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(57)【要約】
【課題】フレキシブルディスプレイが湾曲された場合に
画面の内容を変更する携帯端末のフレキシブルディスプ
レイ制御方法及び装置を提供する。
【解決手段】本発明による携帯端末のフレキシブルディ
スプレイ制御方法は、画面が湾曲されることを感知する
ステップと、画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地
に決定するステップと、中心地に向かって画面上のオブ
ジェクトを移動させるステップとを、有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御方法であって、
　画面が湾曲されることを感知するステップと、
　前記画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定するステップと、
　前記中心地に向かって画面上のオブジェクトを移動させるステップと、を有することを
特徴とするフレキシブルディスプレイ制御方法。
【請求項２】
　前記画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定するステップは、
　座標に基づいて曲率半径を測定し、最も小さい曲率半径に該当する座標を前記中心地に
決定することを特徴とする請求項１に記載のフレキシブルディスプレイ制御方法。
【請求項３】
　前記画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定するステップは、
　前記画面の湾曲によって発生する圧力の大きさを座標に基づいて測定し、最も大きい圧
力に該当する座標を前記中心地に決定することを特徴とする請求項１に記載のフレキシブ
ルディスプレイ制御方法。
【請求項４】
　前記中心地に向かって画面上のオブジェクトを移動させるステップは、
　前記オブジェクトの現在の位置に対する湾曲の程度を測定し、該測定した湾曲の程度に
相応する予め定義された速さで現在の位置から次の位置へ向かう速度を決定し、前記決定
した速度で前記オブジェクトを移動させることを特徴とする請求項１に記載のフレキシブ
ルディスプレイ制御方法。
【請求項５】
　携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御装置であって、
　フレキシブルディスプレイ部と、
　前記フレキシブルディスプレイ部が湾曲されることを感知してこれを制御部に知らせる
湾曲感知部と
　前記フレキシブルディスプレイ部の湾曲程度を座標に基づいて測定し、該測定した結果
を前記制御部に提供する湾曲程度測定部と、
　前記携帯端末の動作に関するデータを保存する保存部と、
　前記湾曲感知部で前記フレキシブルディスプレイ部が湾曲されたことを認識した場合に
、前記湾曲程度測定部から受信した測定結果から画面で湾曲程度が最も大きい所を中心地
に決定し、該中心地に向かって画面上のオブジェクトを移動させるアルゴリズムを前記保
存部のデータを参照して行う前記制御部と、を備えることを特徴とするフレキシブルディ
スプレイ制御装置。
【請求項６】
　前記湾曲程度測定部は、座標に基づいて曲率半径を測定して該測定した結果を前記制御
部に提供し、
　前記制御部は、前記湾曲程度測定部から受信した測定結果から、最も小さい曲率半径に
該当する座標を前記中心地に決定することを特徴とする請求項５に記載のフレキシブルデ
ィスプレイ制御装置。
【請求項７】
　前記湾曲程度測定部は、前記フレキシブルディスプレイ部の湾曲によって発生する圧力
の大きさを座標に基づいて測定して該測定した結果を前記制御部に提供し、
　前記制御部は、前記湾曲程度測定部から受信した測定結果から、最も大きい圧力に該当
する座標を前記中心地に決定することを特徴とする請求項５に記載のフレキシブルディス
プレイ制御装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記オブジェクトの現在の位置に対する湾曲の程度を、前記湾曲程度測定部を介して獲
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得し、該獲得した湾曲の程度に相応する予め定義された速さを前記保存部から確認し、該
確認した速さで現在の位置から次の位置へ向かう速度を決定した後、
　前記決定した速度で画面上のオブジェクトを移動させることを特徴とする請求項５に記
載のフレキシブルディスプレイ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子通信産業の発展により、携帯端末は、現代社会の必需品になり、速やかに変化する
情報伝達の重要な手段になっている。
【０００３】
　最近、携帯端末は、ＧＵＩシステムの発達及び大衆化によってタッチスクリーンを適用
することに留まらず、フレキシブルディスプレイを適用することに至っている。フレキシ
ブルディスプレイは、曲げられ、従来のディスプレイでは制限的であった分野を先導して
いる。例えば、雑誌のような出版物に代えることができる電子ブック分野と、ディスプレ
イを折り畳むか或いは巻いて携帯できる超小型ＰＣ、リアルタイムで情報確認が可能なス
マートカードなど、新しい携帯用ＩＴ製品分野がフレキシブルディスプレイの活用分野に
なっている。
【０００４】
　フレキシブルディスプレイは曲げられ、このような点はユーザを魅了させるには十分で
ある。しかし、競争的に良質のディスプレイが量産されており、このような状況でフレキ
シブルディスプレイは色褪せてしまう余地があり、フレキシブルディスプレイだけの曲が
る特性を利用した便利なユーザインタフェースが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】韓国特許出願公開第１０－２０１０－００７９１００号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　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、フレキシブ
ルディスプレイが湾曲された場合に、画面の内容を変更する携帯端末のフレキシブルディ
スプレイ制御方法及び装置を提供することにある。
　また、本発明の目的は、フレキシブルディスプレイが湾曲された場合に、画面で湾曲程
度が最も大きい所を中心地に決定し、決定した中心地に向かってオブジェクトを移動させ
る携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御方法及び装置を提供することにある。
　また、本発明の目的は、フレキシブルディスプレイが湾曲された場合に、画面でオブジ
ェクトが位置する所に対する湾曲の程度を測定し、測定した湾曲の程度に相応する予め定
義された速さで次の位置へ向かう速度を決定した後、決定した速度でオブジェクトを移動
させる携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　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フレキシブルディ
スプレイ制御方法は、画面が湾曲されることを感知するステップと、前記画面で湾曲の程
度が最も大きい所を中心地に決定するステップと、前記中心地に向かって画面上のオブジ
ェクトを移動させるステップとを、有することを特徴とする。
【０００８】
　前記画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定するステップは、座標に基づいて
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曲率半径を測定し、最も小さい曲率半径に該当する座標を前記中心地に決定することがで
きる。
　また、前記画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定するステップは、前記画面
の湾曲によって発生する圧力の大きさを座標に基づいて測定し、最も大きい圧力に該当す
る座標を前記中心地に決定してもよい。
　前記中心地に向かって画面上のオブジェクトを移動させるステップは、前記オブジェク
トの現在の位置に対する湾曲の程度を測定し、前記該測定した湾曲の程度に相応する予め
定義された速さで現在の位置から次の位置へ向かう速度を決定し、前記決定した速度で前
記オブジェクトを移動させることができる。
【０００９】
　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フレキシブルディ
スプレイ制御装置は、フレキシブルディスプレイ部と、前記フレキシブルディスプレイ部
が湾曲されることを感知してこれを制御部に知らせる湾曲感知部と、前記フレキシブルデ
ィスプレイ部の湾曲程度を座標に基づいて測定し、該測定した結果を前記制御部に提供す
る湾曲程度測定部と、前記携帯端末の動作に関するデータを保存する保存部と、前記湾曲
感知部で前記フレキシブルディスプレイ部が湾曲されたことを認識した場合に、前記湾曲
程度測定部から受信した結果から画面で湾曲程度が最も大きい所を中心地に決定し、該中
心地に向かって画面上のオブジェクトを移動させるアルゴリズムを前記保存部のデータを
参照して行う前記制御部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　前記湾曲程度測定部は、座標に基づいて曲率半径を測定して該測定した結果を前記制御
部に提供し、前記制御部は、前記湾曲程度測定部から受信した測定結果から、最も小さい
曲率半径に該当する座標を前記中心地に決定することができる。
　また、前記湾曲程度測定部は、前記フレキシブルディスプレイ部の湾曲によって発生す
る圧力の大きさを座標に基づいて測定して該測定した結果を前記制御部に提供し、前記制
御部は、前記湾曲程度測定部から受信した測定結果から、最も大きい圧力に該当する座標
を前記中心地に決定してもよい。
　前記制御部は、前記オブジェクトの現在の位置に対する湾曲の程度を、前記湾曲程度測
定部を介して獲得し、該獲得した湾曲の程度に相応する予め定義された速さを前記保存部
から確認し、該確認した速さで現在の位置から次の位置へ向かう速度を決定した後、前記
決定した速度で画面上のオブジェクトを移動させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、フレキシブルディスプレイが湾曲された場合に、画面で湾曲程度が最
も大きい所を中心地に決定し、決定した中心地に向かってオブジェクトを移動させる新し
いユーザインタフェースを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態による携帯端末のブロック構成図である。
【図２】本発明の一実施形態によるフレキシブルディスプレイ制御手順を示すフローチャ
ートである。
【図３】本発明の一実施形態によるフレキシブルディスプレイの制御方法を概略的に示す
図である。
【図４】本発明の一実施形態によるフレキシブルディスプレイの制御方法を概略的に示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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細に説明する。
本発明を説明するに当たって、関連する公知機能又は構成に対する具体的な説明が本発明
の要旨を不明確にするおそれがあると判断される場合、その詳細な説明を省略する。後述
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する用語は、本発明における機能に基づいて定義された用語であって、これはユーザ及び
運用者の意図又は慣例などに応じて異なることがある。従って、その定義は本明細書全般
に亘る内容に基づいて定められるべきである。
【００１４】
　本発明は、携帯端末のフレキシブルディスプレイ制御方法及び装置に関し、特に、フレ
キシブルディスプレイが曲げられる場合に画面の内容を変更する制御方法及び装置に関す
る。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態による携帯端末のブロック構成図である。
【００１６】
　図１を参照すると、携帯端末は、制御部１１、入力部１２、フレキシブルディスプレイ
部１３、感知部１４、及び保存部１５を含む。
【００１７】
　制御部１１は、携帯端末の実行環境を設定してその情報を維持し、携帯端末を安定して
駆動し、携帯端末の全ての装置のデータ入出力交換を円滑にする部分である。また、制御
部１１は、フレキシブルディスプレイ部１３を介した映像及び音声に関する信号を変換す
るコーデックを含むことができる。
【００１８】
　入力部１２は、制御部１１に入力信号を出力する。
【００１９】
　フレキシブルディスプレイ部１３は、制御部１１から受信した信号を映像で表示する。
【００２０】
　感知部１４は、フレキシブルディスプレイ部１３の湾曲に関する情報を獲得する。
【００２１】
　保存部１５は、携帯端末の動作に関するデータを保存し、制御部１１は、保存部１５か
ら情報をロードして本発明による動作を行う。
【００２２】
　感知部１４は、湾曲感知部１４－１及び湾曲程度測定部１４－２を含む。湾曲感知部１
４－１は、フレキシブルディスプレイ部１３が湾曲されることを感知し、これを制御部１
１に知らせる。湾曲程度測定部１４－２は、フレキシブルディスプレイ部１３の湾曲程度
を座標に基づいて測定し、その測定結果を制御部１１に提供する。
【００２３】
　一例として、湾曲程度測定部１４－２は、フレキシブルディスプレイ部１３が湾曲され
る場合に発生する圧力の大きさを画面上の座標に基づいて測定し、測定結果を制御部１１
に提供する構成を取る。一般に、圧力の大きさが大きいほど湾曲の程度は大きい。更に、
湾曲程度測定部１４－２は、曲率半径を画面上の座標に基づいて測定し、測定結果を制御
部１１に提供する構成を取ることもできる。一般に、曲率半径が小さいほど湾曲の程度は
大きい。携帯端末は、画面の湾曲による圧力の大きさ又は曲率半径を座標に基づいて測定
するモジュールを具備する。
【００２４】
　制御部１１は、感知部１４から提供された測定結果から、フレキシブルディスプレイ部
１３の湾曲の有無と座標に基づいた湾曲程度を確認する。
【００２５】
　特に、制御部１１は、画面で湾曲の程度が最も大きい所を中心地に決定し、中心地に向
かってオブジェクトを移動させる。即ち、中心地は移動オブジェクトの目的地となる。制
御部１１が感知部１４を含んで実施することもでき、このような実施形態に基づいて、以
下では図面を参照して本発明によるフレキシブルディスプレイの制御方法を説明する。画
面上のオブジェクトは、移動イベントの適用対象に指定されたものであり、例えば、アイ
コン、ウィジェットなどである。
【００２６】



(6) JP 2013-134771 A 2013.7.8

10

20

30

40

50

　図２は、本発明の一実施形態によるフレキシブルディスプレイ制御手順を示すフローチ
ャートである。
【００２７】
　図２を参照すると、ステップ２０１で、制御部１１は、画面が湾曲されたか否かを識別
する。フレキシブルディスプレイ部１３の湾曲と画面の湾曲は互いに相応する。
【００２８】
　その後、画面が湾曲された場合、ステップ２０３で、制御部１１は、画面で湾曲の程度
が最も大きい所を中心地に決定する。制御部１１は、画面の湾曲によって発生する圧力の
大きさを座標に基づいて測定し、最も大きい圧力に該当する座標を中心地に決定すること
ができる。更に、制御部１１は、座標に基づいて曲率半径を測定し、最も小さい曲率半径
に該当する座標を中心地に決定することもできる。
【００２９】
　その後、ステップ２０５で、制御部１１は、中心地に向かってオブジェクトを移動させ
る。制御部１１は、画面でオブジェクトが位置する所に対する湾曲の程度を測定する。ま
た、制御部１１は、測定した湾曲の程度に相応する予め定義された速さ（速力）で次の位
置へ向かう速度を決定した後、決定した速度でオブジェクトを移動させる。例えば、湾曲
の程度が大きいほど予め定義された速力は大きい。
【００３０】
　その後、ステップ２０１以降のステップを行うにあたって、湾曲の形状が変更された場
合は、ステップ２０３での中心地とステップ２０５での速度も変更され得る。オブジェク
トの移動方向は中心地に向かっているので、ステップ２０３で中心地が変更された場合は
、オブジェクトの移動方向も変更される。制御部１１は、変更された移動方向に対してス
テップ２０５の動作を行う。即ち、中心地が変わると、オブジェクトの移動速度は変更さ
れる。このようなステップは、画面の湾曲が解除された場合に終了する。画面の湾曲が解
除されない場合、決定した中心地に向かって決定した速度でオブジェクトを移動させるス
テップは続く。
【００３１】
　制御部１１は、図２を参照して説明したステップを実行する前に、移動しようとするオ
ブジェクトを指定するステップを先行することができる。
【００３２】
　図３及び図４は、本発明の一実施形態によるフレキシブルディスプレイの制御方法を概
略的に示す図である。説明に先立ち、図３及び図４の実施形態は、画面のＹ軸に対する湾
曲がないものと仮定する。従って、オブジェクトはＸ軸に沿って移動する。
【００３３】
　図３を参照すると、画面３０１が湾曲された場合、制御部１１は、既設定の間隔（例え
ば、ピクセル間隔）の座標に対する曲率半径を測定し、このうちの最も大きい曲率半径Ｒ
４に該当する座標３０２に向かってオブジェクト３０を移動させる。Ｙ軸に対する湾曲が
ないと仮定したのでオブジェクト３０の移動方向は一定である。但し、制御部１１は、オ
ブジェクト３０が置かれた座標に対する曲率半径を測定し、測定した曲率半径に相応する
予め定義された速さで次の位置へ向かう速度を決定した後、決定した速度でオブジェクト
３０を移動させる。例えば、湾曲をそのまま維持すると、オブジェクト３０は、移動方向
に置かれた座標３１、３２、３３に対する曲率半径に相応する予め定義された速さを変更
しながら中心地の座標３４に移動する。
【００３４】
　図４の実施形態では、画面の湾曲によって発生する圧力の大きさを座標に基づいて測定
することによって湾曲の程度を判断し、図３で説明した制御ステップに従う。
【００３５】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明したが、本発明は、上
述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多
様に変更実施することが可能である。
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【符号の説明】
【００３６】
　１１　　制御部
　１２　　入力部
　１３　　フレキシブルディスプレイ部
　１４　　感知部
　１４－１　　湾曲感知部
　１４－２　　湾曲程度測定部
　１５　　保存部
　３０　　オブジェクト
　３１、３２、３３、３４、３０２　　座標
　３０１　　画面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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