、前記特定ジェスチャーの種類が制御
命令を示す場合、前記第２アプリケーションに対する制御動作を実行する動作と、
　前記第１画面に前記第１アプリケーションに伴う情報を表示し、前記第２画面に前記第
２アプリケーションに伴う情報を表示する間、前記特定ジェスチャーとしてホバリングジ
ェスチャーが感知されれば、前記ホバリングジェスチャーが感知された座標を通じて前記
第２画面に前記ホバリングジェスチャーの発生を判定する動作と、
　前記第２画面のホバリングジェスチャーの発生が判定されれば、前記ホバリングジェス
チャーの種類が前記第２画面の移動リクエストを示すか否かを判定する動作と、
　前記第２画面の移動リクエストによって、前記第２画面を現在位置した領域から外れる
ように移動させて、前記第２画面によって表示されなかった前記第１画面の一部情報を表
示する動作と、
　前記第１画面の一部情報に対する確認動作が完了すれば、前記第２画面を以前に位置し
た領域に移動させるか、または現在位置領域を維持する動作と、
　を含むことを特徴とする、機器の画面制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御装置及び方法に関し、より詳しくは、少
なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々と対応するように表示するための複数
の画面を制御する機器の画面制御装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の機器には、実行中のアプリケーションに伴う情報を画面に表示する間、他の情報
を別途の画面ウィンドウに表示することができるポップアップウィンドウ（window）機能
が備えられている。
【０００３】
　したがって、ポップアップウィンドウ（window）機能を通じてユーザは同時に２つの情
報を見ることができる。例えば、ユーザは画面でインターネットアプリケーションを実行
しながら、別途の画面ウィンドウを通じて動画像を見ることができる。
【０００４】
　しかしながら、ポップアップウィンドウ（window）機能を通じて表示される別途の画面
ウィンドウは、機器の画面と重畳して表示されるので、別途の画面ウィンドウによって表
示されない画面の情報を見るために、ユーザは別途の画面ウィンドウを所望の位置にわざ
わざ移動させなければならない不便がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００９－００４１７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　したがって、本発明の多様な実施形態は、少なくとも１つのアプリケーションに伴う情
報の各々と対応するように表示するための複数の画面を制御する機器の画面制御装置及び
方法を提供するものである。
【０００７】
　本発明の多様な実施形態は、少なくとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を複
数の画面を通じて表示する間、複数の画面のうち、重畳して位置する特定画面の属性を変
更して、特定画面によって表示されなかった他の画面の情報を表示することができる機器
の画面制御装置及び方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御装置は、第１画面と第２画面とを含み、
上記第２画面は上記第１画面の上で重畳して表示される表示部と、上記少なくとも１つの
アプリケーションに伴う情報の各々を上記第１画面と上記第２画面を通じて表示する間、
上記第２画面に特定ジェスチャーが感知される時、上記第２画面の属性を変更して、上記
第２画面によって表示されなかった上記第１画面の一部情報を表示するように制御する制
御部とを含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御装置は、第１画面と第２画面とを
含み、上記第２画面は上記第１画面の上で重畳して表示される表示部と、上記第１画面に
第１アプリケーションに伴う情報を表示し、上記第２画面に第２アプリケーションに伴う
情報を表示する間、ホバリングジェスチャーが感知される時、上記ホバリングジェスチャ
ーが感知された座標を通じて上記第２画面に上記ホバリングジェスチャーの発生を判定し
、上記ホバリングジェスチャーの種類を通じて上記第２画面の移動リクエストを判定し、
上記第２画面の移動リクエストによって上記第２画面を現在位置した領域から外れるよう
に移動させて、上記第２画面によって表示されなかった上記第１画面の一部情報を表示し
、上記第１画面の一部情報に対する確認動作が完了する時、上記第２画面を以前に位置し
た領域に移動させるか、または現在位置領域を維持するように制御する制御部とを含むこ
とを特徴とする。
【００１０】
　本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御方法は、少なくとも１つのアプリケーシ
ョンに伴う情報の各々を上記第１画面と上記第２画面を通じて表示する動作と、上記少な
くとも１つのアプリケーションに伴う情報の各々を上記第１画面と上記第２画面を通じて
表示する間、上記第２画面に特定ジェスチャーが感知されれば、上記第２画面の属性を変
更して、上記第２画面によって表示されなかった上記第１画面の一部情報を表示する動作
とを含み、上記第２画面は上記第１画面の上で重畳して表示されることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御方法は、第１画面に第１アプリケ
ーションに伴う情報を表示し、上記第１画面の上で重畳する第２画面に第２アプリケーシ
ョンに伴う情報を表示する動作と、上記第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表
示し、上記第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、ホバリングジェス
チャーが感知されれば、上記ホバリングジェスチャーが感知された座標を通じて上記第２
画面に上記ホバリングジェスチャーの発生を判定する動作と、上記第２画面のホバリング
ジェスチャーの発生が判定されれば、上記ホバリングジェスチャーの種類を通じて上記第
２画面の移動リクエストを判定する動作と、上記第２画面の移動リクエストによって、上
記第２画面を現在位置した領域から外れるように移動させて、上記第２画面によって表示
されなかった上記第１画面の一部情報を表示する動作と、上記第１画面の一部情報に対す
る確認動作が完了すれば、上記第２画面を以前に位置した領域に移動させるか、または現
在位置領域を維持する動作とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明の多様な実施形態に従う機器の画面制御装置及び方法は、少なくとも１つのアプ
リケーションに伴う情報の各々を複数の画面を通じて表示する間、複数の画面のうち、重
畳して位置する特定画面の位置、サイズ、及び透明度を自動で調節することによって、特
定画面に対するユーザの操作無しで、特定画面によって表示されなかった他の画面の情報
を表示できるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の多様な実施形態に従う機器の構成図である。
【図２Ａ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の移動動作を説明するた
めの図である。
【図２Ｂ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の移動動作を説明するた
めの図である。
【図３Ａ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の移動動作を示すフロー
チャートである。
【図３Ｂ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の移動動作を示すフロー
チャートである。
【図４Ａ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の透明度調節動作を示す
フローチャートである。
【図４Ｂ】本発明の第１実施形態に従う機器において、第２画面の透明度調節動作を示す
フローチャートである。
【図５Ａ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の制御動作を説明するための図である。
【図５Ｂ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の制御動作を説明するための図である。
【図６】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロール
動作に伴う第２画面の制御動作を示すフローチャートである。
【図７Ａ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図７Ｂ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図８】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロール
動作に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロール
動作に伴う第２画面の透明度調節動作を示すフローチャートである。
【図１０Ａ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における左／右スクロ
ール動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を説明するための図である。
【図１０Ｂ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における左／右スクロ
ール動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を説明するための図である。
【図１０Ｃ】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における左／右スクロ
ール動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を説明するための図である。
【図１１】本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における左／右スクロー
ル動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を示すフローチャートである。
【図１２Ａ】本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップ
ウィンドウ表示に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１２Ｂ】本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップ
ウィンドウ表示に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップウ
ィンドウ表示に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップウ
ィンドウ表示に伴う第２画面の透明度調節動作を示すフローチャートである。
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【図１５Ａ】本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面の２つ領域で２つアプ
リケーションに伴う情報を各々表示する間、２つアプリケーションの活性化するか否かに
伴う、第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１５Ｂ】本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面の２つ領域で２つアプ
リケーションに伴う情報を各々表示する間、２つアプリケーションの活性化するか否かに
伴う、第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１６Ａ】本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチ
ャー発生に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【図１６Ｂ】本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチ
ャー発生に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【図１７Ａ】本発明の第５実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチ
ャー発生に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１７Ｂ】本発明の第５実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチ
ャー発生に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【図１８】本発明の第５実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチャ
ー発生に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の好ましい実施形態の詳細な説明を添付した図面を参照して説明する。図
面のうち、同一の構成は、できる限り同一な符号を表していることに留意しなければなら
ない。
【００１５】
　本発明の実施形態に従う機器は、携帯端末機と固定端末機とを含む。ここで、携帯端末
機は携帯が容易に移動可能な電子機器であって、画像電話機、携帯電話、スマートフォン
（smart phone）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）端末機、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Teleco
mmunication Service）端末機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ＰＭＰ（Porta
ble Multimedia Player）、ＤＭＢ（Digital Multimedia Broadcasting）端末機、Ｅ－ブ
ック、携帯用コンピュータ（Notebook、Tabletなど）、またはディジタルカメラ（Digita
l Camera）などであってもよい。そして、固定端末機はデスクトップ（desktop）個人用
コンピュータなどであってもよいが、これに限定されるものではない。
【００１６】
　本発明の多様な実施形態において、第２画面は第１画面の上に重畳して表示される。ま
た、第１画面はレイヤ（layer）として言及されてもよく、第２画面がレイヤとして言及
される時、第１画面を下層レイヤとして、第２画面は上層レイヤとして言及される。
【００１７】
　また、第２画面は第１画面の上に重畳して表示できる別途の画面ウィンドウ（window）
として言及されてもよい。
【００１８】
　本発明の多様な実施形態では、第１画面に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、
第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示することによって、複数のアプリケー
ションに伴う情報が第１画面と第２画面の各々に表示されることを例として説明している
が、第１画面に待機画面の情報を表示する間、第２画面のみに１つの特定アプリケーショ
ンに伴う情報を表示しながら第２画面の移動を制御することができる。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態に従う機器の構成を示す図である。
【００２０】
　図１を参照すると、ＲＦ部１２３は機器の無線通信機能を実行する。ＲＦ部１２３は、
送信される信号の周波数をアップコンバート及び増幅するＲＦ送信機と、受信される信号
を低雑音増幅し、周波数をダウンコンバートするＲＦ受信機などを含む。データ処理部１
２０は、送信される信号を符号化及び変調する送信機、及び受信される信号を復調及びデ
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コードする受信機などを備える。即ち、データ処理部１２０は、モデム（MODEM）及びコ
ーデック（CODEC）で構成できる。ここで、コーデックは、パケット情報などを処理する
情報コーデックと、音声などのオーディオ信号を処理するオーディオコーデックを備える
。オーディオ処理部１２５は、データ処理部１２０のオーディオコーデックから出力され
る受信オーディオ信号を再生するか、またはマイクから発生する送信オーディオ信号をデ
ータ処理部１２０のオーディオコーデックに転送する機能を実行する。
 
【００２１】
　キー入力部１２７は、数字及び文字情報を入力するためのキー、及び各種機能を設定す
るための機能キーを備える。
【００２２】
　メモリ１３０は、プログラムメモリ及び情報メモリで構成できる。プログラムメモリは
、機器の一般的な動作を制御するためのプログラムを制御するプログラム、及び第１画面
上に重畳して表示される第２画面の属性（位置、サイズ、及び透明度）を変更して第２画
面によって表示されていない第１画面の一部情報を表示するように制御するプログラムを
格納することができる。また、情報メモリはプログラムの実行中に発生する情報を一時格
納する機能を実行する。
【００２３】
　制御部１１０は、機器の全般的な動作を制御する機能を実行する。
【００２４】
　制御部１１０は、本発明の実施形態に従って、少なくとも１つのアプリケーションに伴
う情報の各々を第１画面と第２画面を通じて表示する間、第２画面に特定ジェスチャーが
感知される時、第２画面の属性を変更して、第２画面により表示されなかった第１画面の
一部情報を表示するように制御する。
【００２５】
　この際、第２画面の属性は、位置移動、サイズ変更、または透明度調節のうち、少なく
とも１つを含む。
【００２６】
　また、第２画面で感知される特定ジェスチャーは、ホバリングジェスチャー、端末機に
備えられた特定キーの入力ジェスチャー、端末機の動きジェスチャー、タッチまたは赤外
線を通じて感知されるユーザの動作、ユーザの瞳動きのうち、少なくともいずれか１つを
含むことができる。ホバリングジェスチャーとは、タッチペンが画面と非接触した状態で
一定時間の間画面と一定間隔を維持している動作を表すものであって、この際、タッチペ
ンに備えられたボタンが入力された状態で一定時間を維持することができる。したがって
、第２画面の属性変更のためのホバリングジェスチャーがタッチペンによりなされる時、
タッチペンに備えられたボタン入力の有無に伴うホバリングジェスチャーはユーザにより
予め設定されるとよい。
【００２７】
　本発明の実施形態において、第２画面の属性変更に、第２画面の移動リクエストが感知
される時、同一の極性を有する２つの物体が近づく時、反発し合う物理エンジンアルゴリ
ズムを適用して、第２画面が跳ね出るＵＩを通じて第２画面の移動を表現することができ
る。
【００２８】
　制御部１１０は、本発明の第１実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーションに
伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第２画面
にホバリングジェスチャーが感知される時、第２画面を現在位置した領域から外れるよう
に移動させて、第２画面によって表示されなかった第１画面の一部情報を表示するように
制御する。
【００２９】
　そして、制御部１１０は、第１画面の一部情報に対する確認が完了する時、第２画面を
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以前に位置した領域に移動させるか、または現在位置領域を維持するように制御する。
【００３０】
　制御部１１０は、第２画面を現在位置した領域から外れるように移動させた後、第２画
面によって表示されなかった第１画面の一部情報を表示する間、第１画面に入力動作が感
知されたり、情報移動動作が感知されたり、または第１画面に一定時間の間何らの動作が
感知されない時、第１画面の一部情報に対する確認が完了したと判定することができる。
または、アイトラッキング（eye tracking）方法を適用してユーザの視線が他の位置に移
動する時、制御部１１０は第１画面の一部情報に対する確認が完了したと判定することが
できる。
【００３１】
　したがって、本発明の実施形態において、第１画面の一部情報に対する確認が完了した
ことを判定する動作は、第１画面に入力動作が感知されたり、情報移動動作が感知された
り、または第１画面に一定時間の間何らの動作が感知されない時、またはアイトラッキン
グ（eye tracking）方法を適用して実行できる。
【００３２】
　制御部１１０は、本発明の第１実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーションに
伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第２画面
にホバリングジェスチャーが感知される時、第２画面の透明度を高く調節して、透明度が
調節された第２画面を通じて第１画面の一部情報を表示するように制御することができる
。この際、制御部１１０はホバリングジェスチャーが感知された第２画面の座標を中心に
、一部領域または全体領域の透明度を高く調節することができる。
【００３３】
　そして、制御部１１０は第１画面の一部情報に対する確認が完了する時、第２画面を以
前の透明度に復帰するように制御する。
【００３４】
　制御部１１０は、第２画面の透明度を高く調節した後、透明度が調節された第２画面を
通じて第１画面の一部情報を表示する間、第１画面に入力動作が感知されたり、情報移動
動作が感知されたり、または第１画面に一定時間の間何らの動作が感知されない時、第１
画面の一部情報に対する確認が完了したと判定することができる。または、アイトラッキ
ング（eye tracking）方法を適用してユーザの視線が他の位置に移動する時、制御部１１
０は第１画面の一部情報に対する確認が完了したと判定することができる。
【００３５】
　制御部１１０は、本発明の第２実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーションに
伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１画面
に発生した上／下スクロール動作によって第１画面で第１アプリケーションにおいて上／
下端に位置する情報がスクローリングされる時、第２画面の現在位置領域を検出する。そ
して、制御部１１０は第２画面の現在位置領域が第１画面の上／下側領域に位置したと判
定されれば、第２画面と重畳しない位置まで第１画面の情報に対する追加スクローリング
を実行して、第１画面の上／下側領域に位置した情報と第２画面とが重畳しないように制
御する。
【００３６】
　また、制御部１１０は本発明の第２実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面に発生した上／下スクロール動作によって第１画面で第１アプリケーションにおいて
上／下端に位置する情報がスクローリングされる時、第２画面の現在位置領域を検出する
。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域が第１画面の上／下側領域に位置した
と判定されれば、第２画面が現在位置領域から外れるように移動させて、第１画面の上／
下側領域に位置した情報と第２画面とが重畳しないように制御する。
【００３７】
　また、制御部１１０は本発明の第２実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
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ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面に発生した上／下スクロール動作によって第１画面で第１アプリケーションにおいて
上／下端に位置する情報がスクローリングされる時、第２画面の現在位置領域を検出する
。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域が第１画面の上／下側領域に位置した
と判定されれば、第２画面の透明度を高く調節して、透明度が調節された第２画面を通じ
て第１画面の上／下側領域に位置した情報を表示するように制御する。
【００３８】
　また、制御部１１０は本発明の第２実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面に発生した左／右スクロール動作によって第１アプリケーションにおいて右／左端に
位置する情報が第１画面の基準線を中心に左／右側領域に到達する時、第２画面の現在位
置領域を検出する。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域が第１画面の基準線
を含んでいると判定されれば、第２画面を第１アプリケーションにおいて右／左端に位置
する情報が到達した左／右側領域と反対になる右／左側領域に移動し、第２画面のサイズ
を移動した右／左側領域のサイズに対応するように調節して、第１画面の左／右側領域に
位置した情報と第２画面とが重畳しないように制御する。
【００３９】
　また、制御部１１０は本発明の第３実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面にポップアップウィンドウ表示が感知される時、第２画面の現在位置領域を検出する
。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域がポップアップウィンドウの位置領域
と重畳したことが判定されれば、第２画面がポップアップウィンドウの位置領域から外れ
るように移動させて、ポップアップウィンドウと第２画面とが重畳しないように制御する
。ポップアップウィンドウは、機能実行のためのメニュー種類を含むメニューポップアッ
プウィンドウ、またはお知らせテキストを含むお知らせポップアップウィンドウなどを含
むことができる。
【００４０】
　また、制御部１１０は本発明の第３実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面にポップアップウィンドウ表示が感知される時、第２画面の現在位置領域を検出する
。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域がポップアップウィンドウの位置領域
と重畳したことが判定されれば、第２画面の透明度を高く調節して、透明度が調節された
第２画面を通じてポップアップウィンドウの一部情報を表示するように制御する。
【００４１】
　また、制御部１１０は本発明の第４実施形態に従って、第１画面に含まれた第１領域及
び第２領域に第１アプリケーション及び第２アプリケーションに伴う情報の各々を対応す
るように表示し、第２画面に第３アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１アプリ
ケーションと第２アプリケーションの実行に対して活性化するか否かを判定する。制御部
１１０は、第１アプリケーションの実行が活性化される時、第２画面が第１領域に位置し
ていれば、第２画面を第２領域へ移動させるように制御する。そして、制御部１１０は第
１領域のサイズが調節されれば、第１領域に重畳するように位置した第２画面のサイズも
第１領域の変更されたサイズに対応するように調節する。第１領域のサイズに対応するよ
うに調節される第２画面のサイズは、第１領域のサイズに含まれるサイズを維持する。ま
た、制御部１１０は第２アプリケーションの実行が活性化される時、第２画面が第２領域
に位置していれば、第２画面を第１領域に移動させるように制御する。そして、制御部１
１０は第２領域のサイズが調節されれば、第２領域に重畳するように位置した第２画面の
サイズも第２領域の変更されたサイズに対応するように調節する。第２領域のサイズに対
応するように調節される第２画面のサイズは、第２領域のサイズに含まれるサイズを維持
する。
【００４２】
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　また、制御部１１０は本発明の第５実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、第１
画面の入力ウィンドウに入力ジェスチャーが感知される時、第２画面の現在位置領域を検
出する。そして、制御部１１０は第２画面の現在位置領域が入力ウィンドウまたは入力ジ
ェスチャーを通じて表示されるキーパッドと重畳する時、第２画面を入力ウィンドウ及び
キーパッドと重畳しない位置に移動させるか、または第２画面のサイズを調節して、入力
ウィンドウ及びキーパッドと第２画面とが重畳しないように制御する。
【００４３】
　また、制御部１１０は本発明の実施形態に従って、第１画面に第１アプリケーションに
伴う情報を表示し、第２画面に第２アプリケーションに伴う情報を表示する間、ホバリン
グジェスチャーが感知される時、ホバリングジェスチャーが感知された座標を通じて第２
画面にホバリングジェスチャーの発生を判定する。そして、制御部１１０はホバリングジ
ェスチャーの種類を通じて第２画面の移動リクエストを判定し、第２画面の移動リクエス
トによって第２画面を現在位置した領域から外れるように移動させて、第２画面によって
表示されなかった第１画面の一部情報を表示するように制御する。制御部１１０は、第１
画面の一部情報に対する確認動作が完了する時、第２画面を以前に位置した領域に移動さ
せるか、または現在位置領域を維持するように制御する。
【００４４】
　また、制御部１１０はホバリングジェスチャーが感知された座標を通じて第１画面にホ
バリングジェスチャーの発生が判定される時、第１画面で第１アプリケーションに伴う情
報の制御動作を実行するように制御する。
【００４５】
　また、制御部１１０はホバリングジェスチャーの種類を通じて第２画面の制御命令が受
信される時、第２画面の制御命令によって第２画面で第２アプリケーションに伴う情報の
制御動作を実行するように制御する。
【００４６】
　カメラ部１４０は映像情報を撮影し、撮影された光信号を電気的信号に変換するカメラ
センサと、カメラセンサから撮影されるアナログ映像信号をディジタル情報に変換する信
号処理部を備える。ここで、カメラセンサはＣＣＤまたはＣＭＯＳセンサと仮定し、信号
処理部はＤＳＰ（Digital Signal Processor）で実現することができる。また、カメラセ
ンサ及び信号処理部は一体型に構成されてもよく、また分離して構成されてもよい。
【００４７】
　映像処理部１５０は、カメラ部１４０から出力される映像信号を表示部１６０に表示す
るためのＩＳＰ（Image Signal Processing：画像信号処理）を実行し、ＩＳＰはガンマ
補正、補間、空間的変化、イメージ効果、イメージスケール、オートホワイトバランス（
ＡＷＢ）、ＡＥ（Auto Exposure）、オートフォーカス（ＡＦ）などのような機能を実行
する。したがって、映像処理部１５０は、カメラ部１４０から出力される映像信号をフレ
ーム単位で処理し、フレーム映像情報を表示部１６０の特性及びサイズに合せて出力する
。また、映像処理部１５０は、映像コーデックを備え、表示部１６０に表示されるフレー
ム映像情報を設定された方式により圧縮するか、または圧縮されたフレーム映像情報を元
のフレーム映像情報に復元する機能を実行する。ここで、映像コーデックはＪＰＥＧコー
デック、ＭＰＥＧ４コーデック、ウェーブレット（Wavelet）コーデックなどであっても
よい。映像処理部１５０は、ＯＳＤ（On Screen Display）機能を備えると仮定し、制御
部１１０の制御下に表示される画面サイズによってオンスクリーン表示情報を出力するこ
とができる。
【００４８】
　表示部１６０は、映像処理部１５０から出力される映像信号を画面に表示し、制御部１
１０から出力されるユーザ情報を表示する。ここで、表示部１６０はＬＣＤを使用するこ
とができ、このような場合、表示部１６０はＬＣＤ制御部（LCD controller）、映像情報
を格納することができるメモリ、及びＬＣＤ表示素子などを備えることができる。ここで
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、ＬＣＤをタッチスクリーン（touch screen）方式により実現する場合、入力部として動
作することもでき、この際、表示部１６０にはキー入力部１２７のようなキーを表示する
ことができる。
【００４９】
　また、表示部１６０がタッチスクリーン方式により実現されることによって、タッチス
クリーン部に使われる場合、タッチスクリーン部は、複数のセンサパネルを含むタッチス
クリーンパネル（ＴＳＰ：Touch Screen Panel）からなり、複数のセンサパネルは手タッ
チを認識することができる静電式センサパネル及びタッチペンのように細かいタッチが感
知できる電子誘導センサパネルを含んでもよい。
【００５０】
　また、表示部１６０は、本発明の実施形態に従って、少なくとも１つのアプリケーショ
ンに伴う情報の各々を対応するように表示するための第１画面１６１と第２画面１６２と
を含み、第２画面１６２は第１画面１６１とサイズが相異し、第１画面１６１の上で重畳
して表示される。
【００５１】
　上記のような機器における画面制御動作を図２Ａから図１８を通じて詳細に説明する。
【００５２】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の第１実施形態に従う機器における第２画面の移動動作を
説明するための図である。
【００５３】
　図２Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う情
報を表示し、第２画面１６２にＴＶアプリケーションに伴う情報を表示する動作を図示し
ている。この際、第２画面１６２にタッチペンを用いてホバリングジェスチャーが発生す
れば、図２Ｂのように、第２画面１６２は現在位置領域（ａ）から外れて他の位置領域に
移動する。したがって、第２画面１６２によって表示されなかった第１画面の一部情報、
即ち第２画面１６２が移動する前に位置した位置領域（ａ）に存在する第１画面の一部情
報を表示することができる。
【００５４】
　第２画面１６２がホバリングジェスチャーの発生を通じて現在位置領域（ａ）から外れ
て他の領域に移動する時、第２画面１６２は第１画面１６１で第２画面１６２の現在位置
領域を除外した領域のうち、第２画面１６２が表示できる領域に移動する。
【００５５】
　図２Ａ及び図２Ｂのような動作を図３Ａ及び図３Ｂを通じて詳細に説明する。
【００５６】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の第１実施形態に従う機器における第２画面の移動動作を
示すフローチャートである。
【００５７】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【００５８】
　図３Ａ及び図３Ｂを参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を
表示し、同時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示さ
れる第２画面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ３０１におい
て、ホバリングジェスチャーが感知されれば、制御部１１０はステップ３０２でこれを感
知し、ホバリングジェスチャーが感知された座標を検出する。ホバリングジェスチャーが
感知された座標を通じてホバリングジェスチャーが第２画面１６２で発生したことが判定
されれば、制御部１１０はステップ３０３でこれを感知し、ホバリングジェスチャーの種
類を判定する。
【００５９】
　ホバリングジェスチャーがタッチペンを通じて発生した場合、タッチペンに備えられた
ボタンの入力の有無によって発生したホバリングの種類を判定することができる。
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【００６０】
　タッチペンに備えられたボタンの入力信号と共に、ホバリングジェスチャーが感知され
れば、制御部１１０はステップ３０４で第２画面１６２の移動リクエストと判定し、第２
画面を現在位置した領域から外れるように移動させて、第２画面１６２によって表示され
ていない第１画面の一部情報を表示するステップ３０５を実行する。
【００６１】
　第２画面１６２の移動によって第１画面の一部情報を表示する間、第１画面の一部情報
に対する確認動作が完了したことが判定されれば、制御部１１０はステップ３０６でこれ
を感知し、第２画面１６２を以前に位置した領域に移動させるか、または現在位置領域を
維持するように制御するステップ３０７を実行する。
【００６２】
　または、発生したホバリングの種類を判定する時、タッチペンに備えられたボタンの入
力信号無しでホバリングジェスチャーが感知されれば、制御部１１０はステップ３０８で
第２画面１６２の制御リクエストと判定し、第２画面１６２の第２アプリケーションに伴
う情報を制御するステップ３０９を実行する。
【００６３】
　そして、感知されたホバリングジェスチャーの発生座標を通じてホバリングジェスチャ
ーが第１画面１６１で発生したことが判定されれば、制御部１１０はステップ３１０でこ
れを感知し、第１画面１６１の第１アプリケーションに伴う情報を制御するステップ３１
１を実行する。
【００６４】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の第１実施形態に従う機器における第２画面の透明度調節
動作を示すフローチャートである。
【００６５】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【００６６】
　図４Ａ及び図４Ｂを参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を
表示し、同時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示さ
れる第２画面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ４０１で、ホ
バリングジェスチャーが感知されれば、制御部１１０はステップ４０２でこれを感知し、
ホバリングジェスチャーが感知された座標を検出する。ホバリングジェスチャーが感知さ
れた座標を通じてホバリングジェスチャーが第２画面１６２で発生したことが判定されれ
ば、制御部１１０はステップ４０３でこれを感知し、ホバリングジェスチャーの種類を判
定する。
【００６７】
　ホバリングジェスチャーがタッチペンを通じて感知された場合、タッチペンに備えられ
たボタンの入力の有無によって感知されたホバリングの種類を判定することができる。
【００６８】
　タッチペンに備えられたボタンの入力信号と共にホバリングジェスチャーが感知されれ
ば、制御部１１０はステップ４０４で第２画面１６２の透明度調節リクエストと判定し、
第２画面の透明度を上げて、透明度が調節された第２画面１６２を通じて第２画面１６２
によって表示されなかった第１画面の一部情報を表示するステップ４０５を進行する。
【００６９】
　ステップ４０５で、制御部１１０はホバリングジェスチャーが感知された第２画面の座
標値を中心に一部領域に対してのみ透明度を上げるように調節したり、第２画面の全体領
域に対して透明度を上げるように調節したりすることができる。
【００７０】
　透明度が調節された第２画面を通じて第１画面の一部情報を表示する間、第１画面の一
部情報に対する確認動作が完了したことが判定されれば、制御部１１０はステップ４０６
でこれを感知し、第２画面１６２の透明度を以前の透明度に復帰させるステップ４０７を
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実行する。
【００７１】
　または、感知されたホバリングの種類を判定する時、タッチペンに備えられたボタンの
入力信号無しでホバリングジェスチャーが感知されれば、制御部１１０はステップ４０８
で第２画面１６２の制御リクエストと判定し、第２画面１６２の第２アプリケーションに
伴う情報を制御するステップ４０９を進行する。
【００７２】
　そして、感知されたホバリングジェスチャーの発生座標を通じてホバリングジェスチャ
ーが第１画面１６１で発生したことが判定されれば、制御部１１０はステップ４１０でこ
れを感知し、第１画面１６１の第１アプリケーションに伴う情報を制御するステップ４１
１を進行する。
【００７３】
　本発明の第１実施形態では、第２画面に発生したホバリングジェスチャーによって第２
画面の移動または透明度調節動作のみを例として説明しているが、第２画面に発生したホ
バリングジェスチャーを通じて第２画面のサイズを予め設定されたサイズに小さく調節し
、第１画面の一部情報に対する確認動作が完了したことが判定される時、第２画面を元の
サイズに復帰させることができる。
【００７４】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上
／下スクロール動作に伴う第２画面の制御動作を説明するための図である。
【００７５】
　図５Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う情
報を表示し、第１画面１６１の下側領域に重畳して位置した第２画面１６２にＴＶアプリ
ケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、第１画面１６１に上方へ
のスクロール動作が発生し、それによって第１画面１６１で第１アプリケーションにおい
て上／下端に位置する情報がスクローリングされれば、図５Ｂのように、第１画面１６１
の下側領域に位置した第２画面１６２と重畳しない位置（ｂ）まで第１画面の情報に対す
る追加スクローリング動作を実行する。したがって、図５Ｂのように、第１画面１６１の
下側領域に位置した情報は第２画面との重複無しで情報を表示することができる。
【００７６】
　図５Ａ及び図５Ｂのような動作を、図６を通じて詳細に説明する。
【００７７】
　図６は、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の制御動作を示すフローチャートである。
【００７８】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【００７９】
　図６を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同時
に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画面
１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ６０１で、第１画面１６１
に上／下スクローリング動作が感知されれば、制御部１１０はステップ６０２でこれを感
知し、第１画面１６１に感知された上／下スクローリング動作に対応する情報を移動して
表示する動作を実行する。
【００８０】
　第１画面で情報を移動して表示する動作を実行する間、第１画面で第１アプリケーショ
ンにおいて上／下端に位置する情報がスクローリングされれば、制御部１１０はステップ
６０３でこれを感知し、第２画面１６２の現在位置領域を検出するステップ６０４を実行
する。
【００８１】
　検出結果、第２画面１６２が第１画面の上／下側領域に位置していることがステップ６
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０５で判定されれば、第１画面の上／下側領域に位置した情報と第２画面とが重畳しない
ように、第２画面１６２と重畳しない位置まで第１画面の情報に対する追加スクローリン
グ動作を実行するステップ６０６を実行する。
【００８２】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上
／下スクロール動作に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【００８３】
　図７Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う情
報を表示し、第１画面１６１の下側領域に重畳して位置した第２画面１６２にＴＶアプリ
ケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、第１画面１６１に上方へ
のスクロール動作が発生し、それによって第１画面１６１で第１アプリケーションにおい
て上／下端に位置する情報がスクローリングされれば、図７Ｂのように、第１画面１６１
の下側領域に位置した第２画面１６２を現在位置領域から外れるように移動させる。した
がって、第１画面の下側領域に位置した第２画面１６２によって表示されなかった第１画
面の一部情報、即ち第２画面１６２が移動する前に位置していた位置領域（ｃ）に存在す
る第１画面１６１の一部情報を表示することができる。
【００８４】
　図７Ａ及び図７Ｂのような動作を、図８を通じて詳細に説明する。
図８は、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロール
動作に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【００８５】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【００８６】
　図８を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同時
に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画面
１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ８０１で、第１画面１６１
に上／下スクローリング動作が感知されれば、制御部１１０はステップ８０２でこれを感
知し、第１画面１６１に感知された上／下スクローリング動作に対応する情報を移動して
表示する動作を実行する。
【００８７】
　第１画面で情報を移動して表示する動作を実行する間、第１画面で第１アプリケーショ
ンにおいて上／下端に位置する情報がスクローリングされれば、制御部１１０はステップ
８０３でこれを感知し、第２画面１６２の現在位置領域を検出するステップ８０４を実行
する。
【００８８】
　検出結果、第２画面１６２が第１画面の上／下側領域に位置していることがステップ８
０５で判定されれば、第１画面の上／下側領域に位置した情報と第２画面とが重畳しない
ように、第２画面１６２を現在位置領域から外れるように移動させるステップ８０６を実
行する。
【００８９】
　図９は、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における上／下スクロー
ル動作に伴う第２画面の透明度調節動作を示すフローチャートである。
【００９０】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【００９１】
　図９を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同時
に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画面
１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ９０１で、第１画面１６１
に上／下スクローリング動作が感知されれば、制御部１１０はステップ９０２でこれを感
知し、第１画面１６１に感知された上／下スクローリング動作に対応する情報を移動して
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表示する動作を実行する。
【００９２】
　第１画面で情報を移動して表示する動作を実行する間、第１画面で第１アプリケーショ
ンにおいて上／下端に位置する情報がスクローリングされれば、制御部１１０はステップ
９０３でこれを感知し、第２画面１６２の現在位置領域を検出するステップ９０４を実行
する。
【００９３】
　検出結果、第２画面１６２が第１画面の上／下側領域に位置していることがステップ９
０５で判定されれば、第２画面１６２の透明度を高く調節して、透明度の高い第２画面１
６２を通じて第１画面の上／下側領域に位置した情報を表示するステップ９０６を実行す
る。
【００９４】
　以後、第１画面の上／下側領域に位置した情報に対する確認が完了したことが判定され
れば、制御部１１０は第２画面１６２を以前の透明度に復帰させる。
【００９５】
　図１０Ａから図１０Ｃは、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面におけ
る左／右スクロール動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を説明するための図で
ある。
【００９６】
　図１０Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う
情報を表示し、第１画面１６１の下側領域に重畳して位置した第２画面１６２にＴＶアプ
リケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、第１画面１６１に右方
へのスクロール動作が発生すれば、第１画面１６１の仮想の基準線（ｄ）が設定される。
基準線（ｄ）は、第１画面１６１の中心線であってもよい。そして、図１０Ｂ及び図１０
Ｃのように、第１画面１６１に右方へのスクロール動作の発生によって、第１アプリケー
ションにおいて右／左端に位置する情報が第１画面１６１の基準線（ｄ）を中心に右側領
域１６１ｂに到達すれば、基準線（ｆ）に重畳して位置する第２画面１６２は左側領域１
６１ａに移動し、第２画面１６２の幅が左側領域１６１ａの幅より大きい場合、第２画面
１６２のサイズを調節して左側領域１６２ａに表示する。
【００９７】
　第２画面１６２が左側領域１６２ａに移動することは、第１アプリケーションにおいて
右／左端に位置する情報が右側領域１６１ｂに到達する時になされるか、または第１アプ
リケーションにおいて右／左端に位置する情報が右側領域１６１ｂに到達する間に第２画
面１６２は徐々に左側領域１６１ａにサイズが調節されながら移動してもよい。
 
【００９８】
　図１０Ａ及び図１０Ｂのような動作を、図１１を通じて詳細に説明する。
【００９９】
　図１１は、本発明の第２実施形態に従う機器において、第１画面における左／右スクロ
ール動作に伴う第２画面の移動及びサイズ調節動作を示すフローチャートである。
【０１００】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【０１０１】
　図１１を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同
時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画
面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ１１０１で、第１画面１
６１に上／下スクローリング動作が感知されれば、制御部１１０はステップ１１０２でこ
れを感知し、第１画面１６１に感知された左／右スクローリング動作に対応する情報を移
動して表示する動作を実行する。
【０１０２】
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　第１画面で情報を移動して表示する動作を実行する間、第１アプリケーションにおいて
右／左端に位置する情報が第１画面１６１の基準線を中心に左／右側領域に到達すれば、
制御部１１０はステップ１１０３でこれを感知し、第２画面の現在位置領域を検出するス
テップ１１０４を実行する。
【０１０３】
　検出結果、第２画面１６２の位置領域が第１画面１６１の基準線を含む時、制御部１１
０はステップ１１０５でこれを感知し、第１画面の左／右側領域に位置した情報と第２画
面とが重畳しないように、第２画面１６２を第１アプリケーションにおいて右／左端に位
置する情報が到達した左／右側領域と反対になる右／左側領域に移動し、第２画面１６２
のサイズを移動した右／左側領域と対応するように調節するステップ１１０６を実行する
。
【０１０４】
　ステップ１１０６で、左側スクローリング動作を通じて第１アプリケーションにおいて
右／左端に位置する情報が基準線を中心に左側領域に到達すれば、制御部１１０は第２画
面を右側領域に移動させてサイズを調節して表示する。そして、右側スクローリング動作
を通じて第１アプリケーションにおいて右／左端に位置する情報が基準線を中心に右側領
域に到達すれば、制御部１１０は第２画面を左側領域に移動させてサイズを調節して表示
する。
【０１０５】
　本発明の第２実施形態では、図１０及び図１１と動作を通じて左／右スクローリングに
伴う第２画面の位置移動及びサイズ調節に対する動作のみを示しているが、第２画面の透
明度調節を通じても左／右スクローリングによって第２画面に表示されない第１画面の情
報を表示することができる。
【０１０６】
　また、本発明の第２実施形態では図１０及び図１１と動作を通じて左／右スクローリン
グに伴う第２画面制御動作を示しているが、図５から図９のように、上／下スクローリン
グ動作を通じてなされる第１アプリケーションに対する追加スクローリングまたは第２画
面の位置移動または第２画面の透明度調節も同一に適用することができる。
【０１０７】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけ
るポップアップウィンドウ表示に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【０１０８】
　図１２Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う
情報を表示し、第１画面１６１の下側領域に重畳して位置した第２画面１６２にＴＶアプ
リケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、特定ボタンの入力によ
って機能を実行するためのメニュー種類を含むメニューポップアップウィンドウ１６３が
表示されれば、図１２Ｂのように、第２画面１６２をポップアップウィンドウ１６３の位
置領域から外れるように移動させる。したがって、第１画面１６１の下側領域に位置した
第２画面１６２によって表示されなかった第１画面のメニューポップアップウィンドウ１
６３の一部情報、即ち第２画面１６２が移動する前に位置していた位置領域（ｅ）に存在
するメニューポップアップウィンドウ１６３の一部情報を表示することができる。
 
【０１０９】
　図１２Ａ及び図１２Ｂのような動作を、図１３を通じて詳細に説明する。
【０１１０】
　図１３は、本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップ
ウィンドウ表示に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【０１１１】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【０１１２】
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　図１３を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同
時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画
面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ１３０１で、第１画面１
６１にポップアップウィンドウ表示が感知されれば、制御部１１０はステップ１３０２で
これを感知し、第２画面１６２の現在位置領域を検出するステップ１３０３を実行する。
【０１１３】
　検出結果、第２画面１６２がポップアップウィンドウと重畳する位置に存在しているこ
とがステップ１３０４で判定されれば、制御部１１０は、ポップアップウィンドウと第２
画面１６２とが重畳しないように、第２画面１６２をポップアップウィンドウの位置領域
から外れるように移動させるステップ１３０５を実行する。ステップ１３０５で、第２画
面１６２をポップアップウィンドウの位置領域から外れるように移動させようとする時、
第２画面のサイズによって移動してもポップアップウィンドウと重畳すれば、制御部１１
０は第２画面の移動と共にサイズを調節することができる。
【０１１４】
　図１４は、本発明の第３実施形態に従う機器において、第１画面におけるポップアップ
ウィンドウ表示に伴う第２画面の透明度調節動作を示すフローチャートである。
【０１１５】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【０１１６】
　図１４を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同
時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画
面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ１４０１で、第１画面１
６１にポップアップウィンドウ表示が感知されれば、制御部１１０はステップ１４０２で
これを感知し、第２画面１６２の現在位置領域を検出するステップ１４０３を実行する。
【０１１７】
　検出結果、第２画面１６２がポップアップウィンドウと重畳する位置に存在しているこ
とがステップ１４０４で判定されれば、制御部１１０は第２画面１６２の透明度を高く調
節して、透明度が調節された第２画面１６２を通じてポップアップウィンドウの一部情報
を表示するステップ１４０５を実行する。
【０１１８】
　透明度が調節された第２画面１６２を通じてポップアップウィンドウの一部情報を表示
する間、第２画面１６２は不活性化される。したがって、透明度が調節された第２画面１
６２にタッチが感知されれば、制御部１１０はタッチが感知された座標に位置した第１画
面１６１のポップアップウィンドウの該当機能を実行するように制御する。
【０１１９】
　第２画面１６２の透明度が高く調節された状態で、ポップアップウィンドウが表示され
なければ、制御部１１０はステップ１４０６でこれを感知し、第２画面の透明度を以前の
透明度に復帰するステップ１４０７を実行する。
【０１２０】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面の２領
域における２つのアプリケーションに伴う情報を各々表示する間、２つのアプリケーショ
ンを活性化するか否かに伴う、第２画面の移動動作を説明するための図である。
【０１２１】
　図１５Ａでは、表示部１６０の第１画面１６１が第１領域１６１ｃと第２領域１６１ｄ
とに分類されて、第１領域１６１ｃにインターネットアプリケーションに伴う情報を表示
し、第２領域１６１ｄに写真アプリケーションに伴う情報を表示し、第２画面１６２にＴ
Ｖアプリケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、第１領域１６１
ｃにタッチが発生して第１領域１６１ｃのインターネットアプリケーションの実行が活性
化されれば、図１５Ａのように、第２画面１６２を写真アプリケーションの実行が不活性
化された第２領域１６１ｄに移動して表示する。第２画面１６２を第２領域１６１ｄに重



(22) JP 6549352 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

畳するように表示する間、第２領域１６１ｄにタッチが発生して第２領域１６２ｄが活性
化されれば、図１５Ｂのように、第２画面１６２をインターネットアプリケーションの実
行が不活性化された第１領域１６１ｃに移動して表示する。
【０１２２】
　図１５Ａ及び図１５Ｂのような動作を、図１６Ａ及び図１６Ｂを通じて詳細に説明する
。
【０１２３】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、本発明の第４実施形態に従う機器において、第１画面におけ
る入力ジェスチャー発生に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【０１２４】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【０１２５】
　図１６Ａ及び図１６Ｂを参照すると、第１画面１６１の第１領域で第１アプリケーショ
ンに伴う情報を表示し、第１画面１６１の第２領域で第２アプリケーションに伴う情報を
表示するステップ１６０１で、第１画面１６１の上に重畳して表示されながら第３アプリ
ケーションに伴う情報を表示する第２画面１６２が存在すれば、制御部１１０はステップ
１６０２でこれを感知し、第１領域の第１アプリケーションと第２領域の第２アプリケー
ションのそれぞれを活性化するかを判定する。
【０１２６】
　第１領域にタッチのようなジェスチャーが感知されれば、制御部１１０は第１領域の第
１アプリケーションの実行が活性化されたことをステップ１６０３で判定し、第２画面１
６２の現在位置領域を検出する。第２画面１６２の現在位置領域が活性化された第１アプ
リケーションに伴う情報を表示する第１領域であれば、制御部１１０は第２画面１６２を
アプリケーションに不活性化された第２領域に移動するステップ１６０４を実行する。
【０１２７】
　第２画面１６２を第２領域で表示する間、第１画面１６１で第２領域のサイズが変更さ
れれば、制御部１１０はステップ１６０５でこれを感知し、変更された第２領域のサイズ
に対応するように第２画面１６２のサイズを変更するステップ１６０６を実行する。
【０１２８】
　または、第２領域にタッチなどのジェスチャーが感知されれば、制御部１１０は第２領
域の第２アプリケーションの実行が活性化されたことをステップ１６０７で判定し、第２
画面１６２の現在位置領域を検出する。第２画面１６２の現在位置領域が活性化された第
２アプリケーションに伴う情報を表示する第２領域であれば、制御部１１０は第２画面１
６２をアプリケーションに不活性化された第１領域に移動するステップ１６０８を実行す
る。
【０１２９】
　第２画面１６２を第２領域で表示する間、第１画面１６１の第１領域のサイズが変更さ
れれば、制御部１１０はステップ１６０９でこれを感知し、変更された第１領域のサイズ
に対応するように第２画面１６２のサイズを変更するステップ１６１０を実行する。
【０１３０】
　図１７Ａ及び図１７Ｂは、本発明の第５実施形態に従う機器において、第１画面におけ
る入力ジェスチャー発生に伴う第２画面の移動動作を説明するための図である。
【０１３１】
　図１７Ａは、表示部１６０の第１画面１６１にインターネットアプリケーションに伴う
情報を表示し、第１画面１６１の入力ウィンドウ１６４に重畳して位置した第２画面１６
２にＴＶアプリケーションに伴う情報を表示する動作を図示している。この際、入力ウィ
ンドウ１６４にタッチなどの入力ジェスチャーが発生すれば、図１７Ｂのように、第２画
面１６２を入力ウィンドウ１６４または入力ウィンドウ１６４に発生した入力ジェスチャ
ーのために表示されるキーパッド１６５と重畳しない位置に移動するか、またはサイズを
調節することができる。
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【０１３２】
　図１７Ａ及び図１７Ｂのような動作を、図１８を通じて詳細に説明する。
【０１３３】
　図１８は、本発明の第５実施形態に従う機器において、第１画面における入力ジェスチ
ャー発生に伴う第２画面の移動動作を示すフローチャートである。
【０１３４】
　以下、本発明の実施形態を、図１を参照しながら詳細に説明する。
【０１３５】
　図１８を参照すると、第１画面１６１に第１アプリケーションに伴う情報を表示し、同
時に第１画面１６１と相異なるサイズで第１画面１６１の上に重畳して表示される第２画
面１６２に第２アプリケーションに伴う情報を表示するステップ１８０１で、第１画面１
６１の入力ウィンドウにタッチなどの入力ジェスチャーが感知されれば、制御部１１０は
ステップ１８０２でこれを感知し、第２画面１６２の現在位置を検出するステップ１８０
３を実行する。検出結果、第２画面１６２の現在位置領域が第１画面１６１で入力ウィン
ドウまたは入力ウィンドウに感知された入力ジェスチャーを通じて表示されるキーパッド
と重畳する位置であれば、制御部１１０はステップ１８０４でこれを感知し、第１画面１
６１で入力ウィンドウまたはキーパッドと重畳しない位置に第２画面を移動するか、また
は第２画面のサイズを調節するステップ１８０５を実行する。
【０１３６】
　本発明に係る機器の画面制御装置及び方法はコンピュータにより読取できる記録媒体に
コンピュータにより読取できるコードとして実現することが可能である。コンピュータに
より読取できる記録媒体は、コンピュータシステムにより読取できる情報が格納される全
ての種類の記録装置を含む。記録媒体の例には、ＲＯＭ、ＲＡＭ、光学ディスク、磁気テ
ープ、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、不揮発性メモリなどがあり、
またキャリアウェーブ（例えば、インターネットを通じての転送）の形態に具現化される
ものも含む。また、コンピュータにより読取できる記録媒体はネットワークに接続された
コンピュータシステムに分散される分散方式によってコンピュータにより読取できるコー
ドが格納され、実行されてもよい。
【０１３７】
　本発明は、図面に図示した実施形態を参考に説明されたが、これは例示的なものに過ぎ
ず、本技術分野の通常の知識を有する者であれば、これから多様な変形及び均等な他の実
施形態が可能であるという点が理解されるべきである。したがって、本発明の真の技術的
保護範囲は添付し特許請求範囲の技術的思想により定まるべきである。
【符号の説明】
【０１３８】
　１１０　　制御部
　１３０　　メモリ
　１６０　　表示部
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１０Ｃ】 【図１１】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３】 【図１４】

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】
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【図１６Ａ】 【図１６Ｂ】

【図１７Ａ】 【図１７Ｂ】
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【図１８】
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              国際公開第９５／３０９５１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１１－２０３０１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１９３０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２７２５７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２１３４３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１８２６５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０３２８５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０１　－３／１５３
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８－３／０４８９
              Ｇ０９Ｇ　　　５／００　－５／３８
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