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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末においてユーザの状況を反映したユーザインターフェースを提供する方法であ
って、
　携帯端末のパターン状況情報とこれに対応する機能情報とを含む使用パターン情報を生
成する段階と、
　前記携帯端末の現在の状況情報を収集する段階と、
　前記収集した現在の状況情報と同じ状況に分類されるパターン状況情報を検索する段階
と、
　前記検索したパターン状況情報に対応する機能情報を抽出する段階と、
　前記抽出した機能情報に基づいてグラフィックユーザインターフェース（Ｇｒａｐｈｉ
ｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ）を構成する段階とを有し、
　前記使用パターン情報を生成する段階は、前記携帯端末に備えられた少なくとも１つの
機能を実行する段階と、
　前記少なくとも１つの機能実行時の状況情報を収集する段階と、
　前記収集した状況情報を機能情報とマッチングして格納する段階と、
　前記格納された状況情報に基づき特定の状況情報と同一の状況情報、又は設定された誤
差範囲を満足する状況情報を利用してパターン状況情報を生成し、該パターン状況情報に
対応する機能情報を組み合わせて使用パターン情報を生成する段階とを含むことを特徴と
する携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインターフェースを提供する方法。
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【請求項２】
　前記状況情報は、時刻情報及び前記携帯端末の位置情報のうち少なくとも１つ以上を含
むことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザイン
ターフェースを提供する方法。
【請求項３】
　前記状況情報は、外部携帯端末とのコミュニケーション機能実行時に、前記携帯端末に
よって使用される手段に関連した情報をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の携
帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインターフェースを提供する方法。
【請求項４】
　前記状況情報は、機能を実行する時間に関する情報をさらに含むことを特徴とする請求
項２に記載の携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインターフェースを提供する
方法。
【請求項５】
　前記状況情報は、前記携帯端末の周辺に位置する機器に関する情報をさらに含むことを
特徴とする請求項２に記載の携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインターフェ
ースを提供する方法。
【請求項６】
　前記機能がコンテンツ再生機能である場合、
　前記収集した状況情報を格納する段階は、前記収集した状況情報をコンテンツ別にマッ
チングして格納することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末においてユーザ状況を反
映したユーザインターフェースを提供する方法。
【請求項７】
　前記機能がコミュニケーション機能である場合、
　前記収集した状況情報を格納する段階は、前記収集した状況情報をコミュニケーション
機能を行う外部携帯端末別にマッチングして格納することを特徴とする請求項１に記載の
携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインターフェースを提供する方法。
【請求項８】
　前記構成されたグラフィックユーザインターフェースを表示する段階をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の携帯端末においてユーザ状況を反映したユーザインター
フェースを提供する方法。
【請求項９】
　ユーザ状況を反映する携帯端末であって、
　状況情報を収集する状況情報収集モジュール部と、
　前記状況情報収集モジュール部が収集した状況情報とパターン状況情報及び機能情報で
構成される使用パターン情報とを格納する格納部と、
　前記状況情報収集モジュール部を制御し、前記格納部から前記収集された現在の状況情
報と同じ状況に分類されるパターン状況情報を検索し、前記検索したパターン状況情報に
対応する機能情報を前記格納部から抽出し、前記抽出した機能情報に基づきグラフィック
ユーザインターフェースを構成するように制御して前記携帯端末を制御する制御部とを有
し、前記パターン状況情報は特定の状況情報と同一の状況情報、又は設定された誤差範囲
を満足する状況情報を利用して生成されることを特徴とするユーザ状況を反映する携帯端
末。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記携帯端末に備えられた機能の実行時の状況情報を収集し、前記格納
部に前記収集した状況情報を機能情報とマッチングして格納し、前記格納した状況情報及
び機能情報に基づいて使用パターン情報を生成することを特徴とする請求項９に記載のユ
ーザ状況を反映する携帯端末。
【請求項１１】
　前記状況情報収集モジュール部は、前記携帯端末の位置情報を測定する位置測定モジュ
ール部と、
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　外部携帯端末との通信を行う無線通信部と、
　近距離通信モジュール部との内の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項９に記
載のユーザ状況を反映する携帯端末。
【請求項１２】
　前記状況情報は、時刻情報及び前記携帯端末の位置情報のうち少なくとも１つ以上を含
むことを特徴とする請求項９に記載のユーザ状況を反映する携帯端末。
【請求項１３】
　前記構成されたグラフィックユーザインターフェースを表示する表示部をさらに有する
ことを特徴とする請求項９に記載のユーザ状況を反映する携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用通信システムに関し、特にユーザの現在状況に適したユーザインター
フェース（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＵＩ）を提供する端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末普及率の急速な増加に伴い、携帯端末は、現代人の生活必需品として位
置づけられるようになった。このような携帯端末は、固有の音声通話サービスだけでなく
、各種データ伝送サービスや多様な付加サービスをも提供することができるようになり、
機能上マルチメディア通信機器としての役割を果たすようになった。
【０００３】
　携帯端末ユーザの大部分は、携帯端末を常に携帯していて、必要な状況で携帯端末に備
えられた機能を利用するようになる。
　ところが、ユーザが携帯端末を使用する姿をよく見れば、一定時間または一定位置など
の一定状況で１つ以上の同一の機能を繰り返し的に使用する場合が多いことが分かる。
　例えば、会社員が家から出発して会社まで行く時間の間に携帯端末を利用して音楽を聞
いたり、会社に到着すれば携帯端末を利用して奥さんに電話をかけたり、退勤後には携帯
端末を利用して動画を見たりする行為を繰り返す場合があり得る。
　この際、ユーザ状況を考慮して機能を実行するためのユーザインターフェースを提供す
れば、ユーザは、さらに便利に携帯端末を使用することができる。
【０００４】
　しかしながら、現在、携帯端末には、ユーザが特定機能を繰り返し的に使用する一定状
況、すなわち特定機能を使用するユーザの使用パターンを分析して適用する技術が具現さ
れていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は上記従来の携帯端末における問題点に鑑みてなされたものであって、
本発明の目的は、ユーザが携帯端末を使用するにあたってユーザ状況に適したユーザイン
ターフェースを提供する方法を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、上記方法を利用する携帯端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、携帯端末においてユー
ザ状況を反映したユーザインターフェースを提供する方法が提供され、携帯端末のパター
ン状況情報とこれに対応する機能情報とを含む使用パターン情報を生成する段階と、前記
携帯端末の現在の状況情報を収集する段階と、前記収集した現在の状況情報と同じ状況に
分類されるパターン状況情報を検索する段階と、前記検索したパターン状況情報に対応す
る機能情報を抽出する段階と、前記抽出した機能情報に基づいてグラフィックユーザイン
ターフェース（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ）を構成する段
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階とを有し、前記使用パターン情報を生成する段階は、前記携帯端末に備えられた少なく
とも１つの機能を実行する段階と、前記少なくとも１つの機能実行時の状況情報を収集す
る段階と、前記収集した状況情報を機能情報とマッチングして格納する段階と、前記格納
された状況情報に基づき特定の状況情報と同一の状況情報、又は設定された誤差範囲を満
足する状況情報を利用してパターン状況情報を生成し、該パターン状況情報に対応する機
能情報を組み合わせて使用パターン情報を生成する段階とを含むことを特徴とする。
【０００７】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、ユーザ状況を反映する
携帯端末は、状況情報を収集する状況情報収集モジュール部と、前記状況情報収集モジュ
ール部が収集した状況情報とパターン状況情報及び機能情報で構成される使用パターン情
報とを格納する格納部と、前記状況情報収集モジュール部を制御し、前記格納部から前記
収集された現在の状況情報と同じ状況に分類されるパターン状況情報を検索し、前記検索
したパターン状況情報に対応する機能情報を前記格納部から抽出し、前記抽出した機能情
報に基づきグラフィックユーザインターフェースを構成するように制御して前記携帯端末
を制御する制御部とを有し、前記パターン状況情報は特定の状況情報と同一の状況情報、
又は設定された誤差範囲を満足する状況情報を利用して生成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明により、ユーザは、現在、ユーザの状況に最も適したユーザインターフェースを
提供され、これにより、所望の携帯端末機能を便利に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態によるユーザ状況を反映する携帯端末を示すブロック図である
。
【図２】図１に示した携帯端末の制御部を示す詳細ブロック図である。
【図３】本発明の実施形態によるユーザ状況を反映する携帯端末の動作方法を説明するた
めのフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態による使用パターン情報を生成する工程を具体的に説明するた
めのフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態による使用記録情報ＤＢ１６２に格納された使用記録情報の例
示図である。
【図６】本発明の実施形態による「使用パターン情報ＤＢ１６４」に格納された使用パタ
ーン情報の例示図である。
【図７】本発明の実施形態によるＧＵＩ構成部１９８が構成したＧＵＩの例示図である。
【図８】本発明の実施形態によるＧＵＩ構成部１９８が構成したＧＵＩの例示図である。
【図９】本発明の実施形態によるモードが切り換えられる時の表示画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例を詳しく説明する。
　この際、添付の図面において同一の構成要素は、できるだけ同一の符号で示しているこ
とに留意すべきである。
　なお、本発明の要旨を不明にすることができる公知機能及び構成に関する詳細な説明は
省略する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態によるユーザ状況を反映する携帯端末を示すブロック図であ
る。
　図１を参照すると、無線通信部１１０は、他の携帯端末との無線通信のための当該デー
タの送受信機能を行う。
【００１２】
　無線通信部１１０は、送信される信号の周波数を上昇変換及び増幅するＲＦ送信機と、
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受信した信号を低雑音増幅し、周波数を下降変換するＲＦ受信機などで構成される。
　また、無線通信部１１０は、無線チャネルを通じてデータを受信し、制御部１９０に出
力し、制御部１９０から出力されたデータを無線チャネルを通じて外部システム（図示せ
ず）に伝送する。
　本発明の実施形態による無線通信部１１０は、少なくとも３個の基地局（Ｂａｓｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ）（図示せず）から信号を受信し、制御部１９０に出力することができる。
　制御部１９０は、少なくとも３個の基地局から受信した信号の到着時間差を利用して携
帯端末の位置情報を測定することができる。
【００１３】
　位置測定モジュール部１２０は、携帯端末の位置情報を測定する役目を行う構成装置で
ある。
　位置測定モジュール部１２０は、代表的にＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）モジュールに該当するが、これに限定されるものではなく、携帯端
末の位置を測定することができる他の装置が本発明の位置測定モジュール部１２０になる
ことは可能である。
【００１４】
　近距離通信モジュール部１３０は、一定の半径以内で携帯端末間のデータ通信を可能に
する装置を意味する。
　近距離通信モジュール部１３０は、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標））通信モジュール、赤外線（Ｉｎｆｒａｒｅｄ）通信モジュール、ジグビー
（Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標））通信モジュールなどで構成することができる。
　近距離通信モジュール部１３０は、周辺に位置する携帯端末または装置に関する情報を
受信し、制御部１９０に伝達する。周辺に位置する携帯端末または装置に関する情報は、
それ自体として本発明の「状況情報」を構成する１つの情報になることができ、本発明の
「状況情報」に含まれる「位置情報」を収集するのにデータとして用いることができる。
【００１５】
　オーディオ処理部１４０は、コーデック（コーダ及びデコーダ）（図示せず）で構成す
ることができ、コーデックは、パケットデータなどを処理するデータコーデックと、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とを備える。
　オーディオ処理部１４０は、デジタルオーディオ信号をオーディオコーデックを通じて
アナログオーディオ信号に変換し、スピーカーＳＰＫ（図示せず）を通じて再生し、マイ
クＭＩＣから入力されるアナログオーディオ信号をオーディオコーデックを通じてデジタ
ルオーディオ信号に変換する。
　本発明の実施形態によるオーディオ処理部１４０のマイクＭＩＣは、周辺環境から発生
するオーディオ信号を収集し、これを制御部１９０に伝達することができる。マイクＭＩ
Ｃ（図示せず）が収集するオーディオ信号は、携帯端末の「位置情報」を収集するのにデ
ータとして用いることができる。
【００１６】
　センサー部１５０は、無線通信部１１０、位置測定モジュール部１２０、近距離通信モ
ジュール部１３０、及びオーディオ処理部１４０以外の周辺環境に関する情報を収集する
ことができるセンサーに該当する。
　センサー部１５０は、イメージセンサー、加速度センサー、近接センサー、照度センサ
ー、温度センサー、湿度センサー、勾配センサー、ジャイロセンサー、圧力センサーなど
で構成することができる。
【００１７】
　イメージセンサーは、カメラモジュールで構成することができ、カメラモジュールは、
周辺環境のイメージを撮影し、制御部１９０に伝達する。撮影されたイメージに関する情
報は、携帯端末の「位置情報」を測定するのにデータとして用いることができる。
　例えば、携帯端末が室内空間に位置し、携帯端末に備えられたカメラモジュールが室内
空間の天井を撮影する場合、撮影された天井イメージは、携帯端末の位置を判断するのに
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考慮することができるデータになる。
【００１８】
　無線通信部１１０、位置測定モジュール部１２０、近距離通信モジュール部１３０、オ
ーディオ処理部１４０、及びセンサー部１５０は、携帯端末の状況情報を収集するための
状況収集モジュール部に分類することができる。
【００１９】
　格納部１６０は、携帯端末の動作に必要なプログラム及びデータを格納する役目を行い
、プログラム領域（図示せず）とデータ領域（図示せず）に区分することができる。
　格納部１６０は、揮発性（ｖｏｌａｔｉｌｅ）格納媒体、又は非揮発性（ｎｏｎｖｏｌ
ａｔｉｌｅ）格納媒体で構成することができ、両格納媒体の組み合わせ（ｃｏｍｂｉｎａ
ｔｉｏｎ）でも構成することもできる。
【００２０】
　揮発性格納媒体としては、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭのような半導体メモリが含まれ
、非揮発性格納媒体としては、ハードディスク、ＰＲＯＭ、又はフラッシュメモリのよう
な半導体メモリが含まれる。
　本発明の実施形態による格納部１６０は、携帯端末に備えられた各々の機能を表示する
グラフィックオブジェクトに関する情報を格納する。
　グラフィックオブジェクトは、代表的には機能実行アイコンに該当する。
【００２１】
　また、本発明の実施形態による格納部１６０は、使用記録情報ＤＢ１６２及び使用パタ
ーン情報ＤＢ１６４を含む。
　使用記録情報ＤＢ１６２には、携帯端末の機能実行時の状況情報が実行される機能情報
とマッチングされて格納される。
　状況情報には、時刻情報、携帯端末の位置情報、及び周辺に位置する機器に関する情報
が含まれ、その以外にも、状況判断の尺度になり得るすべての情報を含むことができる。
　使用パターン情報ＤＢ１６４には、制御部１９０から生成された使用パターン情報が格
納される。使用パターン情報ＤＢ１６４には、パターン状況情報と機能情報がマッチング
されて格納される。
【００２２】
　入力部１７０は、携帯端末を制御するためのユーザのキー操作信号を生成して制御部１
９０に伝達する。
　入力部１７０は、数字キー、文字キー、方向キーなどを含む、例えば、３×４キーパッ
ド、Ｑｗｅｒｔｙキーパッドなどで構成することができ、タッチパッドで構成することも
できる。
　入力部１７０は、ユーザ入力によって携帯端末の機能（通話機能、動画又は音楽再生機
能、画像表示機能、放送視聴機能、カメラ撮影機能、オーディオ録音機能、電卓、日程管
理などのアプリケーション実行機能など）を実行する入力信号を生成し、制御部１９０に
伝達する。
　本発明の実施形態による入力部１７０は、モード切換キーを備えることができ、モード
切換キーは、以下で説明する「一般モード」と「知的（インテリジェント）モード」との
間を切り換える入力信号を発生させて制御部１９０に伝達する。
【００２３】
　表示部１８０は、液晶表示装置（ＬＣＤ；Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）、又はＬＥＤやＯＬＥＤの発光素子を用いた表示装置で形成することができ、携帯
端末のメニュー、入力されたデータ、機能設定情報、及びその他の多様な情報をユーザに
表示する。
　例えば、表示部１８０は、携帯端末起動画面、待機画面、表示画面、通話画面、その他
アプリケーション実行画面を表示する役目を果たす。
　本発明の実施形態による表示部１８０は、以下で説明するＧＵＩ構成部１９８が構成し
たＧＵＩ（グラフィックユーザインターフェース）を表示する。ＧＵＩ構成部１９８が構
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成したＧＵＩは、携帯端末の現在状況情報に対応する機能情報で構成され、各々の機能情
報は、機能実行アイコンなどのようなグラフィックオブジェクトで表示される。
【００２４】
　制御部１９０は、携帯端末の全般的な動作及び携帯端末の内部ブロック間の信号フロー
を制御する。
　制御部１９０の具体的な構成については、図２で説明することにする。
　図２は、図１に示した携帯端末の制御部１９０詳細を示すブロック図である。
　本発明の実施形態による制御部１９０は、状況情報収集部１９２、使用パターン生成部
１９４、状況情報マッチング部１９６、及びＧＵＩ構成部１９８を含む。
【００２５】
　状況情報収集部１９２は、現在携帯端末の状況情報（ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を収集する役目を行う。
　状況情報収集部１９２は、携帯端末の機能実行時に状況情報を収集し、待機状態では、
リアルタイムで収集したり、一定周期によって収集することもできる。
　状況情報には、時刻情報、位置情報が含むことができ、位置情報は、無線通信部１１０
、位置測定モジュール部１２０、近距離通信モジュール部１３０、オーディオ処理部１４
０、定められた位置に適した情報を収集するセンサー部１５０のうち少なくとも１つの構
成要素を制御して収集する。
【００２６】
　本発明の実施形態によって状況情報収集部１９２は、近距離通信モジュール部１３０を
制御し、周辺に位置する機器に関する情報を収集することもできる。
　状況情報収集部１９２は、携帯端末の機能実行時に収集した状況情報を使用記録情報Ｄ
Ｂ１６２に格納する。
　状況情報収集部１９２は、使用記録情報ＤＢ１６２に状況情報と実行された機能情報を
マッチングして格納する。
【００２７】
　使用パターン情報生成部１９４は、使用記録情報ＤＢ１６２に格納された使用記録情報
に基づいて携帯端末の使用パターン情報を生成する。
　使用パターン情報生成部１９４は、使用記録情報ＤＢ１６２に格納された使用記録情報
を分析し、機能情報別に状況情報の１つ以上の共通性を判断し、使用パターン情報を生成
する。
　例えば、使用パターン情報生成部１９４は、使用記録情報ＤＢ１６２に格納された状況
情報を機能別に分類し、機能別に分類された状況情報のうち基準となる状況情報を特定し
、特定された状況情報と同一の状況情報又は設定された誤差内の範囲を満足する状況情報
を分類する。
【００２８】
　次に、使用パターン情報生成部１９４は、同一の状況情報又は設定された誤差範囲内の
状況情報の個数が設定された個数以上を満足するか否かを判断し、満足する場合、同一の
状況情報又は設定された誤差範囲内の状況情報を利用してパターン状況情報を設定する。
　パターン状況情報は、同一の状況情報又は設定された誤差範囲内の状況情報の平均値、
最小値、最大値で構成することもでき、平均値、最小値、最大値を利用した領域範囲値で
構成することができる。
　設定されたパターン状況情報は、当該機能情報とマッチングされて使用パターン情報を
構成する。使用パターン情報生成部１９４は、生成した使用パターン情報を使用パターン
情報ＤＢ１６４に格納する。
【００２９】
　状況情報マッチング部１９６は、状況情報収集部１９２から現在状況情報を受信し、現
在状況情報と同じ状況に分類されるパターン状況情報を使用パターン情報ＤＢ１６４から
検索する。
　すなわち、状況情報マッチング部１９６は、現在状況情報と使用パターン情報ＤＢ１６
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４に格納されたパターン状況情報とが実質的に同じであるか否かを判断する。
　パターン状況情報が領域範囲値に格納されている場合には、現在状況情報がパターン状
況情報の領域範囲内に含まれるか否かを判断する。
　状況情報マッチング部１９６は、現在状況情報を満足するパターン状況情報を検索し、
検索したパターン状況情報に対応して設定された機能情報を抽出し、ＧＵＩ構成部１９８
に伝送する。
【００３０】
　ＧＵＩ構成部１９８は、状況情報マッチング部１９６から機能情報を受信し、受信した
機能情報に対応するグラフィックオブジェクト（例えば、機能実行アイコン）を格納部１
６０から抽出し、抽出したグラフィックオブジェクトを利用してＧＵＩを構成する。
　ＧＵＩ構成部１９８は、構成したＧＵＩを表示部１８０に伝送し、表示部１８０は、制
御部１９０の制御によって構成したＧＵＩを表示する。
【００３１】
　以上、ユーザ状況を反映する携帯端末について説明した。
　以下では、携帯端末の運用方法について説明する。
　本発明では、携帯端末の位置情報を収集する手段としてＧＰＳモジュールのような位置
測定モジュール部１２０を利用することができ、無線通信部１１０、近距離通信モジュー
ル部１３０、オーディオ処理部１４０及び／またはセンサー部１５０を利用することもで
きる。
【００３２】
　これは、収集しようとする位置情報の領域範囲によって利用する手段を変更することが
できることを意味する。
　例えば、「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」のように、比較的広い領域の位置情報を
収集しようとする場合、携帯端末は、位置測定モジュール部１２０のみを利用して位置情
報を収集する。
　位置測定モジュール部１２０が備えられていない携帯端末の場合には、無線通信部１１
０を通じて少なくとも３個の基地局から受信する信号を利用して位置情報を収集すること
もできる。
【００３３】
　しかし、「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート３３棟１０１号のうち私の部屋」のように
、位置測定モジュール部１２０のみを利用しては測定することができない狭い範囲の位置
情報を収集しようとする場合、携帯端末は、位置測定モジュール部１２０だけでなく、近
距離通信モジュール部１３０、オーディオ処理部１４０及びセンサー部１５０を一緒に利
用して位置情報を収集することができる。
【００３４】
　図３は、本発明の実施形態によるユーザ状況を反映する携帯端末の動作方法を説明する
ためのフローチャートである。
　ステップ３０５で、使用パターン情報生成部１９４は、使用パターン情報を生成する。
　携帯端末がユーザ状況を反映するように動作するためには、少なくとも１つの使用パタ
ーン情報が使用パターン情報ＤＢ１６４に格納されていなければならない。
　使用パターン情報を生成する具体的な工程は、図４に示し、以下で説明する。
【００３５】
　図４は、本発明の実施形態による図３のステップ３０５である使用パターン情報を生成
する工程を具体的に説明するためのフローチャートである。
　ステップ４０５で、制御部１９０は、入力部１７０から入力信号を受信し、携帯端末に
備えられた機能を行う。
　携帯端末に備えられた機能には、通話機能、動画または音楽再生機能、画像表示機能、
放送視聴機能、カメラ撮影機能、オーディオ録音機能、電卓、日程管理などのアプリケー
ション実行機能などが含み得る。
【００３６】
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　ステップ４１０で、状況情報収集部１９２は、機能実行時の「状況情報」を収集する。
　状況情報収集部１９２は、機能実行時の「時刻情報」のみを収集したり、携帯端末の「
位置情報」のみを収集するか、「時刻情報」及び携帯端末の「位置情報」を一緒に収集す
ることができる。
　本発明の実施形態によれば機能実行時の「周辺機器情報」を収集することもできる。周
辺機器情報は、携帯端末の周辺に位置する携帯端末又は機器に関する情報を意味する。
　また、状況情報収集部１９２は、「機能が実行される時間」を収集することもできる。
機能が実行される時間というのは、例えば、通話機能の場合には、「通話時間」、音楽再
生機能の場合には「音楽再生時間」を意味する。
【００３７】
　状況情報収集部１９２は、携帯端末内に備えられた時刻測定モジュールから現在時刻情
報を収集するか、又は基地局から信号を受信し、現在時刻情報を収集する。
　また、状況情報収集部１９２は、無線通信部１１０、位置測定モジュール部１２０、近
距離通信モジュール部１３０、オーディオ処理部１４０、及びセンサー部１５０のうち少
なくとも１つを利用して携帯端末の現在位置情報を収集する。
【００３８】
　本発明の実施形態による状況情報収集部１９２は、近距離通信モジュール部１３０を制
御し、ユーザ周辺にどんな携帯端末又は機器が位置するかに関する周辺機器情報を収集す
ることもできる。
　例えば、近距離通信モジュール部１３０がブルートゥース（登録商標）モジュールで構
成される場合、ブルートゥース（登録商標）モジュールは、一定周期で照会信号（ｉｎｑ
ｕｉｒｙ）を放送し、周囲に位置する携帯端末又は機器から照会応答信号（ｉｎｑｕｉｒ
ｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を受信し、どんな携帯端末又は機器がユーザの携帯端末周辺に位
置するかに関する情報を収集することができる。
【００３９】
　ステップ４１５で、状況情報収集部１９２は、収集した状況情報を実行した機能情報と
マッチングして使用記録情報ＤＢ１６２に格納する。
　使用記録情報ＤＢ１６２には、携帯端末が行った機能の履歴に関する使用記録情報が格
納される。
　「機能情報」は、「電卓」、「日程管理」、「ストップウオッチ」、「アラーム」など
携帯端末の製造時に基本的に設置されるアプリケーションに関する情報とすることができ
、「ベル音設定」、「振動設定」、「パスワード設定」、「マナーモード設定」など携帯
端末の使用環境設定機能に関する情報とすることもできる。
　また、「音楽再生」又は「動画再生」のアプリケーションの場合、「機能情報」は、各
々の「コンテンツ」に関する情報になることができ、「コミュニケーション」機能の場合
には、相手に関する情報になることができる。
【００４０】
　図５は、本発明の実施形態による使用記録情報ＤＢ１６２に格納された使用記録情報の
例示図である。
　図５に示した「使用記録情報」は、「機能情報」と「状況情報」「時刻情報」及び「位
置情報」で構成される。
　図５には、状況情報として時刻情報と位置情報だけを示しているが、これに限定される
ものではなく、「周辺機器情報」、「温度情報」など携帯端末の状況を判断することがで
きるすべての情報が本発明の状況情報になることができる。
【００４１】
　図５を参照すれば、使用記録情報ＤＢ１６２には、「機能情報」として「通話［キムミ
ンス］」、「通話［キムチョルス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」、「音楽再生［愛して
る］」、「電卓」が格納されていて、「時刻情報」には、各々の機能が実行された時刻情
報が格納されていて、「位置情報」には、各々の機能が実行された位置情報が格納されて
いる。



(10) JP 5727480 B2 2015.6.3

10

20

30

40

50

【００４２】
　ステップ４２０で、使用パターン情報生成部１９４は、使用記録情報ＤＢ１６２に格納
された使用記録情報を利用して使用パターン情報を生成する。
　使用パターン情報は、各々の機能が実行されるパターンに関する情報であって、「パタ
ーン状況情報」と「機能情報」で構成される。
　使用パターン情報を生成するためには、まず、パターン状況情報を先に生成しなければ
ならないし、パターン状況情報は、使用記録情報ＤＢ１６２に格納された状況情報の統計
を利用して生成される。
【００４３】
　例えば、使用パターン情報生成部１９４は、まず、使用記録情報で同一の「機能情報」
別に「状況情報」を分類する。
　図５を参照すると、使用パターン情報生成部１９４は、「通話［キムミンス］」、「通
話［キムチョルス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］、「音楽再生［愛してる］」、「電卓」
別に「状況情報時刻情報及び位置情報」を過去に行った動作を基にして分類する。
　使用パターン情報生成部１９４は、「通話［キムミンス］」と関連した「状況情報」と
して「２００９．７．１１　１３：２１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」、「２
００９．７．１２　１３：２５」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」、「２００９．
７．１３　１３：３１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」を抽出する。
【００４４】
　使用パターン情報生成部１９４は、「機能情報」別に分類された「状況情報」のうちい
ずれか１つの状況情報を特定し、残りの状況情報が特定された状況情報と同一であるか、
設定された誤差内の範囲を満足するか否かを判断する。
　図５を参照した場合、使用パターン情報生成部１９４が「通話［キムミンス］」と関連
して「２００９．７．１１　１３：２１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」を特定
したと仮定すれば、残りの状況情報「２００９．７．１２　１３：２５」と「ソウル市瑞
草区瑞草洞Ａアパート」、「２００９．７．１３　１３：３１」と「ソウル市瑞草区瑞草
洞Ａアパート」が特定の状況情報と同一であるか、設定された誤差内の範囲を満足するか
否かを判断する（例えば、実質的に一致するか否か）。
【００４５】
　同一又は誤差範囲を満足するか否かは、「日付（年、月、日）」を除いて「時間」と「
分」を基準にして判断する。「日付」は、「周期」に関するパターン（例えば、「毎日」
、「２日周期」、１週間周期」など）を生成するのに用いられることができる。「時刻情
報」の誤差範囲が「２０分」単位に設定された場合、残りの時刻情報「２００９．７．１
２　１３：２５」－「４分差」、「２００９．７．１３　１３：３１」－「１０分差」い
ずれも設定された誤差範囲を満足する。
　「位置情報」は、「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」として同一である。同様に、位
置情報は、時間決定と関連してあらかじめ設定された誤差範囲と同一の方法で誤差範囲を
満足することができる。
【００４６】
　使用パターン情報生成部１９４は、このように特定の状況情報「２００９．７．１１　
１３：２１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」と同一の状況情報又は設定された誤
差内の範囲を満足する状況情報「２００９．７．１２　１３：２５」と「ソウル市瑞草区
瑞草洞Ａアパート」、「２００９．７．１３　１３：３１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａ
アパート」を分類した後、分類された状況情報の個数（特定の状況情報を含む）が使用パ
ターン情報を生成するために必要な個数以上を満足するか否かを判断する。
【００４７】
　図５の例示例を説明するのにあたって、使用パターン情報を生成するために必要な個数
は３個に設定されたものと仮定する。
　しかし、使用パターン情報を生成するために必要な個数は、発明の範囲を脱しない範囲
で変更可能である。
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　本発明の例示例を参照すれば、「通話［キムミンス］」と関連して「２００９．７．１
１　１３：２１」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」、「２００９．７．１２　１３
：２５」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」、「２００９．７．１３　１３：３１」
と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」は、いずれも同一又は設定された誤差内の範囲を
満足する状況情報に分類され、分類された状況情報の個数が３個であるので、使用パター
ン情報生成部１９４は、分類された状況情報の個数が使用パターン情報を生成するのに必
要な個数を満足するものと判断する。
【００４８】
　使用パターン情報生成部１９４は、「２００９．７．１１　１３：２１」、「２００９
．７．１２　１３：２５」、「２００９．７．１３　１３：３１」を利用して「パターン
時刻情報」を生成し、「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」として「パターン位置情報」
を生成する。「パターン時刻情報」と「パターン位置情報」はマッチングして「パターン
状況情報」を構成するようになる。
　「パターン時刻情報」を生成するにあたって、使用パターン情報生成部１９４は、「時
間」及び「分」のみを利用することもでき、「日付」を一緒に利用することもできる。も
し、同一の機能が２００９年７月１１日、２００９年７月１８日、２００９年７月２５日
のように、「１週間」単位で同一の時刻に繰り返しになる場合、使用パターン情報生成部
１９４は、「周期」を「１週間」に設定することができる。
【００４９】
　使用パターン情報生成部１９４は、「時間」及び「分」を利用してパターン時刻情報を
生成する時、「単位（例えば、実施周期）」を変更して生成することができる。
　例えば、使用パターン情報生成部１９４が「２００９．７．１１　１３：２１」、「２
００９．７．１２　１３：２５」、「２００９．７．１３　１３：３１」を利用して「パ
ターン時刻情報」を生成する時、「１３：２１」のように、「１分」単位でパターン時刻
情報を生成することもでき、「１３：２０～１３：４０」、「１３：００～１４：００」
などのように、「２０分」単位、「１時間」単位などで「パターン時刻情報」を生成する
こともできる。
【００５０】
　「パターン位置情報」を生成するにあたって、使用パターン情報生成部１９４は、「使
用記録情報」に含まれた「位置情報」の領域範囲単位と同一の領域範囲単位で生成するこ
ともでき、さらに広い領域範囲単位で生成することもできる。
　例えば、使用記録情報ＤＢ１６２に「位置情報」が「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート
」として格納されている場合、使用パターン情報生成部１９４は、「パターン位置情報」
を「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」として生成することができ、さらに広い地域単位
である「ソウル市瑞草区瑞草洞」として生成することもできる。
【００５１】
　本発明の実施形態によれば使用記録情報ＤＢ１６２に「状況情報」として「周辺機器情
報（例えば、ブルートゥース（登録商標）デバイス住所ＢＤ＿ＡＤＤＲ）」が追加的に格
納されている場合、使用パターン情報生成部１９４は、「パターン状況情報」の構成要素
として「パターン周辺機器情報」を生成することもできる。
　本発明の実施形態によれば使用記録情報ＤＢ１６２に「状況情報」として「機能が実行
される時間」が追加的に格納されている場合、使用パターン情報生成部１９４は、「パタ
ーン状況情報」の構成要素として「機能が実行される時間のパターンに関する情報」を生
成することもできる。
【００５２】
　使用パターン情報生成部１９４は、生成した「パターン状況情報」と「機能情報」をマ
ッチングして「使用パターン情報」を生成し、ステップ４２５で生成した「使用パターン
情報」を「使用パターン情報ＤＢ１６４」に格納する。
　本発明の実施形態による使用記録情報ＤＢ１６２に格納された「機能情報」が「通話」
に該当する場合、使用パターン情報生成部１９４は、「機能情報」を「通話」として使用
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パターン情報ＤＢ１６４に格納することができ、「通話」、「メッセージ」、「電子メー
ル」などすべての手段情報を含む「コミュニケーション」として格納することもできる。
【００５３】
　すなわち、使用パターン情報生成部１９４は、相手情報及び手段情報を基準にして分類
して「機能情報」を格納することができ、手段情報のみを基準にして分類して格納するこ
ともできて、相手情報のみを基準にして分類して格納することもできる。
　図６は、本発明の実施形態による「使用パターン情報ＤＢ１６４」の例示図である。
【００５４】
　図６に示した使用パターン情報ＤＢ１６４には、「１３：００～１４：００」の「パタ
ーン時刻情報」と「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」の「パターン位置情報」が「コミ
ュニケーション［キムミンス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」とマッチングされて格納さ
れていて、「１４：００～１５：００」の「パターン時刻情報」と「ソウル市江南区駅三
洞６７９」の「パターン位置情報」が「音楽再生［愛してる］」とマッチングされて格納
されている。
【００５５】
　使用パターン情報生成部１９４は、「パターン時刻情報」を「１時間」単位で設定し、
「パターン位置情報」を使用記録情報ＤＢ１６２に格納された「位置情報」と同一の単位
で設定した。
　「使用パターン情報ＤＢ１６４」に格納された使用パターン情報は、携帯端末がユーザ
状況を反映するように動作するのに必要なデータになる。
　以上、ステップ３０５での、使用パターン情報生成工程について説明した。
【００５６】
　ステップ３１０からは「使用パターン情報ＤＢ１６４」に少なくとも１つの使用パター
ン情報が格納されているものと仮定して説明する。
　ステップ３１０で、状況情報収集部１９２は、携帯端末の現在状況情報を収集する。
　状況情報収集部１９２は、リアルタイムで、又は一定の周期ごとに現在状況情報を収集
し、収集方法は、ステップ４１０で説明した収集方法と同一である。
　すなわち、状況情報収集部１９２は、現在状況情報として現在「時刻情報」、現在「位
置情報」、現在「周辺機器情報」などを収集する。
【００５７】
　ステップ３１５で、状況情報マッチング部１９６は、状況情報収集部１９２から現在状
況情報を受信し、これと一致するパターン状況情報が使用パターン情報ＤＢ１６４に格納
されているか否かを判断する。
　使用パターン情報ＤＢ１６４には、「パターン状況情報」と「機能情報」で構成される
「使用パターン情報」が格納されていて、状況情報マッチング部１９６は、使用パターン
情報ＤＢ１６４から現在状況情報と一致するパターン状況情報を抽出する。
【００５８】
　パターン状況情報がパターン時刻情報及びパターン位置情報で構成される場合、状況情
報マッチング部１９６は、現在時刻情報及び現在位置情報を判断し、これと一致するパタ
ーン時刻情報及びパターン位置情報を有するパターン状況情報を使用パターン情報ＤＢ１
６４から抽出する。
　例えば、状況情報収集部１９２が収集した現在時間情報が「１３：２１」であり、現在
位置情報が「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」である現在状況情報を収集した場合、使
用パターン情報ＤＢ１６４に「１３：２１」及び「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」の
パターン状況情報が格納されていれば、状況情報マッチング部１９６は、格納されたパタ
ーン状況情報を抽出する。
【００５９】
　パターン状況情報が使用記録情報ＤＢ１６２に格納された状況情報より広い範囲の単位
に設定された場合には、状況情報マッチング部１９６は、現在状況情報がパターン状況情
報の範囲内に含まれるか否かを判断する。
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　例えば、状況情報収集部１９２が現在時間情報が「１３：２１」であり、現在位置情報
が「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」である現在状況情報を収集した場合、使用パター
ン情報ＤＢ１６４に「１３：００～１４：００」及び「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート
」のパターン状況情報が格納されていれば、状況情報マッチング部１９６は、格納された
パターン状況情報を抽出する。
【００６０】
　ステップ３２０で、状況情報マッチング部１９６は、使用パターン情報ＤＢ１６４から
現在状況情報と一致するパターン状況情報に対応して設定された少なくとも１つの機能情
報を抽出する。
　図６を参照すると、現在状況情報が「１３：２１」及び「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパ
ート」の場合、状況情報マッチング部１９６は、「１３：００～１４：００」及び「ソウ
ル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」に対応して設定された「通話［キムミンス］」、「音楽再
生［Ｆｉｒｅ］」を抽出する。
【００６１】
　ユーザが１３：００になる前から「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」に続いて位置す
る場合には、１３：００になった時、状況情報マッチング部１９６は、「通話［キムミン
ス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」を抽出する。
　一方、ユーザが移動して１３：２１に「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」に到着する
場合には、到着した時点（１３：２１）に、状況情報マッチング部１９６は、「通話［キ
ムミンス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」を抽出する。
【００６２】
　ステップ３２５で、ＧＵＩ構成部１９８は、抽出した機能情報を利用してＧＵＩを構成
する。
　本発明の実施形態による格納部１６０は、各々の機能情報に対応するグラフィックオブ
ジェクトを格納する。
　本発明の実施形態において「グラフィックオブジェクト」は、代表的に「機能実行アイ
コン」が該当する。
　ＧＵＩ構成部１９８は、グラフィックオブジェクトを利用して表示部１８０に表示され
るＧＵＩを構成する。
【００６３】
　図７及び図８は、本発明の実施形態によるＧＵＩ構成部１９８が構成したＧＵＩの例示
図である。
　図７に示すアイコンは、特定状況情報からユーザが頻繁に使用する機能に関する情報を
示す。
　例えば、使用パターン情報ＤＢ１６４に「１５：００～１６：００」及び「ソウル市永
登浦区汝矣島洞６０」のパターン状況情報と「電卓」、「日程管理」、「ストップウオッ
チ」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」、「音楽再生［愛してる］」、「音楽再生［さようなら
私の愛］」、「コミュニケーション［キムミンス］」、「コミュニケーション［キムチョ
ルス］、「コミュニケーション［キムヨンヒ］」の機能情報がマッチングされて格納され
た場合、ＧＵＩ構成部１９８は、現在状況情報「１５：２１」及び「ソウル市永登浦区汝
矣島洞６０」で機能情報を示すアイコンでＧＵＩを構成する。
【００６４】
　ユーザが１５：００になる前から「ソウル市永登浦区汝矣島洞６０」に続いて位置する
場合には、１５：００になった時、ＧＵＩ構成部１９８は、機能情報を示すアイコンでＧ
ＵＩを構成し、ユーザが移動し、１５：２１に「ソウル市永登浦区汝矣島洞６０」に到着
する場合には、到着した時点（１５：２１）に、ＧＵＩ構成部１９８は、機能情報を示す
アイコンでＧＵＩを構成する。
　本発明の実施形態による、ＧＵＩ構成部１９８は、各々のアイコンをカテゴリー別に区
分して構成することができる。
【００６５】
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　図７で、「電卓」、「日程管理」、「ストップウオッチ」は、携帯端末に基本的に設置
されるアプリケーションカテゴリーに含まれる機能実行アイコンを示し、「Ｆｉｒｅ」、
「愛してる」、「さようなら私の愛」は、コンテンツ情報を含む音楽再生または動画再生
機能実行アイコンを示し、「キムミンス」、「キムチョルス」、「キムヨンヒ」は、「コ
ミュニケーション」機能において相手情報を含む機能実行アイコンを示す。
　「通話」及び「メッセージ」は、「コミュニケーション」機能において手段情報を含む
機能実行アイコンを示す。「通話」及び「メッセージ」の手段情報の機能実行アイコンは
、ユーザが「キムミンス」、「キムチョルス」、「キムヨンヒ」のうちいずれか１つのア
イコンを選択する場合に表示することができる。
【００６６】
　図８には、アイコンが図７とは異なる形態で配置されている。
　図８では、図７で表示されたアイコンが表示画面を中心に「円」形態で表示されていて
、各々のカテゴリーで代表に設定されたアイコン（「電卓」、「Ｆｉｒｅ」、「キムミン
ス」）が最も上層で構成される。
　本発明の実施形態による、ＧＵＩ構成部１９８は、特定状況情報で使用頻度が最も高い
機能順にアイコンを構成することができる。
　図８にも、「通話」及び「メッセージ」のように、コミュニケーション機能の手段情報
を示すアイコンが表示されて、本発明の実施形態によるユーザが相手情報を示すアイコン
（「キムミンス」）を選択する場合にのみ、コミュニケーション機能の手段情報を示すア
イコンを表示することができる。
【００６７】
　本発明の実施形態によるＧＵＩ構成部１９８は、機能が実行される時間のパターン情報
を利用してＧＵＩ構成時間を決定することができる。
　使用記録情報ＤＢ１６２に機能が実行される時間に関する情報が格納されていて、使用
パターン情報ＤＢ１６４にも、機能が実行される時間のパターン情報が格納されている場
合、状況情報マッチング部１９６が使用パターン情報をＧＵＩ構成部１９８に伝達する時
、機能が実行される時間のパターン情報を一緒に伝達することができる。
【００６８】
　ＧＵＩ構成部１９８は、上記情報を受信し、当該機能情報のグラフィックオブジェクト
がＧＵＩで構成される時間を決定する。
　例えば、ユーザが「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」を実行し、略３０分後に再生を終了すると
する時、ＧＵＩ構成部１９８は、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」をＧＵＩでグラフィックアイ
コンで構成した後、３０分が経過した後に、ＧＵＩ構成要素と関連したグラフィックアイ
コンを削除する。
【００６９】
　ステップ３３０で、制御部１９０は、入力部１７０を制御し、ユーザから構成されたＧ
ＵＩを表示する命令が入力されたか否かを判断する。
　ユーザからＧＵＩを表示する命令が入力されれば、ステップ３３５で、制御部１９０は
、表示部１８０を制御して構成したＧＵＩを表示する。
　本発明の実施形態による表示画面は、２つのモードで構成することができる。１つは、
一般的な携帯端末の背景画面である「一般モード」であり、他の１つは、ＧＵＩ構成部１
９８が構成したＧＵＩが表示される画面である「知的（インテリジェント）モード」に該
当する。
【００７０】
　入力部１７０は、ＧＵＩ構成部１９８が知的（インテリジェント）モードを表示する命
令を入力するキーである「モード切換キー」を備える。
　ＧＵＩ構成部１９８は、リアルタイムでＧＵＩを構成し、ユーザが「モード切換キー」
を入力した時、制御部１９０は、表示部１８０を制御し、「一般モード」から「知的（イ
ンテリジェント）モード」に画面を変更して表示する。「知的（インテリジェント）モー
ド」が表示された状態でユーザが「モード切換キー」を入力すれば、制御部１９０は、表
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示部１８０を制御し、「知的（インテリジェント）モード」から「一般モード」に画面を
変更して表示する。本発明の実施形態による、制御部１９０は、「知的（インテリジェン
ト）モード」で現在状況情報を一緒に表示することができる。
【００７１】
　図９の［ａ］～［ｃ］は、本発明の実施形態によるモードが切り換えられる時の表示画
面を示す図である。
　図９は、図６に示した使用パターン情報を基準にして示す図である。
　図８の［ａ］は、一般的な携帯端末の背景画面（一般モード）を示す。
　ユーザが入力部１７０に備えられた「モード切換キー」を入力すれば、制御部１９０は
、表示部１８０を制御し、図８の［ｂ］に示すように、「知的（インテリジェント）モー
ド」の画面を表示する。
【００７２】
　図９の［ｂ］には、現在時刻情報（１３：３２）及び現在位置情報（ソウル市瑞草区瑞
草洞Ａアパート）が表示されていて、現在時刻及び位置に対応する機能情報が（「コミュ
ニケーション［キムミンス］」、「音楽再生［Ｆｉｒｅ］」）アイコン形態で表示される
。
　ＧＵＩ構成部１９８は、１３：００になれば、現在位置が「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａア
パート」であることを確認した後、図９の［ｂ］に示すＧＵＩを構成する。本発明の実施
形態によりユーザの命令入力と関係なくＧＵＩ構成部１９８がＧＵＩを構成すれば、制御
部１９０が表示部１８０を制御して構成したＧＵＩをすぐ表示することができ、入力部１
７０からＧＵＩを表示する命令の入力信号を受信する時、ＧＵＩを表示することもできる
。
【００７３】
　図９の［ｃ］は、現在状況情報によってＧＵＩ構成が変更される表示画面に該当する。
　例えば、ユーザが「ソウル市瑞草区瑞草洞Ａアパート」を出発し、「ソウル市江南区駅
三洞６７９」に向かう場合、状況情報収集部１９２は、継続的に現在状況情報を収集し、
ユーザが「１４：２０」に「ソウル市江南区駅三洞６７９」に到着した場合、状況情報マ
ッチング部１９６は、状況情報収集部１９２から状況情報を収集し、これと一致する（ま
たは誤差範囲内の）パターン状況情報（「１４：００～１５：００」、「ソウル市江南区
駅三洞６７９」）を使用パターン情報ＤＢ１６４で検索する。
【００７４】
　状況情報マッチング部１９６は、「１４：００～１５：００」、「ソウル市江南区駅三
洞６７９」に対応する機能情報（音楽再生［愛してる］）を抽出し、ＧＵＩ構成部１９８
に伝送する。
　ＧＵＩ構成部１９８は、「音楽再生［愛してる］」に対応するアイコンを利用してＧＵ
Ｉを構成する。制御部１９０は、入力部１７０からＧＵＩを表示する命令の入力信号を受
信すれば、表示部１８０を制御し、図９の［ｃ］の画面を表示する。
【００７５】
　本発明によれば、携帯端末は、携帯端末ユーザの使用パターンを分析し、携帯端末機能
を便利に使用することができるように、ユーザの使用パターンに合うようにＧＵＩを提供
する。
【００７６】
　本発明による上記説明した方法は、一般的な目的を有するコンピュータ、特別なプロセ
ッサ、ＡＳＩＣ又はＦＰＧＡのようなプログラムが内蔵されるか、専用ハードウェアで具
現されるハードウェア内のコントローラー、ソフトウェア又はＣＤ－ＲＯＭ、ＲＡＭ、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク又は光磁気ディスクまたはネットワーク
を介したダウンロードにより実現可能である。
【００７７】
　本発明の技術分野で理解されるように、ここで説明する方法を具現することができるコ
ンピュータ、プロセッサ又はプログラム可能なハードウェアは、コンピュータにより接続
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できるＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリその他などのようなメモリ要素を含む。追加的
に、一般的な目的を有するコンピュータがメモリ要素に格納されたコードをロードまたは
接続する場合、一般的な目的を持つコンピューターが少なくとも上記説明したプロセスを
実行し具現するのに適した特別な目的のコンピュータに変更可能である。
【００７８】
　上述したように、本発明によれば、ユーザは、現在ユーザの状況に最も適したユーザイ
ンターフェースを提供することができ、これにより、所望する携帯端末機能を便利に行う
ことができる。
【００７９】
　なお、本明細書と図面に開示した本発明の実施形態は、本発明の技術内容を容易に説明
し、本発明の理解を助けるために特定例を提示したものに過ぎず、本発明の範囲を限定し
ようとするものではない。
　ここに開示した実施形態以外にも本発明の技術的思想に基づく他の変形例が実施可能で
あることは、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自明である。
【符号の説明】
【００８０】
　１１０　　無線通信部
　１２０　　位置測定モジュール部
　１３０　　近距離通信モジュール部
　１４０　　オーディオ処理部
　１５０　　センサー部
　１６０　　格納部
　１６２　　使用記録情報ＤＢ
　１６４　　使用パターン情報ＤＢ
　１７０　　入力部
　１８０　　表示部
　１９０　　制御部
　１９２　　状況情報収集部
　１９４　　使用パターン生成部
　１９６　　状況情報マッチング部
　１９８　　ＧＵＩ構成部
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