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(57)【要約】
【課題】携帯端末にフレキシブル表示部を具現して前面
だけではなく側面まで表示領域を拡張することができる
携帯端末及びそれを用いた方法を提供すること。
【解決手段】携帯端末は、メイン領域及び曲がっている
領域を含む表示部であって、前記曲がっている領域は、
前記表示部において前記メイン領域と一体的に構成され
ていて前記メイン領域から折り曲げられている曲がって
いる部分を含む、表示部と、前記携帯端末の向きを検出
するよう構成されているセンサーと、イベントの発生に
応答して、前記センサーによって検出された前記携帯端
末の向きに応じて、イベント情報が、前記曲がっている
領域だけに表示されるか又は前記メイン領域及び前記曲
がっている領域に表示されるかを決定し、前記イベント
情報を前記曲がっている領域だけに又は前記メイン領域
及び前記曲がっている領域に表示するように前記携帯端
末を制御するよう構成されている制御部と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末であって、
　メイン領域及び曲がっている領域を含む表示部であって、前記曲がっている領域は、前
記表示部において前記メイン領域と一体的に構成されていて前記メイン領域から折り曲げ
られている曲がっている部分を含む、表示部と、
　前記携帯端末の向きを検出するよう構成されているセンサーと、
　イベントの発生に応答して、前記センサーによって検出された前記携帯端末の向きに応
じて、イベント情報が前記曲がっている領域だけに表示されるか又は前記メイン領域及び
前記曲がっている領域に表示されるかを決定し、前記イベント情報を前記曲がっている領
域だけに又は前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示するように前記携帯端末を
制御するよう構成されている制御部と、
　を有する、携帯端末。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記メイン領域が下向き方向の第１向きで置かれたことを前記センサーが検出したこと
に応答して、前記イベント情報を前記曲がっている領域だけに表示するように前記携帯端
末を制御し、
　前記メイン領域が上向き方向の第２向きで置かれたことを前記センサーが検出したこと
に応答して、前記イベント情報を前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示するよ
うに前記携帯端末を制御する
　よう構成されている、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記メイン領域が覆われている第１向きにあることを前記センサーが検出したことに応
答して、前記イベント情報を前記曲がっている領域だけに表示するように前記携帯端末を
制御し、
　前記メイン領域が覆われていない第２向きにあることを前記センサーが検出したことに
応答して、前記イベント情報を前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示するよう
に前記携帯端末を制御する
　よう構成されている、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記センサーは、
　前記携帯端末の前記メイン領域が覆われているかどうかを検出するよう構成されている
照度センサーと、
　前記携帯端末の向きを検出するよう構成されている動きセンサーと、
　のうちの少なくとも一つを含む、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記表示部はタッチディスプレイである、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記制御部は、前記表示部が活性化されていない間の前記イベントの発生に応答して、
前記携帯端末の向きが第１向きである場合には、前記曲がっている領域を活性化し、前記
イベント情報を前記曲がっている領域だけに表示するように前記携帯端末を制御するよう
構成されている、請求項１に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記メイン領域は、前記携帯端末の前面に設けられており、
　前記曲がっている領域は、前記メイン領域の少なくとも一つのサイドで折り曲げられる
ように前記メイン領域から拡張されており、前記携帯端末の側面の一部分を覆っている、
請求項１に記載の携帯端末。
【請求項８】
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　前記制御部は、前記イベント情報が前記曲がっている領域だけに表示されている間の前
記携帯端末の向きの変化に応答して、前記イベントに関連する情報を前記メイン領域及び
前記曲がっている領域に表示するように前記携帯端末を制御するよう構成されている、請
求項１に記載の携帯端末。
【請求項９】
　メイン領域及び曲がっている領域を含む表示部を有する携帯端末を制御する方法であっ
て、前記曲がっている領域は、前記表示部において前記メイン領域と一体的に構成されて
いて前記メイン領域から折り曲げられている曲がっている部分を含み、前記方法は、
　前記携帯端末の向きを検出する過程と、
　イベントの発生に応答して、前記携帯端末の向きに応じて、イベント情報が前記曲がっ
ている領域だけに表示されるか又は前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示され
るかを決定する過程と、
　前記イベント情報を前記曲がっている領域だけに又は前記メイン領域及び前記曲がって
いる領域に表示する過程と、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記表示することは、
　前記メイン領域が下向き方向の第１向きで置かれたことを検出したことに応答して、前
記イベント情報を前記曲がっている領域だけに表示することと、
　前記メイン領域が上向き方向の第２向きで置かれたことを検出したことに応答して、前
記イベント情報を前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示することと、
　を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記表示することは、
　前記メイン領域が覆われている第１向きにあることを検出したことに応答して、前記イ
ベント情報を前記曲がっている領域だけに表示することと、
　前記メイン領域が覆われていない第２向きにあることを検出したことに応答して、前記
イベント情報を前記メイン領域及び前記曲がっている領域に表示することと、
　を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記検出することは、前記携帯端末のセンサーを使用して前記携帯端末の向きを検出す
ることを含み、
　前記センサーは、
　前記携帯端末の前記メイン領域が覆われているかどうかを検出するよう構成されている
照度センサーと、
　前記携帯端末の向きを検出するよう構成されている動きセンサーと、
　のうちの少なくとも一つを含む、請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル表示部を有する携帯端末及びこの操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術の発達と共に移動通信端末機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、電子手帳、スマートフォン、タブレットＰＣ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などのように移動しながら通信及び個人情報処理が可能
な携帯端末が多様に発売されている。このような携帯端末は音声通話機能、ＳＭＳ（Ｓｈ
ｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＭＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓ
ａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）などのようなメッセージ送信、映像通話機能、電子手帳機能、
撮影機能、電子メール送受信、放送再生機能、インターネット機能、音楽再生機能、日程
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管理機能、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ、Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉ
ｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、メッセンジャーサービス、辞典機能、ゲーム機能などの機能の
ように多様な機能を具備するようになった。
【０００３】
　さらに、現在携帯端末はユーザの必需品としていつでもどこでも所持していることが一
般的である。従って、ユーザは携帯端末による騷音発生を自制すべきである公共場所（例
えば、会議室、教室、図書館など）では携帯端末が提供するマナーモード（例えば、振動
モード又は無音モード）で携帯端末を設定して使用している。マナーモードに設定された
状況でもコール受信又はメッセージ受信などのようなアラームイベントが発生するときの
表示部がターン－オン（ｔｕｒｎ－ｏｎ）されることができる。この場合、ユーザは携帯
端末の電源を強制オフ（ｏｆｆ）したり、又は携帯端末を覆ったり、ひっくり返して置い
たり、及び隠すなどの行為をするようになる。このような場合、ユーザが携帯端末を確認
することができなくなることによって、緊急なアラームイベントなどが発生してもユーザ
がこれを認知することができない。即ち、携帯端末の表示部を使用しない状況（例えば、
携帯端末をひっくり返して置いたり、表示部を覆った場合など）でコールやメッセージが
受信されるときに当該受信情報がユーザに適宜に伝達されることができない。
【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、携帯端末にフレキシブル表示部を具現して前面だけではなく側面まで
表示領域を確張することができる携帯端末及びそれを用いたイベント処理方法を提供する
にある。
【０００５】
　本発明の他の目的は、フレキシブル表示部を有する携帯端末でフレキシブル表示部を前
面のメイン表示領域と側面の補助表示領域に区分し、前記補助表示領域を用いてアラーム
イベントのイベント情報を出力することができる携帯端末及びそれを用いたイベント処理
方法を提供するにある。
【０００６】
　本発明のまた他の目的は、フレキシブル表示部を携帯端末本体の側面まで拡張装着して
補助表示領域として活用することによって、マナーアラームモードによるイベント情報出
力をサポートすることができる携帯端末及びそれを用いたイベント処理方法を提供するに
ある。
【０００７】
　本発明のまた他の目的は、フレキシブル表示部を有する携帯端末において、アラームイ
ベント発生時の携帯端末の状態によってマナーアラームモードで転換し、フレキシブル表
示部の補助表示領域を活用したアラームイベントのイベント情報出力を処理することがで
きる携帯端末及びそれを用いたイベント処理方法を提供するにある。
【０００８】
　本発明のまた他の目的は、フレキシブル表示部を有する携帯端末において、メニュー設
定に基づいてマナーアラームモード転換をサポートし、フレキシブル表示部の補助表示領
域を活用したアラームイベントのイベント情報出力を処理することができる携帯端末及び
それを用いたイベント処理方法を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態によれば、携帯端末は、前記携帯端末の前面のメイン表示領域と前
記メイン表示領域が前記携帯端末の側面まで拡張されて形成される側面の補助表示領域を
含むフレキシブル表示部と、前記携帯端末の状態を検出するセンサーモジュールと、前記
検出された携帯端末の状態に対応されるように、前記フレキシブル表示部のメイン表示領
域及び補助表示領域のうちの少なくとも一つの表示領域にイベント情報を選択的に出力す
るように制御する制御部と、を含む。
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【００１０】
　本発明の他の実施形態によれば、携帯端末の前面に提供されるメイン表示領域と、携帯
端末の側面に提供される補助表示領域を含む携帯端末のイベント処理方法は、前記携帯端
末の状態を判定する過程と、前記メイン表示領域が使用しない状態であるとき、前記携帯
端末のモードをマナーアラームモードで転換する過程と、前記マナーアラームモードでア
ラームイベントを受信する過程と、前記補助表示領域に前記アラームイベントによるイベ
ント情報を出力する過程と、を含む。
【００１１】
　本発明の他の実施形態による携帯端末の前面に提供されるメイン表示領域と、携帯端末
の側面に提供される補助表示領域を含む携帯端末のイベント処理方法は、アラームイベン
トを受信する過程と、前記アラームイベントを受信するときの前記携帯端末の状態を判定
する過程と、前記携帯端末の状態によってマナーアラームモードへ進入するか否かを決定
する過程と、前記マナーアラームモードの進入時の前記補助表示領域に前記アラームイベ
ントによるイベント情報を出力する過程と、を含む。
【００１２】
　本発明の他の実施形態によれば、記録媒体は、携帯端末の状態によって、フレキシブル
表示部のメイン表示領域及び補助表示領域のうちの少なくとも一つの表示領域にアラーム
イベントによるイベント情報を選択的に出力する構成を実行させるためのプログラムを記
録したコンピューターで判読可能な記録媒体を含む。
【００１３】
　本発明の他の実施形態によれば、携帯端末の前面に提供されるメイン表示領域と、携帯
端末の側面に提供される補助表示領域を含むフレキシブル表示部を有する携帯端末のイベ
ント処理方法は、マナーアラームモードでイベント情報を受信する過程と、前記携帯端末
の状態を検出する過程と、前記検出された携帯端末の状態により、前記フレキシブル表示
部の前記メイン表示領域及び補助表示領域のうちの少なくとも一つの表示領域にイベント
情報を選択的に出力する過程と、を含む。
【００１４】
　前述したような内容は、当該分野通常の知識を有する者が後述する本発明の具体的な説
明から、より理解するようにするために本発明の特徴及び技術的な長所を多少広く略述し
たものである。このような特徴及び長所以外にも本発明の請求範囲の主題を形成する本発
明の追加的な特徴及び長所は後述する本発明の具体的な説明より、更に理解されるでしょ
う。
【発明の効果】
【００１５】
　上述したように、本発明の実施形態によるフレキシブル表示部を有する携帯端末のイベ
ント提供方法及び装置によれば、両端が曲がるフレキシブル表示部を携帯端末の側面まで
拡張構成することによって表示領域をより容易に確張することができる。さらに、前記フ
レキシブル表示部を前面のメイン表示領域と側面の補助表示領域に区分し、前記補助表示
領域を用いてアラームイベントをサポートすることができる。これを通じて、本発明では
ユーザが前面のメイン表示領域を活用することができない状況でも補助表示領域に基づい
てより直観的にイベント情報を確認するようにサポートすることができる。
【００１６】
　本発明の実施形態によれば、アラームイベント発生時、携帯端末の状態を確認し、確認
された状態に対応するモードで前記発生されたアラームイベントのイベント情報出力を処
理することができる。例えば、フレキシブル表示部のメイン表示領域を使用しない多様な
状況、即ち、マナーアラームモードに対応するときのフレキシブル表示部の補助表示領域
を用いてアラームイベントによるイベント情報を出力し、メイン表示領域を使用する状況
、即ち、一般モードに対応するときのメイン表示領域及び補助表示領域のうちで携帯端末
の設定に基づいた少なくとも一つの表示領域を通じてアラームイベントによるイベント情
報を出力することができる。これを通じて、携帯端末にコール受信、メッセージ受信、プ



(6) JP 2018-186522 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

ッシュサービス受信、ＳＮＳアラーム受信などのアラームイベントに対する多様な対処が
可能でユーザ便宜を向上させることができる。さらに、本発明は諸形態の携帯端末及び彼
に対応する多様なデバイスに具現されることができる。また、本発明によれば携帯端末の
状態別イベントの情報出力のための最適の環境を具現し、携帯端末の使用性、便宜性及び
競争力を向上させることに寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態によるフレキシブル表示部を有する携帯端末の例示を示す図面
である。
【図２】本発明の実施形態によるフレキシブル表示部を有する携帯端末の例示を示す図面
である。
【図３】本発明の実施形態によるフレキシブル表示部を有する携帯端末の例示を示す図面
である。
【図４】本発明の実施形態による携帯端末の構成を概略的に示す図面である。
【図５】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の補助表示領域を活用す
る例示を示す図面である。
【図６】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の補助表示領域を活用す
る例示を示す図面である。
【図７】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の補助表示領域を活用す
る例示を示す図面である。
【図８】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の具現形態によって補助
表示領域を用いたイベント情報を提供する作動例示を示す図面である。
【図９】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の具現形態によって補助
表示領域を用いたイベント情報を提供する作動例示を示す図面である。
【図１０】本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部の具現形態によって補
助表示領域を用いたイベント情報を提供する作動例示を示す図面である。
【図１１】本発明の実施形態によるフレキシブル表示部の補助表示領域で出力されるイベ
ント情報の例示を説明するために示す図面である。
【図１２】本発明の実施形態による携帯端末の状態変化に対するフレキシブル表示部操作
作動例を示す流れ図である。
【図１３】本発明の実施形態による携帯端末でアラームイベントに対するフレキシブル表
示部の操作作動例を示す流れ図である。
【図１４】本発明の実施形態による携帯端末でイベント情報に対するフレキシブル表示部
の操作作動例を示す流れ図である。
【図１５】本発明の実施形態による携帯端末のポジション検出作動説明のために概略的に
示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳しく説明する。この時、添
付図面で同一構成要素は可能な同一符号に付している事に留意すべきである。また、本発
明の要旨を不明瞭にする公知機能及び構成に対する詳細な説明は省略する。即ち、以下の
説明では本発明の実施形態による作動を理解するのに必要な部分だけが説明され、その以
外部分の説明は本発明の要旨を不明瞭にしないように省略されるはずであるということを
留意すべきである。
【００１９】
　提案する本発明はフレキシブル表示部（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ
）を有する携帯端末で前記フレキシブル表示部を、前面のメイン表示領域と側面の補助表
示領域に区分し、前記補助表示領域を用いてアラームイベントを提供することができるフ
レキシブル表示部を有する携帯端末及びその操作方法に関する。
【００２０】
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　本発明の実施形態によれば、前記携帯端末で前面のメイン表示領域を使用しない状況（
例えば、前面のメイン表示領域がその他の物体（例えば、携帯端末のケース、ノートなど
）に覆ったり、又は前面がテーブルの表面などに接触して下向している状態など）でアラ
ームイベント発生時、前記アラームイベントに対するイベント情報を側面の補助表示領域
を通じて提供することができる。本発明で前記アラームイベントはコール受信、メッセー
ジ受信（例えば、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＭＭＳ（Ｍ
ｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に基づくメッセージ受信）、メ
ール受信、プッシュ（ｐｕｓｈ）サービスの情報受信、ソーシャルネットワークサービス
（ＳＮＳ、Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）のアラーム受信など
のようなイベントを含むことができる。しかし、本発明のアラームイベントがこれに限定
されず、多様なイベントを含むことができる。
【００２１】
　これのために、本発明の実施形態では両端が曲がる形態を有し、このような形態によっ
て携帯端末前面のメイン表示領域と携帯端末側面の補助表示領域が一体型から構成される
フレキシブル表示部と、携帯端末の状態検出のためのセンサーモジュールと、アラームイ
ベント発生時の携帯端末状態を検出し、携帯端末状態によってフレキシブル表示部のメイ
ン表示領域及び補助表示領域のうちの少なくとも一つの表示領域を用いたイベント情報出
力を処理する制御部と、などの構成を含む。この時、本発明の実施形態によれば、マナー
アラームモードのための作動モード転換は携帯端末上の設定により選択することもできる
。以下で、本発明の実施形態による携帯端末の構成及び操作制御方法に対して図面を参照
して詳しく説明する。本発明の実施形態による携帯端末の構成及び操作制御方法が後述す
る内容に制限されたり限定されるものではないので、以下の実施形態に基づいて多様な実
施形態に適用することができる事に留意すべきである。
【００２２】
　図１乃至図３は、本発明の実施形態によるフレキシブル表示部を有する携帯端末の例示
を示す図面である。図１乃至図３に示したように、本発明の携帯端末はフレキシブル表示
部１００と前記フレキシブル表示部１００が取り付けられる本体２００と、前記本体２０
０に形成されて携帯端末の機能実行のための付加装置などを含んで構成される。前記図１
乃至図３で前記付加装置はスピーカー３０１、マイク（図示せず）、センサーモジュール
（特に、照度センサー３０３、前面カメラモジュール３０５など）、一つ又はその以上の
物理的なボタン（図示せず）などを含むことができる。
【００２３】
　前記フレキシブル表示部１００は、撓うことができるディスプレー装置を示すもので、
紙のように薄く柔軟な基板を通じて損傷無しに撓ったり曲げたり巻くことができることを
特徴とする。このようなフレキシブル表示部１００は、一般的に使用されるガラス基板で
はないプラスチック基板を使用するので基板の損傷を防止するために既存の製造プロセッ
サを使用せず低温製造プロセッサを使用して形成されることができる。前記フレキシブル
表示部１００は、液晶表示装置（ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）、発光ダイオード（ＬＥＤ、Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、有機発
光ダイオード（ＯＬＥＤ、Ｏｒｇａｎｉｃ　ＬＥＤ）及び能動型ＯＬＥＤ（ＡＭＯＬＥＤ
、Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　ＯＬＥＤ）などで液晶を包んでいるガラス基板をプラス
チックフィルムで取り替えて、折って広げることができる柔軟性を付与する。このような
フレキシブル表示部１００は薄く軽いだけでなく衝撃にも強く、また前述のように撓った
り曲げることができ、多様な形態で製作が可能であるという長所を有している。
【００２４】
　本発明で前記フレキシブル表示部１００は携帯端末の大きさによって特定画面大きさ（
例えば、３インチ、４インチ、４．６５インチ、５インチ、６．５インチ、８．４インチ
など）のアクティブマトリックス画面（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ　ｓｃｒｅｅｎ）を
もって、前記図１及び図２に示したように携帯端末の少なくとも一つの側面（例えば、左
側、右側、上側、下側のうちの少なくとも一つの面）まで延長され、フレキシブル表示部
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１００が作動可能な曲率半径（ｒａｄｉｕｓ　ｏｆ　ｃｕｒｖａｔｕｒｅ）（例えば、曲
率半径５ｃｍ、１ｃｍ、７．５ｍｍ、５ｍｍ、４ｍｍなど）以下で折って本体２００の側
面に締結されることができる。以下、本発明では前記フレキシブル表示部１００の前面に
示す表示領域を前面のメイン表示領域１１０と称して、前記メイン表示領域から延長され
て前記本体２００の少なくとも一つの側面で曲がって本体２００の側面に示される表示領
域を側面の補助表示領域１２０と称する。
【００２５】
　ここで、前記メイン表示領域１１０と前記補助表示領域１２０は、本発明の説明の便宜
のために区分したことで、前記メイン表示領域１１０と前記補助表示領域１２０は少なく
ともどの一つの端が曲がる形態を有し、曲がる少なくとも一つの端が携帯端末の少なくと
も一つの側面まで延長される一つのフレキシブル表示部１００によって具現されることが
できる。また、曲がる少なくとも一つの端部が携帯端末の後面まで延長される一つのフレ
キシブル表示部１００によって具現されることができる。従って、本発明では携帯端末の
前面部を基準で平面からなる前面の表示領域をメイン表示領域１１０と称し、携帯端末の
前面部を基準で側面に形成される表示領域を補助表示領域１２０と称する。即ち、本発明
は携帯端末前面のメイン表示領域１１０と携帯端末側面の補助表示領域１２０は「一体型
」から構成される一つのフレキシブル表示部１００によって具現される。
【００２６】
　このような本発明は、前記図１乃至図３に示したように、前記フレキシブル表示部１０
０を、前面のメイン表示領域１１０と側面の補助表示領域１２０に区分し、前記補助表示
領域１２０を用いてアラームイベントを提供することができる。本発明の実施形態によれ
ば、前記携帯端末で前面のメイン表示領域１１０を使用しない状況（例えば、前面のメイ
ン表示領域がその他の物体（例えば、携帯端末のケース８００、ノートなど）に覆われた
り、又は前面がテーブルの表面に接触して下向している状態など）でアラームイベント発
生時、前記アラームイベントに対するイベント情報を側面の補助表示領域１２０を通じて
提供することができる。
【００２７】
　例えば、ユーザは会議のために携帯端末をテーブルにひっくり返して置くことができる
。即ち、ユーザは携帯端末のメイン表示領域１１０が下向してテーブルの表面と接触する
ことのように携帯端末状態を変更することができる。又はユーザは図３に示したように携
帯端末を別途のケース８００に入れてメイン表示領域１１０を覆ったり、ノートなどでメ
イン表示領域１１０を覆うことができる。
【００２８】
　すると、携帯端末はセンサーモジュールを通じて携帯端末の状態を検出することができ
る。このとき、携帯端末の状態検出は光量の変化を検出する照度センサー、携帯端末のポ
ジションを検出する作動センサー（例えば、地磁気センサー、加速度センサーなど）、又
はタイマー（ｔｉｍｅｒ）などによって検出されることができる。ここで、前記センサー
モジュールは一つのチップ（ｃｈｉｐ）に複数のセンサー（例えば、センサー１、センサ
ー２、センサー３など）が一体化されたり、又は複数のセンサーが別途のチップから具現
されることができる。
【００２９】
　例えば、携帯端末は照度センサーによって検出された照度値によって現在状態を判定す
ることができる。携帯端末は作動センサーによって検出されたポジション情報（例えば、
ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸に対する測定値）により現在状態を判定することができる。又は携帯端
末はタイマーによって検出された現在時間によって現在状態を判定することができる。前
記タイマーを利用する場合は携帯端末の現在時間がユーザがマナーアラームモード自動実
行で設定した時間帯に対応するのか否かを判別し、現在時間がユーザ設定時間に対応する
ときにマナーアラームモードへ進入する作動に該当することができる。
【００３０】
　以下、本発明では、先ず照度センサーによる照度値を判定し、測定された照度値が設定
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された基準条件（例えば、前述のようにメイン表示領域１１０が覆ってその値が一定基準
値以下の条件）を満足するときの追加作動センサーによって携帯端末が置かれた状態を判
定し、その状態によって補助表示領域１２０の出力方向を決定する作動を例示として説明
する。しかし、本発明の実施形態によれば、どの一つのセンサーによってだけ作動するよ
うに設定されたり、又は３個以上のセンサーの組合により作動するように設定されること
ができることは勿論である。
【００３１】
　そして、携帯端末は前記のようなセンサーモジュールに基づいた測定値による判定結果
、携帯端末のメイン表示領域１１０を使用しない状態（例えば、リバース状態又はメイン
表示領域１１０が覆った状態など）であることと認知するとき、マナーアラームモードで
あることと決定することができる。前記携帯端末の状態は、照度センサーが照度変化を検
出し、それに該当する電気的信号を制御部へ送信すると、制御部は前記電気的信号が予め
設定された基準値と比べてそれによって携帯端末の状態を決定することができる。このと
き、制御部は前記照度センサーによる照度値が予め設定された基準値以下の場合、前記マ
ナーアラームモード進入であることで決定し、作動モードを転換することができる。例え
ば、照度センサーが測定する最も明るい照度を１００、最も暗い照度を０といい、予め設
定された基準値の照度が３０であるとき、前記照度センサーによって測定された照度値が
前記基準値３０より小さい場合、又は同じ場合、マナーアラームモード進入であることで
決定することができる。
【００３２】
　本発明で前記マナーアラームモードは、前面のメイン表示領域１１０によるイベント情
報出力は省略し、側面の補助表示領域１２０によるイベント情報出力のみをサポートする
モードに該当することで、マナーアラームモードでは画面出力だけが成り、サウンド出力
及び振動出力は省略されることができ、これはユーザ設定によって多様に定義されること
ができる。前記補助表示領域１２０に基づいたイベント情報出力は前記メイン表示領域１
１０を単色（例えば、黒色）で出力処理したり、又は前記メイン表示領域１１０と補助表
示領域１２０の電源を分離して前記メイン表示領域１１０への電源供給を遮断する方式な
どが用いることができる。
【００３３】
　さらに、本発明の実施形態によれば、携帯端末で提供される環境設定又は別途のアプリ
ケーションを用いて携帯端末の右手モード及び左手モードを定義することができる。そし
て、携帯端末は定義された右手モード又は左手モードに対応する側面の補助表示領域１２
０のみを操作することができる。例えば、前記図１で右手モードに設定された場合、右側
側面の補助表示領域１２０を通じてイベント情報を出力し、左手モードに設定された場合
、左側側面の補助表示領域１２０を通じてイベント情報を出力することができる。
【００３４】
　携帯端末は、前記のようにマナーアラームモードで作動転換した後、アラームイベント
を受信することができる。本発明において、前記アラームイベントは前述したようにコー
ル受信、メッセージ受信、プッシュサービスの情報受信、メール受信、ＳＮＳのアラーム
受信などを含むことができる。前記携帯端末はマナーアラームモードでアラームイベント
を受信するときの前記アラームイベントによるイベント情報を前記側面の補助表示領域１
２０に基づいて出力することができる。ここで、前記イベント情報の出力は携帯端末に入
力が受信されるまで（例えば、取消し入力）絶えず出力されたり、又は予め設定された一
定時間（例えば、１秒、３秒、５秒）間だけ出力し、その表示を省略することができる。
【００３５】
　前記携帯端末は、前記マナーアラームモードでアラームイベントを受信するとき、前記
アラームイベントのタイプを判別し、判別された当該アラームイベントのタイプによって
イベント情報を抽出することができる。そして、抽出されたイベント情報を補助表示領域
１２０に表示することができる形態で加工し、その出力を処理することができる。例えば
、コール関連アラームイベントを判定するとき、発信情報（例えば、電話番号）を抽出し
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、抽出された発信情報とイベント処理方式に対して設定されたユーザ定義を比べることが
できる。そして、前記発信情報に対して設定された優先順位（ｐｒｉｏｒｉｔｙ）（例え
ば、重要、一般）により前記発信情報を当該イベント情報で加工して補助表示領域１２０
に出力することができる。
【００３６】
　さらに、メッセージアラームイベントを判定するとき、発信情報（例えば、電話番号）
及びメッセージ内容のうちの少なくとも一つを抽出し、抽出された発信情報とイベント処
理方式に対するユーザ定義を比べることができる。そして前記発信情報に対して設定され
た優先順位（例えば、重要、一般）により前記発信情報及びメッセージ内容のうちの少な
くとも一つを当該イベント情報で加工して補助表示領域１２０に出力することができる。
【００３７】
　一方、前記では発信情報に基づいて当該アラームイベントに対する処理方式を例示とし
たが、本発明によればイベントタイプ別でアラームイベントに対する処理方式が決定され
ることができる。即ち、コール受信、メッセージ受信、プッシュサービスの情報受信、メ
ール受信、ＳＮＳのアラーム受信などの各アラームイベント別で優先順位を設定してそれ
によって他の種類のイベント情報で加工してイベント情報出力を処理することができる。
【００３８】
　そして、前記のように補助表示領域１２０を通じて出力しようとするイベント情報は発
信番号、発信者名、メッセージ内容（この時、スクロール機能サポート）、アイコン（コ
ール、メッセージ、メール、プッシュサービス、ＳＮＳなどによって区分されたアイコン
）、カラー（補助表示領域１２０を全体又は一部を設定された優先順位により異なるよう
に表示）などの少なくとも一つの形態でイベントタイプに応じて異なるように加工される
ことができる。このようなイベント情報出力方式に対しては後述する図１１を参照して説
明する。
【００３９】
　図４は、本発明の実施形態による携帯端末の構成を概略的に示す図面である。図４を参
照すれば、通信モジュール３１０、フレキシブル表示部１００、センサーモジュール３３
０、記憶部３５０、及び制御部３９０を含んで構成される。この以外にも前記携帯端末は
マイクとスピーカーを備えるオーディオ処理部、デジタル放送（例えば、ＤＭＢ（Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）やＤＶＢ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）のような移動放送）の受信のためのデジタ
ル放送モジュール、被写体の静的映像及び動的映像撮影のためのカメラモジュール、ブル
ートゥース（（登録商標）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）通信、赤外線（ＩｒＤＡ、Ｉｎｆｒａｒ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）通信、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）通信、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）　などのような近距離無線通信に基づく通信機能サポートのため
の少なくとも一つの近距離通信モジュール、ハードキー（Ｈａｒｄ　ｋｅｙ）に基づく入
力サポートのための入力部、及び前記のような構成に電源供給のためのバッテリー（ｂａ
ｔｔｅｒｙ）などの構成をさらに含むことができるが、それらに対する説明及び図示は省
略する。
【００４０】
　前記通信モジュール３１０は、通信ネットワークを通じて外部サーバー又は他の携帯端
末との通信をサポートする。本発明で前記通信モジュール１００は移動通信基盤の音声通
話、映像通話、データ通信などの移動通信サービスをサポートするための無線周波数（Ｒ
Ｆ、Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュールを含むことができる。また前記通信モ
ジュール１００はＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）に基づく音声通話、映像
通話、データ通信などのインターネット通信サービスをサポートすることもできる。特に
、前記通信モジュール１００は携帯端末で外部サーバー又は携帯端末からアラームイベン
トを受信することができる。さらに、本発明で前記通信モジュール１００は特定通信モジ
ュールや通信方式に限定されるものではなく、モバイルデバイスが外部サーバー又は他の
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モバイルデバイスとの通信を実行するように与えられる多様な形態の通信モジュールによ
り具現されることができる。
【００４１】
　前記フレキシブル表示部１００は、携帯端末の作動状態に係る画面を表示することがで
きる。例えば、前記表示部１００は携帯端末のホームスクリーン（ｈｏｍｅ　ｓｃｒｅｅ
ｎ）、メニュースクリーン（ｍｅｎｕ　ｓｃｒｅｅｎ）、コール発信／受信画面、メッセ
ージ作成／受信画面、チャット画面、及びアプリケーション実行によるそれぞれの実行画
面を表示することができる。前記フレキシブル表示部１００は、携帯端末の前面のメイン
表示領域１１０と携帯端末の側面の補助表示領域１２０に区分され、前記補助表示領域１
２０を通じてコール受信、メッセージ受信、プッシュサービスによる情報受信、ＳＮＳに
よる情報受信などのようなアラームイベントによるイベント情報を出力することができる
。このようなフレキシブル表示部１００の補助表示領域１２０を操作する作動例示に対し
ては後述する。
【００４２】
　さらに、本発明で前記フレキシブル表示部１００はＬＣＤが使用されることが一般的で
あるが、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ、ＡＭＯＬＥＤなどのような他の表示装置が使用されることも
できる。また、前記フレキシブル表示部１００はタッチ（ｔｏｕｃｈ）に基づく入力をサ
ポートするインターフェースを含んで構成されることができる。例えば、前記フレキシブ
ル表示部１００はタッチスクリーン（ｔｏｕｃｈ－ｓｃｒｅｅｎ）構成によってタッチに
基づく多様なユーザ入力をサポートし、ユーザ入力による入力信号を生成して前記制御部
３９０へ伝達することができる。また、前記フレキシブル表示部１００は、前述のような
多様な画面を表示する時に前記携帯端末の回転方向（又は置いた方向）によって横モード
による画面表示、前記携帯端末の回転方向（又は置いた方向）によって縦モードによる画
面表示及び前記横モードと前記縦モードの間の変化による適応的な画面転換表示をサポー
トすることができる。
【００４３】
　前記センサーモジュール３３０は、携帯端末のポジション変化、照度変化、加速度変化
などのような多様な変化のうちの少なくとも１つを検出し、それに該当する電気的信号を
前記制御部３９０へ伝達することができる。即ち、前記センサーモジュール３３０は携帯
端末に基づいて成る状態変化を検出し、それによる検出信号を生成して前記制御部３９０
へ伝達することができる。本発明で前記センサーモジュール３３０は多様なセンサーから
なることができ、携帯端末駆動時（又は携帯端末の設定基盤）前記制御部３９０の制御に
よって設定された少なくとも一つのセンサーに電源が供給されて携帯端末の状態変化を検
出することができる。本発明の実施形態によればセンサーモジュール３３０を常に作動さ
せて携帯端末の状態変化を検出することができる。本発明では予め定義されるユーザ設定
、本発明のアラームイベント検出時点、又はユーザの受動操作によってセンサーモジュー
ル３３０が駆動されることができる。
【００４４】
　このようなセンサーモジュール３３０は携帯端末の状態変化を検出することができる諸
形態のセンシングデバイス（ｓｅｎｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）のうちの少なくとも一つの
デバイスを含んで構成されることができる。例えば、前記センサーモジュール３３０は加
速度センサー（Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｏｒ）、ジャイロセンサー（Ｇｙｒ
ｏ　Ｓｅｎｓｏｒ）、照度センサー（ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ　ｓｅｎｓｏｒ）、近接セ
ンサー（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｓｅｎｓｏｒ）、圧力センサー（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｅ
ｎｓｏｒ）、ノイズセンサー（Ｎｏｉｓｅ　Ｓｅｎｓｏｒ）（例えば、マイク）、ビデオ
センサー（Ｖｉｄｅｏ　Ｓｅｎｓｏｒ）（例えば、カメラモジュール）、及びタイマーな
どのような多様なセンシングデバイスのうちの少なくとも一つのセンサーを含んで構成さ
れることができる。
【００４５】
　本発明の実施形態では携帯端末のメイン表示領域１１０を使用しない多様な環境（例え
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ば、携帯端末の前面部がテーブルの表面と接触される、ひっくり返して置く状態又は携帯
端末のケース８００によって前記メイン表示領域１２０が覆った状態など）を検出するた
めの一環で、照度センサー及び加速度センサーなどのうちの少なくとも一つの組合によっ
て操作することを例示で説明する。しかし、本発明の実施形態によればセンサーの他の組
合又はシングルセンサーを用いることもできる。本発明の例示では一つ又はその以上のセ
ンサーを用いて携帯端末の状態を検出することができる。ここで、前記センサーモジュー
ル３３０が前記加速度センサーの場合を仮定し、携帯端末のポジションを検出する作動に
対して図１５を参照して詳しく説明する。
【００４６】
　図１５は、本発明の実施形態による携帯端末のポジション検出作動説明のために概略的
に示す図面である。図１５を参照すれば、前記センサーモジュール３３０は、前記通信モ
ジュール３１０からアラームイベントが収集された場合、前記制御部３９０の制御により
電源が供給されて携帯端末のポジションを測定する。本発明では前記センサーモジュール
３３０を常に作動させて携帯端末のポジションを検出することができる。又は前記センサ
ーモジュール３３０、特に、加速度センサーはアラームイベントを検出した後に作動する
ことができる。
【００４７】
　本発明においては、携帯端末のポジション検出のために前記センサーモジュール２００
が加速度センサーを用いることを例示とする。この時、前記センサーモジュール２００が
加速度センサーの場合、前記照度センサーによる携帯端末の検出は省略されることができ
る。このような場合、本発明の携帯端末をひっくり返して前面のメイン表示領域１１０が
テーブルの表面に接触する場合に操作されることができる。しかし、本発明の場合、携帯
端末が前面のメイン表示領域１１０が上方へ向けて携帯端末の後面がテーブルの表面に接
触する場合にも操作されることができ、これによって照度センサーを用いて携帯端末の照
度を先ず測定した後、補助表示領域１２０操作のために携帯端末のポジションを測定する
ことによって諸場合の実施例を含む。以下では加速度センサーによって携帯端末のポジシ
ョンを測定する具体的な例示に対して説明する。
【００４８】
　センサーモジュール３３０は、携帯端末の加速度を測定して電気的信号を生成し、生成
された電気的信号を制御部３９０へ伝達することができる。例えば、前記センサーモジュ
ール３３０が３軸加速度センサーの場合を仮定すれば、図１５に表示されたＸ軸、Ｙ軸及
びＺ軸それぞれに対する重力加速度を測定することができる。特に、前記センサーモジュ
ール３３０は携帯端末の運動加速度と重力加速度が加えた加速度を測定するが、携帯端末
の動きがなければ重力加速度だけ測定することができる。例えば、携帯端末の前面が上方
へ向けることを重力加速度の正（＋）方向、携帯端末の後面が上方へ向けることを重力加
速度のう負（－）方向と前提して説明する。
【００４９】
　前記図１５に示したように、携帯端末の後面が水平した面に接するように置かれている
場合、前記センサーモジュール３３０によって測定される重力加速度はＸ軸及びＹ軸成分
が０ｍ／ｓｅｃ２と測定され、Ｚ軸成分だけが特定量の値(例えば、＋９．８ｍ／ｓｅｃ
２)と測定されることができる。これに反し、携帯端末の前面が水平した面に接するよう
に置かれている場合、前記センサーモジュール３３０によって測定される重力加速度はＸ
軸及びＹ軸成分が０ｍ／ｓｅｃ２で測定され、Ｚ軸成分だけが特定負の値(例えば、－９.
８ｍ／ｓｅｃ２)が測定されることができる。
【００５０】
　同時に、携帯端末がテーブルの表面と斜めに置かれた場合を仮定するとき、前記センサ
ーモジュール３３０によって測定される重力加速度は、少なくとも一つの軸が０ｍ／ｓｅ
ｃ２ではない値と測定され、この時、３つの軸の成分の二乗の和の二乗根、即ち、ベクタ
ー和の大きさは前記特定値(例えば、９.８ｍ／ｓｅｃ２)になることができる。前記のよ
うな場合、前記センサーモジュール３３０は座標系でのＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向に対する
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それぞれの加速度を検出する。前記センサーモジュール３３０が付着した位置によって前
記それぞれの軸とそれに該当する重力加速度は変わることができることは勿論である。
【００５１】
　前記制御部３９０は、前記センサーモジュール３３０から伝達した重力加速度が少なく
とも一つ以上の軸成分によって測定された場合、前記各軸に対する加速度を用いて携帯端
末が置かれたポジションを確認(演算)できる。前記ポジションはロ－ル角(ｒｏｌｌ　ａ
ｎｇｌｅ)(φ)、ピッチ角(ｐｉｔｃｈ　ａｎｇｌｅ)(θ)、及びヨー角(ｙａｗ　ａｎｇｌ
ｅ)(Ψ)で示されることができる。前記ロ－ル角(φ)は、図１５でＸ軸を中心とした回転
角度を示され、前記ピッチ角(θ)は前記図１５でＹ軸を中心とした回転角度を示され、前
記ヨー角(Ψ)は前記図１５でＺ軸を中心とした回転角度を示されることができる。前記図
１５に示した例示の場合、前記センサーモジュール３３０から伝達した重力加速度のうち
でＺ軸重力加速度が＋９.８ｍ／ｓｅｃ２であれば、携帯端末の置かれたポジションは前
記ロ－ル角(φ)、及びピッチ角(θ)は「０」に該当するので、前記携帯端末の置かれるポ
ジションはＺ軸の重力加速度を受ける後面が重力方向に置かれたポジションであることを
分かる。前記のような方式によって携帯端末が置かれる何のポジションでも検出すること
ができ、また携帯端末のポジション検出のためのポジション検出部が追加的に具現される
ことができる。
【００５２】
　本発明で前記制御部３９０はオイラー角を用いたポジション計算アルゴリズム、拡張カ
ルマンフィルター（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｋａｌｍａｎ　ｆｉｌｔｅｒ）を用いたポジショ
ン計算アルゴリズム、加速度予測スイッチングアルゴリズムなどのようなアルゴリズムを
用いて携帯端末のポジションを判定することができる。即ち、本発明によれば加速度系な
どを用いて携帯端末のポジションを測定する方法は実施形態により多様な方法に具現され
ることができる。
【００５３】
　さらに、前記図４を参照すれば、前記記憶部３５０は携帯端末で進行されて処理される
各種アプリケーションとデータを記憶し、一つ以上の非揮発性メモリーと揮発性メモリー
から構成されることができる。本発明で前記記憶部３５０はＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリー（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、内蔵ハードディスク（ＨＤＤ、Ｈａｒｄ　Ｄｉ
ｓｋ）、　外蔵ハードディスク、外部保存媒体などのうちで少なくとも一つで構成される
ことができる。さらに、前記記憶部３５０は前記携帯端末のＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）、前記フレキシブル表示部１００の表示制御作動に係るプログラムとデー
タ、前記センサーモジュール３３０を用いた携帯端末の状態検出及びそれによる制御作動
に係るプログラムとデータなどを持続的に或いは一時的に記憶することができる。特に、
前記記憶部３５０は前記フレキシブル表示部１００のメイン表示領域１１０及び補助表示
領域１２０操作に係る設定情報３７０を記憶することができる。
【００５４】
　本発明において、前記設定情報３７０は、センサーモジュール３３０（特に、照度セン
サー）によって測定された値がマナーアラームモード進入のための条件を満足するのか否
か判別（即ち、メイン表示領域１１０を使用しない状態に付合するのか否か判別）のため
の基準条件情報、前記補助表示領域１２０のイベント情報出力方式決定のためのイベント
タイプ別又は発信情報別に設定された優先順位情報、右手モード及び左手モード操作のた
めの作動モード情報、イベント情報の出力完了処理のための情報（例えば、ユーザのイン
タラクション入力時まで絶えず出力、或いは予め設定された一定時間の間の出力など）、
マナーアラームモードに対するセンサーモジュール３３０の操作方式（例えば、利用しよ
うとするセンサー及び各センサー別イベント条件）に対する情報などを含むことができる
。設定情報３７０は、少なくとも一つのマッピングテーブル（ｍａｐｐｉｎｇ　ｔａｂｌ
ｅ）に具現されて提供されることができる。
【００５５】
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　前記制御部３９０は、携帯端末の全般的な作動を制御する。特に、前記制御部３９０は
本発明の実施形態でフレキシブル表示部１００を用いたアラームイベントに対するマナー
アラームモードに基づくイベント情報出力機能操作に係る作動を制御することができる。
即ち、前記制御部３９０は前面のメイン表示領域１１０と側面の補助表示領域１２０に区
分された前記フレキシブル表示部１００で、携帯端末の状態によって前記補助表示領域１
２０を用いたアラームイベントのイベント情報出力を制御することができる。
【００５６】
　例えば、前記制御部３９０はアラームイベント発生に関係せず前記センサーモジュール
３３０に基づく前記携帯端末の状態を判定し、判定された携帯端末の状態によってマナー
アラームモードへ進入するか否かを決定し、マナーアラームモード状態で発生されるアラ
ームイベントに対して前記補助表示領域１２０に基づいて前記アラームイベントのイベン
ト情報出力を制御することができる。また、前記制御部３９０はアラームイベント発生を
検出する時点で携帯端末の状態を判定し、判定された携帯端末の状態によってマナーアラ
ームモードへ進入するか否かを決定し、マナーアラームモード進入時の前記補助表示領域
１２０に基づいて前記アラームイベントのイベント情報出力を制御することができる。ま
た、前記制御部３９０はアラームイベント発生するか否かにかかわらずタイマーに基づく
マナーアラームモードを操作することができる。例えば、前記制御部３９０は携帯端末の
現在時間を判定してマナーアラームモードへ進入するか否かを決定することができる。例
えば、前記制御部３９０は現在時間が予め定義された時間（例えば、午前０時、又は一定
時間範囲）に属する時にマナーアラームモード進入を決定することができる。そして、マ
ナーアラームモード状態で発生されるアラームイベントに対して前記補助表示領域１２０
に基づいて前記アラームイベントのイベント情報出力を制御することができる。
【００５７】
　さらに、前記制御部３９０は前記補助表示領域１２０に基づくイベント情報出力時のア
ラームイベント別に設定された優先順位及び発信情報別設定された優先順位などに応じて
イベント情報の出力方式を決定し、決定された方式に応じてイベント情報出力を処理する
ことができる。また、前記制御部３９０は前記携帯端末の状態により前記補助表示領域１
２０のイベント情報表示方向を適応的に回転制御することができる。
【００５８】
　さらに、前記制御部３９０は前記の機能外に前記携帯端末の通常的な機能に係る各種作
動を制御することができる。例えば、前記制御部３９０は特定アプリケーション実行時の
その操作及び画面表示を制御することができる。また、前記制御部３９０はタッチに基づ
いた入力インターフェースでサポートする多様なタッチインタラクション入力に対応する
入力信号を受信し、それによる機能操作を制御することができる。また、前記制御部３９
０は有線通信又は無線通信に基づいて各種データの送受信を制御することができる。
【００５９】
　前記図４に示した本発明の携帯端末は本発明の機能をサポートするすべての情報通信機
器、マルチメディア機器及びそれに対する応用機器を含むことができる。例えば、前記携
帯端末は多様な通信システムに対応される各通信プロトコル（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ）に基づいて作動する移動通信端末機を含み、タブレットＰＣ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、スマートフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）、
デジタルカメラ、ＰＭＰ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）、
メディアプレーヤー（Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）、携帯ゲーム端末及びＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などのデバイスを含むことができる
。
【００６０】
　図５乃至図７は、本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部１００の補助
表示領域１２０を活用する例示を示す図面である。前記図５乃至図７に示したように、前
記図５は携帯端末の前面が示され、その後面がテーブルの表面と接触した状態で前記フレ
キシブル表示部１００の補助表示領域１２０にイベント情報４００が出力される画面例示
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を示されたことで、前記図６は携帯端末の後面が示され、その前面がテーブルの表面と接
触した状態で前記フレキシブル表示部１００の補助表示領域１２０にイベント情報４００
が出力される画面例示を示されたことで、前記図７は前記図５及び前記図６のように携帯
端末の置いた状態によって補助表示領域１２０内のイベント情報の表示方向が適応的に回
転転換してイベント情報４００を出力する作動例示を示されたものである。
【００６１】
　前記図５乃至図７を参照すれば、前記フレキシブル表示部１００の補助表示領域１２０
内のイベント情報の表示方向は携帯端末が置いた状態にかかわらず常に正方向と示される
ことができる。例えば、携帯端末の状態が前面が上方と示された状態で反対の後面がさら
に上方へ向ける場合、又は携帯端末の状態が後面が上方と示された状態で反対の前面がさ
らに上方へ向ける場合、それによってイベント情報４００を回転（例えば、１８０°）し
て補助表示領域１２０内のイベント情報４００がユーザ立場から常に正方向と表示される
ことができるようにする。また、携帯端末の状態が前面が上方へ向ける状態を基準で所定
角度（例えば、３０°、１２０°等）で傾くように置いた場合、前記補助表示領域１２０
内のイベント情報は前記所定角度によって前述したように回転方向が決定することができ
る。例えば、前記所定角度が３０°である場合、前記補助表示領域１２０内のイベント情
報の表示方向は以前の前面が上方と示された状態と対応される方向と示されることができ
、前記所定角度が１２０°である場合、前記補助表示領域１２０内のイベント情報の表示
方向は以前の後面が上方と示された状態と対応される方向と示されることができる。この
ように、携帯端末が置かれた状態によるイベント情報４００の回転は、前述したようなセ
ンサーモジュール３３０の加速度センサーに基づいて携帯端末の置かれた状態を検出し、
それによってイベント情報の出力方式が決定されることができる。
【００６２】
　例えば、制御部３９０はアラームイベントを検出するとき、一次的にセンサーモジュー
ル３３０の照度センサーに基づいてマナーアラームモードへ進入するか否かを判定するこ
とができる。さらに、マナーアラームモード進入と決定するとき、前述したように前記セ
ンサーモジュール３３０の加速度センサー基づいて携帯端末の置いた状態（ポジション方
向）を判定することができる。ここで、本発明では前記図５に示したようにスピーカー３
０１、照度センサー３０３及び前面カメラモジュール３０５などの付加装置とメイン表示
領域１２０が示される面を前面と称し、前記図６に示したように後面カメラモジュール５
００とバッテリーカバー５５０などが示される面を後面と称することができる。
【００６３】
　携帯端末が前記図５の例示のように前面が上方へ向ける状態の場合、イベント情報４０
０の回転無しに補助表示領域１２０を通じて直ちに出力し、携帯端末が前記図６の例示の
ように前面が下方へ向ける状態の場合、イベント情報４００を１８０°回転して補助表示
領域１２０を通じて出力することができる。
【００６４】
　また、前記図５及び前記図６の例示のようなどの一つの状態で他の反対の状態で携帯端
末の状態が転換されるとき、前記図７の例示のように補助表示領域１２０のイベント情報
４００表示方向が適応的に回転転換されて表示されることができる。このとき、制御部３
９０は補助表示領域１２０に基づいてイベント情報４００を出力する間に前記センサーモ
ジュール３３０から携帯端末の前面及び後面が反対方向に変わるポジション情報が検出さ
れるとき、それによってイベント情報４００の表示方向の転換を制御することができる。
【００６５】
　さらに、前記図５乃至図７では携帯端末が置いた状態によって補助表示領域１２０を用
いる場合を例示と示されたが、前記のような作動は前記図３に示したように前記携帯端末
が携帯端末のケース８００に属している場合にも作動することができる。
【００６６】
　図８乃至図１０は、本発明の実施形態による携帯端末でフレキシブル表示部１００の具
現形態によって補助表示領域１２０を用いたイベント情報を提供する作動例示を示す図面
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である。
【００６７】
　前記図８乃至図１０を参照すれば、前記図８の場合、携帯端末本体２００の側面に拡張
される補助表示領域１２０が前記本体２００の側面縦断まで具現された場合の例示を示さ
れ、前記図９の場合、携帯端末の側面に拡張される補助表示領域１２０が前記本体２００
の側面一部分まで具現された場合の例示を示されたことである。前記図１０の場合、携帯
端末に補助表示領域１２０が具現されるタイプによるイベント情報４００出力方式を説明
するための例示を示されたことである。
【００６８】
　前記図１０に示したように、前記本体２００の側面まで拡張されて示される補助表示領
域１２０の高さ（縦方向の大きさ）を「Ｈ」と仮定する時、前記高さ（縦方向の大きさ）
「Ｈ」によりイベント情報４００を異なるように加工して示されることができる。例えば
、本発明では前記補助表示領域１２０の高さ（縦方向の大きさ）「Ｈ」によって抽出され
たイベント情報４００（例えば、発信情報、メッセージ内容、プッシュサービスの情報、
ＳＮＳのアラームなどのテキスト）とイベント識別アイテム４５０（例えば、イベントタ
イプ識別用アイコン（テキストタイプアイコン、イメージタイプアイコン）、カラー縁、
カラーバー等）を選択的に表示することができる。
【００６９】
　前記図８の例示のように、前記補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のため
の最小大きさ「Ａ」より大きい場合、又は同じ場合（例えば、Ｈ＝７ｍｍ、Ａ＝６ｍｍ）
、テキスト及びイベント識別アイテム４５０うちのいずれか一つ又はそれらの組合によっ
てイベント情報４００を表示することができる。一方、前記図９の例示のように、前記補
助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のための最小表示大きさ「Ａ」より小さい
場合（例えば、Ｈ＝６ｍｍ、Ａ＝７ｍｍ）、テキスト表示は省略されてイベント識別アイ
テム４５０のうちのいずれか１つ又は複数の組合によってイベント情報４００を表示する
ことができる。前記最小表示大きさ「Ａ」は実験に基づいて決定することができる。
【００７０】
　即ち、本発明の実施形態によれば、前記補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」によってイベ
ント情報４００及びイベント識別アイテム４５０が選択的に表示されることができる。こ
れを前記図１０を参照して以下のように詳しく説明する。
【００７１】
　前記図１０の例示のように、前記補助表示領域１２０は補助表示領域１２０の高さ「Ｈ
」と、イベント識別アイテム４５０うちのテキスト外郭に具現されるカラー縁の表示のた
めの最小大きさ「ｈ」、テキスト表示のための最小大きさ「Ａ」などを考慮してイベント
情報４００を表示することができる。ここで、テキスト表示のための最小大きさ「Ａ」は
テキスト大きさ「Ｔ」と補助表示領域１２０のギャップ（ｇａｐ）である２ａ、即ち、「
Ａ＝Ｔ＋２ａ」のように定義されることができる。前記補助表示領域１２０のギャップ（
２ａ）はそれぞれ上側ギャップ（ａ）と下側ギャップ（ａ）を含み、フレキシブル表示部
１００の曲率半径に対応して決定することができる。前記上側ギャップ（ａ）と下側ギャ
ップ（ａ）は前記図１０において高さ（ｈｅｉｇｈｔ）のように表示されることができる
。前記図１０において補助表示領域１２０のギャップのうちで下側ギャップは省略される
こともできる。例えば、前記補助表示領域１２０の携帯端末本体２００の側面までに延長
される場合には省略されることができ、前記補助表示領域１２０が携帯端末の後面まで延
長される場合、下側ギャップが曲率半径に対応して生成されることができる。前記図１０
では説明の便宜のために上側ギャップ及び下側ギャップが全部含まれる場合を例示として
説明する。参照番号＜８０１＞の例示の場合、補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキス
ト表示のための最小大きさ「Ａ（Ａ＝Ｔ＋２ａ）」より大きいとか、又は同じで、テキス
ト表示のための最小大きさ「Ａ」がカラー縁の表示のための最小大きさ「Ｈ」より大きい
場合、又は同じ場合の例を示される。即ち、補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」が異なるす
べての大きさを含む大きさ（例えば、Ｈ≧Ａ＞ｈ）を有する場合で、特に補助表示領域１
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２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のための最小大きさ「Ａ」より大きい場合、又は同じ条
件の場合の例を示される。前記のような条件の場合、前記補助表示領域１２０にはイベン
ト情報４００（例えば、発信情報、メッセージ内容、プッシュサービスの情報、ＳＮＳの
アラームなどのテキスト）とイベント識別アイテム４５０（例えば、イベントタイプ識別
用アイコン（テキストタイプアイコン、イメージタイプアイコン）、カラー縁、カラーバ
ー等）うちの少なくとも一つが携帯端末の設定によって選択的に表示されることができる
。
【００７２】
　参照番号＜８０３＞の例示の場合、補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示の
ための最小大きさ「Ａ（Ａ＝Ｔ＋２ａ）」より大きいとか、又は同じで、カラー縁の表示
のための最小大きさ「ｈ」より小さい又は同じ場合の例を示される。即ち、補助表示領域
１２０の高さ「Ｈ」が異なるすべての大きさを含むとか、それらの間の大きさ（例えば、
ｈ≧Ｈ≧Ａ）を有する場合で、特に補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト最小表示
大きさ「Ａ」より大きいとか、又は同じであるが、カラー縁の表示のための最小大きさ「
ｈ」より小さな条件の場合の例を示される。前記のような条件の場合、前記補助表示領域
１２０にはイベント情報４００（例えば、発信情報、メッセージ内容、プッシュサービス
の情報、ＳＮＳのアラームなどのテキスト）とイベント識別アイテム４５０の一部が携帯
端末の設定によって選択的に表示されることができる。前記イベント識別アイテム４５０
の一部はカラー縁を除いたイベントタイプ識別用アイコン及びカラーバーのうちの少なく
とも一つを含むことができる。
【００７３】
　参照番号＜８０５＞の例示の場合、補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示の
ための最小大きさ「Ａ（Ａ＝Ｔ＋２ａ）」より小さく、テキスト表示のための最小大きさ
「Ａ」がカラー縁の表示のための最小大きさ「ｈ」より小さい場合の例を示される。即ち
、補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」が異なるすべての大きさより小さな大きさ（例えば、
Ｈ＜Ａ＜ｈ）を有する場合で、特に補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のた
めの最小大きさ「Ａ」より小さな条件の場合の例を示される。前記のような条件の場合、
前記補助表示領域１２０にはイベント情報４００（例えば、発信情報、メッセージ内容、
プッシュサービスの情報、ＳＮＳのアラームなどのテキスト）の表示は省略され、イベン
ト識別アイテム４５０の一部がユーザ設定によって選択的に表示されることができる。前
記イベント識別アイテム４５０の一部は前記イベントタイプ識別用アイコン（特に、イメ
ージタイプアイコン）及びカラーバーのうちの携帯端末の設定によって少なくとも一つを
含むことができる。
【００７４】
　これを整理すれば、以下のように示されることができる。
【００７５】
　（１）補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のための最小大きさ「Ａ」より
大きい場合、又は同じ場合、テキストに基づくイベント情報４００及びイベント識別アイ
テム４５０のうち携帯端末の設定による少なくとも一つを表示
　（２）補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」がテキスト表示のための最小大きさ「Ａ」とカ
ラー縁の表示のための最小大きさ「ｈ」の間に存在する場合、イベント情報４００及びイ
ベント識別アイテム４５０アイテムの一部（特に、カラー縁を除いたイベントタイプ識別
用アイコン及びカラーバーのうちで少なくとも一つ）のうちの携帯端末の設定による少な
くとも一つを表示
　（３）補助表示領域１２０の「Ｈ」がテキスト表示のための最小大きさ「Ａ」より小さ
い場合、イベント識別アイテム４５０（特に、イメージタイプアイコン及びカラーバーの
うちで携帯端末の設定による少なくとも一つ）表示
　例えば、前記（１）方式の場合、前記図８及び図１０の参照番号＜８０１＞に示したよ
うに、アラームイベント発生時、アラームイベントタイプ（例えば、コール、メッセージ
、メール、プッシュサービス、又はＳＮＳ等）を判別し、前記アラームイベントからイベ
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ント情報４００（例えば、テキストに基づく発信情報、発信者情報、メッセージ内容、プ
ッシュサービスアラーム内容、又はＳＮＳアラーム内容など）を抽出することができる。
そして前記アラームイベントのタイプ及びそれに設定された優先順位によって多様なイベ
ント識別アイテム４５０（例えば、イベントタイプ識別用アイコン（テキストタイプアイ
コン、イメージタイプアイコン）、カラー縁又はカラーバーなど）のうちの少なくとも一
つが決定されることができる。次いで、前記イベント情報４００及び決定されたイベント
識別アイテム４５０を共に表示することができる。前記（１）方式の場合、携帯端末の設
定方式に応じて前記イベント情報４００及びイベント識別アイテム４５０のうちのいずれ
か一つだけ選択的に表示されることもできる。
【００７６】
　前記（２）方式の場合、前記図８の参照番号＜８０３＞に示したように、アラームイベ
ント発生時アラームイベントタイプ（例えば、コール、メッセージ、メール、プッシュサ
ービス、又はＳＮＳなど）を判別し、前記アラームイベントからイベント情報４００（例
えば、テキストに基づく発信情報、発信者情報、メッセージ内容、プッシュサービスアラ
ーム内容、又はＳＮＳアラーム内容など）を抽出することができる。そして前記アラーム
イベントのタイプ及びそれに設定された優先順位によって多様なイベント識別アイテム４
５０の一部（例えば、イベントタイプ識別用アイコン（テキストタイプアイコン、イメー
ジタイプアイコン）、カラーバーなど）のうちの少なくとも一つが決定することができる
。次いで、前記イベント情報４００及び決定されたイベント識別アイテム４５０を共に表
示することができる。前記（２）方式の場合、携帯端末の設定方式に応じて前記イベント
情報４００及びイベント識別アイテム４５０のうちの一つだけ選択的に表示されることが
できる。
【００７７】
　前記（３）方式の場合、前記図７Ｂ及び前記図８の参照番号＜８０５＞に示したように
、アラームイベント発生時、アラームイベントタイプ（例えば、コール、メッセージ、メ
ール、プッシュサービス、又はＳＮＳなど）を判別し、前記判別されたアラームイベント
タイプにマッピングされたイベント識別アイテム４５０（特に、イベントタイプ識別用ア
イコン（イメージタイプアイコン）又はカラーバー）を抽出することができる。又は前記
アラームイベントタイプ（又は発信情報）の優先順位によるイベント識別アイテム４５０
（例えば、カラーバー）のみを抽出することができる。さらに、抽出された少なくとも一
つのイベント識別アイテム４５０を表示することができる。
【００７８】
　さらに、上記で定義されたような補助表示領域１２０の高さ「Ｈ」と、テキスト表示の
ための最小大きさ「Ａ」と、補助表示領域１２０のギャップ「ａ」と、テキスト表示大き
さ「Ｔ」、及びカラー縁の表示のための最小大きさ「ｈ」は携帯端末のタイプによってそ
れぞれ異なるように定義されることができる。例えば、携帯端末の大きさ、フレキシブル
表示部１００の具現形態によってそれぞれ異なるように定義されることができる。
【００７９】
　以下では、前述したようなアラームイベントのイベント情報を前記補助表示領域１２０
を用いてアラームする具体的な作動例示に対して図９を参照して詳しく説明する。
【００８０】
　図１１は、本発明の実施形態によるフレキシブル表示部１００の補助表示領域１２０で
出力されるイベント情報の例示を説明するために示す図面である。
【００８１】
　前記図１１を参照すれば、本発明の実施形態ではアラームイベントに対するイベント情
報に対してテキスト及びイベント識別アイテムのうちの少なくとも一つを補助表示領域１
２０を通じて表示することができる。このとき、前記補助表示領域１２０を通じるイベン
ト情報出力は前述したように補助表示領域１２０の高さに応じてテキスト基盤及びイベン
ト識別アイテム基盤のうちのいずれか一つ又はそれらの組合によって表示されたり、又は
イベント識別アイテムに基づいて表示されることができる。また前記補助表示領域１２０
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を通じるイベント情報出力は携帯端末の設定方式に従って多様な組合で提供されることが
できる。
【００８２】
　例えば、参照番号＜９０１＞に示したように、受信されたアラームイベントがコール受
信であり、イベント識別アイテム４５０のうち「Ｃａｌｌ：」のように前記アラームイベ
ントのタイプ識別のためのテキストタイプアイコンと、「０１０－１２３４－５６７８お
母さん」のようなイベント情報４００が共に補助表示領域１２０を通じて提供されること
ができる。
【００８３】
　参照番号＜９０３＞に示したように、受信されたアラームイベントがコール受信であり
、イベント識別アイテム４５０のうち「Ｃａｌｌ：」のように前記アラームイベントのタ
イプ識別のためのテキストタイプアイコンと、「０１０－１２３４－５６７８お母さん」
のようなイベント情報４００を含み、前記テキストタイプアイコン及びイベント情報４０
０の外郭を取り囲む特定形態（例えば、四角状、楕円状など）に形成されて前記アラーム
イベントに対して設定された優先順位をアラームするためのカラー縁が共にに補助表示領
域１２０を通じて提供されることができる。前記カラー縁は携帯端末の設定による優先順
位（重要、一般、ブックマークなど）によって赤、黄色、ブルーなどのように各優先順位
別に区分されたカラーで提供されることができる。例えば、前記参照番号＜９０３＞で「
０１０－１２３４－５６７８」の発信番号に対して重要優先順位と設定された場合を仮定
するとき、赤カラーに基づいたカラー縁が提供されることができる。このとき、発生され
たアラームイベントに対するどんな優先順位設定もない場合、設定方式に応じて前記参照
番号＜９０１＞のように別途の縁のアイテム無しに提供されたり設定された特定カラー（
例えば、黒いカラー）の縁が提供されることができる。
【００８４】
　参照番号＜９０５＞に示したように、受信されたアラームイベントがコール受信であり
、イベント識別アイテム４５０のうち
【００８５】
（外１）

のようにに前記アラームイベントのタイプ識別のためのイメージタイプアイコンと、「０
１０－１２３４－８７６５友達１」のようなイベント情報４００を含み、前記イメージタ
イプアイコンとイベント情報４００の外郭を取り囲む特定形態（例えば、四角状、楕円状
など）に形成されて前記アラームイベントに対して設定された優先順位をアラームするた
めのカラー縁が共に補助表示領域１２０を通じて提供されることができる。前記カラー縁
は携帯端末の設定による優先順位（重要、一般、ブックマークなど）によって赤、黄色、
ブルーなどのように各優先順位別に区分されたカラーで提供されることができる。例えば
、前記参照番号＜９０５＞で「０１０－１２３４－８７６５」の発信番号に対してブック
マークの優先順位と設定された場合を仮定するとき、ブルーカラーに基づいたカラー縁が
提供されることができる。
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【００８６】
　参照番号＜９０７＞に示したように、受信されたアラームイベントがメッセージ受信で
、イベント識別アイテム４５０のうち
【００８７】
（外２）

のように前記アラームイベントのタイプ識別のためのイメージタイプアイコンと、「早く
お入りなさい！！」のようなイベント情報４００を含み、前記イメージタイプアイコンと
イベント情報４００の外郭を取り囲む特定形態（例えば、四角状、楕円状など）に形成さ
れて前記アラームイベントに対して設定された優先順位をアラームするためのカラー縁が
共に補助表示領域１２０を通じて提供されることができる。前記カラー縁は携帯端末の設
定による優先順位（重要、一般、ブックマークなど）によって赤、黄色、ブルーなどのよ
うに各優先順位別に区分されたカラーで提供されることができる。例えば、前記参照番号
＜９０７＞でメッセージを発信した発信番号に対して一般優先順位と設定された場合を仮
定するとき、黄色カラーに基づいたカラー縁が提供されることができる。このとき、スパ
ムメッセージのように発生されたアラームイベントに対するどんな優先順位設定もない場
合、携帯端末の設定方式に応じて前記参照番号＜９０１＞のように別途の縁アイテム無し
に提供されたり設定された特定カラー（例えば、黒い色）の縁が提供されることができる
。
【００８８】
　参照番号＜９０９＞及び参照番号＜９１１＞の場合、補助表示領域１２０の高さがテキ
スト最小表示大きさより小さい場合であるか、又は携帯端末の設定によってカラーバーが
提供される場合に該当することができる。前記参照番号＜９０９＞及び参照番号＜９１１
＞に示したように、受信されたアラームイベント別でカラーバーの形態を異なるように表
わし、受信されたアラームイベントに対して設定された優先順位別でカラーバーのカラー
を異なるように示されることができる。例えば、コール受信のアラームイベントの場合、
前記参照番号＜９０９＞のように一直線バー形態を有し、該バーを設定された優先順位に
対応するカラーで示されることができる。又はメッセージ受信のアラームイベントの場合
、前記参照番号＜９１１＞のように点線バー形態を有し、該バーを設定された優先順位に
対応するカラーで示されることができる。また前記参照番号＜９０９＞及び参照番号＜９
１１＞外にも多様な形態が携帯端末の設定によって提供されることができる。例えば、前
述したようなイメージタイプアイコンとカラーバーが組合された形態で提供されたり、又
は受信アラームイベントがユーザ定義による重要度又は条件によってカラーバーを補助表
示領域１２０全体又は一部に示されるように構成することもできる。
【００８９】
　図１２は、本発明の実施形態による携帯端末の状態変化に対するフレキシブル表示部１
００操作作動例を示す流れ図である。前記図１２を参照すれば、前記図１２の場合、ユー
ザによって本発明のマナーアラームモードが事前決定される場合に該当することができる
。例えば、ユーザは会議などに参加するとき、マナーアラームモードのために予め定義さ
れた状態で携帯端末環境を操作することができる。例えば、ユーザは携帯端末を机のよう
なテーブルの表面に下ろしたときの携帯端末の前面部を底へ向けるようにしておくことが
できる。又はユーザは携帯端末の前面部が上方へ向けるようにしておく時に携帯端末のケ
ース８００を用いてメイン表示領域１１０を覆うことと同じ状態でおくことができる。こ



(21) JP 2018-186522 A 2018.11.22

10

20

30

40

50

のような図１２の場合、マナーアラームモードへの転換のための前述したような照度セン
サー及び加速度センサーなどのような少なくとも一つの特定センサーモジュール３３０が
作動している状態であるか、又は特定センサーモジュール３３０がユーザの受動操作によ
って作動されることができる。
【００９０】
　前記図１２に示したように、制御部３９０は前述したように携帯端末のポジション変化
（又は照度変化）を検出することができる（１００１段階）。例えば、ユーザは前記携帯
端末を机などの底に下ろすことができる。すると、制御部３３０は照度センサー又は加速
度センサーのようなセンサーモジュール３３０から獲得された測定値に基づいて携帯端末
のポジション変化（又は照度変化）を検出することができる。
【００９１】
　制御部３９０は携帯端末のポジション変化（照度変化）を検出するとき、予め設定され
たポジション情報（又は照度情報）と比べることができる（１００３段階）。この時、前
記比較は検出されたポジション変化（又は照度変化）がマナーアラームモード進入のため
の条件を満足するのか否かを判別するための作動に該当することができる。
【００９２】
　制御部３９０は、前記ポジション情報（又は照度情報）比較によって、前記携帯端末の
状態変化がマナーアラームモードで転換のためのことなのかを判定することができる（１
００５段階）。例えば、前記ポジション情報（又は照度情報）が予め定義された設定情報
に対応すればマナーアラームモード転換と決定し、予め定義された設定情報に対応しなけ
れば一般モードによる作動処理と決定することができる。
【００９３】
　制御部３９０はマナーアラームモード転換で決定すると（１００５段階のＹＥＳ）、携
帯端末で現在操作中の作動モードをマナーアラームモードで転換することができる（１０
０７段階）。さらに、制御部３９０は前記マナーアラームモード転換時、メイン表示領域
１１０ターン－オフ（ｔｕｒｎ－ｏｆｆ）及び補助表示領域１２０に基づいたフレキシブ
ル表示部１００操作を制御することができる（１００９段階）。
【００９４】
　制御部３９０はマナーアラームモード転換ではないことで決定すると（１００５段階の
ＮＯ）、携帯端末で現在操作中の作動モードを維持することができる（１０１１段階）。
このとき、もし携帯端末で現在操作中の作動モードがマナーアラームモードに該当する場
合、前記制御部３９０は前記１００７段階で前記作動モードを一般モードで転換すること
ができる。さらに、制御部３９０はメイン表示領域１１０及び補助表示領域１２０のうち
の少なくとも一つの表示領域の選択的操作によってフレキシブル表示部１００操作を制御
することができる（１０１３段階）。
【００９５】
　図１３は、本発明の実施形態による携帯端末でアラームイベントに対するフレキシブル
表示部１００操作作動例を示す流れ図である。前記図１３を参照すれば、前記図１１の場
合、外部からアラームイベントが発生するときの携帯端末の状態（照度、ポジションなど
）を確認し、携帯端末の状態によってマナーアラームモードによる作動又は一般モードに
よる作動を処理する例示を示されることである。このような図１３の場合、マナーアラー
ムモードへの転換のための携帯端末の状態を判定する特定センサーモジュール３３０はア
ラームイベント発生時点で作動されることができる。
【００９６】
　前記図１３に示したように、制御部３９０は前述したような多様なアラームイベントの
うちのいずれか一つのアラームイベント発生を検出することができる（１１０１段階）。
例えば、前記制御部３９０はコール受信、メッセージ受信、プッシュサービスの情報受信
、メール受信、ＳＮＳの情報受信などによるアラームイベント発生を検出することができ
る。
【００９７】
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　制御部３９０は前記アラームイベント発生を検出する時に前記アラームイベントによる
イベント処理方式に対して決定することができる（１１０３段階）（１１０５段階）。例
えば、制御部３９０は前述したようにセンサーモジュール３３０を通じて携帯端末の状態
をチェックした後、前記携帯端末の状態によってマナーアラームモードによるイベント処
理又は一般モードによるイベント処理のうちのいずれか一つを決定することができる。即
ち、前記制御部３９０はアラームイベント発生時に携帯端末の状態別でマナーアラームモ
ードの操作するか否かを決定することができる。また、前記制御部３９０はアラームイベ
ント発生時、携帯端末の現在時間を判定してマナーアラームモードへ進入するか否かを決
定することができる。例えば、前記制御部３９０は現在時間が予め定義された時間（例え
ば、午前０時、又は一定時間範囲）に属するのか判定して携帯端末のマナーアラームモー
ドを操作するか否かを決定することができる。
【００９８】
　制御部３９０はマナーアラームモードによるイベント処理で決定すると（１１０５段階
のＹＥＳ）、補助表示領域１２０を活性化して（１１０７段階）前記補助表示領域１２０
　基づいたイベント情報出力を制御することができる（１１０９段階）。ここで、本発明
ではアラームイベント発生時のセンサーモジュール３３０の照度センサー又は加速度セン
サーによって一次的に携帯端末の状態を判別し、携帯端末の状態によるマナーアラームモ
ード進入するか否かを決定することができる。そして、マナーアラームモード進入時前記
センサーモジュール３３０の加速度センサーによって２次的に携帯端末のポジションを判
別し、携帯端末のポジションによるイベント情報表示方向を決定することができる。
【００９９】
　制御部３９０は一般モードによるイベント処理で決定すると（１１０５段階のＮＯ）、
メイン表示領域１１０及び補助表示領域１２０うちの少なくとも一つの表示領域を選択的
に活性化できる（１１１１段階）。そして制御部３９０は活性化された表示領域に基づく
イベント情報出力を制御することができる（１１１３段階）。
【０１００】
　図１４は、本発明の実施形態による携帯端末でイベント情報に対するフレキシブル表示
部１００操作作動例を示す流れ図である。前記図１４を参照すれば、前記図１４の場合、
マナーアラームモードが作動中の状態でアラームイベントに対するイベント情報の出力方
式を決定し、決定された出力方式に応じてイベント情報出力を処理する例示を示したもの
である。
【０１０１】
　前記図１４に示したように、先ず制御部３９０は前述したように発生されたアラームイ
ベントに対してマナーアラームモードによる処理のとき、前記アラームイベントによるイ
ベントタイプを判別することができる（１２０１段階）。例えば、制御部３９０はアラー
ムイベントがコール受信、メッセージ受信、プッシュサービスの情報受信、メール受信、
ＳＮＳの情報受信などのような多様なイベントタイプのうちでどこに属するのか判別する
ことができる。イベントタイプ判別は当該イベントによって送信されるデータのヘッダー
（ｈｅａｄｅｒ）確認を通じて識別することができる。
【０１０２】
　制御部３９０は前記イベントタイプを判別するとき、判別されたイベントタイプによる
イベント出力（アラーム）方式を決定することができる（１２０３段階）。例えば、制御
部３９０は上記図１１を例示で説明したように、前記イベントタイプに対応するイベント
識別アイコン（例えば、テキストタイプアイコン、イメージタイプアイコンなど）決定、
イベント情報及びイベント識別アイテムのうちでいずれか一つ又はそれらに組合による出
力決定、イベント識別アイテムに対する優先順位別カラーを適用するか否かの決定などを
決定することができる。
【０１０３】
　制御部３９０は前記イベント出力方式が決定されるとき、決定されたイベント出力方式
に基づいてイベント情報を加工することができる（１２０５段階）。例えば、制御部３９
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０は上記図１１の参照番号　＜９０１＞乃至参照番号＜９１１＞を参照した説明部分で説
明したように、いずれか１つの形態に出力されることができるようにイベント情報を前記
決定されたイベント出力方式に応じてイベント識別アイテムと組み合わせるなどの加工を
実行することができる。
【０１０４】
　制御部３９０は、加工されたイベント情報を補助表示領域１２０を用いて出力制御する
ことができる（１２０７段階）。このとき、制御部３９０は携帯端末のポジションをチェ
ックして補助表示領域１２０に表示する前記イベント情報の回転するか否かを判別し、回
転決定時の前記イベント情報を１８０°回転して前記補助表示領域１２０で提供すること
ができる。
【０１０５】
　一方、上述したような本発明のフレキシブル表示部を有する携帯端末のイベント提供方
法は、多様なコンピューター手段を通じて実行されることができるプログラムコマンド形
態に具現されてコンピューターで判読可能な記録媒体に記録されることができる。このと
き、前記コンピューターで判読可能な記録媒体はプログラムコマンド、データファイル、
データ構造などを単独で又は組み合わせて含むことができる。一方、記録媒体に記録され
るプログラムコマンドは本発明のために特別に設計されて構成されたものであるか、コン
ピューターソフトウェア当業者に公知されて使用可能なものであればよい。
【０１０６】
　前記コンピューターで判読可能な記録媒体にはハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－
ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＤＶＤ（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）のような光記録媒体（Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｍｅｄｉａ）、フロプティカルディスク（Ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｋ）のような磁気
－光媒体（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ）、及びＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏ
ｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラ
ッシュメモリーなどのようなプログラムコマンドを記憶して実行するように特別に構成さ
れたハードウェア装置が含まれる。また、プログラムコマンドにはコンパイラーによって
造られるものと同じ機械語コードだけではなくインタプリターなどを使用してコンピュー
ターによって実行されることができる高級言語コードを含む。上述したハードウェア装置
は本発明の作動を実行するために一つ以上のソフトウェアモジュールとして作動するよう
に構成されることができ、その逆も同じである。
【０１０７】
　さらに、明細書及び図面に開示された本発明の実施形態は本発明の記述内容を容易に説
明して本発明の理解を助けるために特定例を提示したものであって、本発明の範囲を限定
しようとするものではない。従って、本発明の範囲はここに開示された実施形態の以外に
も本発明の技術的思想を基づいて導出されるすべての変更又は変形された形態が本発明の
範囲に含まれることに解釈されなければならない。
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