
JP 6328947 B2 2018.5.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のオブジェクトを含む第１アプリケーションの第１アプリケーション実行画面を最
上位画面として表示部に表示した後、前記表示部の第１縁領域で第１タッチ入力を受信す
るステップと、
　前記第１タッチ入力に応答して、前記第１タッチ入力を検出後前記第１タッチ入力から
任意の移動を検出するまでに、前記オブジェクトのそれぞれの形態と表示を維持しながら
、前記表示部の縦方向に沿って延びそれぞれが前記第１アプリケーション以外の実行中の
他のアプリケーションに対応する１つ以上の線を含む第１レイヤ区分オブジェクトを表示
するステップと、
　前記第１タッチ入力から開始されるドラッグ移動を検出すると、前記第１アプリケーシ
ョン実行画面の一部と第２アプリケーションの第２アプリケーション実行画面の一部とを
同時に表示するステップと、
　を含み、
　前記同時に表示するステップは、
　前記ドラッグ移動が前記第１縁領域とは逆方向に存在する第２縁領域に向かう移動であ
る場合に、前記第２アプリケーション実行画面の表示部分を徐々に増加させつつ、前記第
１アプリケーション実行画面の表示部分を徐々に減少させるステップと、
　前記ドラッグ移動が前記第１縁領域に向かう移動である場合に、前記第１アプリケーシ
ョン実行画面の表示部分を徐々に増加させつつ、前記第２アプリケーション実行画面の表
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示部分を徐々に減少させるステップと、
　を含む、電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項２】
　前記ドラッグ移動が前記表示部の予め定められた領域に到達したことに応答し、前記第
１アプリケーション実行画面を前記第２アプリケーション実行画面に自動に切り替えるス
テップをさらに含む、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項３】
　前記予め定められた領域は、前記表示部の前記第２縁領域である、請求項２に記載の電
子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項４】
　前記予め定められた領域は、前記第１縁領域より前記第２縁領域に近い、請求項２に記
載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項５】
　複数のアプリケーション実行画面の識別のための識別情報が記入されたラベルを前記第
１レイヤ区分オブジェクトの上に配置するステップをさらに含むことを特徴とする、請求
項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項６】
　前記第１レイヤ区分オブジェクトを表示するステップは、
　前記第１レイヤ区分オブジェクトを前記第１アプリケーション実行画面にオーバーレイ
させて表示するステップと、
　前記第１レイヤ区分オブジェクトを収容する空間を設けるために最上端に表示された第
１アプリケーション実行画面をリサイジング（resizing）するステップとのうちの１つを
さらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方
法。
【請求項７】
　前記第１レイヤ区分オブジェクトが表示される位置によって複数のアプリケーション実
行画面の表示順序を異なるように定義するステップをさらに含むことを特徴とする、請求
項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項８】
　前記第１レイヤ区分オブジェクトを表示するステップは、
　複数のアプリケーション実行画面の個数及び種類のうち、少なくとも１つによって前記
第１レイヤ区分オブジェクトの形態を異なるように表示するステップを含むことを特徴と
する、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項９】
　前記第１レイヤ区分オブジェクトが前記第１アプリケーション実行画面と共に表示され
た状態で 第２タッチ入力を受信するステップと、
　前記第２タッチ入力に応答して、前記第２アプリケーション実行画面を前記表示部の最
上端に表示し、前記第１レイヤ区分オブジェクトを除去するステップと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための
方法。
【請求項１０】
　前記第１レイヤ区分オブジェクトが前記第１アプリケーション実行画面と共に表示され
た状態で第２タッチ入力を受信するステップと、
　第２タッチ入力に応答して、前記第１アプリケーション実行画面の一部を折り畳む（fo
lding）ステップをさらに含み、
　前記折り畳むステップは、
　前記第１アプリケーション実行画面の一部を除去するステップと、
　前記第１レイヤ区分オブジェクトから分離された第２レイヤ区分オブジェクトを表示す
るステップと、
　前記除去された領域に第２アプリケーション実行画面の一部を表示するステップと、
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を含むことを特徴とする、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項１１】
　第３タッチ入力に応答して、前記第１アプリケーション実行画面の他の一部を除去し、
前記第２アプリケーション実行画面の全体を表示するステップ、
　予め設定された時間の間タッチ入力が受信されなかったり、第４タッチ入力が受信され
たりする場合、前記第１アプリケーション実行画面の全体を表示するステップ、及び
　前記第２アプリケーション実行画面の一部を除去するステップ、
のうちの１つをさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の電子装置のマルチタス
キングのための方法。
【請求項１２】
　第３タッチ入力に応答して、前記第２アプリケーション実行画面での情報選択、情報複
写、情報移動、情報格納、情報検索、情報実行のうち、少なくとも１つを実行するステッ
プをさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の電子装置のマルチタスキングのた
めの方法。
【請求項１３】
　前記第２レイヤ区分オブジェクトでタッチ開始されて前記第１レイヤ区分オブジェクト
に移動するドラッグが前記表示部で実行された場合、前記第１アプリケーション実行画面
を広げる（unfolding）ステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の電
子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項１４】
　アプリケーション実行画面の識別のための識別情報が記入されたラベルを前記第１レイ
ヤ区分オブジェクト及び前記第２レイヤ区分オブジェクトのうち、少なくとも１つに配置
するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の電子装置のマルチタス
キングのための方法。
【請求項１５】
　複数のアプリケーション実行画面間の相関度（relatedness）を確認するステップと、
　前記相関度に基づいたレイヤ順序に前記複数のアプリケーション実行画面を配列するス
テップと、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の電子装置のマルチタスキングのため
の方法。
【請求項１６】
　前記相関度の確認によってアプリケーションを連係する連係ステップをさらに含み、
　前記連係ステップは、
　前記複数のアプリケーション実行画面の運用履歴によって引き続いて呼び出されたアプ
リケーションを連係するステップ、
　入力信号によって特定されたアプリケーションを他のアプリケーションと連係するステ
ップ、及び
　予め定義された設定によって特定されたアプリケーションを他のアプリケーションと連
係するステップ、
のうちの少なくとも１つのステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１５に記載の
電子装置のマルチタスキングのための方法。
【請求項１７】
　前記配列するステップは、
　前記相関度の高いアプリケーション実行画面を前記第１アプリケーション実行画面と隣
接した順序に配置するステップを含むことを特徴とする、請求項１５に記載の電子装置の
マルチタスキングのための方法。
【請求項１８】
　表示部と、
　タッチ入力を検出するための入力部と、
　前記表示部及び前記入力部と機能的に連結されたプロセッサと、
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を含み、
　前記プロセッサは、
　複数のオブジェクトを含む第１アプリケーションの第１アプリケーション実行画面を最
上位画面として表示部に表示した後、前記表示部の第１縁領域で第１タッチ入力を受信し
、
　前記第１タッチ入力に応答して、前記第１タッチ入力を検出後前記第１タッチ入力から
任意の移動を検出するまでに、前記オブジェクトのそれぞれの形態と表示を維持しながら
、前記表示部の縦方向に沿って延びそれぞれが前記第１アプリケーション以外の実行中の
他のアプリケーションに対応する１つ以上の線を含む第１レイヤ区分オブジェクトを表示
し、
　前記第１タッチ入力から開始されるドラッグ移動を検出すると、前記第１アプリケーシ
ョン実行画面の一部と第２アプリケーションの第２アプリケーション実行画面の一部とを
同時に表示するよう構成され、
　前記プロセッサは、前記第１アプリケーション実行画面の一部と前記第２アプリケーシ
ョン実行画面の一部とを同時に表示する際に、
　前記ドラッグ移動が前記第１縁領域とは逆方向に存在する第２縁領域に向かう移動であ
る場合に、前記第２アプリケーション実行画面の表示部分を徐々に増加させつつ、前記第
１アプリケーション実行画面の表示部分を徐々に減少させ、
　前記ドラッグ移動が前記第１縁領域に向かう移動である場合に、前記第１アプリケーシ
ョン実行画面の表示部分を徐々に増加させつつ、前記第２アプリケーション実行画面の表
示部分を徐々に減少させる、
　マルチタスキングのための電子装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、前記ドラッグ移動が前記表示部の予め定められた領域に到達したこ
とに応答し、前記第１アプリケーション実行画面を前記第２アプリケーション実行画面に
自動に切り替えるように構成される、請求項１８に記載のマルチタスキングのための電子
装置。
【請求項２０】
　前記予め定められた領域は、前記表示部の前記第２縁領域である、請求項１９に記載の
マルチタスキングのための電子装置。
【請求項２１】
　前記予め定められた領域は、前記第１縁領域より前記第２縁領域に近い、請求項１９に
記載のマルチタスキングのための電子装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチタスキング運用のための端末機の画面表示に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末機は通信機能を有し、そのサイズが携帯可能な位に十分に小さくて、多くの人
々が利用している。このような携帯端末機は近年タッチスクリーンのサイズが拡大される
に伴い、多様なコンテンツを提供することができるハードウェア及びソフトウェアのサポ
ートも相俟って、劇的な成長を遂げている。
【０００３】
　このような従来の携帯端末機は、多様な機能を同時に実行することができるようにする
マルチタスキング機能をサポートする。しかしながら、携帯端末機は基本的に携帯を容易
とするために表示部のサイズが制約されるので、同時に多数個の機能が実行されていると
しても実質的に表示部は特定機能の１つに該当する画面のみを出力している。これによっ
て、現在実行されているが、表示部の最上端に表示されない他の機能画面をユーザが確認
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できるようにするためには、他の機能を選択するための入力信号を生成するための操作を
行わなければならない。このような制約的な機能運用環境は、複数個の端末機機能が実行
されている状態で、他の機能への切換や参照が頻繁に必要な場合、ユーザにとって著しく
不便である。例えば、５個の機能が実行されている状態で最初の機能と４番目機能との間
の切換がよく操作される場合、ユーザは多数回の機能切換のための信号を入力しなければ
ならない。このような不便を解消するために、多数個の機能をサムネイル形態に提供する
方式が提案されたことがあるが、サムネイル形態で機能画面が提供される場合、可読性が
落ちるため、ユーザが望んでいない機能を選択することがよく発生する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、前述したような従来技術の問題点を解決するためのものであって、マ
ルチタスキング運用をより直観的で、かつ容易にすることができるようにするマルチタス
キング運用のための画面表示方法及びこれをサポートする端末機を提供することにある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、多数個の機能の間の切換や参照をより迅速で、かつ容易にするこ
とができるようにサポートするマルチタスキング運用のための画面表示方法及びこれをサ
ポートする端末機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための本発明のマルチタスキング運用のための画面表示方法は、
複数の機能実行画面のうち、第１機能実行画面を表示部の最上端に表示するステップ、第
１タッチ入力を受信するステップ、上記第１タッチ入力に応答して、上記第１機能実行画
面と共に第１レイヤ区分オブジェクトを表示するステップを含み、上記第１レイヤ区分オ
ブジェクトは上記複数の機能実行画面のうち、第２機能実行画面の少なくとも一部を上記
表示部の最上端に表示するものである。
【０００７】
　本発明の端末は、表示部、タッチ入力を検出するための入力部、及びプロセッサを含み
、上記プロセッサは、複数の機能実行画面のうち、第１機能実行画面を上記表示部の最上
端に表示し、上記入力部から第１タッチ入力を受信し、上記第１タッチ入力に応答して、
上記第１機能実行画面と共に第１レイヤ区分オブジェクトを表示するように設定され、上
記第１レイヤ区分オブジェクトは、上記複数の機能実行画面のうち、第２機能実行画面の
少なくとも一部を上記表示部の最上端に表示するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　以上、説明したように、本発明のマルチタスキング運用のための画面表示方法及びこれ
をサポートする端末機は、マルチタスキング環境で、より直観的な機能切換や機能間の参
照を支援するする。
【０００９】
　このような本発明は、機能参照によって、所望の他の機能実行画面の参照及び元の機能
実行画面への復帰をより容易に、かつ早く実行することができるようにサポートする。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に従うマルチタスキング運用をサポートする端末機の構成を概
略的に示す図である。
【図２】図１の制御部の構成をより詳しく示す図である。
【図３】本発明の実施形態に従うマルチタスキング運用のための画面表示方法のうち、機
能切換手続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従うマルチタスキング運用のための画面表示方法のうち、機
能参照手続を説明するためのフローチャートである。
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【図５】本発明の実施形態に従う端末機の画面インターフェースの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作を説明するための
画面例示図である。
【図７】本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作の他の例を説明す
るための画面例示図である。
【図８】本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作の更に他の例を説
明するための図である。
【図９】本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能参照操作を説明するための
図である。
【図１０】本発明の実施形態に従う機能選択モードにおける機能参照操作及び機能切換操
作を含む複合運用を説明するための図である。
【図１１】本発明の実施形態に従うレイヤ区分オブジェクトの出力位置や形態に対する多
様な実施形態を説明するための図である。
【図１２】本発明の実施形態に従うレイヤ区分オブジェクト表示形態の他の形態を示す図
である。
【図１３】本発明の実施形態に従う機能実行画面の順序配置及び第１レイヤ区分オブジェ
クトで発生する入力イベントによる配列順序変更を説明するための図である。
【図１４】本発明の実施形態に従う機能選択モードにおけるオプション機能を説明するた
めの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を添付した図面に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　実施形態を説明するに当たって、本発明が属する技術分野に十分知られており、本発明
と直接的に関連のない技術内容に対しては説明を省略する。また、実質的に同一の構成と
機能を有する構成要素に対しては詳細な説明を省略する。
【００１３】
　同様の理由により添付図面における一部構成要素は、誇張、省略、または概略的に図示
されることもあり、各構成要素のサイズは実際のサイズを必ずしもに反映されたものでな
い。したがって、本発明は添付した図面に描かれた相対的なサイズや間隔により制限され
ない。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態に従うマルチタスキング運用をサポートする端末機１００の
構成を概略的に示す図である。
【００１５】
　図１を参照すると、本発明の端末機１００は、通信部１１０、入力部１２０、オーディ
オ処理部１３０、表示部１４０、格納部１５０、及び制御部１６０の構成を含むことがで
きる。
【００１６】
　このような構成の端末機１００は、マルチタスキング運用のためのユーザインターフェ
ース（ＧＵＩ：Graphic User Interface）を提供し、提供されたユーザインターフェース
で発生するタッチジェスチャーを通じて実行中の機能の間の切換や参照をサポートする。
これによって、本発明の端末機１００は簡単なタッチジェスチャー動作に基づいて直観的
な機能切換や参照をより便利にすることができる。
【００１７】
　通信部１１０は、端末機１００の通信機能をサポートする。このような通信部１１０は
、少なくとも１つの通信方式をサポートするために少なくとも１つの通信モジュールを含
むことができる。例えば、通信部１１０は、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇなど、多様な世代の移動通
信方式をサポートすることができる通信モジュールのうち、少なくとも１つを含んで構成
することができる。制御部１６０は、ユーザリクエストに従って通信部１１０を活性化し
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、リクエストされたサービス種類に従う通信チャンネルを形成するように制御することが
できる。この過程で、通信部１１０は、ユーザが活性化をリクエストした項目に従う機能
の通信機能サポートのための通信チャンネルを形成する。例えば、通信部１１０は、文字
メッセージサービス機能、チャットサービス機能、ウェブ接続機能など、多様な機能をサ
ポートすることができる。通信部１１０がサポートする各々の機能に対して、制御部１６
０は、機能別に機能実行画面を提供することができる。この際、本発明の制御部１６０は
、機能別の実行画面のうちから選択された特定機能実行画面を表示部１４０の最上端に出
力するように制御する。
【００１８】
　入力部１２０は、キーボード、タッチパッド、マウス及び／又は他の適合したタイプの
入力装置を含んでもよい。入力部１２０は、端末機１００の操作に必要な多様な入力信号
を生成する。上記入力部１２０は、ボタンキーや、サイドキー、ホームキーなど、特定キ
ー形態に形成されることは勿論、フルタッチスクリーンサポートのために仮想タッチパッ
ドで提供されてもよい。例えば、仮想タッチパッドは、表示部１４０の上に表示されてユ
ーザタッチに従う入力信号を生成することができる。特に、入力部１２０は、本発明のマ
ルチタスキング運用を支援するために機能選択モード活性化のための入力信号をユーザリ
クエストに従って生成することができる。また、入力部１２０は、機能選択モードを解除
して最初の機能実行モード状態に復帰するための入力信号をユーザリクエストに従って生
成することができる。入力部１２０で生成された入力信号は、制御部１６０に伝達されて
該当入力信号に従う機能遂行をサポートする。一方、表示部１４０がタッチ機能をサポー
トする場合、表示部１４０は入力部１２０として動作することができる。これによって、
前述した機能選択モード活性化のための入力信号及び機能実行モード復帰のための入力信
号などは、タッチ機能の表示部１４０を通じて生成されることもできる。
【００１９】
　オーディオ処理部１３０は、端末機動作過程で発生する多様なオーディオ信号を処理す
る構成である。例えば、オーディオ処理部１３０は端末機１００で生成または複号された
オーディオ信号出力をサポートするためにスピーカ（ＳＰＫ）を含んでもよく、また音声
通話や映像通話機能、録音機能などをサポートするためにオーディオ信号を収集すること
ができるマイク（ＭＩＣ）を含んでもよい。このようなオーディオ処理部１３０は、マル
チタスキング運用によって実行中の複数個の機能のうち、表示部１４０の最上端に表示中
の画面と関連した機能のオーディオデータ出力をサポートする。この際、最上端表示中の
機能がオーディオ信号収集機能を要求する場合、オーディオ処理部１３０は、マイク（Ｍ
ＩＣ）を活性化してユーザの音声信号収集及び処理を行うことができる。そして、機能切
換が発生して実行中の他の機能の画面が表示部１４０の最上端に表示される場合、オーデ
ィオ処理部１３０は切り換えられた機能のオーディオデータ出力をサポートする。
【００２０】
　表示部１４０は、本発明の端末機１００の運用の際に必要な多様な機能画面を出力する
。例えば、表示部１４０は、メニュー画面、複数のアイコン表示画面、複数のウィジェッ
ト表示画面、待機画面、ロックスクリーン画面など、設定された機能及び端末機１００の
サポート機能などによって多様な画面を提供する表示パネル１４１と、上記表示パネル１
４１の前面または後面に配置されてタッチイベント生成をサポートするタッチパネル１４
３を含むことができる。特に、本発明の表示部１４０の表示パネル１４１は、ユーザリク
エストに従って実行された特定機能に該当する機能実行画面と、予め設定されたスケジュ
ール情報に従って実行された特定機能に該当する機能実行画面のうち、最も間近に選択さ
れた機能に該当する機能実行画面を表示する。そして、本発明の表示部１４０は、ユーザ
入力によって機能選択モード活性化のための入力信号が発生すれば、画面レイヤ区分を直
観的に認識できるようにし、機能選択を実行することができるレイヤ区分オブジェクトを
出力することができる。レイヤ区分オブジェクトは、現在実行中の機能の個数及び機能の
種類によって多様な形態に構成される。例えば、レイヤ区分オブジェクトは現在実行中の
機能の個数によって異なる形態に構成される。このようなレイヤ区分オブジェクトは、機
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能選択モード状態で発生するタッチジェスチャーに従って２つのレイヤ区分オブジェクト
に分割されてもよく、また発生するタッチジェスチャーに従って分割されたレイヤ区分オ
ブジェクトの形態が変更されてもよい。タッチパネル１４３は、レイヤ区分オブジェクト
が出力された表示パネル１４１に対応する領域での機能切換または機能参照などのための
タッチイベント生成をサポートする。このようなレイヤ区分オブジェクトに対して後述す
る画面例示図を参照してより詳しく説明する。
【００２１】
　格納部１５０は、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read-Only Memory）、フ
ラッシュメモリ（flash memory）、ＳＳＤ（a Solid-State Drive）及び／又は他の適合
したタイプの揮発性（及び／又は）不揮発性メモリを含むことができる。格納部１５０は
、本発明の端末機１００の運用に必要な多様なデータとプログラムを格納する。例えば、
格納部１５０は端末機１００の運用のためのオペレーティングシステム、端末機１００の
運用において送受信または入力されたデータなどを格納することができる。特に、格納部
１５０は本発明のマルチタスキング運用をサポートするための機能選択サポートプログラ
ム１５１を格納する。
【００２２】
　機能選択サポートプログラム１５１は、マルチタスキング環境における機能選択モード
サポートのためのモード選択ルーチン、機能選択モード活性化時、レイヤ区分オブジェク
トを出力するオブジェクト出力ルーチンを含む。モード選択ルーチンは、機能選択モード
をユーザが選択することができるように表示部１４０の少なくとも一定領域選択時、機能
選択モードが活性化されるように定義するルーチン、機能選択モード活性化のためのアイ
コンやメニューアイテムを出力するルーチン、機能選択モード活性化のためのキーボタン
などを割り当てるルーチンのうち、少なくとも１つを含むことができる。オブジェクト出
力ルーチンは、現在実行されている端末機機能の個数と種類によってレイヤ区分オブジェ
クトの形態と色などを定義し、これを表示部１４０に出力する。
【００２３】
　機能選択サポートプログラム１５１は、レイヤ区分オブジェクトに基づいて多様なタッ
チジェスチャーを収集するルーチン、収集されたタッチジェスチャーに従って機能切換及
び参照のうち、いずれか１つをサポートするルーチンを含む。そして、機能選択サポート
プログラム１５１は、機能選択モード終了時、機能実行モードを切り換えるルーチンを含
む。
【００２４】
　制御部１６０は、プロセッシング回路（processing circuitry）を含むことができる。
例えば、制御部１６０はプロセッサ（例：ARM-based processor、an x86-based processo
r、a MIPS-based processor）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）またはＡＳ
ＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）を含むことができる。追加的に（add
itionally）または代替的に（alternatively）、制御部１６０はディスプレイコントロー
ラ、コ－プロセッサ（co-processor）などを含んでもよい。制御部１６０は、本発明の実
施形態に従うマルチタスキング運用のための端末機１００の信号のフローと、データの処
理、情報の収集と転送などを制御する構成である。このような制御部１６０は、マルチタ
スキング運用のために図２に示すような構成を含むことができる。
【００２５】
　図２は、本発明の実施形態に従う端末機１００の制御部１６０の構成をより詳しく示す
図である。
【００２６】
　図２を参照すると、本発明の制御部１６０は、入力イベント収集部１６１、機能選択サ
ポート部１６５、及び機能実行サポート部１６３を含む。
【００２７】
　入力イベント収集部１６１は、端末機１００の入力部１２０及び入力機能の表示部１４
０のうち、少なくとも１つを含む入力手段から発生する入力イベントを収集する。特に、
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入力イベント収集部１６１は入力手段から入力される入力イベントのうち、本発明のマル
チタスキング運用と関連した入力イベントを収集する。このために、入力イベント収集部
１６１は、端末機がサポートする多様な端末機機能のうち、少なくとも１つを選択するこ
とができるメニューリストやアイコンの提供を制御することができる。そして、入力イベ
ント収集部１６１は、特定の端末機機能の活性化のためのメニューアイテム選択やアイコ
ン選択に従う入力イベントが収集されれば、これを機能実行サポート部１６３に提供する
ことができる。
【００２８】
　一方、入力イベント収集部１６１は、本発明の実施形態に従うマルチタスキング環境に
おける機能選択モード活性化のための入力イベントを収集する。このために、入力イベン
ト収集部１６１は、機能選択モード活性化のためのアイコンやメニューアイテムを出力す
る。特に、入力イベント収集部１６１は、複数個の端末機機能が実行される場合、機能選
択モード活性化のためのアイコンやメニューアイテムが選択できるようにすることができ
る。そして、入力イベント収集部１６１は、機能選択モード活性化のための入力イベント
が収集されれば、これを機能選択サポート部１６５に伝達することができる。そして、入
力イベント収集部１６１は、機能選択モードが活性化した状態で発生する入力イベントの
うち、機能選択と関連した入力イベントを機能選択サポート部１６５に提供する。また、
入力イベント収集部１６１は、機能選択モードが活性化した状態で機能参照と関連した入
力イベントが発生すれば、機能選択サポート部１６５及び機能実行サポート部１６３に該
当入力イベントを提供することができる。
【００２９】
　機能選択サポート部１６５は、入力イベント収集部１６１から入力イベントが伝達され
れば、該当入力イベントに従って機能切換及び参照のうち、少なくとも１つの機能選択を
サポートする。即ち、機能選択サポート部１６５は、機能選択モード活性化のための入力
イベントが伝達されれば、レイヤ区分オブジェクトを表示部１４０に出力する。そして、
機能選択サポート部１６５は、レイヤ区分オブジェクトの上で発生する入力イベントに従
って他の端末機機能に該当する機能実行画面を表示部１４０の最上端に出力する。この際
、機能選択サポート部１６５は、レイヤ区分オブジェクトを発生する入力イベントに従っ
て変形して出力する。特に、機能選択サポート部１６５はレイヤ区分オブジェクトを発生
する入力イベントに従って複数個に分割して出力することができ、この際、分割されるレ
イヤ区分オブジェクトは出力される位置によって形態と色などが異なるように具現化され
てもよい。
【００３０】
　前述した機能選択サポート部１６５は、入力イベントの種類や形態によって機能切換を
実行したり機能参照を実行したりすることができる。例えば、機能選択サポート部１６５
は、レイヤ区分オブジェクトで第１タッチジェスチャーが発生すれば、多数個の機能のう
ち、表示部１４０の最上位に画面を表示する機能の以外の他の機能を選択する。即ち、機
能選択サポート部１６５は、予め設定された他の機能の画面を表示部１４０の最上端に出
力する。
【００３１】
　また、機能選択サポート部１６５は、レイヤ区分オブジェクトで第１タッチジェスチャ
ーと異なる第２タッチジェスチャーが発生すれば、機能参照モードをサポートする。機能
参照モードは、表示部１４０の最上位に表示された機能画面の一部領域を除去して他の機
能の画面が見えるようにするモードである。即ち、機能選択サポート部１６５は、複数個
の機能のうち、第１機能に従う画面の一部領域と第２機能に従う画面の一部領域とが同時
に表示部１４０に出力されるようにする。この際、最上位表示された第１機能の画面は後
面が表示されるようにし、新しく選択された第２機能の画面は前面が表示されるようにす
る。ここで、機能画面の前面は該当機能実行と関連した情報が表示される面であり、後面
は該当機能実行と関連のない情報または予め設定された特定背景色が表示される面になっ
てもよい。
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【００３２】
　機能実行サポート部１６３は、入力イベント収集部１６１が提供する入力イベントに従
って該当する特定端末機の機能を実行する。特に、機能実行サポート部１６３は入力イベ
ント収集部１６１が提供する入力イベントを表示部１４０の最上位画面を表示する機能に
適用する。そして、機能実行サポート部１６３は該当入力イベントに従って画面情報を更
新する。一方、機能実行サポート部１６３は機能参照モードにおける機能を実行すること
ができる。例えば、機能実行サポート部１６３は第１機能の画面の一部領域と第２機能の
画面の一部領域とが同時に表示部１４０に出力されている状態で特定入力イベントが発生
すれば、機能実行サポート部１６３は該当入力イベントに従う第２機能の実行を実行する
ことができる。
【００３３】
　前述した機能切換サポート及び機能実行サポートと関連した多様な画面インターフェー
スに対して後述する図面を参照してより詳細に説明する。
【００３４】
　図３は、本発明の実施形態に従うマルチタスキング運用のための画面表示方法のうち、
機能切換手続を説明するための図である。
【００３５】
　図３を参照すると、本発明のマルチタスキング運用のための画面表示方法は、ステップ
３０１で、制御部１６０が電源部の電源を端末機１００の各構成に分配して端末機の動作
が可能な状態を維持する。以後、制御部１６０は、ステップ３０３で、入力イベントに従
う機能実行モードをサポートする。即ち、制御部１６０は入力イベントに従って予め設定
されたスケジュールに登録された機能または該当入力イベントにより指示された特定の端
末機機能を活性化し、活性化した機能サポートに従う機能実行画面を表示部１４０の最上
端に出力する。特に、制御部１６０は、ステップ３０３で複数個の端末機機能を実行し、
特定機能の機能実行画面を出力することができる。
【００３６】
　以後、制御部１６０は、入力イベントが発生すれば、ステップ３０５で発生した入力イ
ベントが機能選択モード活性化のための入力イベントであるかを確認する。このステップ
で、制御部１６０は、該当入力イベントが機能選択モード活性化のための入力イベントで
なければ、ステップ３０３の以前に戻り以下のステップで入力イベントに従う機能を実行
する。一方、制御部１６０は、ステップ３０５で機能選択モード活性化のための入力イベ
ントが発生すれば、ステップ３０７に進み、レイヤ区分オブジェクトを表示部１４０に出
力する。ここで、レイヤ区分オブジェクトは、表示部１４０の縁のうち、少なくとも１個
所に出力される。または、設計方式によって表示部１４０の中央に表示されてもよい。そ
して、機能選択モード活性化のための入力イベントは、予め定義された表示部１４０の位
置で発生する特定タッチジェスチャー、または予め定義された特定形態のタッチジェスチ
ャー、特定キー入力信号など、多様なイベントを含んでもよい。
【００３７】
　レイヤ区分オブジェクトが出力された後、ステップ３０９で、制御部１６０はレイヤ区
分オブジェクトの上で予め定義された第１タッチジェスチャーが発生するかを確認する。
ここで、第１タッチジェスチャーは、機能切換のために予め定義されたジェスチャーとし
て、例えば表示部１４０の一側隅領域で他側隅や縁領域まで繋がるドラッグまたはフリッ
クイベントなどであってもよい。制御部１６０は、第１タッチジェスチャーに該当する入
力イベントが発生しない場合、ステップ３１１に進み、機能実行モード切換を実行する。
この際、制御部１６０は、機能選択モード切換の後、レイヤ区分オブジェクトが出力され
、予め設定された時間、例えば“Ｎ”秒が経過すればステップ３１１に進み、Ｎ秒経過の
前にはレイヤ区分オブジェクト出力を維持しながら機能選択モードを活性化することがで
きる。
【００３８】
　一方、ステップ３０９において、予め定義された第１タッチジェスチャーが発生すれば
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、制御部１６０は、ステップ３１３に進み、第１タッチジェスチャーに従って表示部１４
０の最上端に他の機能実行画面が表示されるようにサポートする。
【００３９】
　次に、制御部１６０は、ステップ３１５で機能選択モード終了のための入力イベントま
たは予め設定された時間超過が発生したか否かを確認し、このステップで機能選択モード
終了に該当するイベントが発生すれば、ステップ３１１に進む。そして、制御部１６０は
、機能選択モード終了イベント発生がない場合、ステップ３０７に戻り、以下のステップ
を再実行することができる。
【００４０】
　図４は、本発明の実施形態に従う端末機運用方法のうち、機能参照手続を説明するため
の図である。
【００４１】
　図４を参照すると、本発明のマルチタスキング運用のための画面表示方法は、まず制御
部１６０が入力イベントに従ってまたは予め設定されたスケジュール情報に従ってステッ
プ４０１において複数個の端末機機能のうち、最上端表示中の機能を実行する。そして、
制御部１６０は、ステップ４０３で機能選択モード活性化のための入力イベント発生があ
るか否かを確認する。このステップで発生した入力イベントが機能選択モード活性化のた
めの入力イベントでない場合、制御部１６０は、ステップ４０１に戻り、該当入力イベン
トに従って実行中の端末機機能を実行することができる。
【００４２】
　一方、ステップ４０３で機能選択モード活性化イベント発生時、制御部１６０はステッ
プ４０５に進み、レイヤ区分オブジェクトを表示部１４０に表示する。そして、制御部１
６０は、ステップ４０７でレイヤ区分オブジェクトが出力された位置で第２タッチジェス
チャーが発生しているか否かを確認する。ここで、第２タッチジェスチャーは、機能参照
操作のために予め定義されたタッチジェスチャーである。例えば、第２タッチジェスチャ
ーはレイヤ区分オブジェクトが出力された位置で表示部１４０の縁から一定距離離隔した
位置まで発生するタッチジェスチャーであってもよい。即ち、第２タッチジェスチャーは
、第１タッチジェスチャーに比べて相対的に短い距離を移動するか、または移動方向や速
度が異なるタッチジェスチャーであってもよい。
【００４３】
　ステップ４０７で、第２タッチジェスチャーの発生がない場合、制御部１６０は、ステ
ップ４０９に進み、設定イベントが発生しているか否かを確認する。ここで、設定イベン
トは、予め設定された時間の経過及び機能選択モード終了のための入力信号発生のうち、
少なくとも１つであるとよい。ステップ４０９で設定イベント発生がない場合、即ち、ま
だ予め設定された時間が経過していない場合、または予め設定された時間が経過しないな
がら、予め設定された機能選択モード終了のための入力信号発生がない場合、制御部１６
０は、ステップ４０５に戻り、以下のステップを実行することができる。一方、制御部１
６０は、ステップ４０９で設定イベントが発生すれば、機能選択モードを終了しながらス
テップ４０１に戻ることができる。例えば、制御部１６０はレイヤ区分オブジェクトの出
力を除去し、以前の実行中の機能画面が表示部１４０の全体画面に出力されるようにする
ことができる。
【００４４】
　上記ステップ４０７で機能参照のための第２タッチジェスチャーが発生すれば、制御部
１６０は、ステップ４１１に進み、機能参照画面を表示する。即ち、以前に表示された第
１機能画面の一部領域と異なる第２機能画面の一部領域を表示部１４０に表示する。この
際、第１機能画面の一部領域は、以前に表示されていた第１機能画面の背面の一部であっ
てもよい。そして、第２機能画面の一部領域は、第１機能画面の一部領域を除いて第２機
能の実行と関連した情報が出力される領域になってもよい。
【００４５】
　次に、制御部１６０は、ステップ４１３で機能選択モード終了のための入力イベントが
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発生しているか否かを確認し、機能選択モード終了のための入力イベントが発生すれば、
ステップ４１５に進み、予め設定されたスケジュール情報に従って端末機機能を実行する
ことができる。例えば、制御部１６０は、直前に表示部１４０に機能実行関連情報を表示
した機能を実行することができる。または、制御部１６０は、機能選択モードに入る前に
実行されていた機能を実行することができる。
【００４６】
　一方、ステップ４１３で機能選択モード終了のための入力イベント発生がない場合、制
御部１６０は、ステップ４０５に戻り、レイヤ区分オブジェクトを表示することができる
。この際、制御部１６０は、機能参照画面表示と関連したレイヤ区分オブジェクトを表示
する。即ち、制御部１６０は、最初の第１レイヤ区分オブジェクトを表示し、入力イベン
トに従って機能参照画面を表示する過程が実行されれば、第１レイヤ区分オブジェクトを
２つのレイヤ区分オブジェクトに分割し、分割されたレイヤ区分オブジェクトを画面の一
定領域に表示することができる。分割されたレイヤ区分オブジェクトの表示と関連して後
述する図面を参照してより詳しく説明する。
【００４７】
　一方、前述した説明では、機能選択モードの進入、機能切換の実行、機能参照の実行な
どのためにタッチジェスチャーイベントを生成する構成について説明したが、本発明がこ
れに限定されるものではない。即ち、本発明のマルチタスキング運用のための画面表示方
法におけるタッチジェスチャーは予め定義されたモーションセンサ信号や物理キー入力イ
ベントに代替されてもよい。このために、端末機１００は、モーションセンサ信号を生成
することができる加速度センサやジャイロセンサ、地磁気センサや方向センサ、ピエゾセ
ンサなど、多様なセンサのうち、少なくとも１つを含んでもよい。また、端末機１００は
前述した物理キー入力イベント生成のために入力部１２０に含まれた多様なキーボタンを
機能選択モードサポートのためのキーボタンに利用できるように割り当ててもよい。
【００４８】
　図５は、本発明の実施形態に従う端末機の画面インターフェースの一例を示す図である
。
【００４９】
　図５を参照すると、本発明の端末機１００は、ユーザリクエストに従って、または予め
設定されたスケジュール情報に従って複数個の端末機機能を活性化し、各端末機機能と関
連した機能実行画面を提供することができる。この際、端末機１００は複数個の機能実行
画面のうち、ユーザが選択した第１機能実行画面４１を表示部１４０の全体画面に提供す
ることができる。画面５０１は、ユーザが選択した特定の第１機能実行画面４１を表示部
１４０の最上端に表示した状態を示したものである。端末機１００は、表示部１４０に出
力される第１機能実行画面４１の以外の他の機能に対する機能実行画面はバックグラウン
ドプロセッシングを通じて維持管理することができる。この際、端末機１００は表示部１
４０の最上端に出力される第１機能実行画面４１の機能を活性化し、表示されていない他
の機能実行画面の機能は機能の種類や設定によって活性化を維持するか、または一時停止
されるように制御することもできる。結果的に、端末機１００は、表示部１４０に見える
第１機能実行画面４１以外に他の機能実行画面を入力イベントに従って別途の機能を実行
しなくても、表示部１４０に直ちに出力できるように画面５０１を提供する。
【００５０】
　画面５０１の状態で端末機１００は予め設定された入力イベント、例えば機能選択モー
ド活性化のための入力イベントが発生すれば、画面５０３のようにレイヤ区分オブジェク
ト３０を表示部１４０の一側に出力するようにサポートすることができる。この際、出力
されるレイヤ区分オブジェクト３０は、第１機能実行画面４１の上にオーバーレイされて
出力されるか、図示したように、第１機能実行画面４１と重畳しない一部領域の割当を受
けて出力されるとよい。端末機１００はレイヤ区分オブジェクト３０の出力のために第１
機能実行画面４１を表示部１４０の上で移動させて一部を表示部１４０から除去し、除去
された領域に割り当てられた重畳されていない領域にレイヤ区分オブジェクト３０を出力
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することができる。
【００５１】
　端末機１００は、予め定義された入力イベントに従って、前述したレイヤ区分オブジェ
クト３０を出力する。即ち、画面５０３のようにタッチイベントが表示部１４０の縁領域
で一定形態、例えばロングプレスやダブルタップのような形態で発生したり、予め定義さ
れた特定形態のジェスチャーが発生したりする場合、端末機１００は、レイヤ区分オブジ
ェクト３０を出力することができる。また、端末機１００は特定キー、例えばホームキー
やサイドキーなどにレイヤ区分オブジェクト３０の出力機能を割り当てて、該当ホームキ
ーまたはサイドキーが押されることによってレイヤ区分オブジェクト３０を表示部１４０
に出力することができる。または、端末機１００は、予め定義されたモーションセンサ信
号、例えば一定方向に一定時間の間端末機１００を傾ける動作、端末機１００を一定回数
以上及び一定角度以上振る動作、予め定義された特定動作などの発生によって、レイヤ区
分オブジェクト３０を出力することができる。
【００５２】
　端末機１００は、レイヤ区分オブジェクト３０を出力した後、予め設定された時間の間
、他の入力イベントが発生しない場合、レイヤ区分オブジェクト３０を表示部１４０から
除去し、第１機能実行画面４１を表示部１４０の全体画面に出力する。または、端末機１
００は、レイヤ区分オブジェクト３０の出力の中止、即ち機能選択モード終了のための入
力イベントを受け取ると、レイヤ区分オブジェクト３０を表示部１４０から除去し、機能
実行画面を出力することができる。
【００５３】
　図６は、本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作を説明するため
の画面例示図である。
【００５４】
　図６を参照すると、本発明の端末機１００は、入力イベントに従って、または特定スケ
ジュール情報に従って画面６０１のように機能選択モードに入った後、レイヤ区分オブジ
ェクト３０を出力することができる。ここで、レイヤ区分オブジェクト３０は、現在実行
中の複数の機能の個数と関連してその形態が調節されるとよい。例えば、レイヤ区分オブ
ジェクト３０は、図示したように、多数個のラインが一定間隔で配置される形態に表示さ
れるが、この際、ラインの個数は実行中の機能の個数であり、各ラインは実行中の特定機
能を指示する識別子であってもよい。したがって、レイヤ区分オブジェクト３０は、実行
中の機能の個数が相対的に多い場合、相対的に大きい幅で表示されてもよく、実行中の機
能の個数が相対的に少ない場合、相対的に小さい幅で表示されてもよい。
【００５５】
　一方、ユーザは、レイヤ区分オブジェクト３０を用いて図示したように、他の機能への
切換を実行することができる。即ち、画面６０１のように左側縁と下側縁に引き続いて表
示されたレイヤ区分オブジェクト３０の上で第１タッチジェスチャーが発生すれば、端末
機１００は画面６０３及び画面６０５のように第１タッチジェスチャーに従って表示部１
４０の最上端に表示された第１機能実行画面４１を表示部１４０から除去しながら第２機
能実行画面４２が表示部１４０に表示されるように制御することができる。ここで、第１
タッチジェスチャーは表示部１４０の左下側隅から右上側縁までのドラッグやフリックイ
ベントであってもよい。
【００５６】
　端末機１００は、第１タッチジェスチャーに従って第１機能実行画面４１を表示部１４
０から完全に除去し、第２機能実行画面４２が表示部１４０の全体に表示されれば、自動
で機能選択モードを終了した後、第２機能を実行する機能実行モードに復帰するように制
御することができる。ここで、第１タッチジェスチャーに従って第１機能実行画面４１の
表示形態が変更されれば、それに対応してレイヤ区分オブジェクト３０の形態、特に幅が
変更される。そして、端末機１００は、第１機能実行画面４１を表示部１４０から除去す
る間、第１機能実行画面４１の後面の一部が徐々に変化するように表示部１４０に表示し
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、それに対応して第２機能実行画面４２の前面が徐々に表示部１４０に表示されるように
する。一方、端末機１００は、第１機能実行画面４１が表示部１４０から完全に除去され
た後、レイヤ区分オブジェクト３０を一定時間の間出力が維持されるように制御し、一定
時間が経過すれば、レイヤ区分オブジェクト３０を表示部１４０から除去してもよい。そ
して、端末機１００は、第１機能実行画面４１が表示部１４０から完全に除去されれば、
第１機能実行画面４１を複数個の機能実行画面の最後の順序に配置することを決定し、レ
イヤ区分オブジェクト３０の表示形態、特に幅を画面６０１のような形態にまた表示され
るように制御することができる。即ち、画面６０１でのレイヤ区分オブジェクト３０と画
面６０３でのレイヤ区分オブジェクト３０とは、互いに異なる幅で表示されてもよく、第
２機能実行画面４２への表示変更が完了する時点でレイヤ区分オブジェクトは画面６０１
でのレイヤ区分オブジェクト３０と同一の形態に表示されてもよい。
【００５７】
　図７は、本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作の他の例を説明
するための画面例示図である。
【００５８】
　図７を参照すると、本発明の端末機１００は入力イベントに従って、または特定スケジ
ュール情報に従って画面７０１のように第１レイヤ区分オブジェクト３１を表示部１４０
に出力し、発生したタッチイベントに従って第１機能実行画面４１を表示部１４０から除
去すれば、画面７０３のように第２機能実行画面４２を表示部１４０に出力することがで
きる。この際、端末機１００は、第２タッチジェスチャーに従って第１機能から第２機能
への切換を実行せず、第１レイヤ区分オブジェクト３１が出力されている状態を画面７０
５のように維持することができる。特に、端末機１００は第１機能実行画面４１を表示部
１４０から完全に除去せず、一定領域が表示されるようにする第２タッチジェスチャーが
発生する場合、画面７０５のように右上側縁領域に第１機能実行画面４１の後面の一部領
域に設けられた第２レイヤ区分オブジェクト３２を表示部１４０に表示することができる
。
【００５９】
　第１機能実行画面４１の後面の一部領域が第２レイヤ区分オブジェクト３２として表示
部１４０に出力される間、第１レイヤ区分オブジェクト３１を用いて他の機能実行画面、
例えば第３機能実行画面が表示部１４０に出力されるように制御されてもよい。この場合
、第２機能実行画面４２は、第１機能実行画面４１が表示部１４０から除去される形態と
同一の形態に変化されれば表示できる。即ち、第２機能実行画面４２の後面の一部が表示
部１４０で徐々に変化し、第２機能実行画面４２の後面の一部が第１機能実行画面４１の
後面の一部に重畳するように表示できる。これによって、第２レイヤ区分オブジェクト３
２は第１機能実行画面４１の後面と第２機能実行画面４２の後面とが重畳した形態に表示
されることとなり、図示していない第３機能実行画面の一部が表示部１４０に出力される
。ユーザは、同一の方法により、第３機能実行画面の一部を表示部１４０から除去して他
の機能実行画面の一部領域が表示部１４０に出力されるように操作することができる。
【００６０】
　一方、前述した動作を実行する過程で、第１レイヤ区分オブジェクト３１は、第２レイ
ヤ区分オブジェクト３２に移動する機能実行画面の個数によってその幅が徐々に減るよう
に表示されてもよい。また、第２レイヤ区分オブジェクト３２は、移動した機能実行画面
の重畳した個数によってその幅が徐々に増えるように表示されてもよい。
【００６１】
　以後、他の入力イベント発生がない状態で一定時間が経過したり、機能選択モード終了
のための入力イベントが発生したりすれば、表示部１４０に機能実行画面の前面が現在表
示されている特定機能の機能実行画面が表示部１４０の全体画面に表示されるように端末
機１００は制御することができる。例えば、端末機１００は画面７０５の状態で別途の入
力イベント発生無しで一定時間が経過したり、予め設定された入力イベントが発生したり
すれば、第１レイヤ区分オブジェクト３１及び第２レイヤ区分オブジェクト３２を表示部
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１４０から除去し、現在表示されている第２機能実行画面４２を表示部１４０に全体画面
に表示されるように制御することができる。
【００６２】
　図８は、本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能切換操作の更に他の例を
説明するための図である。
【００６３】
　図８を参照すると、端末機１００は、複数個の端末機機能を実行する状態で指定された
特定端末機機能の機能実行画面を表示部１４０の最上端に表示することができる。そして
、端末機１００は、機能選択モード活性化のための入力イベントまたは予め設定されたス
ケジュール情報に従って、画面８０１のようにレイヤ区分オブジェクト３０が表示部１４
０の一側に表示された第１機能実行画面４１を表示部１４０に出力することができる。
【００６４】
　ユーザは、レイヤ区分オブジェクト３０を用いて他の機能の機能実行画面を参照するか
、または他の機能へ切り換えることができる。特に、ユーザは、画面８０１に示すように
、複数個の機能を各々示す複数のラインで構成されたレイヤ区分オブジェクト３０から複
数個のラインを選択することによって、一回に多数個の機能実行画面をスキップできるよ
うに操作することができる。端末機１００は、タッチジェスチャーが発生した位置や形態
、例えばタブの個数やタッチ維持時間、同時タッチ地点の個数などによって、多数個の機
能実行画面に対応するラインのうち、少なくとも１つを選択できるようにし、以後、発生
するタッチジェスチャー、例えばドラッグやフリックイベント、ダブルタブ、複数のタッ
チ地点を同時に生成するマルチタッチなどによって選択された複数個のラインに対応する
機能実行画面を表示部１４０から除去することができる。
【００６５】
　例えば、画面８０１の状態において５個の機能が実行され、各機能の機能実行画面が重
畳するように配置された状態で、第１機能実行画面４１が表示部１４０の最上端に出力さ
れたと仮定する。すると、端末機１００は、ユーザのタッチジェスチャーに従って、第１
機能実行画面４１を含む複数個の機能実行画面を、レイヤ区分オブジェクト３０を通じて
同時に選択できるようにする。例えば、端末機１００は、タッチジェスチャーに従って、
第１機能実行画面４１と第２機能実行画面とを同時選択できるようにすることができる。
以後、端末機１００、は図示したように機能切換または参照のためのタッチジェスチャー
が発生すれば、第１機能実行画面４１と第２機能実行画面とを同時に表示部１４０から除
去しながら、第３機能実行画面４３を表示部１４０に表示するように制御することができ
る。この際、端末機１００は、重畳した第１機能実行画面４１及び第２機能実行画面の後
面領域４２ｂの位置を変化させながら、第３機能実行画面４３を表示するようにできる。
【００６６】
　第１機能実行画面４１及び第２機能実行画面の後面領域４２ｂが表示部１４０から全て
除去されれば、端末機１００は、第３機能実行画面４３を表示部１４０の全体に出力する
一方、第３機能への機能切換を完了し、機能実行モードに復帰することができる。または
、端末機１００は、一定時間の間レイヤ区分オブジェクト３０が出力された状態を維持し
て、追加的な機能実行画面に変更し、時間経過後、第３機能への切換及び第３機能実行画
面４３の全体を表示することができる。または、端末機１００は、機能選択モード終了の
ための別途のタッチジェスチャーやキー入力信号が発生すれば、第３機能実行画面の全体
画面を表示し、第３機能へ切り換えることができる。第３機能への切換は、以後に発生す
る入力イベントを第３機能に適用し、それに従う画面変化が第３機能実行画面４３に反映
されてもよい。
【００６７】
　図９は、本発明の実施形態に従う機能選択モードのうち、機能参照操作を説明するため
の図である。
【００６８】
　マルチタスキング環境における端末機１００は、ユーザリクエストに従って複数個の端
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末機機能を実行し、各機能サポートのための機能実行画面を提供する。この際、端末機１
００は、機能実行画面のうち、指定された特定機能実行画面のみを表示部１４０の最上端
に全体画面として表示し、入力イベント発生によって特定機能実行画面制御及び該当機能
の実行を制御する。そして、端末機１００は、最上端に表示されていない他の機能実行画
面はバックグラウンドプロセッシングを通じて維持して、リクエストがあれば最上端に直
ちに出力できるようにする。
【００６９】
　機能選択モード活性化のための入力イベントがタッチジェスチャーや、キーボタン入力
信号、モーションセンサ信号、または音声認識信号のうち、少なくとも１つの形態で提供
されれば、端末機１００は、第１レイヤ区分オブジェクト３１を表示部１４０に出力する
。ユーザは、表示部１４０の最上端に表示されていない他の機能実行画面へ切り換えたり
他の機能実行画面を参照するために、第１レイヤ区分オブジェクト３１を用いることがで
きる。特に、端末機１００は、画面９０１のようにタッチジェスチャーなどによって第１
機能実行画面４１及び第２機能実行画面の後面領域４２ｂの一部を折り畳んで第１機能実
行画面４１の一定領域に重畳して別途の空間を設け、該当空間に第３機能実行画面４３の
一部領域が表示することができる。これによって、端末機１００は、第１レイヤ区分オブ
ジェクト３１及び第２レイヤ区分オブジェクト３２を表示部１４０の上に出力することが
できる。
【００７０】
　この際、端末機１００は、別途の時間経過に関わらず、画面９０１を維持するようにす
ることによって、ユーザが第３機能実行画面４３の一部領域に表示された情報を十分活用
できるようにすることができる。また、端末機１００は、機能参照実行状態、即ち第２レ
イヤ区分オブジェクト３２が表示された状態で発生する特定入力イベントなどは、第３機
能実行画面４３に適用するように制御することができる。これによって、端末機１００は
、入力イベント発生によって第３機能実行画面４３での情報選択、情報複写、情報移動、
情報格納、リンクされた情報の実行などをすることができ、第３機能実行画面４３が情報
検索機能をサポートしている場合、検索語入力と検索語基盤サーチ、サーチ結果の複写と
移動などを行うことができる。
【００７１】
　特に、端末機１００は、第３機能実行画面４３が表示された表示部１４０の領域で発生
するタッチジェスチャーを第３機能実行画面４３の第３機能に適用し、第１機能実行画面
４１が表示された表示部１４０の領域で発生するタッチジェスチャーは第１機能実行画面
４１の第１機能に適用することができる。前述した機能サポートによって、ユーザは第３
機能実行画面４３で検出された情報を第１機能実行画面４１へ移動させるか、または第１
機能実行画面４１の一定領域に記入する操作をより容易に行うことができる。
【００７２】
　ユーザは、第１機能実行画面４１の操作中に第３機能実行画面４３を前述した方法によ
り参照することができ、参照が完了した以後、画面９０１に示したタッチジェスチャーの
ように、第２レイヤ区分オブジェクト３２に対する特定タッチジェスチャーを生成して第
１機能実行画面４１への復帰をリクエストすることができる。端末機１００は、画面９０
１のように第２レイヤ区分オブジェクト３２の上で発生するタッチジェスチャーに従って
第１機能実行画面４１を表示部１４０の全体に表示することができる。この際、端末機１
００は、第２レイヤ区分オブジェクト３２で発生するタッチジェスチャーの形態や方向、
位置、タッチの個数などによって、第２機能実行画面の一部領域を第３機能実行画面４３
の一部領域の上に表示されるように制御することができる。この場合、第２レイヤ区分オ
ブジェクト３２は、第１機能実行画面４１の折り畳まれた領域のみを含む形態に変形され
てもよく、第１レイヤ区分オブジェクト３１の左下側縁表示形態も第２機能実行画面の位
置変更によって表す個数が異なるように表現されてもよい。または、端末機１００は、特
定タッチジェスチャーやキー入力信号発生によって第２レイヤ区分オブジェクト３２を一
度に除去して第１機能実行画面４１に早く復帰することもできる。
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【００７３】
　図１０は、本発明の実施形態に従う機能選択モードにおける機能参照操作及び機能切換
操作を含む複合操作を説明するための図である。
【００７４】
　図１０を参照すると、端末機１００は、リクエストによって機能選択モードを活性化し
、それによって画面１００１のように第１レイヤ区分オブジェクト３１を表示する。そし
て、第１レイヤ区分オブジェクト３１が表示された領域で特定タッチジェスチャー、例え
ば表示部１４０の左下側縁から一定距離以内に位置する地点まで移動するドラッグまたは
フリックイベントが発生すれば、端末機１００は、図示したように最上端に表示される第
１機能実行画面４１の左下側の一部領域を折り畳まれるように表示しながら折り畳まれた
領域を第２レイヤ区分オブジェクト３２に割り当てる。端末機１００は、第２レイヤ区分
オブジェクト３２が設けられることにつれて、折り畳まれた一部領域により露出した表示
部１４０の領域に第２機能実行画面４２の一部領域を表示することができる。ユーザは、
第２機能実行画面４２の一部領域を確認して第１機能実行画面４１の下のレイヤに配置さ
れた機能画面と関連した機能を容易に確認することができる。
【００７５】
　一方、端末機１００は、他の機能実行画面確認のために第１レイヤ区分オブジェクト３
１が表示された領域で第２レイヤ区分オブジェクト３２に達する追加的なタッチジェスチ
ャーが発生すれば、画面１００３のように第２機能実行画面４２を第１機能実行画面４１
の折り畳まれた領域に重畳するように配置して、第２レイヤ区分オブジェクト３２を更新
し、第２機能実行画面４２の折畳により生成された領域に第３機能実行画面４３の一部を
表示することができる。即ち、第２レイヤ区分オブジェクト３２は、第１機能実行画面４
１の折り畳まれた領域と第２機能実行画面４２の左下側領域とが折り畳まれて形成された
後面領域の重畳により設けられる。また、ユーザは画面１００５のように第３機能実行画
面４３の一部領域を選択して移動させることによって、第２レイヤ区分オブジェクト３２
に含まれるように作業することができる。これによって、第４機能実行画面４４の一部領
域が表示部１４０の左下側に出力され、第１機能から第３機能実行画面は、図示したよう
に第２レイヤ区分オブジェクト３２を形成する。
【００７６】
　この際、ユーザは第２レイヤ区分オブジェクト３２を選択し、画面１００９のように右
上側縁を経て表示部１４０から外れるようにタッチジェスチャーを生成することができる
。すると、画面１０１１のように、端末機１００は、該当タッチジェスチャーに従って第
１から第３機能実行画面に該当する第２レイヤ区分オブジェクト３２を表示部１４０から
除去し、第４機能実行画面４４を表示部１４０に出力することができる。このように、端
末機１００は、機能選択モードを終了することができる。この場合、第１レイヤ区分オブ
ジェクト３１が表示部１４０の上で除去される。
【００７７】
　一方、画面１００７で、ユーザは第２レイヤ区分オブジェクト３２の上で生成するタッ
チジェスチャーを左下側縁方向に生成することができる。すると、端末機１００は、第１
機能実行画面４１が表示部１４０の全体に表示されるようにサポートしながら、機能選択
モードを終了することができる。
【００７８】
　図１１は、本発明の実施形態に従うレイヤ区分オブジェクトの出力位置や形態に対する
多様な実施形態を説明するための図である。
【００７９】
　図１１を参照すると、本発明の端末機１００は画面１１０１のように機能選択モードに
入って設定されたスケジュール情報を確認し、該当スケジュール情報に従って第１レイヤ
区分オブジェクト３１を特定位置に出力されるようにすることができる。画面１１０１で
は、第１レイヤ区分オブジェクト３１を右側縁と下側縁とを連結する形態に示したもので
ある。しかしながら、本発明の第１レイヤ区分オブジェクト３１の表示位置が前述した形
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態に限定されるものではない。即ち、第１レイヤ区分オブジェクト３１は、上側縁と右側
縁とを繋ぐ形態、上側縁と左側縁とを繋ぐ形態などに設けられてもよい。また、第１レイ
ヤ区分オブジェクト３１の出力位置は発生する入力イベントに従って位置が変更されても
よい。例えば、左下側縁に出力される第１レイヤ区分オブジェクト３１は、入力イベント
に従って画面１１０１に示すように位置を変更できる。
【００８０】
　また、本発明の第１レイヤ区分オブジェクト３１は、画面１１０３のように複数個の縁
を有する表示部１４０のうち、特定の縁のみで表示され。例えば、第１レイヤ区分オブジ
ェクト３１は、図示したように表示部１４０の下側縁のみに表示されてもよく、また、上
側縁、左側縁または右側縁に表示されてもよい。また、上記第１レイヤ区分オブジェクト
３１は、互いに対向する縁、例えば上側縁と下側縁、左側縁と右側縁に各々表示されても
よい。また、第１レイヤ区分オブジェクト３１は３個所または４個所の縁を繋ぐ形態に具
現化されてもよい。前述した表示部１４０の少なくとも１つの縁に表示される第１レイヤ
区分オブジェクト３１は、実行中の端末機機能の個数と関連してその幅が異なるように表
示されてもよい。これによって、新たな端末機機能の実行または実行中の端末機機能の個
数や種類によって、第１レイヤ区分オブジェクト３１の幅が異なるように表示される。
【００８１】
　図１２は、本発明の実施形態に従うレイヤ区分オブジェクト表示形態の他の形態を示す
図である。
【００８２】
　図１２を参照すると、端末機１００は機能選択モード活性化のための入力イベントが生
成されれば、画面１２０１のように表示部１４０の上端に第１レイヤ区分オブジェクト３
１を表示することができる。この際、表示される第１レイヤ区分オブジェクト３１は、現
在実行される複数個の端末機機能の種類と個数によって異なるように表示される。
【００８３】
　一方、ユーザは、第１レイヤ区分オブジェクト３１を用いて表示部１４０の最上端に現
在表示中の第１機能実行画面３１の以外の他の機能実行画面を参照することができる。端
末機１００は、第１レイヤ区分オブジェクト３１が出力された状態で第１機能実行画面３
１の少なくとも一部を移動させるための入力イベント、例えばドラッグやフリックイベン
トが発行すれば、該当入力イベントに従って最上端に表示中の第１機能実行画面３１を折
り畳んだり巻いたりして第２レイヤ区分オブジェクト３２を表示する。画面１２０３に示
した第２レイヤ区分オブジェクト３２は、複数個の機能実行画面を同時に折り畳んだり巻
いたりするようにリクエストした入力イベント、または各々の機能実行画面を多数回に亘
って折り畳んだり巻いたりするようにリクエストした入力イベントにより形成されたもの
である。このように、端末機１００は、第２レイヤ区分オブジェクト３２を２つの縁に亘
って表示される形態と異なり、１つの縁のみに表示することもできる。
【００８４】
　図１３は、本発明の実施形態に従う機能実行画面の順序配置及び第１レイヤ区分オブジ
ェクトで発生する入力イベントによる順序変更を説明するための図である。
【００８５】
　図１３を参照すると、説明の便宜のために５個の端末機機能実行によって、端末機１０
０は５個の機能実行画面１３０１、１３０２、１３０３、１３０４、１３０５を有すると
仮定する。一方、端末機１００は、機能選択モード活性化のための入力イベントが生成さ
れれば、５個の機能実行画面１３０１、１３０２、１３０３、１３０４、１３０５の位置
を調整することができる。即ち、機能実行画面１３０１が表示部１４０の上端に現在表示
されている状態で機能選択モード活性化のための入力イベントが発生すれば、順次的に他
の機能実行画面を配置することができる。これによって、端末機１００は、表示部１４０
の最上端に機能実行画面１３０１を配置し、次に機能実行画面１３０２、１３０３、１３
０４、１３０５画面の順に配置することができる。したがって、ユーザがレイヤ区分オブ
ジェクトを用いて最上端表示中の機能実行画面を表示部１４０から除去して機能を切り換
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えたり、機能を参照するタッチジェスチャーを反復すれば、端末機１００は、機能実行画
面１３０２、１３０３、１３０４、１３０５の順に表示部１４０に表示することができる
。
【００８６】
　一方、端末機１００は、機能実行画面の配列順序を現在表示中の機能実行画面と関連性
の高い実行画面を現在表示中の機能実行画面と隣接した位置に配置することができる。例
えば、現在機能実行画面１３０３が表示部１４０に出力されている状態で機能選択モード
活性化のための入力イベントが発生すれば、端末機１００は機能実行画面１３０３と他の
機能実行画面との関連性を確認し、該当関連性に従って機能実行画面の配置を異なるよう
に調整することができる。
【００８７】
　一例として、銀行サーバ装置接続に従うウェブページが１３０３であり、計算機機能実
行画面が１３０１、メモ機能実行画面が１３０５であると仮定する。そして、端末機運用
履歴で銀行サーバ装置の接続時、計算機機能とメモ機能がよく用いられた履歴があること
と仮定する。すると、端末機１００は、機能実行画面１３０３が表示部１４０に出力され
た状態で機能選択モード活性化のための入力イベントが発生すれば、端末機１００は機能
実行画面１３０３の以後に機能実行画面１３０１、１３０５、１３０２、１３０４の順に
機能実行画面を配置することができる。
【００８８】
　または、端末機１００の機能実行画面選択がトグル方式をサポートする場合、画面１３
０３の次に１３０１、１３０２、１３０４、１３０５の順に配置することができる。この
ために、機能選択モード活性化のために生成される入力イベントの種類や形態、方向など
によって端末機１００は表示部１４０の左下側縁に表示されるレイヤ区分オブジェクトを
出力したり、表示部１４０の右下側縁または右上側縁に表示されるレイヤ区分オブジェク
トを出力することができる。そして、端末機１００は、左下側に表示されたレイヤ区分オ
ブジェクトでタッチイベントが生成されれば、１３０３、１３０１、１３０２、１３０４
、１３０５の順に機能実行画面を変更する。端末機１００は、右下側や右上側に表示され
たレイヤ区分オブジェクトでタッチイベントが発生すれば、１３０３、１３０５、１３０
４、１３０２、１３０１の順に機能実行画面を変更する。
【００８９】
　相関度と関連して、前述した説明では、端末機１００の使用履歴に従って相関度を決定
しているが、本発明はこれに限定されるものではない。即ち、ユーザが任意にまたは設計
者が設計過程で特定端末機機能を互いに連係するように設定することができる。端末機１
００は、相関度設定のために特定端末機機能に対するリスト画面と、該当端末機機能を任
意的に他の端末機機能と関連するように設定することができる設定メニューなどを提供す
ることができる。また、端末機１００は、表示部１４０の最上端に現在表示された機能実
行画面の出力直前に実行されていた他の機能実行画面を表示部１４０に表示された機能実
行画面の連係機能として定義することもできる。
【００９０】
　このように設定された機能は、連係された機能がマルチタスキング環境で同時に実行中
であり、２つのうちのいずれか１つが表示部１４０の最上端に表示された状態で機能選択
モード活性化のための入力イベントが生成されれば、２つの機能実行画面を引き続いて配
置されるように動作されてもよい。これによって、前述した機能実行画面の再配列機能は
、ユーザの選好方式によって別途の機能選択過程で機能切換や機能参照を実行せず、機能
実行画面の順序再配列機能としても実行される。
【００９１】
　図１４は、本発明の実施形態に従う機能選択モードにおけるオプション機能を説明する
ための図である。
【００９２】
　図１４を参照すると、端末機１００は第１レイヤ区分オブジェクト３１及び第２レイヤ
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区分オブジェクト３２のうち、少なくとも１つに図示したようにラベル５０を表示するこ
とができる。ラベル５０は貼付された一端がレイヤ区分オブジェクトのラインに連結され
るように配置される。そして、ラベル５０には連結されたラインの機能実行画面の索引情
報が記入される。例えば、特定機能実行画面の特定ウェブサイトの場合、該当機能実行画
面を指示するラベル５０には該当ウェブサイトのアドレス情報や該当ウェブサイトを代表
するイメージやテキストが表示される。例えば、６個の端末機機能“Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ”が実行され、実行によって機能実行画面が表示されるマルチタスキング環境におけ
る機能選択モード活性化のための入力イベントが生成されれば、端末機１００は、図示し
たようにレイヤ区分オブジェクトの内にラベル５０に各索引情報、例えば“Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄ、Ｅ、Ｆ”を記入して表示することができる。各々のラベル５０は、各レイヤ区分オブ
ジェクトに重畳した機能実行画面を直観的に確認し、容易に確認することができるように
する。これによって、ユーザは、重畳した多数個の機能実行画面のうち、最上端に表示さ
れた機能実行画面の真下に位置した機能実行画面の以外に３番目や４番目の下に位置した
機能実行画面を一度に選択し、これに基づいて機能切換や機能参照を実行することができ
る。また、機能参照運用では、第２レイヤ区分オブジェクト３２でラベル５０を配置して
如何なる機能実行画面が折り畳まれた状態であるかを直観的に確認することができる。前
述したラベル５０は、第１レイヤ区分オブジェクト３１で表示される位置と第２レイヤ区
分オブジェクト３２で表示される位置とが異なるように定義される。
【００９３】
　一方、表示部１４０の最上端に機能実行情報を現在表示する特定機能実行画面、例えば
機能実行画面Ｆは別途のラベルが割当されず、機能実行画面Ｆが第２レイヤ区分オブジェ
クト３２に移動するように折り畳まれるか、第２レイヤ区分オブジェクト３２で機能実行
画面Ｅが表示部１４０の最上端に機能実行情報を表示するように折り畳まれた画面の戻し
リクエストが発生すれば、“Ｆ”ラベルが機能実行画面Ｆに割当表示できる。
【００９４】
　以上、説明したように、本発明の実施形態に従うマルチタスキング環境における機能実
行画面の機能選択操作のための画面表示は、ユーザが特定機能実行画面をより直観的に確
認しながら他の機能実行画面に切換するか、または他の機能実行画面を参照することがで
きるようにサポートする。
【００９５】
　一方、前述した説明では、機能実行画面が１つの機能に各々マッピングされることを示
したが、特定機能、例えば、ウェブブラウザー機能の操作で複数個の機能実行画面が提供
されてもよい。
【００９６】
　一方、前述した携帯端末機１００は、その提供形態によって多様な追加モジュールをさ
らに含んでもよい。即ち、上記携帯端末機１００は通信端末機の場合、近距離通信のため
の近距離通信モジュール、上記携帯端末機１００の有線通信方式、または無線通信方式に
よるデータ送受信のためのインターフェース、インターネットネットワークと通信してイ
ンターネット機能を実行するインターネット通信モジュール、及びディジタル放送受信と
再生機能を遂行するディジタル放送モジュールなどのように、上記で言及されていない構
成をさらに含むこともできる。このような構成要素は、ディジタル機器のコンバージェン
ス（convergence）の動向によって変形が非常に多様であるので、全て列挙することはで
きないが、前述した構成要素と同等な水準の構成要素が上記デバイスにさらに含まれて構
成されてもよい。また、本発明の携帯端末機１００は、その提供形態によって上記した構
成で特定構成が除外されるか、または他の構成に取替可能であることは勿論である。これ
は、本技術分野の通常の知識を有する者には容易に理解されるべきである。
【００９７】
　また、本発明の実施形態に従う上記携帯端末機１００は、例えば、上記携帯端末機１０
０は多様な通信システムに対応する通信プロトコル（communication protocols）に基づ
いて動作する全ての移動通信端末機（mobile communication terminals）をはじめとして
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、ＰＭＰ（Portable Multimedia Player）、ディジタル放送プレイヤー、ＰＤＡ（Person
al Digital Assistant）、音楽再生機（例えば、ＭＰ３プレイヤー）、携帯ゲーム端末、
スマートフォン（Smart Phone）、ノートブック（Notebook）、及びハンドヘルドＰＣな
ど、全ての情報通信機器とマルチメディア及びそれに対する応用機器を含むことができる
。
【００９８】
　一方、本明細書と図面を通じて本発明の好ましい実施形態に対して説明したものであり
、特定の用語が使われたが、これは単に本発明の技術内容を容易に説明し、発明の理解を
助けるための一般的な意味として使われたものであり、本発明の範囲を限定しようとする
ものではない。ここに開示された実施形態の他にも本発明の技術的思想に基づいた他の変
形例が実施可能であるということは本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に自
明なことである。
【符号の説明】
【００９９】
　１００　　端末機
　１１０　　通信部
　１２０　　入力部
　１３０　　オーディオ処理部
　１４０　　表示部
　１５０　　格納部
　１６０　　制御部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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