
JP 5671000 B2 2015.2.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末の画面領域分割方法であって、
　複数のユーザ機能を順次又は同時に活性化するための複数の入力信号を生成する段階と
、
　前記生成された複数の入力信号のうちの少なくとも１つによって複数のユーザ機能を活
性化する段階と、
　前記複数のユーザ機能のうちの少なくとも１つに各々対応する複数の分割画面領域に画
面を分割する段階と、
　前記複数の活性化されたユーザ機能の各々に対応する機能画面領域を前記複数の分割画
面領域の該当する分割画面領域に出力する段階と、を有し、
ユーザが特定入力信号を生成すると、前記特定入力信号生成直前に実行された機能画面と
、前記直前に実行された機能画面の更に直前に実行された機能画面とを分割画面に同時に
出力することを特徴とする画面領域分割方法。
 
【請求項２】
　前記複数の分割画面領域に画面を分割する段階は、
　分割画面領域構成のうちの少なくとも１つ及び各メニューに対応する機能画面領域を出
力するために生成されたデュアルメニュー項目が活性化されると、ユーザ機能を連続的に
活性化した後、画面領域の分割を要請する入力信号を生成する段階と、
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　第１ユーザ機能が活性化された後、該第１ユーザ機能のサブ機能活性化のための入力信
号を生成し、内部又は外部システムイベントに基づきイベント生成機能を活性化する段階
と、
　前記ユーザ機能及び該ユーザ機能のサブユーザ機能を活性化するための入力信号を生成
する段階と、のうちの少なくとも１つの段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の画
面領域分割方法。
【請求項３】
　前記機能画面領域を出力する段階は、
　独立したユーザ機能の活性化によって、独立したユーザ機能に対応する機能画面領域を
該当する分割画面領域に表示する段階と、
　同一のユーザ機能の重複活性化によって、分割画面領域に該当するユーザ機能の各イン
スタンスに対応する機能画面領域を該当する分割画面領域に表示する段階と、
　第１ユーザ機能に対応する機能画面領域及び該第１ユーザ機能と関連した第２ユーザ機
能に対応する機能画面領域を該当する分割画面領域に表示する段階と、
　ユーザ機能に対応する機能画面領域及び該ユーザ機能のサブユーザ機能に対応する機能
画面領域を該当する分割画面領域に表示する段階と、
　入力信号によって分割画面領域の機能画面領域間を移動する段階と、のうちのいずれか
１つの段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の画面領域分割方法。
【請求項４】
　前記機能画面領域間を移動する段階は、
　分割画面領域構成の後に入力信号によって検索画面領域が出力され、該検索画面領域で
新たなユーザ機能が選択されると、該新たに選択されたユーザ機能に対応する機能画面領
域を前記分割画面領域に出力された機能画面領域のうちのいずれか１つと置換する段階と
、
　分割画面領域構成の後に入力信号によってメニュー画面領域が出力され、前記メニュー
画面領域で新たなメニュー項目が選択されると、該新たに選択されたメニュー項目に対応
する機能画面領域を前記分割画面領域に出力された機能画面領域のうちのいずれか１つと
置換する段階と、のうちのいずれか１つの段階を含むことを特徴とする請求項３に記載の
画面領域分割方法。
【請求項５】
　前記メニュー画面領域を出力する段階は、
　前記分割画面領域に出力された各機能画面領域をリサイジングする段階と、
　前記リサイジングされた機能画面領域の間に前記メニュー画面領域を表示する段階と、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の画面領域分割方法。
【請求項６】
　前記メニュー画面領域で選択された新たなメニュー項目がデュアルメニュー項目である
場合、該当する分割画面領域に出力される前記機能画面領域は、前記選択されたデュアル
メニュー項目に対応する機能画面領域と置換されることを特徴とする請求項４に記載の携
帯端末の画面領域分割方法。
【請求項７】
　前記分割画面領域の機能画面領域間の情報の挿入、検索、コピー、移動、実行のうちの
少なくとも１つによって機能連携を行う段階と、
　２つの項目が相互に結合され、複数のユーザ機能を活性化することができるように設定
されたデュアルメニュー項目を出力する段階と、のうちのいずれか１つの段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の画面領域分割方法。
【請求項８】
　第１及び第２機能画面領域間の機能連携段階は、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を前記第２機能画面領域にコピーする段階
と、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を利用して前記第２機能画面領域で検索を
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行う段階と、
　前記第１機能画面領域に出力された少なくとも１つのファイルを検索し、該検索された
ファイルを前記第２機能画面領域に添付する段階と、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を利用して前記第２機能画面領域で通話呼
び出し機能又は地図表示機能を行う段階と、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を前記第２機能画面領域に移動して格納す
る段階と、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を用いて前記第２機能画面領域でサーバー
に接続する段階と、
　前記第１機能画面領域に表示されたリスト項目を前記第２機能画面領域で選択されたフ
ォルダに移動する段階と、のうちの少なくとも１つの段階を含むことを特徴とする請求項
７に記載の画面領域分割方法。
【請求項９】
　分割画面領域を支援する携帯端末であって、
　複数のユーザ機能を実現する複数の応用プログラムを格納する格納部と、
　前記複数のユーザ機能を順次又は同時に活性化するための入力信号を生成する入力部と
、
　前記入力信号によって複数のユーザ機能を活性化し、各ユーザ機能に対応する機能画面
領域を分割画面領域上に出力するための制御部と、
　前記機能画面領域を表示する表示部と、を備え、
　ユーザが特定入力信号を生成すると、前記特定入力信号生成直前に実行された機能画面
と、前記直前に実行された機能画面の更に直前に実行された機能画面とを分割画面に同時
に出力することを特徴とする携帯端末。
 
【請求項１０】
　前記入力部は、
　分割画面領域構成のために生成されたデュアルメニュー項目を選択し、メニューに対応
した機能画面領域を出力し、ユーザ機能を連続的に活性化した後に分割画面領域構成を要
請する入力信号と、
　第１ユーザ機能が活性化された後、該第１ユーザ機能のサブ機能を活性化するための入
力信号と、
　ユーザ機能の活性化及び該活性化されたユーザ機能のサブユーザ機能を活性化するため
の入力信号と、のうちの少なくとも１つを生成することを特徴とする請求項９に記載の携
帯端末。
【請求項１１】
　前記表示部は、
　独立したユーザ機能の活性化による独立したユーザ機能に対応する機能画面領域の該当
する分割画面領域への表示と、
　同一のユーザ機能の重複活性化による分割画面領域に該当するユーザ機能の各インスタ
ンスに対応する機能画面領域の該当する分割画面領域への表示と、
　第１ユーザ機能に対応する機能画面領域及び該第１ユーザ機能と関連した第２ユーザ機
能に対応する機能画面領域の該当する分割画面領域への表示と、
　ユーザ機能に対応する機能画面領域及び該表示されたユーザ機能のサブユーザ機能に対
応する機能画面領域の該当する分割画面領域への表示と、
　活性化された第１ユーザ機能に対応する機能画面領域、及び内部又は外部システムイベ
ントに該当するイベント生成機能に対応する機能画面領域の該当する分割画面領域への表
示と、
　分割画面領域構成の後の機能画面領域の表示のための少なくとも１つのアイコンを含む
検索画面領域の出力と、
　分割画面領域構成の後の機能画面領域の表示のための少なくとも１つのメニューを含む
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メニュー画面の出力と、のうちの少なくとも１つを行なうことを特徴とする請求項９に記
載の携帯端末。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記メニュー画面領域の出力のための入力信号に応答し、前記分割画面領域に出力され
た各機能画面領域をリサイジングし、該リサイジングされた機能画面領域の間に前記メニ
ュー画面領域を表示するように前記表示部を制御し、
　前記メニュー画面領域でデュアルメニュー項目が選択された場合、前記分割画面領域に
出力される前記機能画面領域を、前記選択されたデュアルメニュー項目に対応する機能画
面領域と置換するように前記表示部を制御することを特徴とする請求項１１に記載の携帯
端末。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記第１機能画面領域及び第２機能画面領域が出力された表示部上で、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を前記第２機能画面領域にコピーし、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を利用して前記第２機能画面領域で検索を
行い、
　前記第１機能画面領域に出力された少なくとも１つのファイルを検索し、該検索された
ファイルを前記第２機能画面領域に添付し、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を利用して前記第２機能画面領域で通話呼
び出し機能又は地図表示機能を行い、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を前記第２機能画面領域に移動して格納す
し、
　前記第１機能画面領域に表示された情報項目を用いて前記第２機能画面領域でサーバー
に接続し、
　前記第１機能画面領域に表示されたリスト項目を前記第２機能画面領域で選択されたフ
ォルダに移動するように制御することを特徴とする請求項９に記載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記表示部は、
　分割画面領域構成を要請する入力信号を生成するためのアイコンの出力と、
　分割画面領域構成から全体画面へ復帰する入力信号を生成するためのアイコンの出力と
、
　入力信号による分割画面領域上に表示される機能画面領域の大きさの調整と、のうちの
少なくとも１つを行なうことを特徴とする請求項９に記載の携帯端末。
【請求項１５】
　前記表示部は、
　２つの項目が相互に結合され、複数のユーザ機能を活性化することができるように設定
されたデュアルメニュー項目を出力することを特徴とする請求項９に記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末に関し、より詳細には、画面を個々の分割画面領域に分割し、個々
に分割された画面領域においてユーザ機能を同時に与えることができる画面領域の分割方
法及びこれを用いた携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　端末、特に携帯端末は、移動性を基に多様なユーザ機能を支援する端末であり、その利
用の利便性と携帯の容易性などに起因して非常に幅広い分野において用いられている。こ
のような携帯端末は、ユーザ機能を支援するために、多様な入力方式を提供している。例
えば、従来の携帯端末は、携帯端末の一側に機構的に配置されたキーパッドなどを通じて
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一定の文字や数字を入力することができるようにする。また、携帯端末は、携帯性のため
にその大きさが制限されるが、このような小型の携帯端末において適切な表示部の大きさ
を確保するために、キーパッドを除去して表示部にタッチパネルを配置するタッチスクリ
ーンを有するようになり、これに伴い、携帯端末の表示部の大きさが拡大された。これに
より、拡大された表示部の大きさを活かして多様な携帯端末の機能を利用するための運用
方法の開発が切実に要求されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、画面を複数
の分割画面領域に分割し、利用状況に応じて個々に分割された画面領域の各々においてユ
ーザ機能を同時に与えることができる画面を有する携帯端末の画面領域の分割方法及びこ
れを用いた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】
【０００４】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による携帯端末の画面領域分割方法
は、複数のユーザ機能を順次又は同時に活性化するための入力信号を生成する段階と、前
記生成された入力信号によって複数のユーザ機能を活性化する段階と、前記活性化された
機能に対応して該当する分割画面領域に画面を分割する段階と、前記活性化されたユーザ
機能に対応する機能画面領域を該当する分割画面領域に出力する段階と、有することを特
徴とする。
【０００５】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による複数の分割画面領域を支援す
る携帯端末は、複数のユーザ機能を実現する複数の応用プログラムを格納する格納部と、
前記複数のユーザ機能を順次又は同時に活性化するための入力信号を生成する入力部と、
前記複数の活性化された入力信号によって複数のユーザ機能を活性化し、複数のユーザ機
能に対応する機能画面領域を複数の分割画面領域上に出力するための制御部と、前記機能
画面領域を表示する表示部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の画面領域の分割方法及びこれを用いた携帯端末によれば、ユーザは、多様な携
帯端末におけるユーザ機能の運用中に自動で又はユーザの要求によって支援される分割画
面の出力を基にしてユーザ機能を更に容易に且つ便利に運用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態による携帯端末の外観を概略的に示す図である。
【図２】図１に示す携帯端末の一例によるブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による複数の分割画面領域におけるユーザ機能を説明するた
めの図である。
【図４】本発明の一実施形態による分割及び結合を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による分割及び結合を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による分割及び結合を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による分割及び結合を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による分割及び結合を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態によるユーザ機能に伴う画面間の移動を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるユーザ機能に伴う画面間の移動を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるユーザ機能に伴う画面間の移動を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるユーザ機能に伴う画面間の移動を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第１実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
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【図１４】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第２実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第２実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第２実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第３実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第４実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第５実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第５実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図２１】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第６実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第７実施例を説明するた
めの画面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳しく説明する。
下記の説明では、本発明の実施形態による動作を理解するのに必要な部分だけを説明し、
その他の部分の説明は、本発明の要旨を不明瞭にしないように省略することに留意しなけ
ればならない。
【０００９】
　以下で説明する本明細書及び請求の範囲に使用する用語や単語は、通常的又は辞書的な
意味に限定して解釈すべきものではなく、発明者は、その発明を最善の方法で説明するた
めの用語の概念として適切に定義することができるという原則に即して本発明の技術的思
想に符合する意味と概念として解釈すべきものである。従って、本明細書に記載した実施
形態と図面に示した構成は、本発明の最も好ましい実施形態に過ぎず、本発明の技術的思
想を全て代弁するものではないので、本発明は、これらを代替することができる多様な均
等物と変形例があり得ることを理解しなければならない。
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態による携帯端末の外観を概略的に示す図であり、図２は、
図１に示す携帯端末の一例によるブロック図である。
【００１１】
　図１及び図２を参照すると、本実施形態の携帯端末１００は、無線周波数部１１０、入
力部１２０、オーディオ処理部１３０、タッチスクリーン１４０、格納部１５０、及び制
御部１６０の構成を含む。説明に先立って、図１で、本実施形態による携帯端末１００を
スライドタイプで示したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、携帯端末
１００は、上部スライドボディー及び下部スライドボディーのうち、入力部１２０を含む
下部スライドボディーを省略し、上部スライドボディーだけで構成することができるバー
（Ｂａｒ）タイプの携帯端末１００に製作することもできる。バータイップで製作される
携帯端末１００は、別途のキーボタンを含む入力部１２０は除去され、タッチスクリーン
１４０にキーマップなどを出力し、入力部１２０の機能を担うことができる。
【００１２】
　このような構成を有する携帯端末１００は、ユーザの要求によって格納部１５０に格納
された画面領域運用プログラムを活性化し、必要に応じて画面を分割画面領域に分割した
後、個々の分割画面領域に活性化されたユーザ機能に対応する機能画面領域を出力する。
そして、携帯端末１００は、各機能画面領域間の情報交換及び交換された情報を用いて後
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の機能実行を支援することができる。以下、携帯端末１００の各構成について更に詳しく
説明する。
【００１３】
　無線周波数部１１０は、音声通話のための通信チャネルの形成、及び映像や画像を伝送
するか又はデータを伝送するための通信チャネル形成などを制御部１６０の制御の下に行
う。即ち、無線周波数部１１０は、音声通話チャネル、データ通信チャネル、及び画像通
話チャネルなどを移動通信システムの間に形成する。このために、無線周波数部１１０は
、伝送される信号の周波数を上昇変換（ｕｐｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ）及び増幅する無線周
波数送信部と、受信した信号の周波数を低雑音増幅及び下降変換（ｄｏｗｎｃｏｎｖｅｒ
ｔｉｎｇ）する無線周波数受信部などを含むことができる。無線周波数部１１０を運用す
るために、携帯端末１００は、多様な情報、例えばフォンブック情報などを表示部１４１
に表示することができる。このような無線周波数部１１０の構成は、携帯端末１００が移
動通信機能を支援する場合に含まれる構成であって、携帯端末１００が移動通信機能を支
援しない場合に省略することができる。本実施形態の携帯端末１００は、無線周波数部１
１０の機能に対応する画面を、分割された画面のうちのいずれか１つの画面上に表示する
ことができる。例えば、携帯端末１００は、無線周波数部１１０の活性化を要請する信号
、例えば、通話呼び出し機能や通話受信機能に対応する信号を受信すると、表示部１４１
の画面を分割し、分割された画面のうちの一画面にユーザ機能による機能画面を出力する
一方、残りの一画面に無線周波数部１１０の運用による機能画面を出力することができる
。
【００１４】
　入力部１２０は、数字又は文字情報が入力され、各種機能を設定するための多数の入力
キー及び機能キーを含む。機能キーは、特定の機能を行うように設定された方向キー、サ
イドキー、及びショートカットキーなどを含むことができる。特に本実施形態の入力部１
２０は、図示するように、表示部１４１と隣接した領域に設けられたタッチパッド１２１
と、表示部１４１を含むタッチスクリーン１４０が配置された上部スライドボディーに密
着してスライディングする下部スライドボディーに形成されたキーボタン１２３を含むこ
とができる。タッチパッド１２１は、図示するように、タッチスクリーン１４０の一側に
一定の距離だけ離隔して一側と並設することができ、ユーザのタッチによる入力信号を生
成し、これを制御部１６０に伝達することができる。キーボタン１２３は、下部スライド
ボディーの前面に配置され、多様なボタンを含むことができる。ここで、キーボタン１２
３の形態は、図示したキーボードタイプの文字のキーだけでなく、設計者の意図によって
更に多様な形態で製作することができる。また、キーボタン１２３は、メタルキーパッド
方式に変更することもできる。
【００１５】
　オーディオ処理部１３０は、通話時に送受信されるオーディオデータ、受信したメッセ
ージに含まれるオーディオデータ、及び格納部１５０に格納されたオーディオファイル再
生によるオーディオデータなどを出力するためのスピーカーＳＰＫと、通話時にユーザの
音声又はその他のオーディオ信号を収集するためのマイクＭＩＣを含む。このようなオー
ディオ処理部１３０は、携帯端末１００の表示部１４１の画面が分割された場合、それに
対応する効果音、分割された画面に表示される機能画面の運用によるオーディオデータを
出力することができる。ここで、分割された画面に表示される機能画面がいずれもオーデ
ィオデータを含む場合、オーディオ処理部１３０は、ユーザ設定やユーザ選択によって特
定機能画面の運用時に発生するオーディオデータを出力することができる。また、オーデ
ィオ処理部１３０は、ユーザ選択によって機能画面の運用時に発生したオーディオデータ
の全てを出力することもできる。分割画面の構成時に提供される効果音は、ユーザ設定に
よって除去することもできる。
【００１６】
　タッチスクリーン１４０は、表示部１４１とタッチパネル１４３を含む。このようなタ
ッチスクリーン１４０は、表示部１４１の前面にタッチパネル１４３が配置された構造を
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有することができる。タッチスクリーン１４０の大きさは、タッチパネル１４３の大きさ
に決定することができる。例えば、タッチスクリーン１４０は、表示部１４１の前面を覆
うように形成されるフルスクリーン形態で提供することができる。
【００１７】
　表示部１４１は、携帯端末１００の各種メニューを含めてユーザが入力した情報又はユ
ーザに提供する情報などを表示する。即ち、表示部１４１は、携帯端末１００の利用によ
る多様な画面、例えば待機画面、メニュー画面、メッセージ作成画面、通話画面などを提
供する。このような表示部１４１は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ
）などで形成することができる。そして、表示部１４１は、上述したように、上部に配置
されたタッチパネル１４３と一緒にタッチスクリーン１４０の形態で製作された場合、入
力部１２０としての機能を行うことができる。特に、表示部１４１は、制御部１６０の制
御によって画面を分割し、分割された画面に各ユーザ機能に対応する機能画面を出力する
ことができる。機能画面の出力については後述する図面を参照して更に詳しく説明する。
【００１８】
　タッチパネル１４３は、表示部１４１の上層に配置され、表示部１４１に表示される特
定イメージや、特定項目をユーザが指示するために一定領域をタッチした場合、それに対
応するタッチイベントを生成する。例えば、タッチパネル１４３は、表示部１４１に表示
された楽器イメージの有効タッチ領域をセッティングし、当該有効タッチ領域でタッチイ
ベントが発生した場合、これを制御部１６０に伝達する。機能画面に対するタッチパネル
１４３の有効タッチ領域のセッティングは、ユーザ機能によってそれぞれ変わり得る。
【００１９】
　格納部１５０は、本発明による機能動作に必要な応用プログラムを含めて、携帯端末１
００がタッチスクリーン１４０で形成される場合、タッチスクリーン１４０の運用のため
のキーマップを含むことができる。キーマップは、キーマップ、メニューマップ、ソフト
キーマップなどを含むことができる。ここで、キーマップ及びメニューマップは、それぞ
れ多様な形態よりなることができる。即ち、キーマップは、キーボードマップ、３×４キ
ーマップ、ＱＷＥＲＴＹキーマップなどを使用することができ、現在活性化されている応
用プログラムの運用制御のための制御キーマップを使用することもできる。また、メニュ
ーマップは、現在活性化されている応用プログラムの運用制御のためのメニューマップを
使用することもでき、携帯端末１００が提供する多様なメニューをリストとして有するメ
ニューマップを使用することもできる。このような格納部１５０は、大きくプログラム領
域とデータ領域を含むことができる。
【００２０】
　プログラム領域は、携帯端末１００の起動及び上述した各構成の運用のためのＯＳ（Ｏ
ｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、多様なファイルを再生するための応用プログラム、
通話機能のための応用プログラム、インターネットサーバーに接続するためのＷｅｂブラ
ウザ、その他音源を再生するためのＭＰ３応用プログラム、写真などを再生するためのイ
メージ出力のための応用プログラム、動画再生のための応用プログラムなどを格納するこ
とができる。特に、格納部１５０は、分割画面運用プログラムを含む。
【００２１】
　分割画面運用プログラムは、特定ユーザ機能の活性化によって制御部１６０にロードす
ることができる。このような分割画面運用プログラムは、ユーザ機能の実行によって分割
画面が必要な場合に表示部１４１の画面を分割し、分割された表示部１４１の領域上にそ
れぞれの機能画面を出力するように制御する。このために、分割画面運用プログラムは、
ユーザ機能の運用中に発生する入力信号検出ルーチン、検出された入力信号が既定の画面
分割要件に対応する入力信号であるか否かを判断するルーチン、入力信号が既定の画面分
割要件である場合に画面を分割するルーチンを含むことができる。また、分割画面運用プ
ログラムは、ユーザ機能による機能画面及び入力信号による機能画面を、分割された表示
部１４１の領域上にそれぞれ出力する出力ルーチン、分割画面が表示された状態で、各機
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能画面間の情報交換による挿入、設定、検索、コピー、移動、実行に対応する機能を遂行
する機能ルーチンを含むことができる。ここで、出力ルーチンは、以前に出力されたユー
ザ機能による機能画面を、分割された画面に合うようにリサイジングするサブルーチンと
、入力信号による機能画面を、分割された表示部１４１の領域に合うように調整するサブ
ルーチンを含むことができる。機能ルーチンについては、後述する図面を参照して更に詳
しく説明する。
【００２２】
　データ領域は、携帯端末１００の使用によって発生するデータが格納される領域であり
、フォンブック情報、ウィジェット（ｗｉｄｇｅｔ）機能による少なくとも１つのアイコ
ン及び多様なコンテンツを格納することができる。また、データ領域は、表示部１４１が
タッチスクリーン１４０に含まれるように製作された場合、タッチスクリーン１４０を通
じて入力されたユーザ入力を格納することができる。特に、本発明のデータ領域は、ユー
ザ機能に対応する画面情報、特定入力信号の発生によって画面が分割された場合、分割さ
れた各機能画面に対する画面情報を臨時に格納することができる。
【００２３】
　制御部１６０は、携帯端末１００の各構成部への電源供給を制御して初期化を行い、初
期化が完了すると、各構成部に対して分割画面の運用のためのユーザインターフェースの
提供及び要求された機能の実行を制御する。特に、本実施形態の制御部１６０は、活性化
されたユーザ機能の特性によって表示部１４１の領域を２個の領域に分割し、分割された
各領域に当該ユーザ機能に対応する機能画面を出力するように制御する。
【００２４】
　これを、図３を参照して更に詳しく説明すると、制御部１６０は、互いに異なる第１ユ
ーザ機能及び第２ユーザ機能が同時又は時間間隔をもって活性化されると、３０１画面に
示したように、表示部１４１の領域を２つの領域に分割し、分割された表示部１４１の各
領域に第１ユーザ機能に対応するＡ．Ａｐｐ機能画面及び第２ユーザ機能に対応するＢ．
Ａｐｐ機能画面を出力するように制御する。この際、Ａ．Ａｐｐ機能画面及びＢ．Ａｐｐ
機能画面は、第１ユーザ機能及び第２ユーザ機能によってそれぞれ異なるイメージやテキ
ストなどを出力することができる。例えば、第１ユーザ機能が音楽再生機能の場合、Ａ．
Ａｐｐ機能画面は、音楽再生制御のための制御キーマップ及び再生される音楽ファイルと
関連するイメージを出力することができる。また、第２ユーザ機能がメッセージ作成機能
の場合、Ｂ．Ａｐｐ機能画面は、メッセージ作成のためのキーマップ及び文字作成のため
の作成窓（画面領域）を出力することができる。
【００２５】
　次に、制御部１６０は、同一のユーザ機能が繰り返されて活性化されると、当該ユーザ
機能の活性化によって表示部１４１の領域を２個の領域に分割し、３０２画面に示したよ
うに、分割された各領域に当該ユーザ機能に対応する機能画面を出力するように制御する
。例えば、先ず、第１ユーザ機能がメッセージ作成機能の場合、制御部１６０は、メッセ
ージ作成機能のための作成窓を表示部１４１の全体領域に表示するか、又は作成窓とキー
マップを含む画面を表示部１４１の全体領域に表示するように制御する。その後、入力部
１２０などから第２ユーザ機能として更に他のメッセージ作成機能を活性化するための入
力信号が発生すると、制御部１６０は、表示部１４１の領域を分割する。そして、制御部
１６０は、分割された表示部１４１の各領域に対して先に実行されたメッセージ作成機能
に対応するＡ１．Ａｐｐ機能画面を出力するように制御する一方、後で実行されたメッセ
ージ作成機能に対応するＡ２．Ａｐｐ機能画面を出力するように制御する。他の例として
、２個のＷｅｂ接続機能を要求するユーザ入力が発生すると、制御部１６０は、機能活性
化によって２つのＷｅｂ接続画面に対応するＡ１．Ａｐｐ機能画面及びＡ２．Ａｐｐ機能
画面を表示部１４１の分割された領域にそれぞれ出力するように制御することができる。
【００２６】
　また、制御部１６０は、互いに連関するユーザ機能が追加されて活性化されると、当該
ユーザ機能の活性化によって表示部１４１の領域を分割し、各機能に対応する機能画面を
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３０３画面に示したように出力するように制御することができる。例えば、ユーザが、先
ずメッセージ作成機能を活性化し、その後メッセージ作成機能のためのファイル検索機能
を活性化すると、制御部１６０は、表示部１４１の領域をそれぞれ分割し、分割された領
域のうちの一領域にＡ．Ａｐｐ機能画面を出力するように制御し、残りの領域にファイル
検索機能に対応するＬｉｎｋＡ．Ａｐｐ機能画面を出力するように制御する。これにより
、ユーザは、メッセージ作成をＡ．Ａｐｐ機能画面を通じて行いながら、必要なファイル
検索及びファイル添付をＬｉｎｋＡ．Ａｐｐ機能画面を通じて行うことができる。
【００２７】
　次に、制御部１６０は、既に行われているユーザ機能のサブユーザ機能が活性化される
と、サブユーザ機能に対応する機能画面の出力のために表示部１４１領域を分割し、分割
された各領域に３０４画面に示したように当該機能画面を出力するように制御する。例え
ば、受信メッセージの検索に対応するユーザ機能が活性化されると、制御部１６０は、当
該機能に対応して表示部１４１の全体に受信メッセージリストを表示するように制御する
。その後、ユーザが受信メッセージリストを選択し、確認しようとする入力信号を生成す
ると、制御部１６０は、受信メッセージの確認に対応するサブユーザ機能を活性化するよ
うに制御する。この過程で、制御部１６０は、表示部１４１の領域を２つの領域に分割し
、分割された領域のうちの一領域に受信メッセージの検索に対応するＡ．Ａｐｐ機能画面
を出力するように制御し、残りの分割された領域に、選択されたメッセージ出力に対応す
るＳｕｂＡ．Ａｐｐ機能画面を出力するように制御する。
【００２８】
　要約すると、制御部１６０は、表示部１４１の領域をそれぞれ分割し、分割された各領
域に、個々のユーザ機能の活性化に対応する機能画面、同一のユーザ機能の重複活性化に
対応する機能画面、既に活性化されたユーザ機能と関連するユーザ機能の同時活性化に対
応する機能画面、既に活性化されたユーザ機能のサブユーザ機能の活性化に対応する機能
画面をそれぞれ分割された画面に出力するように制御する。
【００２９】
　以下、本発明の一実施形態による制御部１６０の分割画面領域構成について図４～図８
を参照して説明する。
【００３０】
　図４を参照すると、ユーザは、携帯端末１００の運用のために複数のメニュー項目又は
ウィジェット項目が含まれた画面を表示するように入力信号を生成することができる。例
えば、ユーザが複数のメニュー項目が含まれたメニュー画面を表示するための入力信号を
生成すると、携帯端末１００は、４０１画面に示したように、多数のメニュー項目を含む
メニュー画面を表示する。この際、携帯端末１００は、分割画面に表示されるように設定
されたデュアルメニュー項目を表示することができる。デュアルメニュー項目は、ユーザ
設定や設計者の意図によって表示部１４１の全体領域を２つの領域に分割し、分割された
領域に２つのメニューに対応する画面を表示するように設定される。デュアルメニュー項
目は、設計者が設計時に設定するか、又はユーザが２つのメニュー項目をデュアルメニュ
ー項目として併用する場合に生成することができる。このため、携帯端末１００は、複数
のメニューのうちの２つの選択されたメニュー項目を１つのデュアルメニュー項目として
組み合わせることができる機能を、特定メニューなどを通じて提供することができる。４
０１画面に示したように、携帯端末１００は、シングルメニュー項目として“Ｅ、Ｆ、Ｇ
、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ”メニュー項目と、デュアルメニュー項目として“ＡＢ”、“ＣＢ
”、“ＣＤ”項目をメニュー画面の一側に出力することができる。
【００３１】
　４０１画面で、ユーザが、デュアルメニュー項目、例えば“ＡＢ”メニュー項目を選択
すると、携帯端末１００は、デュアルメニュー、即ちＡメニュー及びＢメニューに対応す
るそれぞれの応用プログラムを活性化する。そして、携帯端末１００は、４０３画面に示
したように、活性化されたＡ応用プログラムに対応するＡｐｐ．Ａ機能画面とＢ応用プロ
グラムに対応するＡｐｐ．Ｂ機能画面を分割された表示部１４１の各領域に出力する。こ
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のように携帯端末１００は、デュアルメニュー項目の設定機能を提供し、選択されたデュ
アルメニュー項目によって分割画面を表示することができる。
【００３２】
　次に、図５を参照すると、ユーザが“Ｃ”メニューを活性化するか、又は“Ｃ”機能を
活性化するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、４１１画面に示したように
、“Ｃ”メニュー又は“Ｃ”機能に対応するＡｐｐ．Ｃ機能画面を表示部１４１に出力す
る。その後、ユーザがＡｐｐ．Ｃ機能画面で“Ａ”機能を活性化するための入力信号を生
成すると、携帯端末１００は、“Ａ”機能の活性化を行い、“Ａ”機能に対応するＡｐｐ
．Ａ機能画面を４１３画面に示したように、表示部１４１に出力する。例えば、ユーザが
Ｗｅｂブラウザを活性化すると、携帯端末１００は、設定されたＷｅｂアドレスを用いて
Ｗｅｂサーバー接続し、Ｗｅｂサーバーから受信したＷｅｂ接続画面を４１１画面に示し
たように表示する。その後、ユーザがＷｅｂ接続画面のリンクを有する項目を選択する入
力信号を生成すると、携帯端末１００は、４１３画面に示したように、リンクされたＷｅ
ｂ接続画面を表示部１４１に表示する。
【００３３】
　携帯端末１００は、イベント履歴により関連する２つの情報を同時に提供することがで
きる。例えば、４１３画面で、ユーザが特定キー入力信号又は特定タッチイベントに対応
する“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”のような入力信号を生成すると、携帯端末１００は、４１５画
面に示したように、イベント履歴によりＡｐｐ．Ａ機能画面に関連するＡｐｐ．Ｃ機能画
面とＡｐｐ．Ａ機能画面とを表示部１４１に同時に出力することができる。この場合、携
帯端末１００は、表示部１４１の全体領域を２個の領域に分割し、分割された各領域に当
該機能画面を出力する。即ち、携帯端末１００は、分割画面を表示する直前、即ち“Ｈｏ
ｍｅ　ｋｅｙ”が押される直前に実行されたＡｐｐ．Ａ機能画面を分割画面の左側領域に
出力するように制御し、“Ａ”機能以前に実行された“Ｃ”機能によるＡｐｐ．Ｃ機能画
面は、分割画面の右側に出力する。また、携帯端末１００は、各機能画面出力の位置を変
更することができ、ユーザのタッチイベント、例えばドラッグイベント入力時に機能画面
の位置を変更することができる。分割画面が出力されている状態で、再び“Ｈｏｍｅ　Ｋ
ｅｙ”が押されると、携帯端末１００は、以前の画面、即ち４１３画面に戻る。上述した
ように、携帯端末１００は、イベント履歴を通じて２つの機能画面が互いに関連する場合
、２つの機能画面を分割画面に同時に出力することができる。
【００３４】
　次に、図６を参照すると、ユーザが“Ａ”機能を活性化するための入力信号を生成する
と、携帯端末１００は、４２１画面に示したように、“Ａ”機能に対応するＡｐｐ．Ａ機
能画面を表示部１４１に表示する。その後、ユーザが４２１画面で“Ａ”機能のサブ機能
（Ｓｕｂ　ｔａｓｋ）を活性化するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、“
Ａ”機能のサブ機能に該当するＡ＿Ｓｕｂ応用プログラムを活性化し、サブ機能の実行以
前に行われた“Ａ”機能によって出力されたＡｐｐ．Ａ機能画面に対応するＡ＿Ｍａｉｎ
機能画面を生成した後、これを４２３画面に示したように、表示部１４１の分割画面の一
側に出力し、Ａ＿Ｓｕｂ応用プログラムの活性化によるＡ＿Ｓｕｂ機能画面を分割画面の
他の側に出力する。ここで、携帯端末１００は、４２１画面のＡｐｐ．Ａ機能画面に対し
て分割画面領域に合うように大きさをリサイジングするか、又はＡｐｐ．Ａ機能画面に出
力された特定の画面要素を除去することによって、４２３画面のＡ＿Ｍａｉｎ機能画面を
生成することができる。この際、携帯端末１００は、ユーザ設定や設計者の意図によって
Ａ＿Ｍａｉｎ機能画面及びＡ＿Ｓｕｂ機能画面が分割画面に出力される位置を固定するこ
とができ、設定によって出力される位置を変更するか、又はランダムに出力することがで
きる。
【００３５】
　一方、Ａ＿Ｓｕｂ応用プログラムが終了するか又は特定のプログラムが終了すると、即
ちユーザが生成した入力信号によって当該Ａ＿Ｓｕｂ応用プログラムが終了すると、携帯
端末１００は、４２５画面に示したように、Ａ＿Ｓｕｂ機能が適用されたＡｐｐ．Ａ－１
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機能画面を表示部１４１の全体に出力することができる。
【００３６】
　図６の場合を例に説明すると、ユーザがメッセージ作成プログラムを活性化するための
入力信号を生成すると、携帯端末１００は、それに対応するメッセージ作成窓を、４２１
画面に示したように、Ａｐｐ．Ａ機能画面として表示部１４１に表示する。その後、ユー
ザがメッセージに添付するイメージファイルの検索を要求する入力信号を生成すると、携
帯端末１００は、イメージファイルの検索機能に対応する画面をＡ＿Ｓｕｂ機能画面とし
て４２３画面に示したように出力する。この際、携帯端末１００は、Ａｐｐ．Ａ機能画面
に対応するメッセージ作成窓を分割画面の大きさに合うようにリサイジングするか、又は
属性を変更した後、４２３画面に示したように、Ａ＿Ｍａｉｎ機能画面として表示部１４
１に出力する。その後、ユーザがＡ＿Ｍａｉｎ機能画面に適用すると、携帯端末１００は
、４２５画面に示したように、イメージファイルの添付機能が適用されたＡｐｐ．Ａ－１
機能画面を表示部１４１の全体に出力する。ここで、携帯端末１００は、ユーザが別途の
イメージファイルの検索を終了する入力信号を生成すると、４２１画面に戻ることができ
る。上述したように、携帯端末１００は、特定機能と特定機能のサブ機能の活性化によっ
て当該機能に対応する機能画面を、分割された画面に出力することができる。
【００３７】
　次に、図７を参照すると、ユーザは、携帯端末１００の特定機能、例えば、“Ａ”機能
を活性化するための入力信号を生成することができる。すると、携帯端末１００は、４３
１画面に示したように、“Ａ”機能に対応するＡｐｐ．Ａ機能画面を表示部１４１に出力
する。このような状態で、携帯端末１００は、既定のスケジュール又は特定イベントによ
るイベント機能を活性化することができる。すると、携帯端末１００は、イベント機能に
対応する応用プログラムを活性化し、それに対応する画面を表示部１４１に出力する。こ
の際、携帯端末１００は、以前に表示部１４１に出力されたＡｐｐ．Ａ機能画面を、分割
された画面の一側に出力するように制御し、新たに活性化されたイベント機能に対応する
Ｅｖｅｎｔ機能画面を残りの分割された画面の一側に出力することができる。
【００３８】
　例示して説明すると、ユーザは、動画再生に対応する“Ａ”機能を活性化し、それによ
って動画再生表示に対応するＡｐｐ．Ａ機能画面を４３１画面に示したように、表示部１
４１全体に出力して視聴することができる。この状態で、外部から通話呼受信が発生する
と、携帯端末１００は、通話呼受信による受信アラーム機能を活性化し、Ｅｖｅｎｔ機能
画面として受信アラーム機能に対応する通話呼受信画面を表示部１４１に出力する。この
際、携帯端末１００は、４３３画面に示したように、動画再生表示に対応するＡｐｐ．Ａ
機能画面と通話呼受信画面に対応するＥｖｅｎｔ機能画面をそれぞれ分割された画面に区
分して出力することができる。
【００３９】
　上述したように、携帯端末１００は、通話呼受信に対応する入力信号が発生すると、通
話呼受信イベントに対応する機能画面を表示部１４１に出力することができる。この際、
携帯端末１００は、通話呼受信イベントの場合、ユーザが携帯端末１００を把持して顔に
隣接した領域に移動させることによって、動画再生表示機能を自動で一時中止させた後、
表示部１４１に供給される電源のみを遮断することによって、電源節約を行うことができ
る。その後、携帯端末１００は、通話呼終了時、４３１画面に戻る。
【００４０】
　一方、Ｅｖｅｎｔ機能がスケジュールアラーム機能の場合、Ｅｖｅｎｔ機能によるアラ
ームメッセージを、４３３画面に示したように、左側分割領域に出力することができる。
この際、メッセージアラーム機能は、動画再生表示機能と関連する部分ではないので、動
画再生表示機能による機能画面出力が維持されるように設定することができる。このよう
な設定は、設計者の意図によって携帯端末１００製作時に設計することができ、ユーザ設
定によって動画再生表示機能の機能画面の維持及び一時停止などを変更することができる
。このように携帯端末１００は、特定機能の活性化による機能画面が全体画面に出力され
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ている状態で、内部又は外部システムインタラプトによるイベント発生時に、機能画面と
イベント画面を、分割された画面に出力することができる。
【００４１】
　次に、図８を参照すると、ユーザは、携帯端末１００の特定機能、例えばリスト機能を
活性化するための入力信号を生成することができる。すると、携帯端末１００は、４４１
画面に示したように、リスト機能に対応するＬｉｓｔ　Ａ機能画面を表示部１４１に出力
する。この際、携帯端末１００は、画面分割に、例えば、“Ｓｐｌｉｔｔｅｒ”アイコン
を画面の一側に出力することができる。そして、ユーザがＳｐｌｉｔｔｅｒアイコンをタ
ッチすると、４４３画面に示したように、携帯端末１００は、リスト項目の詳細表示（Ｖ
ｉｅｗ　Ｌｉｓｔ’ｓ　ｉｔｅｍ）画面を出力する。即ち携帯端末１００は、画面分割を
行い、大きさが調節されたＬｉｓｔ　Ａ機能画面を表示部１４１の分割された画面の一側
に出力し、Ｌｉｓｔ　Ａ機能画面に出力された特定項目が選択されるか、又はデフォルト
として選択されると、選択された項目の詳細表示機能画面を表示部１４１にＬｉｓｔ　Ａ
機能画面と共に出力する。ここで、携帯端末１００は、４４５画面及び４４７画面に示し
たように、縦状態での画面分割を行なうこともできる。
【００４２】
　一方、４４３画面及び４４７画面に示したように、携帯端末１００は、４４１画面及び
４４５画面への復帰のために、例えば“Ｍｅｒｇｅ”アイコンを表示部１４１の一側に出
力することができる。ユーザが“Ｍｅｒｇｅ”アイコンを選択すると、携帯端末１００は
、以前の画面へ復帰、或いは４４１画面又は４４５画面へ復帰する。
【００４３】
　以上では、本発明の一実施形態による分割画面領域構成について図４～図８を参照して
説明した。次に、分割画面領域間の機能画面領域の移動について説明する。
【００４４】
　図９～図１２は、本発明の一実施形態によるユーザ機能に伴う分割画面領域間の移動を
示す図である。
【００４５】
　図９を参照すると、ユーザがファイル検索機能を活性化すると、携帯端末１００は、フ
ァイル検索機能の活性化によって特定ファイルを検索することができる画面を表示部１４
１に表示する。この過程で、携帯端末１００は、ユーザが分割画面を基にファイル検索機
能を活性化すると、５０１画面に示したように画面を分割し、分割された各画面に特定フ
ァイルに対応する機能画面を出力する。例えば、携帯端末１００は、上述のように、デュ
アルメニュー項目を出力することができ、ユーザは、デュアルメニュー項目を選択するた
めの入力信号を生成することができる。すると、携帯端末１００は、５０１画面に示した
ように、分割画面に各機能画面を出力する。また、携帯端末１００は、図４で説明したよ
うな機能活性化が行われると、それによる分割画面出力を行う。この際、携帯端末１００
は、表示部１４１の全体領域を２個の領域に分割し、選択されたファイルに対応する機能
画面、即ちＡ．Ａｐｐ機能画面とＢ．Ａｐｐ機能画面を、各分割された領域に出力する。
そして、携帯端末１００は、各機能画面の一定領域にオーバーラップして、他のファイル
を検索することができるようにする検索窓を表示部１４１の一側に出力する。検索窓は、
機能画面が表示部１４１に出力された状態で既定のタッチイベントが発生すると、それに
よって出力され、一定の時間が経過すると、検索窓は、表示部１４１から除去することも
できる。また、携帯端末１００は、表示部１４１の全体領域を３個の領域に分割し、分割
された各領域にＡ．Ａｐｐ機能画面とＢ．Ａｐｐ機能画面及び検索窓を出力することがで
きる。検索窓は、図示したように、現在の表示部１４１に出力されている機能画面に対応
するアイコンと、他のファイルに対応するアイコンを表示することができる。この際、検
索窓に表示されるアイコンのうち、表示部１４１に出力された機能画面に対応するアイコ
ンをハイライトし、現在どのファイルが選択されて表示されているかを指示することがで
きる。
【００４６】
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　一方、５０１画面で、ユーザが、他のファイルに対応するアイコン、例えばＡｐｐ．Ｃ
アイコンを選択するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、５０３画面に示し
たように、Ａｐｐ．Ｃアイコンに対応するＣ．Ａｐｐ機能画面を表示部１４１に出力する
。この際、携帯端末１００は、Ａ．Ａｐｐ機能画面を除去し、Ａ．Ａｐｐ機能画面が出力
された領域にＣ．Ａｐｐ機能画面を出力する。この過程で、携帯端末１００は、表示部１
４１に出力された機能画面のうち、相対的に時間が経った機能画面を除去し、新たに選択
された機能画面を出力することができる。
【００４７】
　上述したように、携帯端末１００は、機能画面の移動のために別途の検索窓を出力し、
検索窓で選択された特定アイコンに対応する機能画面を、以前に出力された機能画面のう
ちのいずれか１つと置換するようにして、機能画面を移動することができる。
【００４８】
　一方、ユーザは、検索窓でファイル選択時に、図１０のような入力信号を生成すること
ができる。これを更に詳しく説明すると、検索窓でＡｐｐ．ＡアイコンとＡｐｐ．Ｂアイ
コンが選択されて、５１１画面に示したように、Ａ．Ａｐｐ機能画面とＢ．Ａｐｐ機能画
面が出力されている状態で、ユーザは、Ａｐｐ．Ｃアイコンを選択した後、ドラッグし、
Ａ．Ａｐｐ機能画面が出力された位置にＡｐｐ．Ｃアイコンを移動させるタッチイベント
を生成することができる。また、ユーザは、Ａｐｐ．Ｆアイコンを選択した後、ドラッグ
し、Ｂ．Ａｐｐ機能画面が出力された位置にＡｐｐ．Ｆアイコンを移動させるタッチイベ
ントを生成することができる。
【００４９】
　すると、携帯端末１００は、５１３画面に示したように、Ａ．Ａｐｐ機能画面が出力さ
れた表示部１４１の位置にＡｐｐ．Ｃアイコンに対応するＣ．Ａｐｐ機能画面を出力し、
Ｂ．Ａｐｐ機能画面が出力された表示部１４１の位置にＡｐｐ．Ｆアイコンに対応するＦ
．Ａｐｐ機能画面を出力する。
【００５０】
　このように、携帯端末１００は、検索窓に表示されたアイコンをユーザが直接選択した
後、所望の位置に移動させると、それに対応する位置に当該機能画面を出力することがで
きる。
【００５１】
　次に、図１１を参照すると、ユーザが図４で説明したような機能運用のための入力信号
を生成すると、携帯端末１００は、５２１画面に示したように、選択された機能に対応す
る画面、即ちＡｐｐ．Ａ機能画面とＡｐｐ．Ｂ機能画面を表示部１４１に画面を分割して
出力する。
【００５２】
　この状態で、ユーザは、携帯端末１００に設けられた“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”を活性化す
ることができる。すると、携帯端末１００は、５２３画面に示したように、Ａｐｐ．Ａ機
能画面とＡｐｐ．Ｂ機能画面の大きさをリサイジングし、表示部１４１の一定領域にそれ
ぞれ配置させ、“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”入力に対応するメニュー画面を表示部１４１に出力
する。即ち、携帯端末１００は、Ａｐｐ．Ａ機能画面をリサイジングしたＡ機能画面を表
示部１４１の左側の所定領域に出力し、Ａｐｐ．Ｂ機能画面をリサイジングしたＢ機能画
面を表示部１４１の右側の所定領域に出力する。そして、携帯端末１００は、Ａ機能画面
とＢ機能画面の中間に“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”入力に対応するメニュー画面を出力する。５
２３画面で、ユーザは、メニュー画面に出力された多様な機能アイコンのうちの特定のア
イコン、例えば“Ｃ”機能アイコンを選択し、これをＡ機能画面上にドラッグ＆ドロップ
する入力信号を生成することができる。
【００５３】
　すると、携帯端末１００は、５２５画面に示したように、“Ｃ”機能アイコンの移動に
よって“Ａ”機能画面を“Ｃ”機能画面に置換する。その後、ユーザが、分割領域（Ｓｐ
ｌｉｔ　Ａｒｅａ）上で特定入力信号、即ち分割領域をタップ（Ｔａｐ）する入力信号を
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生成すると、携帯端末１００は、５２７画面に示したように、メニュー画面を除去し、リ
サイジングされて表示部１４１に出力される機能画面を、表示部１４１の分割領域に合う
ように変換して出力する。例えば、携帯端末１００は、５２５画面で選択された“Ｃ”機
能アイコンによって５２７画面でＡｐｐ．Ｃ機能画面を出力することができる。この際、
Ａｐｐ．Ｃ機能画面は、５２１画面でＡｐｐ．Ａ機能画面が出力された領域に合うように
出力される。そして、５２５画面におけるＢ機能画面は、５２７画面で、メニュー画面を
除去し、リサイジングされて分割領域に合うようにＡｐｐ．Ｂ機能画面を出力する。
【００５４】
　次に、図１２を参照すると、携帯端末１００は、分割画面に出力された機能画面を、メ
ニュー画面を通じて一時的に全て他の機能画面に変更することができる。これを更に詳し
く説明すると、ユーザが図４で説明したような機能運用のための入力信号を生成すると、
携帯端末１００は、５３１画面に示したように、選択された機能に対応する画面、即ちＡ
ｐｐ．Ｅ機能画面とＡｐｐ．Ｈ機能画面を表示部１４１に画面を分割して出力する。
【００５５】
　一方、ユーザは、多様な機能アイコンを含むメニュー画面を表示部１４１に表示するこ
とができる。このため、携帯端末１００は、特定キー、例えば“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”を提
供することができ、ユーザが“Ｈｏｍｅ　ｋｅｙ”を活性化すると、それに対応して５３
３画面に示したように、表示部１４１の全体に少なくとも１つの機能アイコンを含むメニ
ュー画面を表示する。この際、携帯端末１００は、上述したように、デュアルメニュー項
目を表示部１４１に表示することができる。ここで、デュアルメニュー項目を携帯端末１
００の設計者が任意に設計するか、又はユーザの設定によって生成及び消去することがで
きる。このため、携帯端末１００は、デュアルメニュー項目設定のための機能及びユーザ
インターフェースを別途に提供することができる。
【００５６】
　また、５３３画面に示したように、デュアルメニュー項目を含むアイコンが表示部１４
１に出力された状態で、ユーザは、特定デュアルメニュー項目、例えば“ＡＢ”デュアル
メニュー項目を選択するための入力信号を生成することができる。すると、携帯端末１０
０は、５３５画面に示したように、選択された“ＡＢ”デュアルメニュー項目に対応する
出力、即ちＡｐｐ．Ａ機能画面とＡｐｐ．Ｂ機能画面を、分割された表示部１４１に出力
する。この際、携帯端末１００は、５３３画面でユーザが特定デュアルメニュー項目を選
択すると、５３５画面に示したように、選択されたデュアルメニュー項目に対応する機能
画面を直接出力することができる。また、携帯端末１００は、５３３画面でユーザがデュ
アルメニュー項目を選択した後、特定入力信号、即ち当該メニュー項目に対応する機能画
面を出力するように設定されたキー入力信号やタッチイベントを生成すると、５３５画面
のような機能画面を出力することができる。
【００５７】
　以上説明したように、携帯端末１００は、検索窓に設けられたアイコンを選択する入力
信号、検索窓に設けられたアイコンを分割画面の特定領域に移動させる入力信号、分割画
面を再調整してメニュー画面を出力し、メニュー画面で特定アイコンを選択する入力信号
、分割画面状態で入力信号によってメニュー画面を出力し、デュアルメニュー項目を選択
する入力信号のいずれかの入力信号の発生によって機能画面を移動することができる。
【００５８】
　以上では、携帯端末１００の各構成と機能及び役割について説明した。また、分割画面
の特性と、分割画面の置換について説明した。以下では、上述した携帯端末１００の分割
画面を運用することができる多様なユーザインターフェース（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）
について図面を参照して更に詳しく説明する。
【００５９】
　図１３は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第１実施例を説明する
ための画面を示す図である。
【００６０】
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　図１３を参照すると、第１実施例のユーザインターフェースは、メッセージ作成窓に関
連するユーザインターフェースである。ユーザメニューを活性化し、メニュー画面でメッ
セージ作成のための機能を選択するか、又はメッセージ作成のために割り当てられた特定
キー入力を活性化することによって、メッセージ作成窓を表示部に表示することができる
。特にユーザがフォンブック画面で特定ユーザ情報、例えば、携帯端末１００は、ユーザ
が“Ｙｕｎ”に登録されたユーザ情報を選択し、メッセージ作成のための機能を活性化す
ると、６０１画面のようなメッセージ作成窓を出力することができる。
【００６１】
　一方、ユーザがメッセージ作成窓で特定領域、例えば追加機能（Ｍｏｒｅ　ｏｐｔｉｏ
ｎ）選択のために割り当てられた領域６１をタッチすると、携帯端末１００は、６０３画
面に示したように、追加機能を選択することができるオブション窓６３を表示部１４１の
一側に表示する。オブション窓６３は、多数のサブメニュー項目、例えば“Ｆｉｌｅ、Ｎ
ａｍｅｃａｒｄ、Ｃａｌｅｎｄａｒ、Ｔａｓｋ、Ｍｅｍｏ”などのように、メッセージ作
成窓と関連する機能を有するサブメニュー項目を含むことができる。ユーザがオブション
窓６３で“Ｆｉｌｅ”項目を選択すると、携帯端末１００は、表示部１４１上に“Ｆｉｌ
ｅ”項目に対応するサブ項目を表示する。例えば、携帯端末１００は、“Ａｄｄ　ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ、Ａｄｄ　ｓｕｂｊｅｃｔ、Ａｄｄ　ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ、Ｓａｖｅ　
ｉｎ、Ｒｅｃｉｐｉｅｎｔｓ、Ａｄｄ　ｔｅｘｔ、Ａｄｄ　Ｃｃ／Ｂｃｃ、Ｓｅｎｄｉｎ
ｇ　Ｏｐｔｉｏｎｓ”のようなサブ項目を含むサブ項目窓６５を表示部１４１上に表示す
ることができる。この際、携帯端末１００は、“Ｆｉｌｅ”項目のサブ項目窓６５をメッ
セージ作成窓にオーバレイさせて表示することができ、当該サブ項目窓６５をユーザが容
易に確認することができるようにオブション窓６３と重複しない領域にサブ項目窓６５に
含まれる当該項目を説明するテキストを表示することができる。
【００６２】
　次に、ユーザが６０３画面でサブ項目窓６５の特定サブ項目、例えば“Ａｄｄ　Ａｔｔ
ａｃｈｍｅｎｔ”項目を選択すると、携帯端末１００は、６０５画面に示したように、表
示部１４１の全体画面を分割し、分割された領域にメッセージ作成窓と関連する第１機能
画面６２とファイル添付と関連する第２機能画面６４を出力する。そして、ユーザが第２
機能画面６４で“ｉｍａｇｅｓ”項目を選択する入力信号を生成すると、携帯端末１００
は、６０７画面に示したように、当該フォルダに含まれる多様なファイルのリストを含む
リスト画面６６を分割された画面に表示する。この際、携帯端末１００は、リスト画面６
６を第２機能画面６４が出力された位置に表示することができる。そして、ユーザが特定
ファイル、例えば、“Ｐｉｃｔｕｒｅ１．ｊｐｇ、Ｐｉｃｔｕｒｅ２．ｊｐｇ”を選択す
る入力信号を生成し、６０９画面に示したように、ファイル添付を指示する“Ａｄｄ”ア
イコンを選択する入力信号を生成すると、携帯端末１００は、６１１画面に示したように
、選択されたファイルを含むメッセージ作成窓を表示部１４１の全体画面に表示する。こ
の際、携帯端末１００は、選択されたファイルが添付されたことをユーザが認知すること
ができるように、メッセージ作成窓の一定領域にファイル添付窓６７を表示することがで
きる。ファイル添付窓６７には、選択されたファイルを指示する情報、例えば“Ｐｉｃｔ
ｕｒｅ１．ｊｐｇ、Ｐｉｃｔｕｒｅ２．ｊｐｇ”を記入することができる。
【００６３】
　図１４～図１６は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第２実施例を
説明するための画面を示す図であり、機能画面領域間の情報移動に関するものである。
【００６４】
　図１４を参照すると、ユーザは、２つのユーザ機能、例えば、Ｗｅｂ接続機能と音楽フ
ァイル再生機能を携帯端末１００が提供するデュアルメニュー項目又は一般メニュー項目
などを利用して連続的に又は同時に活性化することができる。携帯端末１００は、Ｗｅｂ
接続機能を活性化すると、既定のサーバーアドレスを用いてＷｅｂ接続を行う。そして、
Ｗｅｂ接続が完了すると、携帯端末１００は、７０１画面に示したように、当該サーバー
アドレスが提供するＷｅｂ接続画面７２を、分割された表示部の一定領域に表示する。そ
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して、携帯端末１００は、選択された音楽再生機能を活性化し、それに対応する音楽ファ
イル再生画面７３を、分割された表示部の所定領域に表示する。
【００６５】
　一方、ユーザは、音楽ファイル再生画面７３で、例えば“ＡＢＢＡ”と記載したアーテ
ィスト情報を指定する入力信号を生成することができる。そして、ユーザが当該アーティ
スト情報を選択する入力信号、例えばダブルタップ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔａｐ）を生成する
と、携帯端末１００は、当該アーティスト情報を選択し、７０３画面に示したように、選
択された情報をＷｅｂ接続画面７２の特定領域、例えば検索領域７２にドラッグ＆ドロッ
プすると、７０５画面に示したように、選択された情報を検索領域７２上に表示する。
【００６６】
　ここで、ユーザは、Ｗｅｂ接続画面７２の制御のための入力信号、例えば画面移動のた
めの“Ｐａｎｎｉｎｇ”信号をＷｅｂ接続画面７２が表示された表示部上で生成すること
ができる。すると、Ｗｅｂ接続画面７２が表示された表示部上に配置されたタッチパネル
がそれに対応するタッチイベントを生成し、携帯端末１００の制御部１６０に伝達する。
すると、携帯端末１００は、７０７画面に示したように、Ｗｅｂ接続画面７２を入力信号
によって移動させて表示する。この状態で、ユーザがＷｅｂ接続画面７２の特定リンク項
目、例えば“検索実行命令”のための“Ｗｅｂ　ｓｅａｒｃｈ”項目を選択すると、携帯
端末１００は、検索領域に入力されたアーティスト情報を用いてＷｅｂサーチを行い、そ
の結果を、７０９画面に示したように、表示部１４１の一定領域、即ちＷｅｂ接続画面７
２の領域に表示する。この際、携帯端末１００は、検索領域に入力されたアーティスト情
報を含むメッセージをＷｅｂサーバーに伝送し、それに対応する検索情報を、無線周波数
部１１０を介して受信した後、受信した情報を表示部１４１に出力する。
【００６７】
　次に、図１５を参照すると、ユーザは、携帯端末１００が提供する電子メール確認機能
を活性化することができる。すると、携帯端末１００は、電子メール確認機能の活性化の
要求によって受信した電子メールリストを表示部１４１に表示し、特定電子メールが選択
されると、７１１画面に示したように、表示部１４１の一定領域に当該電子メールの内容
を出力する。そして、ユーザが地図表示機能の活性化を要求すると、携帯端末１００は、
地図表示機能を活性化し、既定の地図情報を表示部１４１に表示する。この際、携帯端末
１００は、電子メール確認機能に対応する電子メール機能画面７５と地図表示機能に対応
する地図機能画面７６を、分割された表示部１４１の画面にそれぞれ出力する。ここで、
携帯端末１００は、ユーザ制御によって電子メール機能画面７５と地図機能画面７６の大
きさが異なって出力されるように調節することができる。即ち、ユーザがタッチパッド１
２１を介して電子メール機能画面７５又は地図機能画面７６の大きさを調節するための入
力信号を生成すると、携帯端末１００は、それに対応して各機能画面の大きさを調節する
。
【００６８】
　一方、電子メール機能画面７５で、ユーザは、特定情報を選択することができる。例え
ば、ユーザは、電子メール機能画面７５でアドレス情報７４を多様な入力方式によって選
択することができる。即ち、ユーザは、アドレス情報７４が出力された領域をドラッグす
るか、又は携帯端末１００が当該アドレス情報７４を１つのブロックに設定した場合、当
該ブロックが出力されたタッチスクリーン１４０の領域をタップ（Ｔａｐ）することによ
って、アドレス情報７４を選択することができる。そして、ユーザは、アドレス情報７４
をドラッグし、地図機能画面７６上に移動させることができる。
【００６９】
　すると、携帯端末１００は、７１３画面に示したように、ドラッグされて地図機能画面
７６上に移動された情報によって地図詳細表示機能を活性化し、既定の縮尺で、アドレス
情報７４が含まれた地図情報を地図機能画面７６上に出力する。このため、携帯端末１０
０は、電子メール機能画面７５で選択されたアドレス情報７４を検索語として判断し、ア
ドレス情報７４が地図機能画面７６に移動すると、アドレス情報７４を基に地図詳細表示
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機能を活性化する。この際、携帯端末１００は、アドレス情報７４を含む地図領域を既定
の縮尺に調整し、当該地図表示領域を地図機能画面７６上に出力する。ここで、上述した
電子メール機能画面７５及び地図機能画面７６は、それぞれ入力部１２０からの入力信号
、タッチスクリーン１４０からのタッチイベントによってその大きさが調整される。例え
ば、機能画面を区分する中央境界領域は、ユーザがタッチした後、一定の方向、例えば上
下方向に移動させると、入力信号に応じて移動することができ、中央境界領域の移動によ
って各機能画面の大きさを変更することができる。機能画面の大きさの変更により、機能
画面に追加情報を出力するか、又は以前に出力された機能画面の画面要素を除去するか、
或いは現在出力された機能画面の大きさを変更して出力することもできる。
【００７０】
　次に、図１６を参照すると、ユーザが電子メール機能の活性化を要求すると、携帯端末
１００は、電子メール機能を活性化し、少なくとも１つの電子メール項目を含む電子メー
ルリストを出力する。この状態で、ユーザが特定電子メール項目を選択すると、携帯端末
１００は、７２１画面に示したように、選択された電子メール項目に含まれる内容を電子
メール機能画面７５として表示部１４１に出力する。そして、ユーザが、電子メール機能
が活性化された状態で、通話呼び出し機能を活性化するための入力信号を生成すると、携
帯端末１００は、通話呼び出し機能を行うための電話番号入力画面７７を表示部１４１に
出力する。
【００７１】
　ここで、ユーザは、電子メール機能画面７５に含まれる特定情報、例えば電話番号情報
７８を選択するための入力信号を生成することができる。即ち、ユーザは、電子メール機
能画面７５上で電話番号情報７８が出力された領域をドラッグするか、又はタップ（Ｔａ
ｐ）することによって、電話番号情報７８を選択することができる。そして、ユーザは、
選択された電話番号情報７８を電話番号入力画面７７上にドラッグして移動させることが
できる。
【００７２】
　すると、携帯端末１００は、７２３画面に示したように、ユーザが移動させた電話番号
情報７８を電話番号入力画面７７の一側に出力する。そして、携帯端末１００は、電話番
号情報７８を用いて電話の呼び出し機能を自動で行うか、又は別途の通話呼び出しのため
の入力信号が生成されると、電話の呼び出し機能を行う。
【００７３】
　上述したように、携帯端末１００は、ユーザの要求によって、複数の機能画面を領域別
に分割して表示部１４１に出力する。そして、携帯端末１００は、各機能画面上に出力さ
れた情報項目をユーザが選択できるようにし、選択された情報項目を他の機能画面上に移
動し、選択された情報項目を用いて既定の機能を行う。図１５では、ユーザがアドレス情
報７４を地図機能画面７６上に移動させる例を説明したが、ここで、携帯端末１００は、
アドレス情報７４が格納部１５０に格納された地図上にマッチングしない場合、当該アド
レス情報７４に対応する地域を探すことができないことを指示するメッセージを出力する
ことができる。また、図１６では、ユーザが電話番号情報７８を電話番号入力画面７７上
に移動させる例を説明したが、この過程で、ユーザが選択した電話番号情報７８が誤った
情報である場合、例えば、特殊文字や特定文字又は電話の呼び出しが不可能な情報である
場合、それに対応するメッセージを出力することができる。
【００７４】
　図１７は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第３実施例を説明する
ための画面を示す図であり、機能画面領域間の情報のコピーと移動に関するものである。
【００７５】
　図１７を参照すると、ユーザがＷｅｂ接続機能を活性化するための入力信号を生成する
と、携帯端末１００は、Ｗｅｂ接続機能を活性化する。この際、携帯端末１００は、既定
のアドレス又はユーザが入力したアドレスなどを用いて特定サーバーに接続し、当該サー
バーが提供するＷｅｂ接続画面を８０１画面に示したように表示部１４１に出力する。そ
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して、ユーザがメモ機能を活性化するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、
表示部１４１の画面を分割し、分割された一方の領域にＷｅｂ接続画面８１を表示し、他
の領域にメモ機能画面８２を表示することができる。
【００７６】
　次に、メモ機能画面８２で、ユーザがメモ生成（Ｃｒｅａｔｅ）機能を利用するための
入力信号を生成すると、携帯端末１００は、８０３画面に示したように、メモ生成画面８
３を表示部１４１に出力する。このため、携帯端末１００は、メモ生成のためのメニュー
項目を提供するか、又は８０１画面に示したように、メモ生成のためのアイコンをメモ機
能画面８２の一側に出力することができる。
【００７７】
　次に、８０５画面に示したように、メモ生成画面８３で、ユーザが、Ｗｅｂ接続画面８
１に表示されている特定情報項目を選択する入力信号を生成し、選択された情報項目をメ
モ生成画面８３に移動させると、携帯端末１００は、８０７画面に示したように、選択さ
れた情報項目をメモ生成画面８３上に表示する。ここで、ユーザは、Ｗｅｂ接続画面８１
上でタッチドラッグイベントを生成することによって、特定情報を選択することができる
。
【００７８】
　携帯端末１００は、８０７画面に示したように、ユーザがメモ生成画面８３の色を選択
することができるように色選択バー８５を表示することができる。ユーザが色選択バー８
５に含まれる特定色を選択するタップ（Ｔａｐ）信号を生成すると、携帯端末１００は、
８０９画面のように、選択された色をメモ生成画面８３に適用する。その後、ユーザがメ
モ生成画面８３に出力された格納（Ｓａｖｅ）アイコンを選択すると、携帯端末１００は
、８１１画面に示したように、メモ機能画面８２へ復帰する。この際、携帯端末１００は
、メモ生成機能によって生成された新しいメモ８６を含むメモ機能画面８２を出力するこ
とができる。
【００７９】
　図１８は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第４実施例を説明する
ための画面を示す図であり、機能画面領域間のファイル移動に関するものである。
【００８０】
　図１８を参照すると、ユーザがファイル検索機能を活性化するための入力信号を生成す
ると、携帯端末１００は、それに対応して第１ファイル検索画面９１を、９０１画面に示
したように表示部１４１に表示する。そして、ユーザが更に他のファイル検索機能を活性
化するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、表示部１４１の画面を分割し、
以前に行われたファイル検索機能に対応する第１ファイル検索画面９１と他のファイル検
索機能に対応する第２ファイル検索画面９２を、分割された領域にそれぞれ表示する。
【００８１】
　ユーザが第２ファイル検索画面９２で“Ｉｍａｇｅｓ”項目を選択すると、携帯端末１
００は、９０３画面に示したように、選択された項目のサブ項目、例えば“Ｕｓｅｒ　Ｆ
ｏｌｄｅｒ　１、Ｕｓｅｒ　Ｆｏｌｄｅｒ　２、Ｐｉｃｔｕｒｅ１．ｊｐｇ、Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ２．ｊｐｇ、Ｐｉｃｔｕｒｅ３．ｊｐｇ”を含む第１リスト画面９３を表示する。第
１リスト画面９３で、ユーザが“Ｕｓｅｒ　Ｆｏｌｄｅｒ　１”フォルダ項目を選択する
と、携帯端末１００は、９０５画面に示したように、“Ｕｓｅｒ　Ｆｏｌｄｅｒ　１”フ
ォルダ項目に含まれるサブ項目を含む第２リスト画面９４を出力する。ここで、第２リス
ト画面９４は、“Ｕｓｅｒ　Ｆｏｌｄｅｒ　１”フォルダ項目に含まれるサブ項目、即ち
“Ｆａｔｈｅｒ．ｊｐｇ、Ｋａｔｈｙ．ｊｐｇ、Ｓｅａ．ｊｐｇ、Ｆｅｄ　Ｆｌｏｗｅｒ
．ｊｐｇ、Ｃｕｔｅ．ｊｐｇ”項目を含む。一方、ユーザは、第２リスト画面９４に出力
されたサブ項目のうちの特定項目を第１ファイル検索画面９１の特定フォルダ、例えば“
Ｆａｍｉｌｙ”項目に移動させるための入力信号を生成することができる。例えば、ユー
ザは、第２リスト画面９４で“Ｆａｔｈｅｒ．ｊｐｇ”項目を選択する入力信号を生成し
、当該項目が選択されると、ドラッグし、第１ファイル検索画面９１の“Ｆａｍｉｌｙ”
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項目が割り当てられた領域上に移動させることができる。すると、携帯端末１００は、選
択された“Ｆａｔｈｅｒ．ｊｐｇ”項目を第１リスト画面９３上に出力された“Ｕｓｅｒ
　Ｆｏｌｄｅｒ　１”フォルダから第１ファイル検索画面９１に出力された“Ｆａｍｉｌ
ｙ”フォルダに移動させることができる。そして、携帯端末１００は、移動された“Ｆａ
ｔｈｅｒ．ｊｐｇ”項目を第２リスト画面９４、即ち“Ｕｓｅｒ　Ｆｏｌｄｅｒ　１”フ
ォルダから除去する。
【００８２】
　図１９は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第５実施例を説明する
ための画面を示す図であり、Ｗｅｂ接続機能を支援する機能画面領域間の連動に関するも
のである。
【００８３】
　図１９を参照すると、ユーザがＷｅｂ接続機能を活性化するための入力信号を生成する
と、携帯端末１００は、既定のアドレス又はユーザが入力したアドレスを用いてＷｅｂサ
ーバーに接続し、Ｗｅｂサーバーにより提供される情報を出力するためのＷｅｂ接続画面
を表示部１４１に表示する。そして、ユーザが“Ｔｗｉｔｔｅｒ”機能を活性化するため
の入力信号を生成すると、携帯端末１００は、ツイッター機能の支援のためのツイッター
サーバーに接続し、ツイッターサーバーにより提供された接続画面を受信して表示部１４
１に表示する。これにより、携帯端末１００は、１００１画面に示したように、Ｗｅｂ接
続画面１０１とツイッター機能画面１０２を、分割された領域を有する表示部１４１上に
それぞれ出力する。
【００８４】
　その後、ユーザは、Ｗｅｂ接続画面１０１上で多様なタッチイベント、例えばタップ（
Ｔａｐ）機能を利用してニュース検索を行うことができる。ユーザが特定ニュース、例え
ば“Ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ”に関するニュースを選択すると、携帯端末１００は、当該
リンク情報をサーバーに伝送し、サーバーから当該“Ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ”と関連し
た情報を受信し、受信した情報を１００３画面に示したようにＷｅｂ接続画面１０１に出
力する。
【００８５】
　ユーザが１００５画面に示したようにツイッター機能画面１０２でアップデート領域１
０３を選択すると、携帯端末１００は、当該アップデート領域１０３に情報入力のための
機能を提供することができる。即ち、ユーザは、入力部１２０を利用して１００７画面に
示したようにアップデート領域１０３に特定文字入力、例えば“Ｈｅａｌｔｈ　ｃａｒｅ
　ｙａｈｏｅ　ｎｅｗｓ　ｉｓ　ｈｅｒｅ！”に該当する文字入力を行うことができる。
そして、ユーザは、Ｗｅｂ接続画面１０１に出力された特定情報、例えばＵＲＬアドレス
情報１０４を選択するための入力信号、例えば“Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔａｐ”のような入力信
号を生成することができる。そして、ユーザは、１００９画面に示したように、選択され
たＵＲＬアドレス情報１０４をドラッグし、ツイッター機能画面１０２のアップデート領
域１０３に入力することができる。
【００８６】
　すると、携帯端末１００は、１０１１画面に示したように、１００５画面でユーザが入
力した文字情報と１００９画面でユーザが選択したＵＲＬアドレス情報１０４の両方を、
アップデート領域１０３に適用して出力する。そして、ユーザが入力した情報をツイッタ
ーサーバーにアップロードするための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、入力さ
れた情報をアップロードする。
【００８７】
　図１９で、Ｗｅｂ接続画面から得られた情報はツイッター機能画面１０２に適用される
。一方、以下の図２０で説明するように、ツイッター機能画面１０２の情報をＷｅｂ接続
画面１０１に適用することも可能である。
【００８８】
　図２０を参照すると、ユーザがＷｅｂ接続機能とツイッター機能を活性化すると、携帯
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端末１００は、１１０１画面に示したように、ツイッター機能画面１０２とＷｅｂ接続画
面１０１をそれぞれ分割された領域を有する表示部１４１に出力する。
【００８９】
　そして、ユーザがツイッター機能画面１０２上で特定情報を選択するタッチイベントを
生成すると、例えば特定ＵＲＬアドレス情報１０４を選択する入力信号を生成すると、携
帯端末１００は、１１０３画面に示したように、選択されたＵＲＬアドレス情報１０４に
よってＷｅｂ接続画面１０１にＷｅｂサーバーから受信したＷｅｂデータを表示する。
【００９０】
　図２１は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第６実施例を説明する
ための画面を示す図であり、ファイル検索機能とツイッター機能との間のインターフェー
ス（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）に関するものである。
【００９１】
　図２１を参照すると、ユーザがファイル検索機能を選択するための入力信号を生成する
と、携帯端末１００は、ファイル検索機能に対応するファイル検索機能画面１２１１を表
示部１４１に表示する。また、ユーザがツイッター機能を活性化するための入力信号を生
成すると、携帯端末１００は、ツイッター機能の活性化によって既定のツイッターサーバ
ーに接続し、ツイッターサーバーにより提供される出力データのためのツイッター機能画
面１２１３を表示部１４１に表示する。これにより、携帯端末１００は、１２０１画面に
示したように、ファイル検索機能画面１２１１とツイッター機能画面１２１３をそれぞれ
分割された領域を有する表示部１４１に出力する。
【００９２】
　一方、ユーザがファイル検索機能画面１２１１で特定フォルダ、例えば“ｉｍａｇｅｓ
”フォルダを選択する入力信号を生成すると、携帯端末１００は、１２０３画面に示した
ように、“ｉｍａｇｅｓ”フォルダに含まれているサブ項目、例えば“Ｆａｔｈｅｒ．ｊ
ｐｇ”、“ｋａｔｈｙ．ｊｐｇ”、“Ｓｅａ．ｊｐｇ”、“Ｒｅｄ　ｆｌｏｗｅｒ．ｊｐ
ｇ”、“ｃｕｔｅ．ｊｐｇ”サブ項目を含むリスト画面１２１５を表示部１４１に出力す
る。ここで、ユーザが特定サブ項目、例えば“Ｆａｔｈｅｒ．ｊｐｇ”項目を選択し、ツ
イッター機能画面１２１３のアップロード領域１２１６上にドラッグして移動させる入力
信号を生成すると、携帯端末１００は、１２０５画面に示したように、“Ｆａｔｈｅｒ．
ｊｐｇ”項目をツイッター機能画面１２１３のアップロード領域１２１６に入力する。こ
こで、携帯端末１００は、アップロード領域１２１６に入力されたファイル情報、即ち“
Ｆａｔｈｅｒ．ｊｐｇ”を出力することによって、どのファイルがアップロードされるか
をユーザに認識させることができる。
【００９３】
　その後、ツイーターサーバーからの送信要求に応答して、携帯端末１００は、ツイッタ
ーサーバーにアップロードファイルを伝送する。
【００９４】
　図２２は、本発明の一実施形態によるユーザインターフェースの第７実施例を説明する
ための画面を示す図であり、分割画面領域でのツイッター機能に関するものである。
【００９５】
　図２２を参照すると、ユーザがツイッター機能を活性化するための入力信号を生成する
と、携帯端末１００は、既定のツイッターアドレスを用いてツイッターサーバーに接続し
、ツイッターサーバーにより提供される出力データのためのツイッター機能画面３０１を
表示部１４１に出力する。ツイッター機能画面３０１は、ツイッターサーバーに登録され
たメッセージをリスト形態で含むことができる。ここで、携帯端末１００は、ユーザがツ
イッター機能を利用することができるように、ツイッター機能を活性化するための入力信
号を生成するためのアイコン又は特定キーを含むメニューを提供することができる。
【００９６】
　携帯端末１００は、１３０１画面に示したように、分割画面を構成するための“Ｓｐｌ
ｉｔｔｅｒ”アイコンを画面の一側に出力することができる。ユーザがＳｐｌｉｔｔｅｒ
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アイコンを選択するための入力信号、例えば当該アイコンをタップ（Ｔａｐ）する入力信
号を生成すると、携帯端末１００は、１３０３画面に示したように、画面を分割し、分割
された領域にそれぞれツイッター機能に対応する第１ツイッター機能画面３０２と第２ツ
イッター機能画面３０３を表示する。ここで、第１ツイッター機能画面３０２は、１３０
１画面で出力されたツイッター機能画面３０１を、画面分割によって縮小された領域に合
うようにリサイジングした画面になる。そして、第２ツイッター機能画面３０３は、第１
ツイッター機能画面３０２のうち、デフォルトとして選択された特定メッセージ項目又は
ユーザが選択した特定メッセージ項目の詳細情報表示画面になる。これにより、ユーザが
１３０３画面で第１ツイッター機能画面３０２の他のメッセージ項目を選択するための入
力信号を生成すると、携帯端末１００は、１３０５画面に示したように、選択された他の
メッセージ項目の詳細情報を第２ツイッター機能画面３０３に出力する。
【００９７】
　１３０５画面に示したように、ユーザが、例えば第１ツイッター機能画面３０２の領域
に表示された“削除（Ｄｅｌｅｔｅ）”アイコンを選択することにより、選択されたメッ
セージ項目を削除するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、選択されたメッ
セージ項目を削除し、選択されたメッセージ項目を削除することにより第１ツイッター機
能画面３０２を更新する。
【００９８】
　１３０７画面に示したように、携帯端末１００は、全体画面表示へ復帰するための“Ｍ
ｅｒｇｅ”アイコンを表示部１４１の所定領域に出力することができる。ユーザが“Ｍｅ
ｒｇｅ”アイコンを選択するための入力信号を生成すると、携帯端末１００は、１３０９
画面に示したように、分割された画面を除去し、第１ツイッター機能画面３０２をツイッ
ター機能画面３０１に拡大して出力する。ここで、拡大出力は、第１ツイッター機能画面
３０２に出力されるイメージ、テキストなどの大きさを拡大するだけでなく、第１ツイッ
ター機能画面３０２に出力しなかったイメージ、テキストなどを追加して出力することが
できる。
【００９９】
　以上説明したように、本発明の多様な実施例による携帯端末１００の分割画面の運用は
、ユーザが生成する入力信号によってユーザ機能が活性化されると、ユーザ機能の特性、
以前のユーザ機能と新しいユーザ機能との連携性、画面分割を要請する入力信号などによ
って画面を分割し、分割された各画面に第１機能画面及び第２機能画面を含む機能画面を
出力することができる。
【０１００】
　上述した携帯端末１００の分割画面の運用方法及び装置として、いくつかのユーザイン
ターフェースについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、端末設計者
の運用によって多様なユーザインターフェースに対してユーザ機能別に自動分割画面出力
と全体画面への復帰機能を支援することができる。
【０１０１】
　上述した携帯端末１００は、その提供形態として、近距離通信のための近距離通信モジ
ュール、被写体の静止画像／動画像を撮影するためのカメラモジュール、携帯端末１００
の有線通信方式又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行うインターネット通信モジュー
ル及びデジタル放送受信と再生機能を行うデジタル放送モジュールなどのように、上記で
言及しない構成を含むこともできる。このような構成要素は、デジタル機器の機能統合（
ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）傾向によって変形が非常に多様なので、全て列挙することはで
きないが、言及した構成要素と同等な水準の構成要素がデバイスに追加されて更に含まれ
て構成され得る。また、本実施形態による携帯端末１００は、その提供形態によって上記
構成から特定構成が除外されるか、又は他の構成に代替させることもできることは勿論で
ある。これは、本技術分野における通常の知識を有する者にとって容易に理解されること
である。
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【０１０２】
　また、本発明の実施形態による携帯端末１００は、タッチ面積の変化率を追跡し、それ
による機能属性の変化を支援する全ての形態のデバイスを含むことができる。例えば、携
帯端末１００は、多様な通信システムに対応する通信プロトコル（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ）に基づいて動作する全ての移動通信端末（ｍｏｂｉｌｅ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｔｅｒｍｉｎａｌｓ）を含め、ＰＭＰ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ
　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ）、デジタル放送プレーヤー、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、音楽再生機（例えば、ＭＰ３プレー
ヤー）、携帯ゲーム端末、スマートフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）、ノートパソコン
（Ｎｏｔｅｂｏｏｋ）、及びハンドヘルドパソコンなどの全ての情報通信機器とマルチメ
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。
【０１０３】
　以上、本発明の実施形態を詳細に説明したが、これらの実施形態は、例示的なものであ
って限定的なものではない。このように本発明の属する技術分野における通常の知識を有
する者であれば、本発明の思想と添付の特許請求範囲で定義された権利範囲を逸脱しない
範囲内で均等論によって多様な変化と修正を加えることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　１００　　携帯端末
　１１０　　無線周波数部
　１２０　　入力部
　１２１　　タッチパッド
　１２３　　キーボタン
　１３０　　オーディオ処理部
　１４０　　タッチスクリーン
　１４１　　表示部
　１４３　　タッチパネル
　１５０　　格納部
　１６０　　制御部
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