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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル装置のタッチスクリーン上に情報をディスプレイする方法であって、
　画面投影部を含むモバイル装置のカバーの種類を判断する過程と、
　前記カバーが閉じられた状態である間に前記カバーの上からのジェスチャーを感知する
過程と、
　前記カバーが閉じられた状態である間に感知された前記ジェスチャーに応じて、前記モ
バイル装置の現在状態に対応する画面を前記判断されたカバーの種類によってタッチスク
リーンの上にディスプレイする過程と、
　を含むことを特徴とする情報のディスプレイ方法。
【請求項２】
　前記判断する過程は、
　前記カバーのカテゴリＩＤを用いて前記カバーの種類を判断し、前記カテゴリＩＤは、
前記カバー上で前記画面投影部の位置、大きさ、及び前記カバーのビジュアルトンのうち
少なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の情報のディスプレ
イ方法。
【請求項３】
　前記ディスプレイする過程は、
　前記カバーの画面投影部の位置によって前記画面をディスプレイすることを特徴とする
請求項１に記載の情報のディスプレイ方法。
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【請求項４】
　前記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合、前記画面は、時間、通知、及びバッ
テリー状態のうち少なくとも一つに関する情報を含む前記モバイル装置の前記現在状態に
対応する画面であることを特徴とする請求項１に記載の情報のディスプレイ方法。
【請求項５】
　前記カバーの開きが感知されると、前記モバイル装置の前記現在状態に対応するアクシ
ョンを実行して、前記タッチスクリーンの上に画面をディスプレイする過程をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の情報のディスプレイ方法。
【請求項６】
　前記アクションは、ロックの解除を含むことを特徴とする請求項５に記載の情報のディ
スプレイ方法。
【請求項７】
　前記カバーの開きは、
　前記カバーの前面カバー部に含まれた付着部と前記カバーの背面カバー部に含まれた付
着部との離隔を通じて感知されるか、前記カバーの前面カバー部に含まれた付着部と前記
モバイル装置内に設けられた付着部との離隔を通じて感知されることを特徴とする請求項
５に記載の情報のディスプレイ方法。
【請求項８】
　前記カバーの開きを感知する過程と、
　前記カバーの開きに応じて、上記カバーが折りたたんだ部分の反対部分を中心として前
記画面を前記タッチスクリーンの上にディスプレイする過程と、
　前記カバーの折りたたみを感知する過程と、
　前記カバーの折りたたみの方向に対応して、前記タッチスクリーンの中央を中心として
画面をディスプレイする過程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の情報のディスプレイ方法。
【請求項９】
　前記カバーの折りたたみは、
　前記カバーの前面カバー部と前記カバーの背面カバー部との間に設けられた折りたたみ
感知センサーを用いて感知されることを特徴とする請求項８に記載の情報のディスプレイ
方法。
【請求項１０】
　モバイル装置であって、
　タッチスクリーンと、
　前記モバイル装置の情報を表示するように前記タッチスクリーンを制御し、画面投影部
を含む前記モバイル装置のカバーの種類を判断し、前記カバーが閉じられた状態である間
に前記カバーの上からのジェスチャーを感知し、前記カバーが閉じられた状態である間に
感知された前記ジェスチャーに応じて、前記モバイル装置の現在状態に対応する画面を前
記判断されたカバーの種類によって前記タッチスクリーンの上にディスプレイする制御部
と、
　を含むことを特徴とするモバイル装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記カバーの開きが感知されると、前記モバイル装置の前記現在状態に
対応するアクションを実行して、前記タッチスクリーンの上に画面をディスプレイするこ
とを特徴とする請求項１０に記載のモバイル装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記モバイル装置に含まれた調度センサー及び近接センサーのうちの少
なくとも一つを用いて、前記カバーの開きを感知することを特徴とする請求項１１に記載
のモバイル装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記カバーの開きが感知されると、前記カバーが折りたたんだ部分の反
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対部分を中心として前記画面を前記タッチスクリーンの上にディスプレイし、
　前記カバーの折りたたみが感知されると、前記タッチスクリーンの中央を中心として前
記画面をディスプレイすることを特徴とする請求項１０に記載のモバイル装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、前記カバーの付着部と前記モバイル装置との離隔によって発生される信
号の感知に応じて、前記モバイル装置の状態に対応する画面を前記タッチスクリーンの上
にディスプレイすることを特徴とする請求項１０に記載のモバイル装置。
【請求項１５】
　前記モバイル装置と前記カバーの付着部との離隔に対応する信号を感知する過程と、
　前記感知された信号に応じて、前記モバイル装置の状態に対応する画面をディスプレイ
する過程と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の情報のディスプレイ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル装置に関し、特に、情報をディスプレイするモバイル装置及び方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、多様な電子機器がユーザに提供されている。また、最近、ユーザが携帯しながら
、様々なコンテンツを接することができるモバイル装置が、携帯端末機、ＭＰ３プレイヤ
ー、ＰＭＰ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）、電子ブックな
どとして多く使われている。このようなモバイル装置には、無線送受信の機能だけではな
く、写真、音楽、動画、マルチメディア、ゲームなど、多様な機能が集約されている。上
記モバイル装置の前面には、このようなマルチ機能を利用できるよう、タッチスクリーン
が提供され、最近のスマートフォンの場合、前面の全体がタッチにより感応するタッチス
クリーンが提供されている現状である。
【０００３】
　しかし、モバイル装置の場合、携帯する過程で、又は使用中に、上記モバイル装置の外
装ケースやモバイル装置の前面に露出されるタッチスクリーンに、スクラッチや衝撃によ
る破損が発生するようになる。これを防止するために、モバイル装置には、多様なケース
、又はカバー（以下、「カバー装置」と称する）が提供される実情である。既存のモバイ
ル装置をカバーするカバー装置においては、タッチスクリーンを使用できるよう、ディス
プレイ側は露出され、モバイル装置の外装枠や背面のケースのみをカバーする形態を有す
るか、又はプリップケースを介してモバイル装置を全てカバーするが、タッチスクリーン
を使うために、タッチスクリーンをカバーする部分が、開閉の形態を有するカバー装置を
用いる。従って、タッチスクリーンが露出されるカバー装置を用いる場合、表示装置にス
クラッチが発生するか、破損が生じることを防ぎ難いという問題がある。また、タッチス
クリーンをカバーするプリップ形態のカバー装置を用いる場合、タッチスクリーンを使う
毎に、タッチスクリーンをカバーしているカバーの開閉が要求される面倒な問題があり、
例えば、簡単な受信や送信の時にも、カバーをオープンしなければならないという不便な
問題がある。また、プリップカバーの場合、携帯用電子機器を使う毎に、即ち、表示装置
を用いるために、毎度カバーをオープンしなければならないので、頻繁なカバーの開閉は
、プリップ装置の破損を招来する問題がある。また、外装のみをカバーする形態やプリッ
プ形態のカバー装置は、全てタッチスクリーンを使用するためには、タッチスクリーンが
外部へ露出される必要があると共に、タッチのための接触が発生することにより、スクラ
ッチなどの破損に脆弱な問題が生じる。
【０００４】
　従って、タッチスクリーンをカバーして、スクラッチなどの破損を防止すると共に、タ
ッチスクリーンを使用できるカバーを用いたモバイル装置及びその制御方法に関する技術



(4) JP 6403388 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

が必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した課題を達成するために、本発明の一態様は、情報をディスプレイするモバイル
装置及び方法を提供する。
【０００６】
　また、本発明の一態様は、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、画面投影部を含
むカバーの種類によってタッチスクリーンの上にディスプレイするモバイル装置及び方法
を提供する。
【０００７】
　本発明の一態様による、画面投影部を含むカバーの種類によって画面をディスプレイす
るモバイル装置及び方法は、カバーの画面投影部の位置によって画面を露出するよう、タ
ッチスクリーンの上に画面を表示できるモバイル装置及び方法を提供する。
【０００８】
　また、本発明の一態様による、画面投影部を含むカバーの種類によって画面をディスプ
レイするモバイル装置及び方法は、カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状
態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表示できるモバ
イル装置及びその制御方法を提供する。
【０００９】
　本発明の一態様による、画面投影部を含むカバーの種類によって画面をディスプレイす
るモバイル装置及びその制御方法は、一手作業（Ｏｎｅ－ｈａｎｄ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
）のための自動スイッチ（Ａｕｔｏ　ｓｗｉｔｃｈ）機能を提供できるモバイル装置及び
その制御方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、情報をディスプレイする方法が提供される。上記方法は、画
面投影部を含むカバーの種類を判断する過程と、ジェスチャー又はトリガーを感知する過
程と、上記ジェスチャー又はトリガーの感知に応じて、モバイル装置の現在状態に対応す
る画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上にディスプレイする過程と、
を含む。
【００１１】
　本発明の他の態様によれば、情報をディスプレイするモバイル装置が提供される。上記
装置は、モバイル装置の情報をディスプレイするタッチスクリーンと、画面投影部を含む
カバーの種類を判断し、ジェスチャー又はトリガーを感知し、上記ジェスチャー又はトリ
ガーの感知に応じて、モバイルの現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によって
上記タッチスクリーンの上にディスプレイする制御部と、を含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様によると、モバイル装置の現在状態に対応する情報を、カバーの種類に
よってタッチスクリーンの上にディスプレイすることができる。
【００１３】
　また、本発明の一態様によると、カバーの画面投影部の位置に応じて画面を露出するよ
う、タッチスクリーンの上に画面を表示することができる。
【００１４】
　本発明の一態様によると、カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状態に対
応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表示することができる
。
【００１５】
　本発明の一態様によると、一手作業（Ｏｎｅ－ｈａｎｄ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）のため
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の自動スイッチ（Ａｕｔｏ　ｓｗｉｔｃｈ）機能を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態によるモバイル装置を示す概略的なブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるモバイル装置の前面の斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によるモバイル装置の背面の斜視図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図５】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的に
示す図面である。
【図６】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的に
示す図面である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図８】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的に
示す図面である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図１０】本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的
に示す図面である。
【図１１】本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表示
するモバイル装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図１２】図１２Ａ～Ｃは、本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類に
よって画面を表示するモバイル装置を示す図面である。
【図１３】図１３Ａ～Ｃは、本発明の第１実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって画面を表示するモバイル装置を示す図面である。
【図１４】図１４Ａ～Ｃは、本発明の第２実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって画面を表示するモバイル装置を示す図面である。
【図１５】図１５Ａ～Ｅは、本発明の第３実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって画面を表示するモバイル装置を示す図面である。
【図１６】本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表示
するモバイル装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の１実施形態によるモバイル装置をカバーするカバーを概略的に示す図
面である。
【図１８】図１８Ａ～Ｃは、本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類に
よって画面を表示するモバイル装置を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、多様な変更を加えることができ、様々な実施形態を有することができ、特定
の実施形態を図面に例示して詳細に説明する。しかし、これは、本発明を特定の実施形態
に限定することではなく、本発明の思想及び技術の範囲内に含まれる全ての変更、均等物
乃至代替物を含むことと理解されるべきである。
【００１８】
　「第１」及び「第２」などのような序数を含む用語が様々な構成要素を説明するために
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使用されるが、これらの構成要素は、この用語により限定されない。この用語は、１つの
構成要素を他の構成要素と区別するためにのみ使用される。例えば、本発明の権利範囲を
逸脱することなく、第１の構成要素は第２の構成要素と呼ばれてもよく、同様に、第２の
構成要素も第１の構成要素と呼ばれてもよい。及び／又はという用語は、複数の関連した
記載の項目の組合せ又は複数の関連した記載の項目中のいずれの項目を含む。
【００１９】
　本願に使用される用語は、本発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのもので
あって、本発明を限定するものでない。単数は文脈上これと異なることを要求しない限り
、複数を含む。本願において、「含む」又は「有する」などの用語は、明細書に記載され
た特徴、数字、ステップ、動作、構成要素、部品又はこれらの組合せが存在することを指
定しようとすることであり、一つ又はそれ以上の他の特徴や数字、ステップ、動作、構成
要素、部品、又はこれらの組合せの存在又は付加の可能性を予め排除しないことと理解さ
れるべきである。
【００２０】
　別に定義されない限り、技術的であるか、科学的な用語を含んで、ここで使われた全て
の用語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者により一般的に理解さ
れるものと同一の意味を有する。一般的に使われる辞典に定義されているのと同様の用語
は、関連技術の文脈上の意味と一致する意味を有することと解釈しなければならず、本願
において明らかに定義されない限り、理想的であるか、過度に形式的な意味として解釈さ
れない。
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態によるモバイル装置を示す概略的なブロック図である。
【００２２】
　本発明の多様な実施形態によるモバイル装置１００は、制御部１１０、移動通信モジュ
ール１２０、サブ通信モジュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、カメラモジ
ュール１５０、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）モジュ
ール１５５、入／出力モジュール１６０、センサーモジュール１７０、メモリ部１７５、
電源供給部１８０、タッチスクリーン１９０、タッチスクリーンコントローラ１９５を含
んでもよい。
【００２３】
　図１を参照すると、モバイル装置１００は、サブ通信モジュール１３０、コネクタ１６
５、及びイヤホンジャック１６７のような外部装置の連結部を用いて、外部装置（図示せ
ず）と連結されることができる。外部装置は、上記モバイル装置１００に脱着されて有線
で連結可能なイヤホン（Ｅａｒｐｈｏｎｅ）、外部スピーカ（Ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｓｐｅ
ａｋｅｒ）、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリ、充電器、ク
レイドル（Ｃｒａｄｌｅ）、ドッキングステーション（Ｄｏｃｋｉｎｇ　ｓｔａｔｉｏｎ
）、ＤＭＢアンテナ、モバイル決済関連装置、健康管理装置（血糖計など）、ゲーム機、
自動車ナビゲーションなど、多様な装置を含んでもよい。また、上記外部装置は、近距離
通信により無線で上記モバイル装置１００に連結できるブルートゥース（登録商標）通信
装置、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置のような近距
離通信装置、及びＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ通信装置、無線アクセスポイント（ＡＰ、Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）を含んでもよい。また、上記外部装置は、他の装置、携帯電話、
スマートフォン、タブレットＰＣ、デスクトップＰＣ、及びサーバーを含んでもよい。
【００２４】
　図１を参照すると、サブ通信モジュール１３０は、無線ランモジュール１３１及び近距
離通信モジュール１３２のうちの少なくとも一つを含み、マルチメディアモジュール１４
０は、放送通信モジュール１４１、オーディオ再生モジュール１４２及び動画再生モジュ
ール１４３のうちの少なくとも一つを含む。カメラモジュール１５０は、第１カメラ１５
１及び第２カメラ１５２のうちの少なくとも一つを含み、入／出力モジュール１６０は、
ボタン１６１、マイク１６２、スピーカ１６３、振動モータ１６４、コネクタ１６５、キ
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ーパッド１６６、及びイヤホンジャック１６７のうちの少なくとも一つを含む。
【００２５】
　制御部１１０は、ＣＰＵ１１１、モバイル装置１００の制御のための制御プログラムが
記憶されたロム（ＲＯＭ、１１２）及びモバイル装置１００の外部から入力される信号又
はデータを記憶するか、モバイル装置１００で遂行される作業のための記憶領域として用
いられるラム（ＲＡＭ、１１３）を含んでもよい。ＣＰＵ１１１は、多様な本数のコアを
含んでもよい。例えば、ＣＰＵ１１１は、シングルコア、デュアルコア、トリプルコア、
又はカッドコアを含んでもよい。ＣＰＵ１１１、ロム１１２及びラム１１３は、内部バス
（ｂｕｓ）を通じて互いに連結されることができる。
【００２６】
　制御部１１０は、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジュール１３０、マルチメデ
ィアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジュール１５５、入／出力モ
ジュール１６０、センサーモジュール１７０、メモリ部１７５、電源供給部１８０、タッ
チスクリーン１９０、及びタッチスクリーンコントローラ１９５を制御することができる
。
【００２７】
　移動通信モジュール１２０は、制御部１１０の制御下、少なくとも一つ－一つ又は複数
－のアンテナ（図示せず）を用いて、移動通信を通じてモバイル装置１００が外部装置と
連結されるようにする。移動通信モジュール１２０は、モバイル装置１００に入力される
電話番号を有する携帯電話（図示せず）、スマートフォン（図示せず）、タブレットＰＣ
又は他の装置（図示せず）と音声通話、画像通話、文字メッセージ（ＳＭＳ）又はマルチ
メディアメッセージ（ＭＭＳ）のための無線信号を送／受信する。
【００２８】
　サブ通信モジュール１３０は、無線ランモジュール１３１と近距離通信モジュール１３
２のうちの少なくとも一つを含んでもよい。例えば、無線ランモジュール１３１のみを含
むか、近距離通信モジュール１３２のみを含むか、又は無線ランモジュール１３１と近距
離通信モジュール１３２の両方を含んでもよい。
【００２９】
　無線ランモジュール１３１は、制御部１１０の制御下、無線アクセスポイント（ＡＰ、
ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）（図示せず）が設定される場所でインターネットに接続でき
る。無線ランモジュール１３１は、アメリカ電子学会（ＩＥＥＥ）の無線ＬＡＮ規格（Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｘ）を支援する。近距離通信モジュール１３２は、制御部１１０の制
御下、モバイル装置１００と画像形成装置（図示せず）との間に、無線で近距離通信をす
ることができる。近距離通信方式は、ブルートゥース（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
）、赤外線通信（ＩｒＤＡ、Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、
ワイファイダイレクト（ＷｉＦｉ－Ｄｉｒｅｃｔ）通信、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などを含んでもよい。
【００３０】
　モバイル装置１００は、性能によって、移動通信モジュール１２０、無線ランモジュー
ル１３１、及び近距離通信モジュール１３２のうちの少なくとも一つを含んでもよい。例
えば、モバイル装置１００は、性能によって、移動通信モジュール１２０、無線ランモジ
ュール１３１、及び近距離通信モジュール１３２の組合せを含んでもよい。
【００３１】
　マルチメディアモジュール１４０は、放送通信モジュール１４１、オーディオ再生モジ
ュール１４２又は動画再生モジュール１４３を含んでもよい。放送通信モジュール１４１
は、制御部１１０の制御下、放送局から放送通信アンテナ（図示せず）を通じて送出され
る放送信号（例えば、ＴＶ放送信号、ラジオ放送信号又はデータ放送信号）及び放送付加
情報（例えば、ＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）又はＥＳ
Ｇ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｇｕｉｄｅ））を受信できる。オーディオ
再生モジュール１４２は、制御部１１０の制御下、記憶されるか、又は受信されるデジタ
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ルオーディオファイル（例えば、ファイル拡張子が、ｍｐ３、ｗｍａ、ｏｇｇ、又はｗａ
ｖであるファイル）を再生できる。動画再生モジュール１４３は、制御部１１０の制御下
、記憶されるか、受信されるデジタル動画ファイル（例えば、ファイル拡張子が、ｍｐｅ
ｇ、ｍｐｇ、ｍｐ４、ａｖｉ、ｍｏｖ、又はｍｋｖであるファイル）を再生できる。動画
再生モジュール１４３は、デジタルオーディオファイルを再生できる。
【００３２】
　マルチメディアモジュール１４０は、放送通信モジュール１４１を除いて、オーディオ
再生モジュール１４２と動画再生モジュール１４３とを含んでもよい。また、マルチメデ
ィアモジュール１４０のオーディオ再生モジュール１４２又は動画再生モジュール１４３
は、制御部１１０に含まれてもよい。
【００３３】
　カメラモジュール１５０は、制御部１１０の制御下、静止イメージ又は動画を撮影する
第１カメラ１５１及び第２カメラ１５２のうちの少なくとも一つを含んでもよい。また、
第１カメラ１５１又は第２カメラ１５２は、撮影に必要な光量を提供する補助光源（例え
ば、フラッシュ（図示せず））を含んでもよい。第１カメラ１５１は、上記モバイル装置
１００の前面に配置され、第２カメラ１５２は、上記モバイル装置１００の背面に配置さ
れ得る。別の方式において、第１カメラ１５１と第２カメラ１５２は、隣接（例えば、第
１カメラ１５１と第２カメラ１５２の間隔が１ｃｍより大きく、８ｃｍより小さい）に配
置されて、３次元の静止イメージ又は３次元の動画を撮影することができる。
【００３４】
　ＧＰＳモジュール１５５は、地球の軌道上にある複数のＧＰＳ衛星（図示せず）より電
波を受信し、ＧＰＳ衛星（図示せず）からディスプレイ装置１００まで、電波の到達時間
（Ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）を利用してモバイル装置１００の位置を算出できる
。
【００３５】
　入／出力モジュール１６０は、複数のボタン１６１、マイク１６２、スピーカ１６３、
振動モータ１６４、コネクタ１６５及びキーパッド１６６のうちの少なくとも一つを含ん
でもよい。
【００３６】
　ボタン１６１は、上記モバイル装置１００のハウジングの前面、側面又は背面に取り付
けられてもよく、電源／ロックボタン（図示せず）、ボリュームボタン（図示せず）、メ
ニューボタン、ホームボタン、戻るボタン（ｂａｃｋ　ｂｕｔｔｏｎ）及び検索ボタンの
うちの少なくとも一つを含んでもよい。
【００３７】
　マイク１６２は、制御部１１０の制御下、音声（ｖｏｉｃｅ）又はサウンド（ｓｏｕｎ
ｄ）の入力に応じて電気的信号を生成する。
【００３８】
　スピーカ１６３は、制御部１１０の制御下、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジ
ュール１３０、マルチメディアモジュール１４０又はカメラモジュール１５０の様々な信
号（例えば、無線信号、放送信号、デジタルオーディオファイル、デジタル動画ファイル
又は写真撮影など）に対応するサウンドを、モバイル装置１００の外部へ出力できる。ス
ピーカ１６３は、モバイル装置１００の実行機能に対応するサウンド（例えば、電話通話
に対応するボタンの操作音、又は通話の連結音）を出力できる。スピーカ１６３は、上記
モバイル装置１００のハウジングの適切な位置又は複数の位置に、一つ又は複数形成され
てもよい。
【００３９】
　振動モータ１６４は、制御部１１０の制御下、電気的信号を機械的振動に切り替えるこ
とができる。例えば、振動モードにあるモバイル装置１００は、別の装置（図示せず）か
ら音声通話が受信される場合、振動モータ１６４が動作する。上記モバイル装置１００の
ハウジング内に一つ又は複数形成されてもよい。振動モータ１６４は、タッチスクリーン
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１９０の上をタッチするユーザのタッチ動作及びタッチスクリーン１９０上でのタッチの
連続的な動きに応答して動作できる。
【００４０】
　コネクタ１６５は、上記モバイル装置１００と外部装置（図示せず）又は電源ソース（
図示せず）を連結するためのインターフェースとして用いることができる。上記モバイル
装置１００は、制御部１１０の制御下、コネクタ１６５に連結された有線ケーブルを通し
て、モバイル装置１００のメモリ部１７５に記憶されたデータを、外部装置（図示せず）
に伝送するか、又は外部装置（図示せず）よりデータを受信できる。この際、上記外部装
置は、ドッキングステーションであってもよく、上記データは、外部入力装置、例えば、
マウス、キーボードなどから伝達された入力信号であってもよい。また、上記モバイル装
置１００は、コネクタ１６５に連結された有線ケーブルを通して、電源ソース（図示せず
）から電源が入力されるか、上記電源ソースを利用してバッテリー（図示せず）を充電す
ることができる。
【００４１】
　キーパッド１６６は、モバイル装置１００の制御のために、ユーザからキーの入力を受
信できる。キーパッド１６６は、モバイル装置１００に設けられる物理的キーパッド（図
示せず）、又はタッチスクリーン１９０に表示される仮想のキーパッド（図示せず）を含
む。モバイル装置１００に設けられる物理的キーパッド（図示せず）は、モバイル装置１
００の性能又は構造によって除外されてもよい。
【００４２】
　イヤホンジャック（Ｅａｒｐｈｏｎｅ　Ｊａｃｋ）１６７には、イヤホン（図示せず）
が差し込まれて、上記モバイル装置１００に連結されることができる。
【００４３】
　センサーモジュール１７０は、モバイル装置１００の状態を検出するセンサーを少なく
とも一つ含む。例えば、センサーモジュール１７０は、ユーザのモバイル装置１００に対
する接近の可否を検出する近接センサーと、モバイル装置１００周辺の光の量を検出する
調度センサーを含んでもよい。また、上記センサーモジュール１７０は、ジャイロセンサ
ー（Ｇｙｒｏ　Ｓｅｎｓｏｒ）を含んでもよい。上記ジャイロセンサーは、モバイル装置
１００の動作（例えば、モバイル装置１００の回転、モバイル装置１００に加える加速度
又は振動）を検出することができ、地球の磁気場を用いて方位（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｃｏｍｐａｓｓ）を検出することもでき、重力の作用方向を検出することもできる。
また、上記センサーモジュール１７０は、大気の圧力を測定して高度を検出する高度計（
Ａｌｔｉｍｅｔｅｒ）を含んでもよい。上記少なくとも一つのセンサーは、モバイル装置
１００の状態を検出し、検出に対応する信号を生成して、制御部１１０へ伝送できる。セ
ンサーモジュール１７０の上記少なくとも一つのセンサーは、モバイル装置１００の性能
によって追加されるか、削除されてもよい。
【００４４】
　メモリ部１７５は、制御部１１０の制御下、移動通信モジュール１２０、サブ通信モジ
ュール１３０、マルチメディアモジュール１４０、カメラモジュール１５０、ＧＰＳモジ
ュール１５５、入／出力モジュール１６０、センサーモジュール１７０、タッチスクリー
ン１９０の動作に対応するよう入／出力される信号又はデータを記憶することができる。
メモリ部１７５は、モバイル装置１００又は制御部１１０の制御のための制御プログラム
及びアプリケーションを記憶することができる。
【００４５】
　「メモリ部」という用語は、メモリ部１７５、制御部１１０内のロム１１２及びラム１
１３又はモバイル装置１００に装着されるメモリカード（図示せず）（例えば、ＳＤ（Ｓ
ｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）カード、メモリスティック）を含む。メモリ部は、非揮発
性メモリ、揮発性メモリ、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）又はソリッドステートドラ
イブ（ＳＳＤ）を含んでもよい。
【００４６】
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　電源供給部１８０は、制御部１１０の制御下、モバイル装置１００のハウジングに配置
される一つ又は複数のバッテリー（図示せず）に電源を供給することができる。一つ又は
複数のバッテリー（図示せず）は、モバイル装置１００に電源を供給する。また、電源供
給部１８０は、コネクタ１６５と連結された有線ケーブルを通して、外部の電源ソース（
図示せず）から入力される電源をモバイル装置１００に供給できる。また、電源供給部１
８０は、無線充電技術を通じて、外部の電源ソースから無線で入力される電源を、モバイ
ル装置１００に供給することができる。
【００４７】
　タッチスクリーン１９０は、ユーザに様々なサービス（例えば、通話、データ転送、放
送、写真撮影）に対応するユーザーインターフェースを提供することができる。タッチス
クリーン１９０は、ユーザーインターフェースに入力される少なくとも一つのタッチに対
応するアナログ信号を、タッチスクリーンコントローラ１９５へ伝送できる。タッチスク
リーン１９０は、ユーザの身体（例えば、手の親指を含んだ指など）又はタッチ可能な入
力手段（例えば、スタイラスペンなど）を通じて、少なくとも一つのタッチを入力できる
。また、タッチスクリーン１９０は、少なくとも一つのタッチの中で、一つのタッチの連
続的な動きを入力できる。タッチスクリーン１９０は、入力されるタッチの連続的な動き
に対応するアナログ信号を、タッチスクリーンコントローラ１９５に伝送できる。
【００４８】
　本発明において、「タッチ」は、タッチスクリーン１９０とユーザの身体又はタッチ可
能な入力手段との接触に限定されず、非接触を含んでもよい。タッチスクリーン１９０で
検出可能な間隔は、モバイル装置１００の性能又は構造によって変更できる。
【００４９】
　タッチスクリーン１９０は、例えば、抵抗膜（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ）方式、静電容量（
ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ）方式、赤外線（ｉｎｆｒａｒｅｄ）方式又は超音波（ａｃｏｕｓ
ｔｉｃ　ｗａｖｅ）方式により実現できる。
【００５０】
　タッチスクリーンコントローラ１９５は、タッチスクリーン１９０より受信されたアナ
ログ信号をデジタル信号（例えば、ＸとＹ座標）に変換して、制御部１１０へ伝送する。
制御部１１０は、タッチスクリーンコントローラ１９５より受信されたデジタル信号を利
用して、タッチスクリーン１９０を制御できる。例えば、制御部１１０は、タッチに応答
してタッチスクリーン１９０に表示された短縮実行アイコン（図示せず）が選択されるよ
うにするか、短縮実行アイコン（図示せず）を実行できる。また、タッチスクリーンコン
トローラ１９５は、制御部１１０に組み込まれてもよい。
【００５１】
　図２は、本発明の一実施形態によるモバイル装置の前面の斜視図である。図３は、本発
明の一実施形態によるモバイル装置の背面の斜視図である。
【００５２】
　図２及び図３を参照すると、モバイル装置１００の前面１００ａの中央には、タッチス
クリーン１９０が配置される。上記タッチスクリーン１９０は、モバイル装置１００の前
面１００ａの大部分を占めるように大きく形成される。図２では、上記タッチスクリーン
１９０に、メインホーム画面が表示された例を示す。メインホーム画面は、モバイル装置
１００の電源をオンにしたとき、上記タッチスクリーン１９０の上に表示される初めの画
面である。また、上記モバイル装置１００が、多くのページの互いに異なるホーム画面を
有する場合、メインホーム画面は、上記多くのページのホーム画面のうちの一番目のホー
ム画面であり得る。ホーム画面には、頻繁に使われる複数のアプリケーションを実行する
ための短縮アイコン１９１－１、１９１－２、１９１－３、アプリケーション切換えキー
１９１－４、時間、天気などが表示されることができる。上記アプリケーション切換えキ
ー１９１－４は、上記タッチスクリーン１９０上に複数のアプリケーションを示す複数の
アプリケーションアイコンを画面上に表示する。また、上記タッチスクリーン１９０の上
段には、バッテリー充電の状態、受信信号の強度、現在時刻のようなモバイル装置１００
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の状態を表示する状態バー（Ｓｔａｔｕｓ　Ｂａｒ）１９２が形成されてもよい。
【００５３】
　上記タッチスクリーン１９０の下部には、ホームボタン１６１ａ、メニューボタン１６
１ｂ、及び戻るボタン（ｂａｃｋ　ｂｕｔｔｏｎ）１６１ｃが形成されてもよい。
【００５４】
　ホームボタン１６１ａは、タッチスクリーン１９０にメインホーム画面（ｍａｉｎ　ｈ
ｏｍｅ　ｓｃｒｅｅｎ）を表示する。例えば、タッチスクリーン１９０に、上記メインホ
ーム画面と他のホーム画面（ａｎｙ　ｈｏｍｅ　ｓｃｒｅｅｎ）又はメニュー画面が表示
された状態で、上記ホームボタン１６１ａが押されると（又は、タッチされると）、タッ
チスクリーン１９０にメインホーム画面がディスプレイされ得る。また、タッチスクリー
ン１９０上で、複数のアプリケーションが実行される途中、ホームボタン１６１ａが押さ
れると（又は、タッチされると）、上記タッチスクリーン１９０上には、図２に示したメ
インホーム画面がディスプレイされることができる。また、ホームボタン１６１ａは、上
記タッチスクリーン１９０上に、最近（ｒｅｃｅｎｔｌｙ）用いられた複数のアプリケー
ションをディスプレイするようにするか、タスクマネージャ（Ｔａｓｋ　Ｍａｎａｇｅｒ
）をディスプレイするために用いてもよい。
【００５５】
　メニューボタン１６１ｂは、タッチスクリーン１９０上で使用できる連結メニューを提
供する。上記連結メニューには、ウィジェット追加メニュー、バックグラウンド変更メニ
ュー、検索メニュー、編集メニュー、環境設定メニューなどが含まれてもよい。そして、
アプリケーション実行の時、上記アプリケーションに連結された連結メニューを提供する
こともできる。
【００５６】
　戻るボタン１６１ｃは、現在実行中の画面の直前に実行された画面をディスプレイする
か、最近に使われたアプリケーションを終了させることができる。
【００５７】
　モバイル装置１００の前面１００ａの端（ｅｄｇｅ）には、第１カメラ１５１と調度セ
ンサー１７０ａ及び近接センサー１７０ｂが配置されてもよい。スピーカ１６３は、モバ
イル装置１００の前面１００ａに配置されてもよい。モバイル装置１００の背面１００ｃ
には、第２カメラ１５２、フラッシュ（ｆｌａｓｈ）１５３、スピーカ１６３が配置され
てもよい。
【００５８】
　モバイル装置１００の側面１００ｂには、例えば、電源／リセットボタン１６１ｄ、音
量調節ボタン１６１ｅ、放送受信のための地上波ＤＭＢアンテナ１４１ａ、一つ又は複数
のマイク１６２などが配置されてもよい。上記ＤＭＢアンテナ１４１ａは、モバイル装置
１００に固定されるか、着脱可能に設けられてもよい。
【００５９】
　また、モバイル装置１００の下段の側面には、コネクタ１６５が設けられる。コネクタ
１６５には、多数の電極が取り付けられており、外部装置と有線で連結されることができ
る。モバイル装置１００の上段の側面には、イヤホンジャック１６７が設けられてもよい
。イヤホンジャック１６７には、イヤホンが差し込まれることができる。
【００６０】
　図４Ａ、図４Ｂ、図５及び図６は、本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投
影部を含むカバーを概略的に示す図面である。図７Ａ、図７Ｂ及び図８は、本発明の一実
施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカバーを概略的に示す図面である。図９
Ａ、図９Ｂ及び図１０は、本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含む
カバーを概略的に示す図面である。
【００６１】
　まず、図４Ａ、図４Ｂ、図５及び図６を参照して、本発明の一実施形態によるモバイル
装置及び画面投影部を含むカバーを説明し、本発明の他の実施形態とまた他の実施形態の
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説明の時、上記本発明の一実施形態と同一の構成や図面符号などは、上記本発明の一実施
形態の説明を準用する。また、本発明のモバイル装置１００は、後述の実施形態のカバー
２００ａ、２００ｂ、２００ｃを互いに交差的に装着できる構成である。
【００６２】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の一実施形態によるモバイル装置及び画面投影部を含むカ
バーを概略的に示す図面である。
【００６３】
　図４Ａを参照すると、モバイル装置１００は、画面投影部２０１ａを含むカバー２００
ａによりカバーされることができる。上記カバー２００ａは、前面カバー部２１０ａと背
面カバー部２２０ａを含む。
【００６４】
　図４Ｂを参照すると、上記カバー２００ａが上記モバイル装置１００をカバーした場合
、上記画面投影部２０１ａを通じて、上記モバイル装置１００に含まれたタッチスクリー
ン１９０の画面が露出され得る。例えば、上記画面投影部２０１ａは、透明部材からなっ
てもよい。したがって、上記カバー２００ａに含まれた上記画面投影部２０１ａを通じて
、上記モバイル装置１００の画面が露出される時、上記画面が上記画面投影部２０１ａを
通じて外部に見られる。
【００６５】
　例えば、上記画面投影部２０１ａは、図４Ａ及び図４Ｂのように、上記モバイル装置１
００の上側に対応する位置に、上記カバー２００ａ上に形成されることができる。しかし
、上記画面投影部２０１ａは、上記カバー２００ａ上の多様な位置に形成され得る。
【００６６】
　上記前面カバー部２１０ａには、付着部２０２ａが含まれてもよく、上記背面カバー部
２２０ａには、付着部２０３ａが含まれてもよい。後述の上記制御部１１０が、上記カバ
ー２００ａの開きを感知する時、上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ａに含ま
れた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとの離隔を感知して
、上記カバー２００ａの開きを感知することができる。
【００６７】
　図５は、図４Ａ及び図４Ｂに示したモバイル装置をカバーするカバーを概略的に示す図
面である。図５を参照すると、上記カバー２００ａの上記背面カバー部２２０ａは、バッ
テリーカバーから形成されてもよい。例えば、上記背面カバー部２２０ａは、上記モバイ
ル装置１００の背面に備えられるバッテリー（図示せず）をカバーする構成として提供さ
れてもよい。上述のように、上記カバー２００ａには、画面投影部２０１ａが含まれても
よく、上記画面投影部２０１ａを通じて、モバイル装置１００の画面が露出され得る。上
記画面投影部２０１ａは、上記タッチスクリーン１９０の前面をカバーしながら、上記タ
ッチスクリーン１９０に表示された画面を視覚的に確認できるよう備えられる。例えば、
上記画面投影部２０１ａは、透明部材から形成され得る。
【００６８】
　上述のように、上記カバー２００ａには、上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部
２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとが、形成されてもよい。そし
て、上記カバー２００ａには、上記モバイル装置１００と電気的に連結できる接続端子２
０４ａが形成されてもよい。後述のように、モバイル装置１００は、上記接続端子２０４
ａと電気的に連結できる連結端子を含んでもよい。また、上記モバイル装置１００の制御
部１１０は、上記連結端子を通じて、上記カバー２００ａの上記前面カバー部２１０ａに
含まれた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとが、離隔され
たことを認知することができる。この際、上記付着部２０２ａ、２０３ａは、磁石から形
成されてもよい。また、上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａと、上記背
面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとが、離隔されるときに、電気的信号の変化が発生
され得る。また、上記モバイル装置１００の制御部１１０は、上記カバー２００ａの接続
端子２０４ａと上記モバイル装置の連結端子を通じて、上記電気的信号の変化を受信して
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、上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの
付着部２０３ａとが、離隔されたことを認知することができる。例えば、制御部１１０は
、カバー２００ａの接続端子２０４ａ及びモバイル装置１００と連結端子を通じて受信さ
れた電気的信号の変更を検出することにより、前面カバー部２１０ａの付着部２０２ａが
、背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａと分離されることを決定することができる。
【００６９】
　また、上記モバイル装置１００内に付着部が設けられてもよい。この際、上記モバイル
装置１００内に設けられた付着部は、磁石、鉄のように、上記カバーの前面カバー部に含
まれた付着部と磁気的に引かれ得る部材又は磁性に応じて電圧差を形成する部材から形成
されてもよい。また、上記モバイル装置内に設けられた付着部は、上記モバイル装置１０
０のタッチスクリーン１９０の背やベゼル部分に設けられてもよい。なお、上記前面カバ
ー部に含まれた付着部と、上記モバイル装置内に設けられた付着部とが、離隔されるとき
に、電気的信号の変化が発生され得る。そして、上記モバイル装置の制御部１１０は、上
記カバーの接続端子と上記モバイル装置の連結端子を通じて、上記電気的信号の変化を受
信して、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記モバイル装置内に設けられた付着部
との離隔を認知することができる。
【００７０】
　図６は、図４Ａ及び図４Ｂのモバイル装置とカバーの背面を概略的に示す図面である。
図６を参照すると、モバイル装置１００は、連結端子１３５を含んでもよい。この際、上
記連結端子１３５は、上述のように、上記カバーの接続端子２０４ａと電気的に接続する
ことができる。そして、上記モバイル装置の制御部１１０は、上記連結端子１３５を通じ
て、上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａ
の付着部２０３ａとの離隔を認知することができる。上記カバー２００ａの背面カバー部
２２０ａは、図６のように、モバイル装置１００のバッテリー（図示せず）をカバーする
バッテリーカバーとして設けられてもよい。
【００７１】
　なお、図４Ａ、図４Ｂ、図５及び図６では、上記カバー２００ａの前面カバー部２１０
ａ上に、上記画面投影部２０１ａが上側に形成された例を説明している。しかし、上記画
面投影部２０１ａは、多様な位置に形成され得る。例えば、図７Ａ、図７Ｂ及び図８のよ
うに、上記画面投影部２０１ｂは、上記前面カバー部２１０ｂの一側に形成されてもよい
。例えば、上記画面投影部２０１ｂは、上記前面カバー部２１０ｂの右側に形成されても
よい。付着部２０２ｂは、前面カバー部２１０ｂ上に配置されてもよい。また、付着部２
０３ｂは、背面カバー部２２０ｂ上に配置されてもよい。接続端子２０４ｂは、背面カバ
ー部２２０ｂ上に配置されてもよく、モバイル装置１００に動作可能に連結されてもよい
。
【００７２】
　図９Ａ、図９Ｂ及び図１０のように、上記画面投影部２０１ｃは、カバー２００ｃの前
面カバー部２１０ｃの大部分の領域（例えば、前面カバー部２１０ｃの重要な位置）に形
成されてもよい。付着部２０２ｃは、前面カバー部２１０ｃ上に配置されてもよい。付着
部２０３ｃは、背面カバー部２２０ｃ上に配置されてもよい。接続端子２０４ｃは、背面
カバー部２２０ｃ上に配置されてもよく、モバイル装置１００に動作可能に連結されても
よい。
【００７３】
　図１１は、本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表
示するモバイル装置の制御方法を示すフローチャートである。図１２Ａ、図１２Ｂ及び図
１２Ｃは、本発明の一実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表示
するモバイル装置を示す。
【００７４】
　図１１を参照すると、本発明の様々な実施形態による画面投影部を含むカバーの種類に
おいて画面を表示するモバイル装置の制御方法において、モバイル装置１００の制御部１
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１０は、まず、画面投影部を含むカバーの種類を感知する（Ｓ１１０ステップ）。モバイ
ル装置１００の制御部１１０は、画面投影部を含むかバーの種類を判断する。上記制御部
１１０は、上記カバーのカテゴリＩＤを利用して、上記カバーの種類を感知することがで
きる。この際、上記カテゴリＩＤは、上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、
及び上記カバーのビジュアルトンのうち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。
【００７５】
　上記モバイル装置は、カバーの接続端子と電気的に接続できる連結端子を含んでもよい
。また、上記カバーには、上記モバイル装置と電気的に接続できる接続端子が形成され得
る。従って、上記モバイル装置の制御部は、上記カバーの接続端子と電気的に接続される
上記連結端子を通じて、上記カテゴリＩＤが含まれたデータを転送することができる。上
記制御部は、上記受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバーの種類を
感知することができる。
【００７６】
　図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２Ｃを参照すると、画面投影部２０１ｃを含むカバー２０
０ｃが、上記モバイル装置１００をカバーしている場面が示されている。図１２Ａ、図１
２Ｂ及び図１２Ｃに示した上記カバー２００ｃは、図９Ａ、図９Ｂ及び図１０において説
明された画面投影部２０１ｃが、前面カバー部２１０ｃの大部分の領域に形成された例に
該当する。この際、上記制御部１１０は、上記カバー２００ｃのカテゴリＩＤを用いて、
上記カバー２００ｃの種類を感知することができる。この際、上記カテゴリＩＤは、上記
カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバーのビジュアルトンのうち少
なくとも一つに関する情報を含んでもよい。したがって、図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２
Ｃに示したカバー２００ｃは、画面投影部２０１ｃの位置と大きさが、上記前面カバー部
２１０ｃの大部分の領域に相当する情報を含む上記カテゴリＩＤを有することができる。
上記モバイル装置の制御部１１０は、上記カバー２００ｃの接続端子２０４ｃと電気的に
接続される上記連結端子１３５（図６を参照）を通して、上記カテゴリＩＤが含まれたデ
ータを転送することができる。したがって、上記制御部１１０は、上記受信したカテゴリ
ＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバー２００ｃの種類を感知することができる。例
えば、上記制御部１１０は、上記カテゴリＩＤを用いて、画面投影部２０１ｃの位置と大
きさが上記前面カバー部２１０ｃの大部分の領域に相当するカバーに、上記カバー２００
ｃの種類が該当することを感知することができる。
【００７７】
　次に、制御部１１０は、ジェスチャー又はトリガーを感知する（Ｓ１２０ステップ）。
上記モバイル装置１００の制御部１１０は、ジェスチャー又はトリガーを感知することが
できる。この際、上記ジェスチャーは、上記モバイル装置１００に取り付けられたボタン
１６１の押さえ又はタッチスクリーン１９０のタッチであってもよい。例えば、図１２Ａ
において、上記制御部１１０は、ホームボタン１６１ａ（図２を参照）に対する押さえを
感知することができる。そして、上記トリガーは、上記モバイル装置１００で発生するこ
とができ、外部装置から受信され得る。例えば、上記トリガーは、電話受信や通知の発生
などであってもよい。
【００７８】
　次に、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、制御部１１０は、モバイル装置
の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーン１９０の上に
表示する（Ｓ１３０ステップ）。上記制御部１１０は、上記ジェスチャー又はトリガーが
感知されると、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタ
ッチスクリーン１９０の上に表示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバ
イル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーン１９
０の上に表示する時、上記カバーの画面投影部の位置に応じて上記画面を露出するよう、
上記タッチスクリーン１９０の上に上記画面を表示することができる。上記モバイル装置
の現在状態がロック状態の場合、上記画面は、時間、通知、及びバッテリー状態のうち少
なくとも一つに関する情報を含んでもよい。したがって、上記制御部１１０は、上記ジェ
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スチャー又はトリガーが感知されると、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合
、時間、通知、及びバッテリー状態のうち少なくとも一つに関する情報が含まれた上記画
面を、タッチスクリーンの上に表示することができる。
【００７９】
　例えば、図１２Ｂのように、上述のＳ１２０ステップにおいて、ホームボタン１６１ａ
に対する押さえに対応するジェスチャーが感知された場合、上記制御部１１０は、モバイ
ル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーン１９０
の上に表示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に
対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーン１９の上に表示する時、上
記カバーの画面投影部の位置に応じて上記画面を露出するよう、上記タッチスクリーン１
９０の上に上記画面を表示することができる。上述のＳ１１０ステップにおいて、画面投
影部２０１ｃの位置と大きさが上記前面カバー部２１０ｃの大部分の領域に相当するカバ
ーに、上記カバーの種類が該当することを感知したので、上記制御部１１０は、上記前面
カバー部２１０ｃの大部分の領域に、上記画面を表示することができる。例えば、上記制
御部１１０は、上記前面カバー部２１０ｃの大部分の領域に対応するモバイル装置１００
のタッチスクリーン１９０上の大部分の領域に、上記画面を表示することができる。上記
制御部１１０は、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合、時間３０２、通知３
０４、３０６、及びバッテリー状態３０８のうち少なくとも一つに関する情報が含まれた
上記画面を、図１２Ｂのように、タッチスクリーン１９０の上に表示することができる。
【００８０】
　したがって、本発明の様々な実施形態によると、モバイル装置の現在状態に対応する画
面を、カバーの種類によってタッチスクリーン１９０の上に表示することができる。特に
、本発明の様々な実施形態によると、制御部１１０は、カバーの画面投影部の位置に応じ
て画面を露出するよう、タッチスクリーン１９０の上に画面を表示することができる。し
たがって、本発明の様々な実施形態によると、制御部１１０は、カバーでモバイル装置を
カバーして、モバイル装置及びタッチスクリーンを保護し、かつ画面投影部を通して画面
を露出させることができる。これにより、本発明の様々な実施形態によると、ユーザは、
カバーを用いてモバイル装置を保護し、画面投影部を通してタッチスクリーン上の画面も
見ることができる。また、本発明の様々な実施形態によると、モバイル装置の現在状態が
ロック状態の場合、ジェスチャー又はトリガーを感知して、時間、通知、及びバッテリー
状態のうち少なくとも一つに関する情報が含まれた画面を、画面投影部に対応するタッチ
スクリーンの上に表示することができる。したがって、本発明の様々な実施形態によると
、カバーされたモバイル装置のロック状態でも、画面投影部を通してタッチスクリーン上
の画面を確認することができる。
【００８１】
　次に、上記カバーの開きを感知する（Ｓ１４０ステップ）。上記制御部１１０は、上記
カバーの開きを感知することができる。例えば、制御部１１０は、開きの状態で変更され
た又は変化された（ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｅｄ）カバーを感知することができる。この際
、上記カバーは、前面カバー部と背面カバー部とを含み、上記前面カバー部に含まれた付
着部と、上記背面カバー部の付着部との離隔を感知して、上記制御部１１０は、上記カバ
ーの開きを感知することができる。上記付着部は、磁石からなってもよい。上記前面カバ
ー部に含まれた付着部と、上記背面カバー部の付着部とが、離隔されるときに、電気的信
号の変化が発生されることができる。上記モバイル装置の制御部１１０は、上記カバーの
接続端子と上記モバイル装置の連結端子を通じて、上記電気的信号の変化を受信して、上
記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カバー部の付着部との離隔を認知すること
ができる。
【００８２】
　また、上記制御部１１０は、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記モバイル装置
内に設けられた付着部との離隔を感知して、上記カバーの開きを感知することもできる。
この際、上記モバイル装置内に設けられた付着部は、磁石又は鉄のように、上記前面カバ
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ー部に含まれた付着部と磁気的に引かれることができる部材から形成され得る。上記モバ
イル装置内に設けられた付着部は、上記モバイル装置のタッチスクリーン１９０の背やベ
ゼル部分に設けられてもよい。上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記モバイル装置
内に設けられた付着部とが、離隔されるときに、電気的信号の変化が発生され得る。上記
モバイル装置の制御部１１０は、上記カバーの接続端子と上記モバイル装置の連結端子を
通じて、上記電気的信号の変化を受信して、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記
モバイル装置内に設けられた付着部との離隔を認知することができる。
【００８３】
　例えば、図１２Ｃのように、上記カバー２００ｃは、付着部２０２ｃが含まれた前面カ
バー部２１０ｃと、付着部２０３ｃが含まれた背面カバー部２２０ｃとを含んでもよい。
したがって、上記カバー２００ｃが開いたら、前面カバー部２１０ｃと、背面カバー部２
２０ｃとの離隔が発生することによって、電気的信号の変化が生じ得る。上記発生された
電気的信号の変化は、上記カバーに形成された接続端子２０４ｃ（図１０を参照）を通じ
て、上記モバイル装置の連結端子１３５（図６を参照）へ伝送されることができる。した
がって、モバイル装置１００の制御部１１０は、上記連結端子１３５を通じて受信した上
記電気的信号の変化を認知して、上記カバーの開きを感知することができる。
【００８４】
　また、上記制御部１１０は、上記モバイル装置１００に含まれた調度センサー又は近接
センサーを用いて、上記カバーの開きを感知することができる。例えば、上記制御部１１
０は、図２及び図１２Ｃに示した調度センサー１７０ａ又は近接センサー１７０ｂを用い
て、上記カバーの開きを感知することもできる。例えば、図１２Ｃにおけるカバー２００
の前面カバー部２１０ｃが開いた場合、上記制御部１１０は、調度センサー１７０ａを通
じて調度の変化を感知することができる。カバー２００ｃの前面カバー部２１０ｃが開い
た場合、上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ｃが近接してから遠くなることを
感知することができる。従って、上記制御部１１０は、カバー２００ｃの前面カバー部２
１０ｃが開いた場合、調度センサー１７０ａ又は近接センサー１７０ｂを用いて、上記カ
バー２００ｃの開きを感知することができる。
【００８５】
　また、上記制御部１１０は、上記カバーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との
間に設けられた折りたたみ感知センサー２０５（図１７を参照）を用いて、上記カバーの
開きを感知することもできる。後述の図１７を参照すると、上記カバーの前面カバー部２
１０ａと、背面カバー部２２０ａとの間には、折りたたみ感知センサー２０５が設けられ
てもよい。例えば、上記前面カバー部２１０ａと背面カバー部２２０ａが開く場合、上記
折りたたみ感知センサー２０５も共に、開く（折りたたんだから１８０度広がる）ように
なる。この際、上記折りたたみ感知センサー２０５では、電気的信号の変化が生成され得
る。上記生成された電気的信号の変化は、上記カバー２００ａに設けられた接続端子２０
４ａを通じて、上記モバイル装置へ伝送されることができる。例えば、上記モバイル装置
１００の制御部１１０は、上記モバイル装置１００に設けられ、上記カバーの接続端子２
０４ａと電気的に接続された連結端子３５を通じて、上記電気的信号の変化を受信するこ
とができる。したがって、上記制御部１１０は、上記受信された電気的信号の変化を認知
して、上記カバーの開きを感知することができる。
【００８６】
　次に、上記カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応するアクショ
ンを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表示する（Ｓ１５０ステップ）。上記
制御部１１０は、上述のＳ１４０ステップにおいて、上記カバーの開きが感知されると、
モバイル装置の現在状態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に
画面を表示することができる。この際、モバイル装置の現在状態に対応するアクションは
、メモリ部１７５に予め記憶されることができる。例えば、上記モバイル装置の現在状態
がロック状態の場合、上記アクションは、ロックの解除であり得る。図１２Ｂを参照する
と、上記モバイル装置の現在状態は、ロック状態である。この際、上記カバー２００ｃの
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開きが感知されると、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応するロックの
解除を実行することができる。したがって、上記モバイル装置がロック解除されると、図
１２Ｃのように、上記制御部１１０は、ホーム画面をタッチスクリーン１９０の上に表示
することができる。上記モバイル装置１００がロック解除されると、上記タッチスクリー
ン１９０上のタッチが入力されて、上記モバイル装置１００が制御されることができる。
したがって、本発明の様々な実施形態によると、カバーの開きが感知されると、モバイル
装置の現在状態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表
示することができる。
【００８７】
　図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃは、本発明の第１実施形態による画面投影部を含むカ
バーの種類によって、画面を表示するモバイル装置を示す。本発明の第１実施形態は、上
述の図１１、図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２Ｃにおいて説明された本発明の様々な実施形
態のステップと類似であるので、同一の説明は省略する。
【００８８】
　図１１を再び参照すると、本発明の第１実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって、画面を表示するモバイル装置の制御方法において、制御部１１０は、まず、画
面投影部を含むカバーの種類を感知する（Ｓ１１０ステップ）。上記制御部１１０は、上
記カバーのカテゴリＩＤを用いて、上記カバーの種類を判断することができる。この際、
上記カテゴリＩＤは、上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバー
のビジュアルトンのうち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。上記モバイル装置
１００の制御部１１０は、上記カバーの接続端子と電気的に接続される上記連結端子を通
じて、上記カテゴリＩＤが含まれたデータを転送することができる。上記制御部は、上記
受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバーの種類を判断することがで
きる。
【００８９】
　図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃを参照すると、画面投影部２０１ａを含むカバー２０
０ａが、上記モバイル装置１００をカバーしている。図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃに
示された上記カバー２００ａは、図４Ａ、図４Ｂ及び図５において説明された画面投影部
２０１ａが、前面カバー部２１０ａの上側に形成された例に該当する。上記制御部１１０
は、上記カバー２００ａのカテゴリＩＤを用いて、上記カバー２００ａの種類を感知する
ことができる。図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１３Ｃに示されたカバー２００ａは、画面投影
部２０１ａの位置が、上記前面カバー部２１０ａの上側に相当し、上記画面投影部２０１
ａの大きさが、上記前面カバー部２１０ａの３分の１の大きさに相当する情報を含む上記
カテゴリＩＤを有してもよい。上記モバイル装置の制御部１１０は、上記カバー２００ａ
の接続端子２０４ａと電気的に接続された上記連結端子１３５（図６を参照）と通じて、
上記カテゴリＩＤが含まれたデータを転送することができる。したがって、上記制御部１
１０は、上記受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバー２００ａの種
類を感知することができる。例えば、上記制御部１１０は、上記カテゴリＩＤを用いて、
画面投影部２０１ａの大きさが上記前面カバー部２１０ａの上側に相当し、上記画面投影
部２０１ａの大きさが上記前面カバー部２１０ａの３分の１の大きさに相当するカバーに
、上記カバー２００ａの種類が対応することを感知することができる。
【００９０】
　次に、ジェスチャー又はトリガーを感知する（Ｓ１２０ステップ）。上記モバイル装置
１００の制御部１１０は、ジェスチャー又はトリガーを感知することができる。この際、
上記ジェスチャーは、上記モバイル装置１００に取り付けられたボタン１６１に対する押
さえ又はタッチスクリーン１９０に対するタッチであってもよい。例えば、図１３Ａにお
いて、上記制御部１１０は、ホームボタン１６１ａ（図２を参照）に対する押さえを感知
することができる。
【００９１】
　次に、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応
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する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する（Ｓ１３０ステ
ップ）。上記制御部１１０は、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル
装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表
示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する
画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する時、上記カバーの画
面投影部の位置に応じて上記画面を露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面
を表示することができる。これと共に、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合
、上記画面は、時間、通知、及びバッテリー状態のうち少なくとも一つに関する情報を含
んでもよい。従って、上記制御部１１０は、上記ジェスチャー又はトリガーが感知される
と、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合、時間、通知、及びバッテリー状態
のうち少なくとも一つに関する情報が含まれた上記画面をタッチスクリーンの上に表示す
ることができる。
【００９２】
　例えば、図１３Ｂのように、上述のＳ１２０ステップにおいて、ホームボタン１６１ａ
に対する押さえに該当するジェスチャーが感知された場合、上記制御部１１０は、モバイ
ル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に
表示することができる。上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する画面を
、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する時、上記カバーの画面投影
部の位置に応じて上記画面を露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面を表示
することができる。上述のＳ１１０ステップにおいて、画面投影部２０１ａの位置が、上
記前面カバー部２１０ａの上側に相当し、上記画面投影部２０１ａの大きさが、上記前面
カバー部２１０ａの３分の１の大きさに相当するカバーに、上記カバーの種類が該当する
ことを感知したので、上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ａの上側に、上記画
面を表示することができる。例えば、上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ａの
上側に対応するモバイル装置１００のタッチスクリーン１９０の上側に、上記画面を表示
することができる。上記制御部１１０は、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場
合、時間３０２、天気３１０、通知３１２、３１４、又は再生中のオーディオのタイトル
又はアーティスト３１６に関する情報が含まれた上記画面を、図１３Ｂのように、タッチ
スクリーン１９０の上に表示することができる。したがって、本発明の様々な実施形態に
よると、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、カバーの種類によってタッチスクリ
ーンの上に表示することができる。
【００９３】
　次に、上記カバーの開きを感知する（Ｓ１４０ステップ）。この際、上記カバーは、前
面カバー部と背面カバー部とを含み、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カ
バー部の付着部との離隔を感知して、上記制御部１１０は、上記カバーの開きを感知する
ことができる。例えば、図１３Ｃのように、上記カバー２００ａは、付着部２０２ａが含
まれた前面カバー部２１０ａと、付着部２０３ａが含まれた背面カバー部２２０ａとを含
んでもよい。したがって、上記カバー２００ａが開いたら、前面カバー部２１０ａと、背
面カバー部２２０ａとの離隔が発生することによって、電気的信号の変化が発生し得る。
上記発生された電気的信号の変化は、上記カバーに設けられた接続端子２０４ａ（図５を
参照）を通じて、上記モバイル装置の連結端子１３５（図６を参照）へ伝送され得る。し
たがって、モバイル装置１００の制御部１１０は、上記連結端子１３５を通じて受信した
上記電気的信号の変化を認知して、上記カバーの開きを感知することができる。また、上
記制御部１１０は、上記モバイル装置１００に含まれた調度センサー又は近接センサーを
用いて上記カバーの開きを感知することができる。また、上記制御部１１０は、上記カバ
ーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との間に設けられた折りたたみ感知センサー
２０５（図１７）を用いて、上記カバーの開きを感知することもできる。
【００９４】
　次に、上記カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応するアクショ
ンを実行して、タッチスクリーン１９０の上に画面を表示する（Ｓ１５０ステップ）。上
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記制御部１１０は、上述のＳ１４０ステップにおいて、上記カバーの開きが感知されると
、モバイル装置の現在状態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上
に画面を表示することができる。この際、モバイル装置の現在状態に対応するアクション
は、メモリ部１７５に予め記憶されることができる。例えば、上記モバイル装置の現在状
態がロック状態の場合、上記アクションは、ロック画面の表示であってもよい。図１３Ｂ
を参照すると、上記モバイル装置の現在状態はロック状態である。上記カバー２００ａの
開きが感知されると、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応するロック画
面の表示を実行することができる。したがって、図１３Ｃのように、上記制御部１１０は
、ロック画面をタッチスクリーン１９０の上に表示することができる。このときのロック
画面は、図１３Ｂに示したような、上記画面投影部の位置と大きさに対応する画面ではな
く、一般的なロック画面であるので、上記タッチスクリーン１９０上の全領域に渡ったロ
ック画面に相当する。
【００９５】
　図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１４Ｃは、本発明の第２実施形態による画面投影部を含むカ
バーの種類によって画面を表示するモバイル装置示す。本発明の第２実施形態は、上述の
図１１、図１２Ａ、図１２Ｂ及び図１２Ｃにおいて説明された本発明の様々な実施形態の
ステップと類似であるので、同一の説明は省略する。
【００９６】
　図１１を再び参照すると、本発明の第２実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって画面を表示するモバイル装置の制御方法において、制御部１１０は、まず、画面
投影部を含むカバーの種類を感知する（Ｓ１１０ステップ）。上記制御部１１０は、上記
カバーのカテゴリＩＤを用いて、上記カバーの種類を判断することができる。この際、上
記カテゴリＩＤは、上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバーの
ビジュアルトンのうち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。上記モバイル装置の
制御部１１０は、上記カバーの接続端子と電気的に接続される上記連結端子を通じて、上
記カテゴリＩＤが含まれたデータの転送を受けることができる。上記制御部は、上記受信
されたカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバーの種類を判断することができ
る。
【００９７】
　図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１４Ｃを参照すると、画面投影部２０１ｂを含むカバー２０
０ｂが、上記モバイル装置１００をカバーしている。図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１４Ｃに
示された上記カバー２００ｂは、図７Ａ、図７Ｂ及び図８において説明された、画面投影
部２０１ｂが前面カバー部２１０ｂの右側に対向する一側に形成された例に該当する。こ
の際、上記制御部１１０は、上記カバー２００ｂのカテゴリＩＤを用いて、上記カバー２
００ｂの種類を感知することができる。図１４Ａ、図１４Ｂ及び図１４Ｃに示されたカバ
ー２００ｂは、画面投影部２０１ｂの位置が上記前面カバー部２１０ｂの右側に相当する
情報を含む上記カテゴリＩＤを有することができる。上記モバイル装置の制御部１１０は
、上記カバー２００ｂの接続端子２０４ｂと電気的に接続される上記連結端子１３５（図
６を参照）を通じて、上記カテゴリＩＤが含まれたデータの転送を受けることができる。
したがって、上記制御部１１０は、上記受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて
、上記カバー２００ｂの種類を感知することができる。例えば、上記制御部１１０は、上
記カテゴリＩＤを用いて、画面投影部２０１ｂの位置が上記前面カバー部２１０ｂの右側
に相当するカバーに、上記カバー２００ｂの種類が該当することを感知することができる
。
【００９８】
　次に、ジェスチャー又はトリガーを感知する（Ｓ１２０ステップ）。上記モバイル装置
１００の制御部１１０は、ジェスチャー又はトリガーを感知することができる。この際、
上記ジェスチャーは、上記モバイル装置１００に取り付けられたボタン１６１に対する押
さえ又はタッチスクリーン１９０に対するタッチであってもよい。例えば、図１４Ａにお
いて、上記制御部１１０は、ホームボタン１６１ａ（図２を参照）に対する押さえを感知
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することができる。
【００９９】
　次に、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応
する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する（Ｓ１３０ステ
ップ）。上記制御部１１０は、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル
装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表
示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する
画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する時、上記カバーの画
面投影部の位置に応じて上記画面を露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面
を表示することができる。これと共に、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合
、上記画面は、時間、通知、及びバッテリー状態のうち少なくとも一つに関する情報を含
むことができる。したがって、上記制御部１１００は、上記ジェスチャー又はトリガーが
感知されると、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合、時間、通知、及びバッ
テリー状態のうち少なくとも一つに関する情報が含まれた上記画面を、タッチスクリーン
の上に表示することができる。
【０１００】
　例えば、図１４Ｂのように、上述のＳ１２０ステップにおいて、ホームボタン１６１ａ
に対する押さえに該当するジェスチャーが感知された場合、上記制御部１１０は、モバイ
ル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に
表示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応す
る画面を、上記かバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示することができる。上
記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によっ
てタッチスクリーン上に表示する時、上記カバーの画面投影部の位置に応じて上記画面を
露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面を表示することができる。上述のＳ
１１０ステップにおいて、画面投影部２０１ｂの位置が上記前面カバー部２１０ｂの右側
に相当するカバーに、上記カバーの種類が該当することを感知したので、上記制御部１１
０は、上記前面カバー部２１０ｂの右側に、上記画面を表示することができる。例えば、
上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ｂの右側に対応するモバイル装置１００の
タッチスクリーン１９０上の右側に、上記画面を表示することができる。上記制御部１１
０は、上記モバイル装置の現在状態がロック状態の場合、時間３０２、天気３１０、通知
３１２、又は再生中のオーディオについての表示３１６に関する情報が含まれた上記画面
を、図１４Ｂのように、タッチスクリーン１９０の上に表示することができる。したがっ
て、本発明の様々な実施形態によると、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、カバ
ーの種類によってタッチスクリーンの上に表示することができる。
【０１０１】
　次に、上記カバーの開きを感知する（Ｓ１４０ステップ）。この際、上記カバーは、前
面カバー部と背面カバー部を含み、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カバ
ー部の付着部との離隔を感知して、上記制御部１１０は、上記カバーの開きを感知するこ
とができる。例えば、図１４Ｃのように、上記カバー２００ｂは、付着部２０２ｂが含ま
れた前面カバー部２１０ｂと、付着部２０３ｂが含まれた背面カバー部２２０ｂとを含ん
でもよい。したがって、上記カバー２００ｂが開いたら、前面カバー部２１０ｂと、背面
カバー部２２０ｂとの離隔が発生することによって、電気的信号の変化が発生することが
できる。上記発生された電気的信号の変化は、上記カバーに形成された接続端子２０４ｂ
（図８を参照）を通じて、上記モバイル装置の連結端子１３５（図６を参照）へ伝送され
ることができる。したがって、モバイル装置１００の制御部１１０は、上記連結端子１３
５を通じて受信した上記電気的信号の変化を認知して、上記カバーの開きを感知すること
ができる。また、上記制御部１１０は、上記モバイル装置１００に含まれた調度センサー
又は近接センサーを用いて、上記カバーの開きを感知することもできる。また、上記制御
部１１０は、上記カバーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との間に設けられた折
りたたみ感知センサー２０５（図１７）を用いて、上記カバーの開きを感知することもで
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きる。
【０１０２】
　次に、上記カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応するアクショ
ンを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表示する（Ｓ１５０ステップ）。上記
制御部１１０は、上述のＳ１４０ステップにおいて、上記カバーの開きが感知されると、
モバイル装置の現在状態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に
画面を表示することができる。この際、モバイル装置の現在状態に対応するアクションは
、メモリ部１７５に予め記憶されることができる。例えば、上記モバイル装置の現在状態
がロック状態の場合、上記アクションは、ロック画面の表示であり得る。図１４Ｂを参照
すると、上記モバイル装置の現在状態はロック状態である。この際、上記カバー２００ｂ
の開きが感知されると、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応するロック
画面の表示を実行することができる。したがって、図１４Ｃのように、上記制御部１１０
は、ロック画面をタッチスクリーン１９０の上に表示することができる。このときのロッ
ク画面は、図１４Ｂに図示されたような、上記画面投影部の位置と大きさに対応する画面
ではなく、一般的なロック画面であるので、上記タッチスクリーン１９０上の全領域に渡
ったロック画面に該当する。
【０１０３】
　図１５Ａ、図１５Ｂ、図１５Ｃ、図１５Ｄ及び図１５Ｅは、本発明の第３実施形態によ
る画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表示するモバイル装置を示す。本発明の
第３実施形態は、上述の図１１、図１２Ａ、図１２Ｂ、及び図１２Ｃで説明された本発明
の実施形態のステップと類似であるので、同一の説明は省略する。
【０１０４】
　図１１を再び参照すると、本発明の第３実施形態による画面投影部を含むカバーの種類
によって画面を表示するモバイル装置の制御方法において、制御部１１０は、まず、画面
投影部を含むカバーの種類を感知する（Ｓ１１０ステップ）。上記制御部１１０は、上記
カバーのカテゴリＩＤを用いて、上記カバーの種類を判断することができる。この際、上
記カテゴリＩＤは、上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバーの
ビジュアルトンのうち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。上記モバイル装置の
制御部は、上記カバーの接続端子と電気的に接続する上記連結端子を通じて、上記カテゴ
リＩＤが含まれたデータの転送を受けることができる。上記制御部は、上記受信したカテ
ゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバーの種類を判断することができる。
【０１０５】
　図１５Ａ、図１５Ｂ、図１５Ｃ、図１５Ｄ及び図１５Ｅを参照すると、画面投影部２０
１ａを含むカバー２００ａが、上記モバイル装置１００をカバーしている。図１５Ａ、図
１５Ｂ、図１５Ｃ、図１５Ｄ及び図１５Ｅに示された上記カバー２００ａは、図４Ａ、図
４Ｂ及び図５で説明された画面投影部２０１ａが、前面カバー部２１０ａの上側に形成さ
れた例に該当する。この際、上記制御部１１０は、上記カバー２００ａのカテゴリＩＤを
用いて、上記カバー２００ａの種類を感知することができる。図１５Ａ、図１５Ｂ、図１
５Ｃ、図１５Ｄ及び図１５Ｅに示されたカバー２００ａは、画面投影部２０１ａの位置が
、上記前面カバー部２１０ａの上側に相当し、上記画面投影部２０１ａの大きさが、上記
前面カバー部２１０ａの３分の１の大きさに相当する情報を含む上記カテゴリＩＤを有す
ることができる。上記モバイル装置の制御部１１０は、上記カバー２００ａの接続端子２
０４ａと電気的に接続される上記連結端子１３５（図６を参照）を通じて、上記カテゴリ
ＩＤが含まれたデータの転送を受けることができる。従って、上記制御部１１０は、上記
受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバー２００ａの種類を感知する
ことができる。例えば、上記制御部１１０は、上記カテゴリＩＤを用いて、画面投影部２
０１ａの位置が上記前面カバー部２１０ａの上側に相当し、上記画面投影部２０１ａの大
きさが上記前面カバー部２１０ａの３分の１の大きさに相当するカバーに、上記カバー２
００ａの種類が該当することを感知する。
【０１０６】
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　次に、ジェスチャー又はトリガーを感知する（Ｓ１２０ステップ）。上記モバイル装置
１００の制御部１１０は、ジェスチャー又はトリガーを感知することができる。上記トリ
ガーは、上記モバイル装置１００で発生することができ、外部装置から受信されることも
できる。例えば、上記トリガーは、電話の受信や通知の発生などであってもよい。例えば
、図１５Ａにおいて、上記制御部１１０は、電話受信のようなトリガーを感知することが
できる。
【０１０７】
　次に、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応
する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する（Ｓ１３０ステ
ップ）。上記制御部１１０は、上記ジェスチャー又はトリガーが感知されると、モバイル
装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表
示することができる。この際、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する
画面を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示する時、上記カバーの画
面投影部の位置に応じて上記画面を露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面
を表示することができる。
【０１０８】
　例えば、図１５Ｂのように、上述のＳ１２０ステップにおいて、電話受信に該当するト
リガーが感知された場合、上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する画面
を、上記カバーの種類によってタッチスクリーンの上に表示することができる。この際、
上記制御部１１０は、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、上記カバーの種類によ
ってタッチスクリーンの上に表示する時、上記カバーの画面投影部の位置に応じて上記画
面を露出するよう、上記タッチスクリーンの上に上記画面を表示することができる。上述
のＳ１１０ステップにおいて、画面投影部２０１ａの位置が上記前面カバー部２１０ａの
上側に相当し、上記画面投影部２０１ａの大きさが上記前面カバー部２１０ａの３分の１
の大きさに相当するカバーに、上記カバーの種類が該当することを感知したので、上記制
御部１１０は、上記前面カバー部２１０ａの上側に、上記画面を表示することができる。
例えば、上記制御部１１０は、上記前面カバー部２１０ａの上側に対応するモバイル装置
１００のタッチスクリーン１９０上の上側に、上記画面を表示することができる。上記制
御部１１０は、上記モバイル装置の現在状態が電話受信の状態である場合、電話発信者の
名前４０２、電話番号４０４を含む電話の受信画面４００を図１５Ｂのように、タッチス
クリーン１９０の上に表示することができる。したがって、本発明の様々な実施形態によ
ると、モバイル装置の現在状態に対応する画面を、カバーの種類によってタッチスクリー
ンの上に表示することができる。
【０１０９】
　上記モバイル装置１００の電話の受信状態で、トリガー入力（例えば、予め設定された
ボタンに対する入力）が検出される場合、上記制御部１１０は、電話通話の状態で上記モ
バイル装置１００を制御することができる。例えば、上記予め設定されたボタンは、音量
調節ボタン１６１ｅ（図２、図３を参照）であってもよい。したがって、上記音量調節ボ
タン１６１ｅに対する押さえが感知されると、図１５Ｃのように、上記制御部１１０は、
電話通話の状態で上記モバイル装置を制御することができる。この際、図１５Ｃのように
、上記制御部１１０は、電話発信者の名前４０２、電話番号４０４、又は通話時間４０６
を含む電話通話の画面を、上記前面カバー部２１０ａの上側に対応するモバイル装置１０
０のタッチスクリーン１９０上の上側に表示することができる。
【０１１０】
　一方、上記モバイル装置１００の電話受信の状態でトリガー入力（例えば、予め設定さ
れたボタンに対する入力）が検出される場合、上記制御部１１０は、電話通話の拒絶状態
で上記モバイル装置１００を制御することができる。例えば、上記予め設定されたボタン
は、電源／リセットボタン１６１ｄ（図２、図３を参照）であってもよい。したがって、
上記電源／リセットボタン１６１ｄに対する押さえが感知されると、図１５Ｄのように、
上記制御部１１０は、電話通話の拒絶状態で上記モバイル装置を制御することができる。
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この際、図１５Ｄのように、上記制御部１１０は、電話通話の拒絶画面を、上記前面カバ
ー部２１０ａの上側に対応するモバイル装置１００のタッチスクリーン１９０上の上側に
表示することができる。
【０１１１】
　次に、上記カバーの開きを感知する（Ｓ１４０ステップ）。この際、上記カバーは、前
面カバー部と背面カバー部とを含み、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カ
バー部の付着部との離隔を感知して、上記制御部１１０は、上記カバーの開きを感知する
ことができる。例えば、図１５Ｅのように、上記カバー２００ａは、付着部２０２ａが含
まれた前面カバー部２１０ａと、付着部２０３ａが含まれた背面カバー部２２０ａとを含
んでもよい。したがって、上記カバー２００ａが開いたら、前面カバー部２１０ａと、背
面カバー部２２０ａとの離隔が発生することによって、電気的信号の変化が発生すること
ができる。上記発生された電気的信号の変化は、上記カバーに設けられた接続端子２０４
ａ（図５を参照）を介して、上記モバイル装置の連結端子１３５（図６を参照）を通じて
受信した上記電気的信号の変化を認知して、上記カバーの開きを感知することができる。
また、上記制御部１１０は、上記モバイル装置１００に含まれた調度センサー又は近接セ
ンサーを用いて、上記カバーの開きを感知することができる。また、上記制御部１１０は
、上記カバーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との間に設けられた折りたたみ感
知センサー２０５（図１７）を用いて、上記カバーの開きを感知することもできる。
【０１１２】
　次に、上記カバーの開きが感知されると、モバイル装置の現在状態に対応するアクショ
ンを実行して、上記タッチスクリーンの上に画面を表示する（Ｓ１５０ステップ）。上記
制御部１１０は、上述のＳ１４０ステップにおいて、上記カバーの開きが感知されると、
モバイル装置の現在状態に対応するアクションを実行して、上記タッチスクリーンの上に
画面を表示することができる。この際、モバイル装置の現在状態に対応するアクションは
、メモリ部１７５に予め記憶されることができる。例えば、上記モバイル装置の現在状態
が、電話通話の状態である場合、上記アクションは、電話通話の画面の表示であってもよ
い。図１５Ｅを参照すると、上記モバイル装置の現在状態は、電話通話の状態である。こ
の際、上記カバー２００ａの開きが感知されると、上記制御部１１０は、モバイル装置の
現在状態に対応する電話通話の画面の表示を実行することができる。従って、図１５Ｅの
ように、上記制御部１１０は、電話通話の画面を、タッチスクリーン１９０の上に表示す
ることができる。このときの電話通話の画面は、図１５Ｃで示したような、上記画面投影
部の位置と大きさに対応する画面ではなく、一般的な電話通話の画面であるので、上記タ
ッチスクリーン１９０上の全領域に渡った電話通話の画面に該当する。
【０１１３】
　図１６は、本発明の他の実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を
表示するモバイル装置の制御方法を示すフローチャートである。図１７は、モバイル装置
をカバーするカバーを概略的に示す。図１８Ａ、図１８Ｂ及び図１８Ｃは、本発明の一実
施形態による画面投影部を含むカバーの種類によって画面を表示するモバイル装置を示す
。
【０１１４】
　図１６を参照すると、本発明の他の実施形態による画面投影部を含むカバーの種類によ
って画面を表示するモバイル装置の制御方法において、制御部１１０は、まず、画面投影
部を含むカバーの種類を感知する（Ｓ２１０ステップ）。モバイル装置１００の制御部１
１０は、画面投影部を含むカバーの種類を判断する。上記制御部１１０は、上記カバーの
カテゴリＩＤを用いて、上記カバーの種類を判断することができる。この際、上記カテゴ
リＩＤは、上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバーのビジュア
ルトンのうち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。
【０１１５】
　上記モバイル装置は、カバーの接続端子と電気的に接続できる連結端子を含んでもよい
。上記カバーには、上記モバイル装置と電気的に接続できる接続端子が形成されることが
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できる。従って、上記モバイル装置の制御部は、上記カバーの接続端子と電気的に接続さ
れる上記連結端子を通じて、上記カテゴリＩＤが含まれたデータの転送を受けることがで
きる。上記制御部は、上記受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバー
の種類を判断することができる。
【０１１６】
　例えば、図１８Ａを参照すると、画面投影部２０１ａを含むカバー２００ａが、上記モ
バイル装置１００をカバーしている。図１８Ａに示された上記カバー２００ａは、図４Ａ
、図４Ｂ及び図５で説明された、画面投影部２０１ａが前面カバー部２１０ａの上側に形
成された例に該当する。この際、上記制御部１１０は、上記カバー２００ａのカテゴリＩ
Ｄを用いて、上記カバー２００ａの種類を感知することができる。上記カテゴリＩＤは、
上記カバー上で、上記画面投影部の位置、大きさ、及び上記カバーのビジュアルトンのう
ち少なくとも一つに関する情報を含んでもよい。従って、図１８Ａに示したカバー２００
ａは、画面投影部の位置が、上記前面カバー部２１０ａの上側であり、上記画面投影部の
大きさが、上記前面カバー部２１０ａの３分の１に相当する情報を含む上記カテゴリＩＤ
を有することができる。上記モバイル装置の制御部１１０は、上記カバー２００ａの接続
端子２０４ａと電気的に接続される上記連結端子１３５（図６を参照）を通じて、上記カ
テゴリＩＤが含まれたデータの転送を受けることができる。従って、上記制御部１１０は
、上記受信したカテゴリＩＤが含まれたデータを用いて、上記カバー２００ａの種類を感
知することができる。例えば、上記制御部１１０は、上記カテゴリＩＤを用いて、画面投
影部の位置が上記前面カバー部２１０ａの上側であり、上記画面投影部の大きさが上記前
面カバー部２１０ａの３分の１に相当するカバーに、上記カバー２００ａの種類が該当す
ることを感知することができる。
【０１１７】
　次に、上記カバーの開きを感知する（Ｓ２２０ステップ）。上記制御部１１０は、上記
カバーの開きを感知することができる。この際、上記カバーは、前面カバー部と背面カバ
ー部とを含み、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カバー部の付着部との離
隔を感知して、上記制御部１１０は、上記カバーの開きを感知することができる。上記付
着部は、磁石から形成されてもよい。上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面カ
バー部の付着部とが、離隔されるときに、電気的信号の変化が発生され得る。上記モバイ
ル装置の制御部１１０は、上記カバー部の接続端子と上記モバイル装置の連結端子を通じ
て、上記電気的信号の変化を受信して、上記前面カバー部に含まれた付着部と、上記背面
カバー部の付着部との離隔を認知することができる。
【０１１８】
　例えば、図１８Ｂのように、上記カバー２００ａは、付着部２０２ａが含まれた前面カ
バー部２１０ａと、付着部２０３ａが含まれた背面カバー部２２０ａとを含んでもよい。
したがって、上記カバー２００ａが開いたら、前面カバー部２１０ａと、背面カバー部２
２０ａとの離隔が発生することによって、電気的信号の変化が発生することができる。上
記発生された電気的信号の変化は、上記カバーに設けられた接続端子２０４ａ（図１７を
参照）を通じて、上記モバイル装置の連結端子１３５（図６を参照）へ伝送されることが
できる。従って、モバイル装置１００の制御部１１０は、上記連結端子１３５を通じて受
信した上記電気的信号の変化を認知して、上記カバーの開きを感知することができる。ま
た、上記制御部１１０は、上記モバイル装置１００に含まれた調度センサー又は近接セン
サーを用いて、上記カバーの開きを感知することもできる。また、上記制御部１１０は、
上記カバーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との間に設けられた折りたたみ感知
センサー２０５（図１７）を用いて、上記カバーの開きを感知することもできる。
【０１１９】
　次に、上記カバーの開きが感知されると、上記カバーが折りたたんだ部分の反対部分を
中心として上記画面を上記タッチスクリーンの上に表示する（Ｓ２３０ステップ）。上記
制御部１１０は、上述のＳ２２０ステップにおいて、上記カバーの開きが感知されると、
上記カバーが折りたたんだ部分の反対部分を中心として上記画面を上記タッチスクリーン
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の上に表示することができる。例えば、図１８Ｂにおいて、上記カバー２００ａの開きが
感知されると、上記制御部１１０は、図１８Ｂのように、上記カバーが折りたたんだ部分
の反対部分を中心として上記画面を上記タッチスクリーンの上に表示することができる。
図１８Ｂのように、上記カバーが折りたたんだ部分の反対部分を中心として上記画面を上
記タッチスクリーンの上に表示すると、ユーザに一手作業のための自動スイッチ機能を提
供することができる。一般的に、図１８Ｂのように、上記モバイル装置１００の左側に、
上記カバーが折りたたんだ部分が存在する場合、ユーザは、左手で上記カバーの前面カバ
ー部２１０ａを開くようになり、右手で上記カバー２００ａ及びモバイル装置１００を持
つようになる。この際、ユーザは、一般的に、右手で上記タッチスクリーン１９０をタッ
チするようになる。したがって、上記カバーが折りたたんだ部分（図１８Ｂでは、モバイ
ル装置の左側）の反対部分（図１８Ｂでは、モバイル装置の右側）を中心として画面を表
示するようになると、ユーザは、一手で上記カバー及びモバイル装置を持って、上記タッ
チスクリーンを同時にタッチすることができ、一手作業を遂行することができる。例えば
、図１８Ｂのように、電話通話を行うための電話番号キー２０６を、上記カバーが折りた
たんだ部分（図１８Ｂでは、モバイル装置の左側）の反対部分（図１８Ｂでは、モバイル
装置の右側）を中心として表示すると、ユーザは、一手で上記モバイル装置を持って、上
記電話番号キー２０６をタッチできるようになる。この際、上記カバーが折りたたんだ部
分の反対部分を中心として上記画面を上記タッチスクリーンの上に表示する機能を、自動
スイッチ機能と称することができる。従って、本発明の様々な実施形態によると、一手作
業のための自動スイッチ機能を提供することができる。
【０１２０】
　次に、上記カバーの折りたたみを感知する（Ｓ２４０ステップ）。上記制御部１１０は
、上記カバーに含まれた前面カバー部と、背面カバー部との間に設けられた折りたたみ感
知センサー２０５を用いて、上記カバーの折りたたみを感知することができる。
【０１２１】
　図１７は、モバイル装置をカバーするカバーを概略的に示す。図１７を参照すると、上
記カバー２００ａの上記背面カバー部２２０ａは、バッテリーカバーから形成され得る。
例えば、上記背面カバー部２２０ａは、上記モバイル装置１００の背面に備えられたバッ
テリー（図示せず）をカバーする構成として具備されてもよい。上述のように、上記カバ
ー２００ａには、画面投影部２０１ａが含まれてもよく、上記画面投影部２０１ａを通じ
て、モバイル装置１００の画面が露出されることができる。上記画面投影部２０１ａは、
上記タッチスクリーン１９０の前面をカバーしながら、上記タッチスクリーン１９０に表
示された画面を視覚的に確認できるよう具備される。例えば、上記画面投影部２０１ａは
、透明部材から形成されてもよい。上述のように、上記カバー２００ａには、上記前面カ
バー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３
ａとが形成され得る。上記カバー２００ａには、上記モバイル装置１００と電気的に接続
できる接続端子２０４ａが形成されてもよい。上記モバイル装置は、上記接続端子２０４
ａと電気的に接続できる連結端子を含んでもよい。上記モバイル装置の制御部１１０は、
上記連結端子を通じて、上記カバー２００ａの上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着
部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとが、離隔されたことを認知
することができる。この際、上記付着部２０２ａ、２０３ａは、磁石から形成され得る。
上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａと、上記背面カバー部２２０ａの付
着部２０３ａとが、離隔されるときに、電気的信号の変化が発生され得る。上記モバイル
装置の制御部１１０は、上記接続端子２０４ａと上記モバイル装置の連結端子を通じて、
上記電気的信号の変化を受信して、上記前面カバー部２１０ａに含まれた付着部２０２ａ
と、上記背面カバー部２２０ａの付着部２０３ａとの離隔を認知することができる。
【０１２２】
　また、上記前面カバー部２１０ａと、上記背面カバー部２２０ａとの間には、折りたた
み感知センサー２０５が設けられてもよい。例えば、上記前面カバー部２１０ａと上記背
面カバー部２２０ａが折りたたんだら、上記折りたたみ感知センサー２０５も共に、折り



(26) JP 6403388 B2 2018.10.10

10

20

30

40

たたむようになる。この際、上記折りたたみ感知センサー２０５では、電気的信号の変化
が生じ得る。上記生成された電気的信号の変化は、上記カバー２００ａに設けられた接続
端子２０４ａを通じて、上記モバイル装置へ伝送されることができる。例えば、上記モバ
イル装置１００の制御部１１０は、上記モバイル装置１００に設けられ、上記カバーの接
続端子２０４ａと電気的に接続された連結端子１３５を通じて、上記電気的信号の変化を
受信することができる。したがって、上記制御部１１０は、上記受信された電気的信号の
変化を認知して、上記カバーの折りたたみを感知することができる。
【０１２３】
　次に、上記カバーの折りたたみが感知されると、上記タッチスクリーンの中央を中心と
して画面を表示する（Ｓ２５０ステップ）。上記制御部１１０は、上述のＳ２４０ステッ
プにおいて、上記カバーの折りたたみが感知されると、上記タッチスクリーンの中央を中
心として画面を表示することができる。例えば、上記制御部１１０は、上記カバーの折り
たたみが感知されると、上述のＳ２３０ステップにおいて、上記カバーが折りたたんだ部
分の反対部分を中心として上記タッチスクリーンの上に表示した上記画面を復旧して、上
記タッチスクリーンの中央を中心として画面を表示することができる。そうすると、ユー
ザは、再びタッチスクリーンの中央を中心として表示された一般的な画面を見て、作業を
遂行するようになる。
【０１２４】
　本発明の様々な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフ
トウェアの組合せの形で実現可能であることがわかるはずである。このような任意のソフ
トウェアは、例えば、削除可能又は再記録可能の可否と関係なく、ＲＯＭなどのメモリ装
置のような揮発性又は非揮発性メモリ装置、又は、例えば、ＲＡＭ、メモリチップ、装置
又は集積回路のようなメモリ、又は、例えば、ＣＤ、ＤＶＤ、磁気ディスク又は磁気テー
プなどのような光学又は磁気的に記録可能であると共に、機器（例えば、コンピュータ）
で読み取れる記憶媒体に記憶することができる。また、本発明の実施形態は、制御部及び
メモリを含むコンピュータ又は携帯端末により実現することができ、上記メモリは、本発
明の実施形態を実現する指示を含むプログラム又はプログラムを記憶するのに適切な機器
で読み取れる記憶媒体の一例であることがわかる。従って、本発明は、本明細書の任意の
請求項に記載の装置又は方法を実現するためのコードを含むプログラム及びこのようなプ
ログラムを記憶する機器（コンピュータなど）で読み取れる記憶媒体を含む。また、この
ようなプログラムは、有線又は無線の連結を通して伝達される通信信号のような任意の媒
体を通じて、電子的に移送することができ、本発明は、これと均等であるものを適切に含
む。
【０１２５】
　また、上記モバイル装置は、有線又は無線で接続されるプログラムの提供装置から、上
記プログラムを受信して記憶することができる。上記プログラムの提供装置は、本発明の
実施形態を遂行するようする指示を含むプログラム、本発明の実施形態に必要な情報など
を記憶するためのメモリと、上記モバイル装置との有線又は無線通信を遂行するための通
信部と、上記モバイル装置の要請又は自動で当該プログラムを上記送受信装置へ伝送する
制御部とを含んでもよい。
【符号の説明】
【０１２６】
　１００　モバイル装置
　１１０　制御部
　１９０　タッチスクリーン
　２００　カバー
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