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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末のディスプレイ上でＧＵＩ（Graphical User Interface）制御コンポーネ
ントを管理する方法であって、
　前記ディスプレイの第１位置に前記ＧＵＩ制御コンポーネントを表示すること、
　前記移動端末との第１ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネ
ントを選択すること、
　前記移動端末との第２ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネ
ントを前記ディスプレイ上の第１位置から第２位置に移動すること、
を含んで構成され、
　前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動通信端末の入力画面でユーザに対してカー
ソル移動の制御を許容するものであって、
　前記第２位置に文字が表示されているか否かによって、前記第２位置に移動された前記
ＧＵＩ制御コンポーネントの透明度が変更されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ディスプレイは、タッチセンサー式であり、前記移動端末との前記第１ユーザイン
タラクションは、ユーザが前記第１位置上の第１オブジェクトを有する画面をタッチして
、前記ＧＵＩ制御コンポーネントを選択することを含んで構成されることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第２ユーザインタラクションは、ユーザが、前記第１オブジェクトを前記第１位置
から前記第２位置に移動させることで、前記ディスプレイ上の前記ＧＵＩコンポーネント
を前記第１位置から前記第２位置にドラッグすることを含んで構成されることを特徴とす
る請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動装置の制御動作の機能を伴った１つ以上の
アイコンを含んで構成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記制御動作は、前記移動端末の前記ディスプレイ上に表示されたカーソルを移動させ
ることを含んで構成されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記カーソルの移動方向と関連させた矢印のような
少なくとも１つのアイコンを含んで構成されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの表示位置が、ユーザインタラク
ションに応答し、他のアイコンに関連して調節されることを特徴とする請求項４に記載の
方法。
【請求項８】
　前記一つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの表示位置に文字が表示されてい
るか否かによって、前記１つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの透明度が他の
アイコンに関連して調節されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンのサイズが、ユーザインタラクシ
ョンに応答し、他のアイコンに関連して調節されることを特徴とする請求項６に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記一つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの実行頻度数に従って、前記１つ
以上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの表示が他のアイコンに関連して調節される
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　移動通信端末であって、
　ディスプレイ上の第１位置にＧＵＩ制御コンポーネントを表示する論理部と、
　前記移動端末との第１ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネ
ントを選択する論理部と、
　前記移動端末との第２ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネ
ントを前記ディスプレイ上の前記第１位置から第２位置に移動する論理部と、
を含んで構成され、
　前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動通信端末の入力画面でユーザに対してカー
ソル移動の制御を許容するものであって、
　前記第２位置に文字が表示されているか否かによって、前記第２位置に移動された前記
ＧＵＩ制御コンポーネントの透明度が変更されることを特徴とする移動通信端末。
【請求項１２】
　前記ディスプレイは、タッチセンサー式であり、前記移動端末との前記第１ユーザイン
タラクションは、ユーザが、前記第１位置上の第１オブジェクトを有する画面をタッチし
て前記ＧＵＩ制御コンポーネントを選択することを含んで構成されることを特徴とする請
求項１１に記載の移動通信端末。
【請求項１３】
　前記第２ユーザインタラクションは、ユーザが、前記第１オブジェクトを前記第１位置
から前記第２位置に移動させることで、前記ディスプレイ上の前記ＧＵＩコンポーネント
を前記第１位置から前記第２位置にドラッグすることを含んで構成されることを特徴とす
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る請求項１２に記載の移動通信端末。
【請求項１４】
　前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動装置の制御動作の機能を伴った１つ以上の
アイコンを含んで構成されることを特徴とする請求項１１に記載の移動通信端末。
【請求項１５】
　前記制御動作は、前記移動端末の前記ディスプレイ上に表示されたカーソルを移動させ
ることを含んで構成されることを特徴とする請求項１４に記載の移動通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２００６年４月１８日に出願された韓国特許出願１０－２００６－００３４
９５３号の利益を主張する。そして、この出願の記載内容は、完全に本願明細書に組み入
れられるものとする。
【０００２】
　本発明は、ディスプレイスクリーンに機能アイコンを表示するシステム及び方法に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　図１を参照する。図１は、オンスクリーンディスプレイ（ＯＳＤ）機能を示している。
ＯＳＤ機能は、テレビ、プロジェクションＴＶ、コンピュータ及びその他の表示装置で利
用される表示ツールである。このＯＳＤ機能は、主に、ユーザに対して、幾つかのメニュ
ーオプションを選択させることで画質を調節する能力を提供する。
【０００４】
　近年、その関連技術分野の進歩により、ＯＳＤ機能が、例えば、移動通信端末などの制
限された表示装置でも使用可能になってきている。現在使用可能なＯＳＤ機能は、一般的
に、テキストベースであり、ユーザに対してグラフィックユーザインターフェースを制御
する有用なオプションをユーザに提供するが、これは非常に制限されたものとなっている
。
【０００５】
　したがって、このような問題を解決できるシステム及び方法が要求される。
【０００６】
　本発明の特徴及び利点は、明細書の記載及びその記載から部分的に明らかになり、また
、本発明を実行することによって明らかになる。本発明の目的及びその他の利点は、本発
明の明細書、特許請求の範囲及び添付図面に、特に示されたものによって認識され、達成
される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、前述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的
は、移動通信端末のディスプレイ上で、ＧＵＩ（Graphical User Interface）制御コンポ
ーネントを管理する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような目的を達成するために本発明では、移動通信端末のディスプレイ上でＧＵＩ
（Graphical User Interface）制御コンポーネントを管理する方法を提供する。この方法
は、前記ディスプレイの第１位置に前記ＧＵＩ制御コンポーネントを表示すること、前記
移動端末との第１ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネントを
選択すること、前記移動端末との第２ユーザインタラクションに応答して、前記ＧＵＩ制
御コンポーネントを前記ディスプレイ上の第１位置から第２位置に移動すること、を含ん
で構成され、前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動通信端末の入力画面でユーザに
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対してカーソル移動の制御を許容するものであって、前記第２位置に文字が表示されてい
るか否かによって、前記第２位置に移動された前記ＧＵＩ制御コンポーネントの透明度が
変更されることを特徴とする。
【０００９】
　一態様において、前記ディスプレイは、タッチセンサー式であり、前記移動端末との前
記第１ユーザインタラクションは、ユーザが前記第１位置上の第１オブジェクトを有する
画面をタッチして、前記ＧＵＩ制御コンポーネントを選択することを含んで構成されると
よい。また、前記第２ユーザインタラクションは、ユーザが、前記第１オブジェクトを前
記第１位置から前記第２位置に移動させることで、前記ディスプレイ上の前記ＧＵＩコン
ポーネントを前記第１位置から前記第２位置にドラッグすることを含んで構成されるとよ
い。
【００１０】
　一態様において、前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記移動装置の制御動作の機能を
伴った１つ以上のアイコンを含んで構成されるとよい。前記制御動作は、前記移動端末の
前記ディスプレイ上に表示されたカーソルを移動させることを含んで構成されるとよい。
前記ＧＵＩ制御コンポーネントは、前記カーソルの移動方向と関連させた矢印のような少
なくとも１つのアイコンを含んで構成されるとよい。前記１つ以上のアイコンの少なくと
も１つのアイコンの表示位置、サイズが、ユーザインタラクションに応答し、他のアイコ
ンに関連して調節されるとよい。また、前記一つ以上のアイコンの少なくとも１つのアイ
コンの表示位置に文字が表示されているか否かによって、前記１つ以上のアイコンの少な
くとも１つのアイコンの透明度が他のアイコンに関連して調節されるとよい。前記一つ以
上のアイコンの少なくとも１つのアイコンの実行頻度数に従って、前記１つ以上のアイコ
ンの少なくとも１つのアイコンの表示が他のアイコンに関連して調節されるとよい。
【００１７】
　さらにまた、本発明の他の態様では、ディスプレイ上の第１位置にＧＵＩ制御コンポー
ネントを表示する論理部と、前記移動端末との第１ユーザインタラクションに応答して、
前記ＧＵＩ制御コンポーネントを選択する論理部と、前記移動端末との第２ユーザインタ
ラクションに応答して、前記ＧＵＩ制御コンポーネントを前記ディスプレイ上の前記第１
位置から第２位置に移動する論理部と、を含んで構成され、前記ＧＵＩ制御コンポーネン
トは前記移動通信端末の入力画面でユーザに対してカーソル移動の制御を許容するもので
あって、前記第２位置に文字が表示されているか否かによって前記第２位置に移動された
前記ＧＵＩ制御コンポーネントの透明度が変更されることを特徴とする移動通信端末を提
供する。
【００１８】
　ここで、前記ＧＵＩ制御コンポーネントが、前記移動通信端末の入力画面でユーザに対
してカーソル移動の制御を許容することを特徴とする。前記ディスプレイは、タッチセン
サー式であり、前記移動端末との前記第１ユーザインタラクションは、ユーザが、前記第
１位置上の第１オブジェクトを有する画面をタッチして前記ＧＵＩ制御コンポーネントを
選択することを含んで構成されるとよい。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の追加の利点、目的及び特徴は、後述する明細書に記載され、及び、当業者であ
れば、本発明を考察又は実施することにより明らかとなる。本発明の目的及びその他の利
点は、本発明の明細書、特許請求の範囲及び添付図面に、特に示されたものによって認識
され、達成される。
【００２０】
　前述の一般的な説明及び後述する本発明の詳細な説明は、一例及びこの一例の説明のた
めのものであり、特許請求の範囲に記載された発明に対するより一層の理解の提供を意図
していることを理解すべきである。
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【００２１】
　添付の図面は、本発明のより一層の理解のために提供され、本発明に組み入れられ、及
び、本願明細書の一部を構成するものであり、本発明の実施形態を示す共に、本発明の原
理を説明するために用いられる。
【００２２】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。な
お、図面において、同一符号は、関連する同一又は類似の図面においても使用する。
【００２３】
　図２を参照すると、本発明の一実施形態に従う移動端末は、制御部２００と、ディスプ
レイ部２１０と、メモリ部２２０と、キー入力部２３０と、を含んで構成される。ディス
プレイ部２１０は、キー入力部２３０とは別個に、入力部又はユーザインターフェースと
してのタッチスクリーン２１３を備えている。好ましくは、制御部２００が移動端末の全
動作を制御する。ディスプレイ部２１０は、移動端末及びその操作可能な機能についての
状態又は種々の情報を表示する。
【００２４】
　メモリ部２２０は、移動端末の全動作を制御するために実行される論理コードを保存す
る。また、メモリ部２２０は、移動端末の全体動作の制御において、制御部２００に入力
され、出力され又は処理される様々なデータを保存する。多様な数字キー及びその他のユ
ーザインターフェース機能を提供するキー入力部２３０は、ユーザからの様々な命令又は
情報を受信するための入力装置である。
【００２５】
　以下、一実施形態に従う移動端末について、制御部２００を参照しながら詳細に説明す
る。一実施形態において、移動端末は、移動通信ネットワークとデータ通信する移動通信
モジュールを備えた移動通信端末である。このような移動通信端末は、ＳＭＳ（short me
ssage service）メッセージを送受信することができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、制御部２００は、少なくとも１つの機能が割り当てられ
た機能アイコンをディスプレイ部２１０に表示する。また、制御部２００は、機能アイコ
ンの選択に従って、その機能アイコンに割り当てられた機能を実行するように制御する。
機能アイコンは、例えば、異なるサブ機能が割り当てられた複数のサブアイコンを含んで
構成されることができる。
【００２７】
　図３は、本発明の一実施形態に従う機能アイコンが表示された画面の一例を示した図で
ある。図３を参照すると、ナビゲーション機能が機能アイコン３００に割り当てられてい
る。本発明の一実施形態において、機能アイコン３００は、例えば、各々異なる方向が割
り当てられた４つの方向アイコンを含んで構成される。例えば、このような４つの方向ア
イコンは、上向きアイコン３０１、下向きアイコン３０３、左向きアイコン３０５及び右
向きアイコン３０７を伴っている。
【００２８】
　機能アイコン３００及びサブアイコン３０１、３０３、３０５及び３０７は、機能アイ
コン及びサブアイコンを制御するための１つ以上の制御モードの設定によって制御される
。機能アイコン及びサブアイコンの制御モードは、（１）機能実行モードと、（２）移動
モードと、（３）分離モードと、（４）隠しモードと、（５）サイズ調節モードと、（６
）透明度調節モードと、を含んで構成される。
【００２９】
　図４（ａ）に示したように、一実施形態では、機能実行モードを制御する１つ以上の制
御アイコン４００が、ディスプレイ部２１０の第１位置に表示される。機能的なアイコン
は、少なくともタッチスクリーン２１３上で、１以上の制御アイコン４００への接触によ
って制御されることができる。図４（ｂ）に示したように、他の実施形態では、機能実行
モードを制御する別の制御メニューウィンドウ４１０が提供される。この機能実行モード
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は、アイコンに割り当てられた機能を実行するか、又は、サブアイコンに割り当てられた
サブ機能を実行するための制御モードである。
【００３０】
　図４（ａ）に示した制御アイコン４００の中から１つのアイコンが選択されると、機能
実行モードが起動する。この機能実行モードにおいて、ユーザが、指、スタイラスペン又
はこれと類似なものなどを使用して、制御アイコンを選択すると、機能アイコンに割り当
てられた機能が実行される。例えば、機能実行モードで、図４（ａ）に示した上向きアイ
コン３０１がタッチされると、カーソル４２０が上方へ移動する。
【００３１】
　一実施形態において、機能アイコンは、ナビゲーション機能が割り当てられたナビゲー
ションアイコンであってもよい。この場合、ナビゲーションアイコンに対して、複数のサ
ブアイコンが提供される。このサブアイコンは、例えば、１つ以上の方向に異なる移動レ
ンジをサポートする双方向アイコンを含んで構成されることができる。
【００３２】
　図５は、８つの方向アイコンを有するナビゲーションアイコンの一例を示している。図
５では、一対の上向きアイコンと、一対の下向きアイコンと、一対の左向きアイコンと、
一対の右向きアイコンと、が表示されている。一実施形態において、例えば、方向アイコ
ン５００がタッチされると、カーソルは右側に１スペース分だけ移動し、方向アイコン５
１０がタッチされると、カーソルは現在行の右端に移動する。
【００３３】
　他の実施形態では、同一方向が割り当てられた一対の方向アイコンに対して、移動レン
ジについての様々な組み合わせを提供することができる。例えば、方向アイコン５００及
び方向アイコン５１０のうち、いずれか一方がタッチされると、カーソルを右側に１スペ
ース分だけ移動することができる。また、方向アイコン５００と方向アイコン５１０とが
同時にタッチされると、カーソルを現在行の右端に移動するように設定することができる
。
【００３４】
　移動モードでは、ユーザが、移動端末とインタラクト（interact）して、表示部２１０
上の機能アイコン及びサブアイコンの位置を制御することができる。例えば、機能アイコ
ン及びサブアイコンは、外部入力信号に従ってディスプレイ部２１０上を移動可能なよう
に特徴づけられる。
【００３５】
　一実施形態において、機能アイコン又はサブアイコンは、指、スタイラスペン又はこれ
と類似なものなどの外部タッチ入力によって、タッチスクリーン２１３上を手動で移動さ
せられる。例えば、外部入力信号は、機能アイコン又はサブアイコン上への外部タッチに
対応する。この場合、本一実施形態では、制御部２００は、機能アイコン又はサブアイコ
ン上への外部タッチ移動によって、表示された機能アイコン又はサブアイコンがディスプ
レイ部２１０上を移動するように制御する。
【００３６】
　図６では、機能アイコン３００を、指の移動によって符号３００ａの位置から符号３０
０ｂの位置に移動させる一例を示している。他の実施形態では、機能アイコン又はサブア
イコンは、外部入力信号に従ってディスプレイ部２１０の所定位置に自動的に移動させら
れる。
【００３７】
　自動移動モードでは、例えば、制御部２００が、外部入力信号に従って機能アイコン又
はサブアイコンをディスプレイ部２１０上の第１位置に移動するように制御する。例えば
、図４（ａ）に示した制御アイコン４００のうちから移動モード用制御アイコンが選択さ
れると、機能アイコン又はサブアイコンはディスプレイ部２１０の第１位置に自動的に移
動させられる。
【００３８】
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　他の実施形態において、例えば、キー入力部２３０を通じて入力信号を受信すると、機
能アイコン又はサブアイコンは、ディスプレイ部２１０内の所定位置に移動させられる。
機能アイコンが複数のサブアイコンを含んで構成される場合、分離モードでは、ユーザは
、移動端末とインタラクトして、複数のサブアイコンから少なくとも１つのサブアイコン
を分離することができる。
【００３９】
　一実施形態において、制御部２００は、外部入力信号に従って、ディスプレイ部２１０
に表示された複数のサブアイコンの少なくとも１つを、他のサブアイコンから分離するよ
うに制御する。例えば、外部入力信号がタッチスクリーン２１３上の複数のサブアイコン
から１つのサブアイコンを分離する要請としてのサブアイコンへのタッチであると、制御
部２００は、外部タッチの移動に従ってタッチされたサブアイコンを残りのサブアイコン
から分離するように制御する。
【００４０】
　他の実施形態において、制御部２００は、外部入力信号に従って複数のサブアイコンの
うちの少なくとも１つのサブアイコンをディスプレイ部２１０の所定位置に自動的に移動
させるように制御する。図７は、図３に示した方向アイコンの分離動作を示した一例であ
る。
【００４１】
　１つ以上の実施形態において、機能アイコン又はサブアイコンをディスプレイ部２１０
上で見えるようにするか（表示）、又は、見えないようにするか（非表示）を制御する隠
しモードが実行される。外部入力信号に従って隠しモードが開始されると、制御部２００
は、機能アイコン又は複数のサブアイコンから選択された少なくとも１つのサブアイコン
をディスプレイ部２１０上で非表示にする。
【００４２】
　一実施形態において、ユーザが、タッチスクリーン２１３上で機能アイコン又は複数の
サブアイコンから１つのアイコンをタッチすると、このタッチされた機能アイコン又はタ
ッチされたサブアイコンはディスプレイ部２１０で非表示にされる。このディスプレイ部
２１０上で非表示にされた機能アイコン又はサブアイコンは、ユーザの命令信号に従って
再度、ディスプレイ部２１０に表示させることができる。
【００４３】
　他の実施形態において、アイコン又はサブアイコンの非表示又は表示は、対応する機能
の実行頻度数によって自動的に決定される。制御部２００は、割り当てられた機能の実行
頻度数に従って、それぞれのアイコン又はサブアイコンを表示するか否かを制御する。図
８は、図７（ａ）に示した方向アイコンのうち上向きアイコン及び下向きアイコンに対し
て隠しモードを実行した一例を示した図である。
【００４４】
　また、一実施形態では、サイズ調節モードが実行される。このサイズ調節モードは、機
能アイコン又はサブアイコンの表示サイズを調節する制御モードである。制御部２００は
、ディスプレイ部２１０に表示された機能アイコンのサイズを外部入力信号に従って制御
する。
【００４５】
　従って、ユーザは、例えば、サイズ調節モードで機能アイコンのコーナーをドラッグす
ることで、その機能アイコンの表示サイズを拡大又は縮小することができる。また、制御
部２００は、ディスプレイ部２１０に表示された各サブアイコンのサイズを外部入力信号
に従って、又は、各サブアイコンに割り当てられたサブ機能の実行頻度数に従って、制御
する。例えば、右方向移動が割り当てられた方向アイコンの実行頻度数が高ければ、右方
向移動が割り当てられた方向アイコンの表示サイズを拡大する。
【００４６】
　一実施形態において、透明度調節モードが実行される。この透明度調節モードは、表示
された機能アイコン又はサブアイコンの透明度を調節する制御モードである。この透明度
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は、様々な実施形態において調節されることができる。一実施形態において、制御部２０
０は、外部入力信号に従って機能アイコン又は各サブアイコンの透明度を変更する。例え
ば、図４（ａ）に示した制御アイコン４００のうち透明度調節モードが割り当てられた制
御アイコンが選択されると、透明度調節ウィンドウバーが提供されて、透明度調節モード
を開始する。ユーザは、この透明度調節ウィンドウバーを通じて、機能アイコン又は各サ
ブアイコンの透明度を調節することができる。
【００４７】
　他の実施形態において、制御部２００は、機能アイコン又は各サブアイコンの透明度を
、各サブアイコンに割り当てられたサブ機能の実行頻度数に従って変更する。例えば、サ
ブアイコンのうちいずれか１つのサブアイコンの実行頻度数が低ければ、これに対応する
アイコンの透明度を増加させることによって、対応アイコンを透明に表示する。
【００４８】
　他の実施計形態において、制御部２００は、機能アイコン又は各サブアイコンの透明度
を、ディスプレイ部２１０に表示された機能アイコン又は各サブアイコンの位置に従って
変更する。例えば、図７（ａ）において、上向きアイコンが、表示されている文字に重な
っているとする。この場合、上向きアイコンの透明度を増加させることにより、ディスプ
レイ部２１０の文字をより明確に表示することができる。
【００４９】
　図１０を参照して、少なくとも１つの機能が割り当てられた機能アイコンをディスプレ
イ部２１０に表示させた場合の制御を説明する。前述したように、機能アイコンは異なる
サブ機能が割り当てられた複数のサブアイコンを含んで構成されている。
【００５０】
　一実施形態において、機能アイコン又はサブアイコンが表示画面に表示される（Ｓ１０
０）。次に、機能アイコン又はサブアイコンを制御するための制御モードが選択される（
Ｓ１１０）。この制御モードは、（１）機能実行モード、（２）移動モード、（３）分離
モード、（４）隠しモード、（５）サイズ調節モード、又は（６）透明度調節モードの少
なくとも１つのモードを含んで構成されている。
【００５１】
　また、制御モードは様々な方法によって選択される。一実施形態において、制御モード
は、ユーザによって起動選択されるか、又は、移動端末によって自動的に選択されること
ができる。ユーザによる制御モードの選択は、移動端末が提供するユーザインターフェー
スを使用して実行される。一方、デフォルトでは、自動選択になっている。
【００５２】
　選択された制御モードに従って、機能アイコン又はサブアイコンに対する各種制御が実
行される（Ｓ１２０）。一実施形態として機能選択モードでは、機能アイコン又はサブア
イコンが選択されると、この機能アイコン又はサブアイコンに割り当てられた対応する機
能が実行される。
【００５３】
　他の実施形態として移動モードでは、表示された機能アイコン又はサブアイコンは外部
入力信号に従ってディスプレイ部２１０上を移動させられる。所定の外部入力信号は、タ
ッチスクリーン２１３上で機能アイコン又はサブアイコンを外部タッチして移動させた場
合に生じる信号である。
【００５４】
　他の実施形態として分離モードでは、ディスプレイ部２１０に表示された複数のサブア
イコンの少なくとも１つのサブアイコンが、外部入力信号に従って他のサブアイコンから
分離されて移動させられる。
【００５５】
　また、他の実施形態として隠しモードでは、機能アイコン又はサブアイコンを表示する
か、又は、隠すか（非表示）を決定する。そして、例えば、機能アイコン又は複数のサブ
アイコンの少なくとも１つのサブアイコンを、非表示又は表示することかできる。
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【００５６】
　さらに、他の実施形態としてサイズ調節モードでは、機能アイコン又はサブアイコンの
サイズが、外部入力信号に従って、又は、使用頻度数に従って、変更される。さらにまた
、透明度調節モードでは、機能アイコン又はサブアイコンの透明度が、外部入力信号に従
って、使用頻度数に従って、又はディスプレイ部２１０上の表示位置に従って、調節され
る。
【００５７】
　以上、本発明を説明したが、当業者であれば、本発明の様々な修正又は変更が、本発明
の精神又は範囲から逸脱することなく実行可能であることは明らかである。よって、本発
明は、添付の特許請求の範囲及びこれと均等なものによって提供され、これらの修正及び
変更を包括する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】従来技術に従うテレビで提供されるＯＳＤのイメージを示した図。
【図２】本発明の一実施形態に従うＯＳＤ機能アイコンを備えた移動端末のブロック図。
【図３】本発明の一実施形態に従う機能アイコンをＯＳＤ表示したディスプレイの一例を
示した図。
【図４（ａ）】本発明の一実施形態に従う機能アイコンを用いた制御モードの設定を実行
するユーザインターフェースの一例を示す図。
【図４（ｂ）】本発明の一実施形態に従う機能アイコンを用いた制御モードの設定を実行
するユーザインターフェースの一例を示す図。
【図５】本発明の一実施形態に従う８方向アイコンを備えたナビゲーションアイコンの一
例を示す図。
【図６】本発明の一実施形態に従うタッチ入力に応答して移動させられる機能アイコンを
示す図。
【図７（ａ）】本発明の一実施形態に従う図２に示した方向アイコンをそれぞれ異なる方
向に移動させた方向アイコンの一例を示す図。
【図７（ｂ）】本発明の一実施形態に従う図２に示した方向アイコンをそれぞれ異なる方
向に移動させた方向アイコンの一例を示す図。
【図８】本発明の一実施形態に従う隠し特性を示す図。
【図９】本発明の一実施形態に従う左右アイコンの大きさをスクリーン上で異ならせた一
例を示す図。
【図１０】本発明の一実施形態に従うＯＳＤ機能アイコンを移動端末に表示する方法を示
すフローチャート。
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