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(57)【要約】
　本発明は表示領域を選択的に拡張または縮小すること
ができる構造を有する表示領域可変型ディスプレー装置
に関する。本発明は折り畳み可能な本体を有するベース
プレート；前記ベースプレートの一面に設置され、前記
ベースプレートの折り畳みによってその表示領域が折り
畳まれて変更されるディスプレー部；及び前記ベースプ
レートの折り畳みの前、後に前記ベースプレートを支持
するプレート支持部材；を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折り畳み可能な本体を有するベースプレートと、前記ベースプレートの一面に設置され
、前記ベースプレートの折り畳みによってその表示領域が折り畳まれて変更されるディス
プレー部と、前記ベースプレートの折り畳みの前、後に前記ベースプレートを支持するプ
レート支持部材とを含む表示領域可変型ディスプレー装置。
【請求項２】
　前記ベースプレートは、ヒンジ部と、前記ヒンジ部を中心に折り畳み可能に連結された
一対のプレートユニットとを備えることを特徴とする請求項１に記載の表示領域可変型デ
ィスプレー装置。
【請求項３】
　前記ディスプレー部は、前記一対のプレートユニットに一体に付着された可撓性ディス
プレーからなることを特徴とする請求項２に記載の表示領域可変型ディスプレー装置。
【請求項４】
　前記ディスプレー部は、前記一対のプレートユニットにそれぞれ対応するように付着さ
れた一対のディスプレーからなることを特徴とする請求項２に記載の表示領域可変型ディ
スプレー装置。
【請求項５】
　前記プレート支持部材は、前記ベースプレートの平面部分に対応する支持部と、前記支
持部の両側辺縁端に設けられ、前記ベースプレートの両側辺縁端をガイドするためのガイ
ド溝を提供するガイド部とを含むことを特徴とする請求項２に記載の表示領域可変型ディ
スプレー装置。
【請求項６】
　前記ベースプレートが折り畳まれた状態で、前記一対のプレートユニットの中の何れか
一方のプレートユニットの両側辺縁端が前記ガイド部によってガイドされた状態を維持す
ることを特徴とする請求項５に記載の表示領域可変型ディスプレー装置。
【請求項７】
　前記一方のプレートユニットの末端部分には前記プレート支持部材から前記ベースプレ
ートが離脱するのを防止しながら、前記一方のプレートユニットの反転動作のための回動
中心を提供するピボット部材を設置することを特徴とする請求項６に記載の表示領域可変
型ディスプレー装置。
【請求項８】
　前記ベースプレートと前記プレート支持部材は長方形構造を有し、前記ベースプレート
の全長が前記プレート支持部材の長さの二倍であることを特徴とする請求項６に記載の表
示領域可変型ディスプレー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はディスプレー装置に関し、さらに詳しくは、表示領域を実質的に拡張させたり
縮小させることができる構造を有する表示領域可変型ディスプレー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレー装置は多様な形態の電子機器に多様な形態で用いられる。即ち、一般の携
帯電話、ＰＤＡ、スマートフォン、小型ノート・パンコンなどのように携帯可能なモバイ
ル端末機からデスクトップコンピューター、ＴＶなどに至るまで各種電子機器には情報を
表示するためのディスプレー装置が採用されている。
【０００３】
　しかしながら、携帯可能なモバイル端末機は簡便に携帯できるように、軽量且つ小型に
製作される特性から、ディスプレー装置の画面も非常に小さな面積を有する形態で提供さ
れることが一般的である。このように、画面の大きさに制約がある関係で、端末機本体の
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大きさより大きいサイズの画面が必要な場合には、使用者が別途のディスプレー装置を携
帯しなければならないという不便がある。
【０００４】
　また、携帯性を要しない電子機器の場合でも、画面大きさに対する変更が不可能で、多
様な使用環境に符合することができるディスプレーを要求する市場の要求を満たすことが
できないという短所がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は前記のような問題点を考慮して創案されたもので、画面を表示する表示領域が
折り畳み（Ｆｏｌｄｉｎｇ）可能な構造を有する表示領域可変型ディスプレー装置を提供
することにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記のような目的を達するために、本発明は折り畳み可能な本体を有するベースプレー
ト、前記ベースプレートの一面に設置され、前記ベースプレートの折り畳みによってその
表示領域が折り畳まれて変更されるディスプレー部及び前記ベースプレートの折り畳みの
前、後に前記ベースプレートを支持するプレート支持部材を含む表示領域可変型ディスプ
レー装置を開示する。
【０００７】
　前記ベースプレートは、ヒンジ部及び前記ヒンジ部を中心に折り畳み可能に連結された
一対のプレートユニットを備えることが好ましい。
【０００８】
　前記ディスプレー部は前記一対のプレートユニットに一体に付着された可撓性ディスプ
レーによって構成することができる。代案として、前記ディスプレー部は前記一対のプレ
ートユニットにそれぞれ対応するように付着された一対のディスプレーによって構成する
こともできる。
【０００９】
　前記プレート支持部材は、前記ベースプレートの平面部分に対応する支持部と、前記支
持部の両側辺縁端に設けられ、前記ベースプレートの両側辺縁端をガイドするためのガイ
ド溝を提供するガイド部とを含むことができる。
【００１０】
　前記ベースプレートが折り畳まれた状態で、前記一対のプレートユニットの中の何れか
一方のプレートユニットの両側辺縁端は前記ガイド部によってガイドされた状態を維持す
ることが好ましい。
【００１１】
　前記一方のプレートユニットの末端部分には前記プレート支持部材から前記ベースプレ
ートが離脱するのを防止しながら、前記一方のプレートユニットの反転動作のための回動
中心を提供するピボット部材を設置することができる。
【００１２】
　前記ベースプレートと前記プレート支持部材は長方形構造を有し、前記ベースプレート
の全長は前記プレート支持部材の長さの二倍であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、使用環境によってディスプレー部を折り畳んだり開けることによって
表示領域の大きさを縮小または拡張させることができるので、多様な面積または形態の画
面を提供することができる。
【００１４】
　また、ベースプレート及びプレート支持部材によってディスプレー部が安定的に支持及
びガイドされるので、ディスプレーの耐久性を強化することができる。
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【００１５】
　本発明を適用すると、端末本体に比べて相対的に大きい画面を提供することが可能であ
るので、各種モバイル端末機の使用便宜性を極大化することができる。
【００１６】
　このような本発明は多様な形態の電子機器に装着可能であるので、汎用性が優れた長所
がある。
【００１７】
　本明細書に添付される以下の図面は本発明の好ましい実施形態を例示するもので、後述
される発明の詳細な説明とともに本発明の技術思想をさらに理解させる役割を果たす。本
発明はこのような図面に記載された事項に限定されて解釈されてはならない。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置の斜視図であ
る。
【図２】図１におけるベースプレートの構成を示す斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によってベースプレートに可撓性ディスプレーが設置された
構成を示す斜視図である。
【図４】本発明の他の実施形態によってベースプレートに一対のディスプレーが設置され
た構成を示す斜視図である。
【図５】図１におけるプレート支持部材の構成を示す斜視図である。
【図６】図５の側面図である。
【図７】本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置の作動例を示
す斜視図である。
【図８】本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置の作動例を示
す斜視図である。
【図９】本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置の他の作動例
を概略的に示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付された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。これに
先立って、本明細書及び特許請求の範囲に用いられた用語や単語は通常的で且つ辞書的な
意味に限定して解釈されてはならず、発明者は自分の発明を最善の方法で説明するために
用語の概念を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
合する意味と概念に解釈すべきである。従って、本明細書に記載された実施形態と図面に
示された構成は本発明の最も好ましい一実施形態に過ぎず、本発明の技術的思想を代弁す
るものではないので、本出願時点において、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すべきである。
【００２０】
　図１は本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置の斜視図であ
る。
【００２１】
　図１によれば、本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置は、
折り畳み可能な本体を有するベースプレート１００と、ベースプレート１００の一面に設
置されたディスプレー部１１０と、ベースプレート１００を支持及びガイドするプレート
支持部材１２０とを含む。
【００２２】
　図１には本発明に対する理解を図るために、表示領域可変型ディスプレー装置がノート
・パンコン１の本体の一側に装着された例が示されている。本発明の適用対象はこのよう
な例に限定されないで、一般の携帯電話、ＰＤＡ、スマートフォン、ＰＣ、ＴＶなど多様
な電子機器に適用することができる。必要によって、本発明は別途の電子機器に装着され
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ないで独立された製品として使われることも可能である。
【００２３】
　図２に示すように、ベースプレート１００は全体的に長方形を呈し、前、後方向に折り
畳み可能に一対のプレートユニット１００ａ、１００ｂがヒンジ結合された構造を有する
。一対のプレートユニット１００ａ、１００ｂはその中間地点に位置するヒンジ部１０１
を介して相互連結されてヒンジ結合される。図面には図示していないが、ヒンジ部１０１
には一対のプレートユニット１００ａ、１００ｂの間の回動角を定義する所定のストッパ
（Ｓｔｏｐｐｅｒ）が備えられる。
【００２４】
　ディスプレー部１１０はベースプレート１００の一面に付着され、ベースプレート１０
０と連動して折り畳まれたり開かれてその表示領域が縮小または拡張される。
【００２５】
　図３に示すように、ディスプレー部１１０は一対のプレートユニット１００ａ、１００
ｂを横切る形態に一体に付着される可撓性ディスプレー（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ）によって構成されることができる。この場合、ベースプレート１００が折り畳まれ
たり開かれる時ベースプレート１００と一体に可撓性ディスプレーが折り畳まれて開かれ
る。
【００２６】
　ディスプレー部１１０は、図４に示すように、一対のプレートユニット１００ａ、１０
０ｂにそれぞれ対応するように付着された一対のディスプレー１１０ａ、１１０ｂによっ
て構成されてもよい。ここで、一対のディスプレー１１０ａ、１１０ｂとしてはＬＣＤ、
ＰＤＰ、ＯＬＥＤ、ＡＭＯＬＥＤなどを採用することができる。この場合、ベースプレー
ト１００が折り畳まれたり開かれる時、ベースプレート１００と一体に一対のディスプレ
ー１１０ａ、１１０ｂが相互折り畳まれたり開かれる。
【００２７】
　ディスプレー部１１０と付着されたベースプレート１００はプレート支持部材１２０に
よって支持及びガイドされる。プレート支持部材１２０は、ベースプレート１００の折り
畳みの前、後にベースプレート１００をガイドすると同時に、拡張または縮小された状態
のベースプレート１００を支持する。前述したように、プレート支持部材１２０は、例え
ば、ノート・パンコンのような電子機器に着脱可能に結合することができる。このため、
プレート支持部材１２０の一側には対象物との結合のために、ボルトやヒンジアセンブリ
のような締結手段を備えることができる。
【００２８】
　好ましくは、プレート支持部材１２０の一側には折り畳み状態のベースプレート１００
をプレート支持部材１２０に固定することができるように所定のクランプやホルダー形態
の固定手段を備えることができる。
【００２９】
　図５及び図６に示すように、プレート支持部材１２０は全体的に長方形を呈し、ベース
プレート１００の平面部分に対応する支持部１２１と、支持部１２１の幅方向を基準に両
側辺縁端に設けられ、ベースプレート１００の両側辺縁端をガイドするためのガイド溝１
２３がプレート支持部材１２０の長さ方向に沿って長く形成されるように曲げられた構造
を有するガイド部１２２とを含む。このような構成によれば、ガイド部１２２内にベース
プレート１００の両側辺縁端をガイドしながら、ガイド溝１２３に沿ってプレート支持部
材１２０の長さ方向にベースプレート１００をスライディングさせることによって、折り
畳み中心となるヒンジ部１０１をガイド部１２２の外方に移動させることができる。ヒン
ジ部１０１がガイド部１２２の外方に位置した状態でベースプレート１００は前、後方向
に回動し折り畳むことができる。
【００３０】
　折り畳む時、ベースプレート１００に実質的に対応する長さを有するように、拡張され
た状態でプレート支持部材１２０の全長は実質的にベースプレート１００の二倍を満足す
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ることが好ましい。
【００３１】
　ベースプレート１００のスライディングの時、ガイド溝１２３内にベースプレート１０
０の辺縁端を安定的に支持するために、ガイド溝１２３の内壁にはベースプレート１００
の辺縁端方向に弾性力を提供する所定の弾性支持体を設けることができる。
【００３２】
　ベースプレート１００が折り畳まれた状態で、一対のプレートユニット１００ａ、１０
０ｂの中の何れか一方のプレートユニットの両側辺縁端はプレート支持部材１２０のガイ
ド部１２２によってガイドされた状態を持続的に維持する。図７～図９には本発明によっ
て提供することができるベースプレート１００とプレート支持部材１２０の間の折り畳み
前、後作動例が示されている。
【００３３】
　図７に示すように、ベースプレート１００のヒンジ部１０１を中心にディスプレー部１
１０の両側は内側面が相互対向するように折り畳むことができる。この場合に、ディスプ
レー部１１０の両側の中の一側の裏面が外方を向くようになる。
【００３４】
　代案として、図８に示すように、ベースプレート１００のヒンジ部１０１を中心にディ
スプレー部１１０の両側は外側に表示領域が位置するように折り畳むことができる。この
場合、ディスプレー部１１０の両側の中の一側はプレート支持部材１２０の背面側に位置
する。
【００３５】
　図７及び図９で、ベースプレート１００のヒンジ部１０１を中心にディスプレー部１１
０の両側が開かれて拡張された以後には、ベースプレート１００をスライディングさせる
動作によってヒンジ部１０１がプレート支持部材１２の長さ方向の中間地点に位置するこ
とが好ましい。
【００３６】
　図９によれば、一対のプレートユニット１００ａ、１００ｂの中の一方のプレートユニ
ット１００ａは、その背面、即ち、ディスプレー部（図示しない）が位置した反対面が外
側を向くようにプレート支持部材１２０内に収容することができる。図９ａ～９ｄに示す
ように、一対のプレートユニット１００ａ、１００ｂが開かれる過程で前記収容状態のプ
レートユニット１００ａはガイド溝１２３に沿ってスライディングした後その前面が外部
に露出するように反転しながら開かれる。この場合には、図９ｄの状態で、プレート支持
部材１２０に対してプレートユニット１００ｂを支持することによってヒンジ部１０１に
よってプレートユニット１００ｂが下方へ垂れることを防止する部材を付加することがで
きる。代案としては、ヒンジ部１０１がプレート支持部材１２０の上に位置するようにプ
レートユニット１００ａ、１００ｂの長さをプレート支持部材１２０の長さと比べて短く
設計することも可能である。
【００３７】
　前記プレートユニット１００ａにおいて、ヒンジ部１０１の反対端に位置する末端部分
にはプレート支持部材１２０からベースプレート１００が離脱することを防止しながら、
前記反転動作の時回動中心を提供するためのピボット（Ｐｉｖｏｔ）部材１０２を設ける
ことができる。
【００３８】
　前述したように、本発明の好ましい実施形態による表示領域可変型ディスプレー装置は
、ディスプレー部１１０が一面に付着されたベースプレート１００をプレート支持部材１
２０に対して折り畳んだり開くことによって外部に表示領域の大きさを縮小または拡張さ
せることができる。このような本発明は、好ましくは電子機器の一側に装着されて、使用
の時折り畳み状態から開くことによって画面の大きさが拡張された表示領域を提供するこ
とができる。
【００３９】
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　以上の通り、本発明は限定された実施形態と図面によって説明されたが、本発明はこれ
によって限定されないで、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者によっ
て本発明の技術思想と特許請求の範囲の均等な範囲内で多様な修正及び変形が可能である
ことは明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は上述した特定の好ましい実施形態に限定されず、特許請求の範囲で請求する本
発明の要旨を逸脱しない範囲内で、当該発明が属する技術分野において通常の知識を有す
る者であれば誰でも多様な変形の実施が可能であることは明らかであり、そのような変更
は特許請求の範囲内に属するとすべきである。
【符号の説明】
【００４１】
１００　ベースプレート
１００ａ、１００ｂ　プレートユニット
１０１　ヒンジ部
１１０　ディスプレー部
１２０　プレート支持部材
１２１　支持部
１２２　ガイド部
１２３　ガイド溝

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(9) JP 2013-504783 A 2013.2.7

【図７】 【図８】

【図９】
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