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(57)【要約】
　本発明の目的は、フォールディングラインを基準にデ
ィスプレイが非対称的にフォールディングされる場合、
ディスプレイの中で外部に露出される露出領域に多様な
ＵＩを提供することができるユーザ端末装置及びそのデ
ィスプレイ方法を提供することにある。
　ユーザ端末装置及びそのディスプレイ方法が提供され
る。本ユーザ端末装置は、フォールディングライン（Ｆ
ｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｎｅ）を基準に第１領域及び第１領
域より広い第２領域に区分されるディスプレイと、ユー
ザインタラクションを検知する検知部と、検知部を介し
てディスプレイがフォールディングラインを基準にフォ
ールディング（ｆｏｌｄｉｎｇ）されるフォールディン
グインタラクションが検知された場合、第２領域の中で
外部に露出された露出領域に予め設定されたＵＩをディ
スプレイするようにディスプレイを制御する制御部とを
含む。



(2) JP 2017-513153 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末装置において、
　フォールディングラインを基準に第１領域及び前記第１領域より広い第２領域に区分さ
れるディスプレイと、
　ユーザインタラクションを検知する検知部と、
　前記フォールディングラインを基準に前記ディスプレイのフォールディングが検知され
た場合、前記第２領域の中で外部に露出された露出領域に予め設定されたＵＩをディスプ
レイするように前記ディスプレイを制御する制御部と
　を含むユーザ端末装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記ユーザ端末装置が特定アプリケーションを実行する間に、前記フォールディングラ
インを基準に前記ディスプレイのフォールディングが検知された場合、前記露出領域に前
記特定アプリケーションを制御するためのＵＩをディスプレイするように前記ディスプレ
イを制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユーザインタラクシ
ョンが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するため
のＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御することを特徴とする請求項１
に記載のユーザ端末装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユーザインタラクシ
ョンが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置の設定を変更するためのＵＩ
をディスプレイするように前記ディスプレイを制御することを特徴とする請求項１に記載
のユーザ端末装置。
【請求項５】
　メッセージを送受信する通信部を更に含み、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態でメッセージが受信された場合、前記
露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをディスプレイするように前
記ディスプレイを制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記露出領域にメッセージが受信されたことを報知するＵＩが表示される間に、予め設
定された角度まで前記ディスプレイのアンフォールディングが検知されると、前記メッセ
ージに応答するためのメッセージウィンドウをディスプレイするように前記ディスプレイ
を制御することを特徴とする請求項５に記載のユーザ端末装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で、前記露出領域に１つ以上のアイコ
ンがディスプレイされる場合、複数のアイコンのうちの１つをタッチした状態で前記ディ
スプレイのアンフォールディングが検知されると、前記タッチされたアイコンに対応する
画面をディスプレイするように前記ディスプレイを制御することを特徴とする請求項１に
記載のユーザ端末装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記タッチされたアイコンが写真アイコンである場合、上部領域に通話画像及び共有し
ようとする写真を選択するためのリストをディスプレイするように前記ディスプレイを制
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御することを特徴とする請求項７に記載のユーザ端末装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーションを実行する間
にメッセージが受信された場合、前記露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知
するＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、
　前記露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをタッチした状態で前
記ディスプレイのアンフォールディングが検知された場合、前記メッセージに応答するた
めのメッセージウィンドウをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、
　前記露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをタッチしていない状
態で前記ディスプレイのアンフォールディングが検知された場合、前記特定アプリケーシ
ョンの実行画面をディスプレイするように前記ディスプレイを制御することを特徴とする
請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で前記露出領域に前記ユーザ端末装置
のロック状態を解除するためのＵＩをディスプレイする場合、前記ユーザ端末装置のロッ
ク状態を解除するためのＵＩを通じてロック解除命令が入力された後で前記ディスプレイ
のアンフォールディングが検知されると、ホームスクリーンをディスプレイするように前
記ディスプレイを制御し、前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを通じ
てロック解除命令が入力されずに前記ディスプレイのアンフォールディングが検知される
と、前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを全画面にディスプレイする
ようにディスプレイを制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で通話要請が受信されると、前記露出
領域に外部から通話要請が受信されたことを報知するＵＩをディスプレイするように前記
ディスプレイを制御し、
　前記ディスプレイが第１角度範囲にアンフォールディングされた場合、前記通話機能を
制御するための少なくとも１つのアイコンをディスプレイするように前記ディスプレイを
制御し、
　前記ディスプレイが第１角度範囲以上の第２角度範囲内でアンフォールディングされた
場合、前記通話要請を受け入れ、通話画面をディスプレイするように前記ディスプレイを
制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーションを実行する間
に通話要請が受信された場合、前記露出領域に前記通話要請が受信されたことを報知する
ＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、
　前記ディスプレイのアンフォールディングが検知された場合、前記通話要請を受け入れ
て通話画面をディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、
　前記通話が終了した場合、前記特定アプリケーションの実行画面をディスプレイするよ
うに前記ディスプレイを制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイに特定アプリケーションの実行画面をディスプレイする間に、第１角
度までフォールディングされる前記ディスプレイのフォールディングが検知されると、前
記第２領域の中で少なくとも一部に前記特定アプリケーションの実行画面の中の一部をデ
ィスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記ディスプレイの第１領域と第２領
域とが相接するようにする前記ディスプレイのフォールディングが検知されると、前記露
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出領域に前記特定アプリケーションの単純情報提供画面をディスプレイするようにディス
プレイを制御することを特徴とする請求項１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１４】
　ユーザ端末装置のディスプレイ方法において、
　フォールディングラインを基準に第１領域及び前記第１領域より広い第２領域に区分さ
れるディスプレイに映像をディスプレイするステップと、
　前記フォールディングラインを基準に前記ディスプレイのフォールディングが検知され
た場合、前記第２領域の中で外部に露出された露出領域に予め設定されたＵＩをディスプ
レイするステップと
　を含むディスプレイ方法。
【請求項１５】
　前記露出領域に予め設定されたＵＩをディスプレイするステップは、
　前記ユーザ端末装置が特定アプリケーションを実行する間に、フォールディングライン
を基準に前記ディスプレイのフォールディングが検知された場合、前記露出領域に前記特
定アプリケーションを制御するためのＵＩをディスプレイすることを特徴とする請求項１
４に記載のディスプレイ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ端末装置及びそのディスプレイ方法に関し、より詳細には、フォール
ディングライン（Ｆｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｎｅ）を基準にディスプレイが非対称的にフォー
ルディングされてディスプレイの一部が外部に露出されるユーザ端末装置及びそのディス
プレイ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の発達により、多様なユーザ端末装置が開発及び普及されている。近来は、ユ
ーザ端末装置も小型化しており、その機能は更に多様化しているため、需要がますます増
加しつつある。
【０００３】
　ユーザ端末装置は、ユーザの要求に応じて、マルチメディアコンテンツや、アプリケー
ション画面等のように多様なコンテンツを提供することができる。ユーザは、ユーザ端末
装置に備えられたボタンやタッチスクリーン等を用いて、自らが使用しようとする機能を
選択することができる。ユーザ端末装置は、ユーザとのインタラクションに応じて選択的
にプログラムを実行させ、その実行結果をディスプレイすることができる。
【０００４】
　一方、ユーザ端末装置から提供可能な機能が次第に多様化するにつれ、コンテンツをデ
ィスプレイする方式やユーザインタラクション方式に対しても様々なニーズが生じている
。すなわち、コンテンツをディスプレイする方式が変化し、コンテンツの種類及び機能が
大きく増大することにより、単にボタンを選択したり、タッチスクリーンをタッチする従
来のインタラクション方式では、ユーザ端末装置の多様な機能を実行させるのに追いつか
ないことが生じるおそれがある。
【０００５】
　特に、ユーザ端末装置の小型化のために、フォールディングラインを基準にディスプレ
イが折り畳まれる機能をもつユーザ端末装置が開発されている。しかし、フォールディン
グラインを基準に対称的にディスプレイが折り畳まれる場合、ディスプレイが折り畳まれ
てユーザがディスプレイを使用したり視聴することができなくなるという問題点が生じる
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、フォールディングラインを基準にディスプレイが非対称的にフォールディングされる
場合、ディスプレイの中で外部に露出される露出領域に多様なＵＩを提供することができ
るユーザ端末装置及びそのディスプレイ方法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の本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置において、フォー
ルディングライン（Ｆｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｎｅ）を基準に第１領域及び前記第１領域より
広い第２領域に区分されるディスプレイと、ユーザインタラクションを検知する検知部と
、前記フォールディングラインを基準に前記ディスプレイのフォールディング（ｆｏｌｄ
ｉｎｇ）が検知された場合、前記第２領域の中で外部に露出された露出領域に予め設定さ
れたＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御する制御部とを含む。
【０００８】
　前記制御部は、前記ユーザ端末装置が特定アプリケーションを実行する間に、前記フォ
ールディングラインを基準に前記ディスプレイのフォールディングが検知された場合、前
記露出領域に前記特定アプリケーションを制御するためのＵＩをディスプレイするように
前記ディスプレイを制御してよい。
【０００９】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユー
ザインタラクションが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置のロック状態
を解除するためのＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１０】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユー
ザインタラクションが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置の設定を変更
するためのＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１１】
　メッセージを送受信する通信部を更に含み、前記ディスプレイがフォールディングされ
た状態でメッセージが受信された場合、前記露出領域に前記メッセージが受信されたこと
を報知するＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１２】
　前記制御部は、前記露出領域にメッセージが受信されたことを報知するＵＩが表示され
る間に、予め設定された角度まで前記ディスプレイのアンフォールディング（Ｕｎｆｏｌ
ｄｉｎｇ)が検知されると、前記メッセージに応答するためのメッセージウィンドウをデ
ィスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１３】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で、前記露出領域に１
つ以上のアイコンがディスプレイされる場合、前記複数のアイコンのうちの１つをタッチ
した状態で前記ディスプレイのアンフォールディングが検知されると、前記タッチされた
アイコンに対応する画面をディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１４】
　前記制御部は、前記タッチされたアイコンが写真アイコンである場合、上部領域に通話
画像及び共有しようとする写真を選択するためのリストをディスプレイするように前記デ
ィスプレイを制御してよい。
【００１５】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーショ
ンを実行する間にメッセージが受信された場合、前記露出領域に前記メッセージが受信さ
れたことを報知するＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記露出
領域に前記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをタッチした状態で前記ディスプ
レイのアンフォールディングが検知された場合、前記メッセージに応答するためのメッセ
ージウィンドウをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記露出領域に前
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記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをタッチしていない状態で前記ディスプレ
イのアンフォールディングが検知された場合、前記特定アプリケーションの実行画面をデ
ィスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１６】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で前記露出領域に前記
ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩをディスプレイする場合、前記ユーザ
端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを通じてロック解除命令が入力された後で前
記ディスプレイのアンフォールディングが検知されると、ホームスクリーンをディスプレ
イするように前記ディスプレイを制御し、前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するた
めのＵＩを通じてロック解除命令が入力されずに前記ディスプレイのアンフォールディン
グが検知されると、前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを全画面にデ
ィスプレイするようにディスプレイを制御してよい。
【００１７】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で通話要請が受信され
ると、前記露出領域に外部から通話要請が受信されたことを報知するＵＩをディスプレイ
するように前記ディスプレイを制御し、前記ディスプレイが第１角度範囲にアンフォール
ディングされた場合、前記通話機能を制御するための少なくとも１つのアイコンをディス
プレイするように前記ディスプレイを制御し、前記ディスプレイが第１角度範囲以上の第
２角度範囲内でアンフォールディングされた場合、前記通話要請を受け入れ、通話画面を
ディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１８】
　前記制御部は、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーショ
ンを実行する間に通話要請が受信された場合、前記露出領域に前記通話要請が受信された
ことを報知するＵＩをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記ディスプ
レイのアンフォールディングが検知された場合、前記通話要請を受け入れて通話画面をデ
ィスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記通話が終了した場合、前記特定ア
プリケーションの実行画面をディスプレイするように前記ディスプレイを制御してよい。
【００１９】
　前記制御部は、前記ディスプレイに特定アプリケーションの実行画面をディスプレイす
る間に、第１角度までフォールディングされる前記ディスプレイのフォールディングが検
知されると、前記第２領域の中で少なくとも一部に前記特定アプリケーションの実行画面
の中の一部をディスプレイするように前記ディスプレイを制御し、前記ディスプレイの第
１領域と第２領域とが相接するようにする前記ディスプレイのフォールディングが検知さ
れると、前記露出領域に前記特定アプリケーションの単純情報提供画面をディスプレイす
るようにディスプレイを制御してよい。
【００２０】
　一方、上記目的を達成するための本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置のディスプ
レイ方法は、フォールディングライン（Ｆｏｌｄｉｎｇ　Ｌｉｎｅ）を基準に第１領域及
び前記第１領域より広い第２領域に区分されるディスプレイに映像をディスプレイするス
テップと、前記フォールディングラインを基準に前記ディスプレイのフォールディング（
ｆｏｌｄｉｎｇ）が検知された場合、前記第２領域の中で外部に露出された露出領域に予
め設定されたＵＩをディスプレイするステップとを含む。
【００２１】
　前記露出領域に予め設定されたＵＩをディスプレイするステップは、前記ユーザ端末装
置が特定アプリケーションを実行する間に、前記フォールディングラインを基準に前記デ
ィスプレイのフォールディングが検知された場合、前記露出領域に前記特定アプリケーシ
ョンを制御するためのＵＩをディスプレイしてよい。
【００２２】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユーザインタラクシ
ョンが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するため
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のＵＩをディスプレイするステップを含んでよい。
【００２３】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で予め設定されたユーザインタラクシ
ョンが検知された場合、前記露出領域に前記ユーザ端末装置の設定を変更するためのＵＩ
をディスプレイするステップを含んでよい。
【００２４】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態でメッセージが受信された場合、前記
露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知するＵＩをディスプレイするステップ
を含んでよい。
【００２５】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で前記露出領域にメッセージが受信さ
れたことを報知するＵＩがディスプレイされる場合、前記メッセージが受信されたことを
報知するＵＩをタッチした状態で予め設定された角度までの前記ディスプレイのアンフォ
ールディングが検知されると、前記メッセージに応答するためのメッセージウィンドウを
ディスプレイするステップを含んでよい。
【００２６】
　前記ディスプレイステップは、前記露出領域に複数のアイコンをディスプレイし、前記
ディスプレイがフォールディングされた状態で前記露出領域に１つ以上のアイコンがディ
スプレイされる場合、前記１つ以上のアイコンのうちの１つをタッチした状態で前記ディ
スプレイのアンフォールディングが検知されると、前記タッチされたアイコンに対応する
画面をディスプレイするステップを更に含んでよい。
【００２７】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーションを実行する間
にメッセージが受信された場合、前記露出領域に前記メッセージが受信されたことを報知
するＵＩをディスプレイするステップと、前記メッセージが受信されたことを報知するＵ
Ｉをタッチした状態で前記ディスプレイのアンフォールディングが検知された場合、前記
メッセージに応答するためのメッセージウィンドウをディスプレイし、前記メッセージが
受信されたことを報知するＵＩをタッチしていない状態で前記ディスプレイのアンフォー
ルディングが検知された場合、前記特定アプリケーションの実行画面をディスプレイする
ステップとを含んでよい。
【００２８】
　前記ディスプレイステップは、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で前記
露出領域に前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩをディスプレイし、前
記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを通じてロック解除命令が入力され
た後で前記ディスプレイのアンフォールディングが検知されると、ホームスクリーンをデ
ィスプレイし、前記ユーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを通じてロック解
除命令が入力されずに前記ディスプレイのアンフォールディングが検知されると、前記ユ
ーザ端末装置のロック状態を解除するためのＵＩを全画面にディスプレイするステップを
含んでよい。
【００２９】
　前記ディスプレイステップは、前記ディスプレイがフォールディングされた状態で通話
要請が受信されると、前記露出領域に外部から通話要請が受信されたことを報知するＵＩ
をディスプレイし、前記ディスプレイが第１角度範囲にアンフォールディングされた場合
、前記通話機能を制御するための少なくとも１つのアイコンをディスプレイし、前記ディ
スプレイが第１角度範囲以上の第２角度範囲にアンフォールディングされた場合、前記通
話要請を受け入れ、通話画面をディスプレイするステップを含んでよい。
【００３０】
　前記ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーションを実行する間
に通話要請が受信された場合、前記露出領域に前記通話要請が受信されたことを報知する
ＵＩをディスプレイするステップと、前記露出領域に前記通話要請が受信されたことを報
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知するＵＩがディスプレイする間に前記ディスプレイのアンフォールディングが検知され
た場合、前記通話要請を受け入れて通話画面をディスプレイするステップと、前記通話が
終了した場合、前記特定アプリケーションの実行画面をディスプレイするステップとを含
んでよい。
【００３１】
　前記ディスプレイに特定アプリケーションの実行画面をディスプレイする間に、前記デ
ィスプレイを第１角度までフォールディングが検知されると、前記第２領域の中で少なく
とも一部に前記特定アプリケーションの実行画面の中の一部をディスプレイするステップ
と、前記ディスプレイの第１領域と第２領域とが相接するようにする前記ディスプレイの
フォールディングが検知されると、前記露出領域に前記特定アプリケーションの単純情報
提供画面をディスプレイするステップとを含んでよい。
【００３２】
　一方、本発明の一実施形態に係るフォールダブルディスプレイ装置が提供される。
【００３３】
　本フォールダブルディスプレイ装置は、第１領域及び前記第１領域より広い第２領域を
含むディスプレイ、このときディスプレイは第１及び第２領域に分ける軸に沿ってフォー
ルディングされてよく、ユーザ入力を検知可能なタッチ検知部と、ディスプレイのフォー
ルディング角度を検知するフォールディング検知部を含む検知部と、第２領域の露出領域
上にユーザインターフェースをディスプレイするように前記ディスプレイを制御する制御
部とを含む。
【００３４】
　前記制御部は、前記ディスプレイのフォールディング角度に応じて異なる数字の報知メ
ッセージをディスプレイするようにディスプレイを制御してよい。
【００３５】
　前記制御部は、第１角度範囲内のフォールディング角度が検知されると、２つの報知メ
ッセージを表示し、第１角度範囲より大きい第２角度範囲内のフォールディング角度が検
知されると、３つの報知メッセージをディスプレイするように前記ディスプレイを制御し
てよい。
【発明の効果】
【００３６】
　以上説明したような本発明によれば、ユーザはディスプレイがフォールディングされた
状態でも露出領域にディスプレイされるＵＩを通じてユーザ端末装置の多様な機能を行う
ことができ、多様な情報の提供を受けることができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置の構成を概略的に示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置の構成を詳細に示すブロック図である
。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係る正方形状のディスプレイパネルを有するユーザ端末
装置を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係る正方形状のディスプレイパネルを有するユーザ端末
装置を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態に係る正方形状のディスプレイパネルを有するユーザ端末
装置を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態に係る正方形状のディスプレイパネルを有するユーザ端末
装置を示す図である。
【図３Ｅ】本発明の一実施形態に係る正方形状のディスプレイパネルを有するユーザ端末
装置を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る保存部に保存されたソフトウェアの構成を説明するた
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めの図である。
【図５Ａ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図５Ｃ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図５Ｄ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図６Ａ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図６Ｂ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図６Ｃ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図６Ｄ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図７Ａ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図７Ｂ】本発明の多様な実施形態に係る露出領域にディスプレイされるＵＩを示す図で
ある。
【図８Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアンフ
ォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態を
説明するための図である。
【図８Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアンフ
ォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態を
説明するための図である。
【図９Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアンフ
ォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態を
説明するための図である。
【図９Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアンフ
ォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態を
説明するための図である。
【図１０Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１０Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１１Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１１Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１１Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１１Ｄ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
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を説明するための図である。
【図１２Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１２Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１２Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１３Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１３Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１４Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１４Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１４Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１５Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１５Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１５Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１５Ｄ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１６Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１６Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図１７Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１７Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１７Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
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フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１７Ｄ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１７Ｅ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１８Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１８Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１８Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１８Ｄ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１８Ｅ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１９Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１９Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図１９Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２０Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２０Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２０Ｃ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２１Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２１Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２２Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
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【図２２Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２３Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２３Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションが検知される場合、ユーザ端末装置が機能を維持する
実施形態を説明するための図である。
【図２４】本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置のディスプレイ方法を説明するため
のフローチャートである。
【図２５Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２５Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２６Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２６Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２７Ａ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２７Ｂ】本発明の多様な実施形態に係るフォールディングインタラクション及びアン
フォールディングインタラクションに応じてユーザ端末装置の多様な機能を行う実施形態
を説明するための図である。
【図２８Ａ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２８Ｂ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２８Ｃ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２８Ｄ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２９Ａ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２９Ｂ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図２９Ｃ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図３０Ａ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図３０Ｂ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図３０Ｃ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【図３１Ａ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
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するための図である。
【図３１Ｂ】本発明の別の実施形態に係る露出領域にカバーが被せられる実施形態を説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本実施形態は多様な置き換えを加えることができ、様々な実施形態を有することができ
ることから、特定の実施形態を図に例示して詳細に説明する。しかし、それは特定の実施
形態に対して範囲を限定するためのものではなく、開示された思想及び技術範囲に含まれ
る全ての置き換え、均等物ないし代替物を含むと理解されるべきである。実施形態を説明
するうえで関連する公知技術に対する具体的な説明が要旨を曖昧にすると判断される場合
にはその具体的な説明を省略する。
【００３９】
　第１及び第２などという用語は、多様な構成要素を説明するうえで使用されるが、構成
要素は用語によって限定されるべきではない。用語は、１つの構成要素を別の構成要素と
区別する目的としてのみ使用される。
【００４０】
　本出願で使用した用語は単に特定の実施形態を説明するために使用されたものとして、
権利範囲を限定するためのものではない。単数の表現は文脈上明らかに相違なものを意味
しない限り、複数の表現を含む。本出願において、“含む”または“構成される”等の用
語は明細書上に記載された特徴、数字、ステップ、動作、構成要素、部品またはこれらの
組み合わせが存在することを指定するためのものであって、１つまたはそれ以上の別の特
徴や数字、ステップ、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在また
は付加可能性を予め排除していないと理解されるべきである。
【００４１】
　実施形態において、「モジュール」或いは「部」は、少なくとも１つの機能や動作を行
い、ハードウェアまたはソフトウェアで実現されたり、ハードウェアとソフトウェアとの
組み合わせから実現されてよい。なお、複数の「モジュール」或いは複数の「部」は特定
のハードウェアで実現される必要のある「モジュール」或いは「部」を除いては少なくと
も１つのモジュールで一体化して少なくとも１つのプロセッサ（図示せず）で実現されて
よい。
【００４２】
　以下、実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
　図１は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置１００の構成を概略に示すブロック
図である。図１に示すように、ユーザ端末装置１００は、ディスプレイ１１０と、検知部
１２０及び制御部１３０を含む。このとき、ユーザ端末装置１００は、テレビ、モニタ、
パソコン、ラップトップパソコン、携帯電話、タブレットパソコン、タッチスクリーン、
ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤ、キヨスク端末、デジタルフォトフレーム、テーブルディスプレ
イ装置、ＬＣＤディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、ＯＬＥＤディスプレイ、カメラ、時
計、ウェアラブルデバイス等のように、多様な装置で実現されてよい。携帯電話やタブレ
ットパソコン、ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤ、ラップトップパソコン、時計、ウェアラブルデ
ィスプレイ等のように、携帯可能な装置で実現される場合にはモバイルデバイスと称して
よいが、本明細書では目的を提案せずに説明の便宜のために、ユーザ端末装置として称し
て説明する。
【００４４】
　ディスプレイ１１０は、多様な映像データ及びＵＩをディスプレイする。特に、ディス
プレイ１１０はタッチ検知部と組み合わせてタッチスクリーンで実現されてよい。なお、
ディスプレイ１１０は、ディスプレイ１１０がフォールディングされ得るようにフォール
ディングラインを含んでよい。
【００４５】
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　特に、ディスプレイ１１０はフォールディングラインを基準に第１領域及び第１領域よ
り広い第２領域で構成されている。そして、フォールディングラインを基準に第１領域及
び第２領域が相接するようにディスプレイがフォールディングされる場合、ディスプレイ
１１０はフォールディングされた状態で第２領域の中で外部に露出される露出領域にユー
ザ端末装置１００に関する情報を含むＵＩ及びユーザ端末装置１００を制御するためのＵ
Ｉのうち少なくとも一方を含んでよい。
【００４６】
　検知部１２０は、ユーザインタラクションを検知する。特に、検知部１２０は、ユーザ
タッチインタラクションを検知するタッチ検知部を含んでよい。なお、検知部１２０は、
ディスプレイ１１０がフォールディングラインを基準にフォールディングされるフォール
ディングインタラクション及びディスプレイ１１０がフォールディングラインを基準にア
ンフォールディングされるアンフォールディングインタラクションを検知するフォールデ
ィング検知部を含んでよい。
【００４７】
　制御部１３０は、ユーザ端末装置１００の動作全般を制御する。特に、フォールディン
グラインを基準にディスプレイがフォールディングされた場合、制御部１３０は第２領域
の中で外部に露出された露出領域に予め設定されたＵＩをディスプレイするようにディス
プレイ１１０を制御することができる。このとき、予め設定されたＵＩはユーザ端末装置
１００に対する状態情報を示すＵＩ及びユーザ端末装置１００を制御するためのＵＩのう
ち少なくとも一方を含んでよい。なお、露出領域は第１領域と第２領域とが完全に相接す
る場合、第２領域の中で外部に露出される領域を意味する。
【００４８】
　特に、ユーザ端末装置１００が特定アプリケーションを実行する間に、検知部１２０を
介してディスプレイ１１０がフォールディングラインを基準にフォールディングされるフ
ォールディングインタラクションが検知された場合、制御部１３０は第２領域の露出領域
に特定アプリケーションを制御するためのＵＩをディスプレイするようにディスプレイ１
１０を制御することができる。例えば、ユーザ端末装置１００が音楽アプリケーションを
実行する間に、検知部１２０を介してディスプレイ１１０がフォールディングラインを基
準にフォールディングされるフォールディングインタラクションが検知された場合、制御
部１３０は露出領域に音楽再生を制御するためのＵＩをディスプレイするようにディスプ
レイ１１０を制御することができる。
【００４９】
　なお、ディスプレイ１１０がフォールディングされる間に、予め設定されたユーザイン
タラクション（例えば、露出領域をタッチするタッチインタラクション）が検知された場
合、制御部１３０は第２領域の露出領域にユーザ端末装置１００のロック状態を解除する
ためのＵＩをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。
【００５０】
　なお、ディスプレイ１１０がフォールディングされる間に、予め設定されたユーザイン
タラクション（例えば、露出領域をタッチするタッチインタラクション）が検知された場
合、制御部１３０は露出領域にユーザ端末装置１００の設定を変更するためのＵＩをディ
スプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。例えば、ディスプレイ
１１０がフォールディングされる間に、露出領域をタッチするタッチインタラクションが
検知された場合、制御部１３０は露出領域にユーザ端末装置１００のオーディオ、ビデオ
または別の設定を変更するためのＵＩをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制
御することができる。
【００５１】
　なお、ディスプレイ１１０がフォールディングされる間に、装置の外部からメッセージ
が受信された場合、制御部１３０は露出領域にメッセージが受信されたことを報知するＵ
Ｉをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。このとき、露
出領域にディスプレイされるＵＩには発信者に対する情報及びメッセージに対する情報を
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含んでよい。
【００５２】
　そして、ディスプレイ１１０がフォールディングされた状態で露出領域にメッセージが
受信されたことを報知するＵＩがディスプレイされる場合、ＵＩをタッチした状態で前記
ディスプレイを予め設定された角度まで開かれるアンフォールディングインタラクション
が検知されると、制御部１３０は受信されたメッセージに応答するためのメッセージウィ
ンドウをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。
【００５３】
　しかし、装置は、予め設定された角度を利用することに限られない。それは、角度の範
囲であってよい。なお、ユーザによって設定され得る角度または角度範囲であってよい。
【００５４】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ１１０がフォールディングされた状態で露出領域
に複数のアイコンをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる
。そして、ディスプレイ１１０がフォールディングされた状態で露出領域に複数のアイコ
ンがディスプレイされる間に、検知部１２０を介して複数のアイコンのうちの１つをタッ
チした状態で、ディスプレイ１１０を開くアンフォールディングインタラクションが検知
される場合、制御部１３０はタッチされたアイコンに対応する画面をディスプレイするよ
うにディスプレイ１１０を制御することができる。例えば、複数のアイコンのうち、メッ
セージアイコンをタッチした状態でディスプレイ１１０を開くアンフォールディングイン
タラクションが検知された場合、制御部１３０はメッセージアイコンに対応するメッセー
ジウィンドウをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。勿
論、装置はメッセージアイコンによって制限されない。アイコンは、別のアイコン（例え
ば、音楽アイコン、電話アイコン、書類アイコン等）等であってよい。
【００５５】
　なお、ユーザ端末装置１００がフォールディングされた状態で特定アプリケーションを
実行する間に外部からメッセージが受信された場合、制御部１３０は露出領域にメッセー
ジが受信されたことを報知するＵＩをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御
することができる。そして、検知部１２０を介してＵＩをタッチした状態でディスプレイ
１１０を開くアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部１３０は
メッセージに応答するためのメッセージウィンドウをディスプレイするようにディスプレ
イ１１０を制御することができる。検知部１２０を介してＵＩをタッチしていない状態で
ディスプレイを開くアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部１
３０は特定アプリケーションの実行画面をディスプレイするようにディスプレイ１１０を
制御することができる。
【００５６】
　なお、ディスプレイ１１０がフォールディングされた状態で露出領域にユーザ端末装置
１００のロック状態を解除するためのＵＩがディスプレイされる場合、ＵＩを通じてロッ
ク解除命令が入力された後で検知部１２０を介してディスプレイ１１０を開くアンフォー
ルディングインタラクションが検知されると、制御部１３０はホームスクリーンをディス
プレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。しかし、ＵＩを通じてロ
ック解除命令が入力せずに検知部１２０を介してディスプレイ１１０を開くアンフォール
ディングインタラクションが検知されると、制御部１３０はユーザ端末装置１００のロッ
ク状態を解除するためのＵＩを全画面にディスプレイするようにディスプレイ１１０を制
御することができる。
【００５７】
　なお、ディスプレイ１１０がフォールディングされた状態で外部から通話要請が受信さ
れると、制御部１３０は露出領域に外部から通話要請が受信されたことを報知するＵＩを
ディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。そして、ディスプ
レイが第１角度に開かれるアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制
御部１３０は通話機能を制御するための少なくとも１つのアイコンをディスプレイするよ



(16) JP 2017-513153 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

うにディスプレイ１１０を制御することができる。そして、ディスプレイが第１角度範囲
以上の第２角度範囲に開かれるアンフォールディングインタラクションが検知された場合
、制御部１３０は通話要請を受け入れ、通話画面をディスプレイするようにディスプレイ
１１０を制御することができる。
【００５８】
　なお、ディスプレイがフォールディングされた状態で特定アプリケーションを実行する
間に外部から通話要請が受信された場合、制御部１３０は露出領域に通話要請が受信され
たことを報知するＵＩをディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御することがで
きる。そして、検知部１２０を介してディスプレイ１１０を開くアンフォールディングイ
ンタラクションが検知された場合、制御部１３０は通話要請を受け入れて通話画面をディ
スプレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。そして、通話が終了し
た場合、制御部１３０は特定アプリケーションの実行画面を再びディスプレイするように
ディスプレイ１１０を制御することができる。
【００５９】
　なお、ディスプレイ１１０に特定アプリケーションの実行画面をディスプレイする間に
、ディスプレイを第１角度までフォールディングされる第１フォールディングインタラク
ションが検知されると、制御部１３０は第２領域の中で少なくとも一部に特定アプリケー
ションの実行画面の中の一部をディスプレイするようにディスプレイ１１０を制御するこ
とができる。そして、ディスプレイ１１０の第１領域と第２領域とが相接するようにディ
スプレイ１１０をフォールディングされる第２フォールディングインタラクションが検知
されると、制御部１３０は露出領域に特定アプリケーションの単純情報提供画面をディス
プレイするようにディスプレイ１１０を制御することができる。
【００６０】
　上述のような１つ以上の実施形態によって、ユーザはディスプレイ１１０がフォールデ
ィングされた状態でも露出領域にディスプレイされるＵＩを通じてユーザ端末装置の多様
な機能を行うことができ、多様な情報及びインタラクションのためのオプションが提供さ
れるようになる。
【００６１】
　以下では、図２ないし図２３Ｂを参照し、本発明についてより詳細に説明する。図２は
、本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置２００の構成を詳細に示すブロック図である
。図２に示すように、ユーザ端末装置２００は、映像受信部２１０と、映像処理部２２０
と、ディスプレイ２３０と、通信部２４０と、保存部２５０と、オーディオ処理部２６０
と、スピーカ部２７０と、検知部２８０及び制御部２９０を含む。
【００６２】
　一方、図２は、ユーザ端末装置２００がコンテンツ提供機能、ディスプレイ機能等のよ
うに、多様な機能を備えた装置の場合を例に挙げて、各種構成要素を総合的に示すもので
ある。よって、１つ以上の実施形態によっては、図２に示す構成要素の一部は省略または
変更されてよく、別の構成要素が更に追加されてよい。
【００６３】
　映像受信部２１０は、多様なソースを通じて映像データを受信する。例えば、映像受信
部２１０は、外部の放送局から放送データを受信することができ、外部サーバからリアル
タイムでＶＯＤデータを受信することができ、外部機器から映像データを受信することが
できる。
【００６４】
　映像処理部２２０は、映像受信部２１０で受信した映像データに対する処理を行う構成
要素である。映像処理部２２０では、映像データに対するでコード、スケーリング、ノイ
ズフィルタリング、フレームレート変換、解像度変換等のような多様なイメージ処理を行
うことができる。
【００６５】
　ディスプレイ２３０は、映像受信部２１０から受信した映像データを映像処理部２２０
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で処理したビデオフレーム及びグラフィック処理部２９３で生成された多様な画面のうち
の少なくとも１つをディスプレイする。
【００６６】
　特に、ディスプレイ２３０は、図３Ａに示すように、フォールディングライン３１０を
基準に第１領域３２０及び第１領域３２０より広い第２領域３３０で構成されてよい。そ
して、図３Ｂに示すように、ディスプレイ２３０がフォールディングライン３１０を基準
にフォールディングされた場合、ディスプレイ２３０は第２領域３３０の中で一部が外部
に露出される露出領域３４０を含んでよい。一方、図３Ｃは、ユーザ端末装置２００がフ
ォールディングされた場合、ユーザ端末装置２００の背面に位置するカバーを示す図であ
る。
【００６７】
　一方、上述の実施形態においては、フォールディングライン３１０が短い辺と平行して
位置するものとして示されているが、それは一実施形態に過ぎず、図３Ｄに示すように、
フォールディングライン３１０が長い辺と平行して位置してよい。このときも、ディスプ
レイ２３０はフォールディングライン３１０を基準に第１領域３５０及び第２領域３６０
で構成されてよい。そして、図３Ｅに示すように、ディスプレイ２３０がフォールディン
グライン３１０を基準にフォールディングされた場合、ディスプレイ２３０は第２領域３
６０の中の一部が外部に露出される露出領域３７０を含んでよい。
【００６８】
　一方、上述の実施形態において、フォールディングライン３１０は物理的なヒンジ部に
よって生成されるラインであってよい。なお、ディスプレイ２３０がフレキシブルディス
プレイである場合、フォールディングライン３１０はユーザによって折り畳まれ得るライ
ンを意味することができる。
【００６９】
　通信部２４０は、多様な通信方式によって多様な類型の外部機器または通信を行う構成
である。通信部２４０は、Ｗｉ－Ｆｉチップ２４１、ブルートゥース(登録商標)チップ２
４２、無線通信チップ等２４３、ＮＦＣチップ２４４を含む。制御部２９０は、通信部２
４０を用いて各種外部機器と通信を行う。
【００７０】
　特に、Ｗｉ－Ｆｉチップ２４１、ブルートゥース(登録商標)チップ２４２はそれぞれＷ
ｉ－Ｆｉ方式、ブルートゥース(登録商標)方式で通信を行う。Ｗｉ－Ｆｉチップ２４１や
ブルートゥース(登録商標)チップ２４２を用いる場合には、ＳＳＩＤ及びセッションキー
等のような各種接続用法を先に送受信し、それを用いて通信接続した後、各種情報を送受
信することができる。無線通信チップ２４３は、ＩＥＥＥ、Ｚｉｇｂｅｅ、３Ｇ（３ｒｄ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）等の
ような多様な通信規格によって通信を行うチップを意味する。ＮＦＣチップ２４４は、１
３５ｋＨｚ、１３．５６ＭＨｚ、４３３ＭＨｚ、８６０～９６０ＭＨｚ、２．４５ＧＨｚ
等のような多様なＲＦ－ＩＤ周波数帯域のうち、１３．５６ＭＨｚ帯域を使用するＮＦＣ
（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）方式で動作するチップを意味す
る。
【００７１】
　保存部２５０は、ユーザ端末装置２００の動作に必要な各種プログラム及びデータを保
存することができる。具体的には、保存部２５０にはメイン領域及びサブ領域に表示され
る各種画面を構成するためのプログラム及びデータ等が保存されてよい。以下では、図４
を参照して、ユーザ端末装置２００に保存されたソフトウェアの構造を説明するための図
である。図４によると、保存部２５０には、ＯＳ４１０、カーネル４２０、ミドルウェア
４３０、アプリケーション４４０等を含むソフトウェアが保存されてよい。
【００７２】
　運営体制（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＯＳ）４１０は、ハードウェアの動作
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全般を制御して管理する機能を行う。すなわち、ＯＳ４１０は、ハードウェア管理とメモ
リ、セキュリティ等の基本的な機能を担う階層である。
【００７３】
　カーネル４２０は、ディスプレイ２３０から検知されるタッチ信号等をはじめとする各
種信号をミドルウェア４３０に伝達する通路としての役割を担う。
【００７４】
　ミドルウェア４３０は、ユーザ端末装置２００の動作を制御する各種ソフトウェアモジ
ュールを含む。図４によると、ミドルウェア４３０は、Ｘ１１モジュール４３０－１、Ａ
ＰＰマネージャ４３０－２、接続マネージャ４３０－３、セキュリティモジュール４３０
－４、システムマネージャ４３０－５、マルチメディアフレームワーク４３０－６、メイ
ンＵＩフレームワーク４３０－７、ウィンドウマネージャ４３０－８、サブＵＩフレーム
ワーク４３０－９を含む。
【００７５】
　Ｘ１１モジュール４３０－１は、ユーザ端末装置２００に備えられた各種ハードウェア
から各種イベント信号を受信するモジュールである。ここで、イベントとは、ユーザジェ
スチャが検知されるイベント、システムアラーム（ａｌａｒｍ）が発生するイベント、特
定プログラムが実行または終了するイベント等のように多様に設定されてよい。
【００７６】
　ＡＰＰマネージャ４３０－２は、保存部２５０にインストールされた各種アプリケーシ
ョン４４０の実行状態を管理するモジュールである。ＡＰＰマネージャ４３０－２は、Ｘ
１１モジュール４３０－１からアプリケーション実行イベントが検知されると、当該イベ
ントに対応するアプリケーションを呼び出して実行させる。
【００７７】
　接続マネージャ４３０－３は、有線または無線ネットワーク接続をサポートするための
モジュールである。接続マネージャ４３０－３は、ＤＮＥＴモジュール、ＵＰｎＰモジュ
ール等のような多様な細部モジュールを含んでよい。
　セキュリティモジュール４３０－４は、ハードウェアに対する認証（Ｃｅｒｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）、要請許容（Ｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎ）、セキュリティ保存（Ｓｅｃｕｒｅ　
Ｓｔｏｒａｇｅ）等をサポートするモジュールである。
【００７８】
　システムマネージャ４３０－５は、ユーザ端末装置２００内の核構成要素の状態をモニ
タリングし、そのモニタリング結果を他モジュールに提供する。例えば、バッテリの残量
が足りなかったりエラーが生じる場合、通信接続状態が途切れる場合等が発生すると、シ
ステムマネージャ４３０－５はそのモニタリング結果をメインＵＩフレームワーク４３０
－７やサブＵＩフレームワーク４３０－９に提供して報知メッセージや報知音を出力する
ことができる。
【００７９】
　マルチメディアフレームワーク４３０－６は、ユーザ端末装置２００に保存されている
か、外部ソースから提供されるマルチメディアコンテンツを再生するためのモジュールで
ある。マルチメディアフレームワーク４３０－６は、プレーヤモジュール、カムコーダモ
ジュール、サウンド処理モジュール等を含んでよい。それにより、各種マルチメディアコ
ンテンツを再生して画面及び音響を生成して再生する動作を行うことができる。
【００８０】
　メインＵＩフレームワーク４３０－７は、ディスプレイ２３０のメイン領域に表示する
各種ＵＩを提供するためのモジュールであり、サブＵＩフレームワーク４３０－９は、サ
ブ領域に表示する各種ＵＩを提供するためのモジュールである。メインＵＩフレームワー
ク４３０－７及びサブＵＩフレームワーク４３０－９は、各種オブジェクトを構成するイ
メージ合成器（Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｏｒ　Ｍｏｄｕｌｅ）、オブジェクトが表
示される座標を算出する座標合成器、構成されたオブジェクトを算出された座標にレンダ
リングするレンダリングモジュール、２Ｄまたは３ＤのＵＩを構成するためのツールを提
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供する２Ｄ／３ＤＵＩツールキット等を含んでよい。
【００８１】
　ウィンドウマネージャ４３０－８は、ユーザの身体やペンを用いたタッチイベントやそ
の他の入力イベントを検知することができる。ウィンドウマネージャ４３０－８は、この
ようなイベントが検知されると、メインＵＩフレームワーク４３０－７又はサブＵＩフレ
ームワーク４３０－９にイベント信号を伝達し、イベントに対応する動作を行うようにす
る。
【００８２】
　その他にも、ユーザが画面をタッチ及びドラッグする場合、ドラッグ軌跡に沿ってライ
ンをドローイングするための手書きモジュールや、動作検知部２８２で検知されたセンサ
値に基づいてピッチ角、ロール角、ヨー角等を算出するための角度算出モジュール等のよ
うなプログラムモジュールが保存されてよい。
【００８３】
　アプリケーションモジュール４４０は、多様な機能をサポートするためのアプリケーシ
ョン４４０－１～４４０－ｎを含む。例えば、ナビゲーションプログラムモジュール、ゲ
ームモジュール、電子書籍モジュール、カレンダモジュール、アラーム管理モジュール、
音楽モジュール、電子バンキングモジュール、株式モジュール、電卓モジュール、電子メ
ールモジュール、スプレッドシートモジュール、ワードプロセッサモジュール等のような
多様なサービスを提供するためのプログラムモジュールを含んでよい。このようなアプリ
ケーションは、デフォルトでインストールされてよく、ユーザが使用する中で任意にイン
ストールして使用することもできる。メインＣＰＵ２９４は、オブジェクトが選択される
と、アプリケーションモジュール４４０を用いて選択されたオブジェクトに対応するアプ
リケーションを実行させることができる。
【００８４】
　図４に表示されたソフトウェア構造は一例に過ぎないため、必ずしもそれに限定される
わけではない。よって、必要に応じて、一部が省略または変形されたり、追加されてよい
。例えば、保存部２５０には各種センサでセンシングされた信号を分析するためのセンシ
ングモジュールや、メッセンジャプログラム、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）＆ＭＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）プ
ログラム、Ｅ－ｍａｉｌプログラム等のようなメッセージングモジュール、電話情報収集
器（Ｃａｌｌ　Ｉｎｆｏ　Ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）プログラムモジュール、ＶｏＩＰモジ
ュール、ウェブブラウザモジュール等のように、多様なプログラムが更に設けられてよい
。
【００８５】
　また図２に戻り説明すると、オーディオ処理部２６０は映像コンテンツのオーディオデ
ータに対する処理を行う構成要素である。オーディオ処理部２６０では、オーディオデー
タに対するデコードや増幅、ノイズフィルタリング、圧縮（ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）、
イコライゼーション（ｅｑｕａｌｉｚａｔｉｏｎ）、ノイズキャンセリング（ｎｏｉｓｅ
　ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ）、エコーまたは残響（ｒｅｖｅｒｂ）の消去または追加等
のような多様な処理が行われてよい。オーディオ処理部２６０で処理されたオーディオデ
ータはオーディオ出力部２７０（例えば、オーディオ出力装置）に出力されてよい。
【００８６】
　オーディオ出力部２７０は、オーディオ処理部２６０によってデコードや増幅、ノイズ
フィルタリングのような多様な処理作業が行われた各種オーディオデータだけでなく、各
種報知音や音声メッセージを出力する構成である。特に、オーディオ出力部２７０は、ス
ピーカで実現されてよいが、それは一実施形態に過ぎないだけで、オーディオデータを出
力できる出力端子で実現されてよい。
【００８７】
　検知部２８０は、多様なユーザインタラクションを検知する。特に、検知部２８０は、
図２に示すように、タッチ検知部２８１、動作検知部２８２及びフォールディング検知部
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２８３を含んでよい。
【００８８】
　具体的に、タッチ検知部２８１は、ディスプレイパネルの背面に付着されたタッチパネ
ルを用いてユーザのタッチインタラクションを検知することができる。動作検知部２８２
は、加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサのうち少なくとも１つを用いてユーザ
端末装置１００の動作（例えば、回転や垂直動作、水平動作等）を検知することができる
。フォールディング検知部２８３は、ベンディングセンサ（例えば、照度センサ、光ファ
イバセンサ、伝導性インク基盤センサ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｉｎｋ－ｂａｓｅｄ　ｓ
ｅｎｓｏｒ）、伝導性ファブリックセンサ（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｆａｂｒｉｃ　ｓｅ
ｎｓｏｒ）等）を用いてフォールディングライン３１０を基準にユーザ端末装置２００が
折り畳まれたか否か及び折り畳まれた角度のうち、少なくとも一方を検知することができ
る。
【００８９】
　一方、タッチ検知部２８１は、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露
出領域に配置されたタッチセンサのみを活性化させ、残りの領域に配置されたタッチセン
サを非活性化させてよい。
【００９０】
　制御部２９０は、保存部２５０に保存された各種プログラムを用いてユーザ端末装置２
００の動作全般を制御する。
【００９１】
　制御部２９０は、図２に示すように、ＲＡＭ２９１、ＲＯＭ２９２、グラフィック処理
部２９３、メインＣＰＵ２９４、第１ないし第ｎインターフェース２９５－１～２９５－
ｎ、バス２９６を含む。このとき、ＲＡＭ２９１、ＲＯＭ２９２、グラフィック処理部２
９３、メインＣＰＵ２９４、第１ないし第ｎインターフェース２９５－１～２９５－ｎ等
は、バス２９６を介して相互接続されてよい。
【００９２】
　ＲＯＭ２９２には、システムブートのための命令語セット等が保存される。ターンオン
命令が入力されて電源が供給されると、メインＣＰＵ２９４は、ＲＯＭ２９２に保存され
た命令語に応じて保存部２５０に保存されたＯ／ＳをＲＡＭ２９１にコピーし、Ｏ／Ｓを
実行させてシステムをブートさせる。ブートが完了すると、メインＣＰＵ２９４は保存部
２５０に保存された各種アプリケーションプログラムをＲＡＭ２９１にコピーし、ＲＡＭ
２９１にコピーされたアプリケーションプログラムを実行させて各種動作を行う。
【００９３】
　グラフィック処理部２９３は、演算部（例えば、演算装置）及びレンダリング部（例え
ば、レンダリング装置）を用いてアイテム、イメージ、テキスト等のような多様な客体を
含む画面を生成する。演算部は、入力部２８０から受信された制御命令を用いて画面のレ
イアウトに応じて各客体が表示される座標値、形、大きさ、カラー等のような属性値を演
算する。レンダリング部は、演算部で演算した属性値に基づいて客体を含む多様なレイア
ウトの画面を生成する。レンダリング部で生成された画面はディスプレイ２３０のディス
プレイ領域内に表示される。
【００９４】
　メインＣＰＵ２９４は、保存部２５０にアクセスし、保存部２５０に保存されたＯ／Ｓ
を用いてブートを行う。そして、メインＣＰＵ２９４は、保存部２５０に保存された各種
プログラム、コンテンツ、データ等を用いて多様な動作を行う。
【００９５】
　第１ないし第ｎインターフェース２９５－１ないし２９５－ｎは、上述の各種構成要素
と接続される。インターフェースのうちの１つは、ネットワークを通じて外部装置と接続
されるネットワークインターフェースであってよい。
【００９６】
　特に、制御部２９０は、ディスプレイ１１０がフォールディングされた場合、外部に露
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出される露出領域を用いて多様な機能を提供することができる。
【００９７】
　＜露出領域に提供されるＵＩ＞
　第１領域３２０が第２領域３３０に相接するようにディスプレイ２３０がフォールディ
ングライン３１０を基準にフォールディングされた場合、制御部２９０は第２領域３２０
の中で外部に露出された露出領域３４０に予め設定されたＵＩをディスプレイするように
ディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、予め設定されたＵＩは、ユーザ
端末装置２００に対する状態情報を含むＵＩ及びユーザ端末装置２００を制御するための
ＵＩのうち少なくとも一方を含んでよい。
【００９８】
　本発明の一実施形態として、第１領域３２０が第２領域３３０に相接するようにディス
プレイ２３０がフォールディングライン３１０を基準にフォールディングされるフォール
ディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図５Ａに示すように、露
出領域にメモ機能を提供するＵＩ５１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を
制御することができる。このとき、メモ機能を提供するＵＩ５１０を介してユーザ入力（
例えば、指やペン、スライラス等）が検知された場合、制御部２９０はユーザ入力による
イメージをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【００９９】
　なお、制御部２９０は、露出領域に特定アプリケーションを制御するためのＵＩをディ
スプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。具体的に、特定アプリ
ケーションが実行される間、第１領域３２０が第２領域３３０に相接するようにディスプ
レイ２３０がフォールディングライン３１０を基準にフォールディングされるフォールデ
ィングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は露出領域に特定アプリケーシ
ョンを制御するためのＵＩをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御すること
ができる。例えば、音楽アプリケーションが実行される間、第１領域３２０が第２領域３
３０に相接するようにディスプレイ２３０がフォールディングライン３１０を基準にフォ
ールディングされるフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０
は、図５Ｂに示すように、露出領域に音楽アプリケーションを制御することができるＵＩ
５２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき
、音楽アプリケーションを制御することができるＵＩ５２０には、現在再生される音楽に
関する情報、再生／停止アイコン、スキップアイコン、巻き戻しアイコン、次の曲、前の
曲、おすすめ曲、おすすめしない曲等が含まれてよい。
【０１００】
　なお、制御部２９０は、露出領域にユーザ端末装置２００の現在の状態を確認すること
ができる短縮アイコンが含まれたＵＩをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制
御することができる。例えば、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で予め
設定されたユーザインタラクション（例えば、露出領域を連続的に２回タッチまたはタッ
プするインタラクション等）が検知された場合、制御部２９０は、図５Ｃに示すように、
露出領域にユーザ端末装置２００の現在の状態を確認することができる短縮アイコンの含
まれたＵＩ５３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる
。このとき、ユーザ端末装置２００の現在の状態を確認することができる短縮アイコンは
バッテリ状態を確認することができる短縮アイコン、ネットワーク状態を確認することが
できる短縮アイコン、ユーザ端末装置２００のディスプレイの輝度設定を確認することが
できる短縮アイコン等が含まれてよい。
【０１０１】
　なお、制御部２９０は、露出領域に外部からメッセージやデータが受信されたことを報
知するＵＩをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。例え
ば、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で通信部２４０を介して外部から
ＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージが受信された場合、制御部２９０は、図５Ｄに
示すように、露出領域にＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージが受信されたことを報
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知するＵＩ５４０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる
。このとき、ＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージが受信されたことを報知するＵＩ
５４０には発信者に対する情報及びＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージに対する情
報のうち少なくとも一方を含んでよい。
【０１０２】
　なお、制御部２９０は、露出領域にユーザ端末装置２００のロック状態を解除するため
の多様な形態のＵＩをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができ
る。
【０１０３】
　具体的に、制御部２９０は、図６Ａに示すように、露出領域にユーザ端末装置２００の
ロック状態を解除するために、暗証番号を入力するためのＵＩ６１０をディスプレイする
ようにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、暗証番号を入力するため
のＵＩ６１０は上下にスワイプ（ｓｗｉｐｅ）するタッチインタラクションによって番号
を変更することができる。露出領域にディスプレイされたＵＩ６１０に予め設定された暗
証番号が入力された場合、制御部２９０はユーザ端末装置２００のロック状態を解除する
ことができる。更に、ユーザは、ユーザ入力を通じて暗証番号を設定することができる。
【０１０４】
　なお、制御部２９０は、図６Ｂに示すように、露出領域にユーザ端末装置２００のロッ
ク状態を解除するために露出領域の角に複数の点を含むＵＩ６２０をディスプレイするよ
うにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、ＵＩ６２０に予め設定され
たパターンで点を繋ぐタッチインタラクションが検知された場合、制御部２９０はユーザ
端末装置２００のロック状態を解除することができる。具体的に、ユーザはユーザ入力を
通じてパターンを設定することができる。
【０１０５】
　なお、制御部２９０は、図６Ｃに示すように、露出領域にユーザ端末装置２００のロッ
ク状態を解除するために、鍵盤（すなわち、ピアノ）のＵＩ６３０をディスプレイするよ
うにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、ＵＩ６３０に予め設定され
たリズムで鍵盤（例えば、ピアノ）をタッチするタッチインタラクションが検知された場
合、制御部２９０は、ユーザ端末装置２００のロック状態を解除することができる。
【０１０６】
　なお、制御部２９０は、図６Ｄに示すように、露出領域にユーザ端末装置２００のロッ
ク状態を解除するために、ホームアイコンを含むＵＩ６４０をディスプレイするようにデ
ィスプレイ２３０を制御することができる。このとき、ＵＩ６４０に含まれたホームアイ
コンを基準にピンチアウト（ｐｉｎｃｈ－ｏｕｔ）するタッチインタラクションが検知さ
れた場合、制御部２９０はユーザ端末装置２００のロック状態を解除することができる。
【０１０７】
　なお、制御部２９０は、露出領域にユーザ端末装置２００の設定を変更するためのＵＩ
をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１０８】
　具体的に、制御部２９０は、図７Ａに示すように、ユーザ端末装置２００の音量を調節
可能な弧状のＵＩ７１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することが
できる。一方、上述の実施形態においては、露出領域にディスプレイされるＵＩが音量を
調整するものとして説明したが、それは一実施形態に過ぎず、露出領域にユーザ端末装置
２００の別の設定（例えば、ディスプレイの輝度等）を調節することができるＵＩがディ
スプレイされてよい。
【０１０９】
　なお、図７Ｂに示すように、露出領域に含まれた複数の頂点のいずれかから対角線の方
向にドラッグするタッチインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、タッチイ
ンタラクションが検知された頂点に対応するコーナ領域にユーザ端末装置２００の電源を
オフにすることができるＵＩ７２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御
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することができる。
【０１１０】
　＜フォールディングインタラクション及びアンフォールディングインタラクション＞
　ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露出領域に複数のアイコンがディ
スプレイされる場合、複数のアイコンのいずれか１つをタッチした状態で、ディスプレイ
２３０をアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０をタッ
チされたアイコンに対応する画面を全画面でディスプレイするようにディスプレイ２３０
を制御することができる。
【０１１１】
　具体的に、図８Ａに示すように、ディスプレイ２３０はフォールディングされた状態で
第１アイコンないし第４アイコン８１０ないし８４０をディスプレイする。そして、第１
アイコンないし第４アイコン８１０ないし８４０のうちの第４アイコン８４０をタッチし
た状態でディスプレイ２３０をアンフォールディングするアンフォールディングインタラ
クションが検知された場合、制御部２９０は、図８Ｂに示すように、第４アイコン８４０
に対応するメッセージウィンドウ８５０を全画面でディスプレイするようにディスプレイ
２３０を制御することができる。
【０１１２】
　一方、上述の実施形態においては、第４アイコン８４０がタッチされた状態で、アンフ
ォールディングインタラクションが検知されたものとして説明したが、それは一実施形態
に過ぎず、別のアイコンがタッチされた状態でアンフォールディングインタラクションが
検知された場合、タッチされた別のアイコンに対応する画面が全画面でディスプレイ２３
０にディスプレイされてよい。例えば、第１アイコン８１０がタッチされた状態でアンフ
ォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は第１アイコン８１０
に対応する電話アプリケーションの実行画面（例えば、最近の通話記録画面、アドレス帳
画面、電話発信画面等）を全画面でディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御す
ることができる。なお、第２アイコン８２０がタッチされた状態でアンフォールディング
インタラクションが検知された場合、制御部２９０は第２アイコン８２０に対応するウェ
ブブラウザ画面を全画面でディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することが
できる。なお、第３アイコン８３０がタッチされた状態でアンフォールディングインタラ
クションが検知された場合、制御部２９０は第３アイコン８３０に対応する音楽アプリケ
ーションの実行画面（例えば、音楽再生画面、音楽リスト画面等）を全画面でディスプレ
イするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１３】
　なお、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露出領域をタッチした後、
ディスプレイ２３０のヒンジ角度を予め設定された角度だけアンフォールディングするア
ンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は特定機能を実行
するための画面をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１４】
　具体的に、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で、通話要請が受信され
た場合、制御部２９０は、図９Ａに示すように、露出領域に通話要請が受信されたことを
報知するＵＩ９１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができ
る。そして、通話要請が受信されたことを報知するＵＩ９１０をタッチした状態で、ディ
スプレイ２３０のヒンジ角度を予め設定された角度（例えば、７０度ないし１２０度）だ
けアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知された場合、
制御部２９０は、図９Ｂに示すように、通話要請を受諾し、スピーカフォン機能を実行し
、通話の多様な機能を制御することができる多様なアイコンを含む実行画面９２０をディ
スプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１５】
　具体的に、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で、ニュース情報１０１
０をディスプレイする間に外部からメッセージが受信された場合、制御部２９０は、図１
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０Ａに示すように、露出領域にニュース情報１０１０とともにメッセージが受信されたこ
とを報知するＵＩ１０２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御すること
ができる。そして、メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１０２０をタッチした状
態で、ディスプレイ２３０のヒンジ角度を予め設定された角度（例えば、７０度ないし１
２０度）だけアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知さ
れた場合、制御部２９０は、図１０Ｂに示すように、受信されたメッセージに返事のメッ
セージを作成することができるメッセージウィンドウ１０３０をディスプレイするように
ディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１６】
　なお、制御部２９０は、露出領域をタッチした後、アンフォールディングインタラクシ
ョンが検知された場合と、アンフォールディングインタラクションが検知された場合とに
異なる画面をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１７】
　具体的に、制御部２９０は、図１１Ａに示すように、露出領域に音楽アプリケーション
に対応するＵＩ１１１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することが
できる。
【０１１８】
　露出領域に音楽アプリケーションに対応するＵＩ１１１０がディスプレイされる外部か
らメッセージが受信された場合、制御部２９０は、図１１Ｂに示すように、露出領域に音
楽アプリケーションＵＩ１１１０とともにメッセージが受信されたことを報知するＵＩ１
１２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１１９】
　このとき、露出領域をタッチしていない状態で、ディスプレイ２３０をアンフォールデ
ィングするアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、
図１１Ｃに示すように、従来実行される音楽アプリケーションの実行画面１１３０をディ
スプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、音楽アプリ
ケーションの実行画面１１３０の一領域にメッセージが受信されたことを報知するＵＩ１
１３５が予め設定された時間の間ディスプレイされてよい。
【０１２０】
　しかし、露出領域にディスプレイされたメッセージが受信されたことを報知するＵＩ１
１２０がタッチされた状態でディスプレイ２３０をアンフォールディングするアンフォー
ルディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１１Ｄに示すように
、受信されたメッセージに返事メッセージを作成することができるメッセージウィンドウ
１１４０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１２１】
　なお、制御部２９０は、アンフォールディングインタラクション及びロック解除のため
のタッチインタラクションが検知された順番に応じて異なる画面をディスプレイするよう
にディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１２２】
　具体的に、図１２Ａの左側に示すように、露出領域にユーザ端末装置２００のロック解
除のためのＵＩ１２１０がディスプレイされる間、ロック解除のためのタッチインタラク
ションが検知された場合、制御部２９０は、ユーザ端末装置２００のロック状態を解除し
、図１２Ａの右側に示すように、露出領域に時間情報を含む第１ホーム画面１２２０をデ
ィスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１２３】
　なお、図１２Ｂの左側に示すように、露出領域にユーザ端末装置２００のロック解除の
ためのＵＩ１２１０がディスプレイされる間、ロック解除のためのタッチインタラクショ
ンが検知され、アンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０
は、ユーザ端末装置２００のロック状態を解除し、図１２Ｂの右側に示すように、全画面
に第２ホーム画面１２３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御すること
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ができる。
【０１２４】
　なお、図１２Ｃの左側に示すように、露出領域に映像がディスプレイされない間、アン
フォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１２Ｃの右側
に示すように、全画面でユーザ端末装置２００のロック解除のためのＵＩ１２４０をディ
スプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。全画面でディスプレイ
されたユーザ端末装置２００のロック解除のためのＵＩ１２４０にロック解除のためのタ
ッチインタラクションが検知された場合、制御部２９０はユーザ端末装置２００のロック
状態を解除し、図１２Ｂの右側に示すように、全画面に第２ホーム画面１２３０をディス
プレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１２５】
　なお、制御部２９０は、露出領域に特定アプリケーションに対応するＵＩがディスプレ
イされる間、アンフォールディングインタラクションのみが検知された場合にディスプレ
イされる画面と、露出領域をタッチした後にアンフォールディングインタラクションが検
知された場合にディスプレイされる画面とを異なるようにディスプレイするようにディス
プレイ２３０を制御することができる。
【０１２６】
　具体的に、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で外部から通話要請が受
信された場合、制御部２９０は、図１３Ａの左側に示すように、露出領域の通話要請が受
信されたことを報知するＵＩ３１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御
することができる。そして、露出領域にディスプレイされたＵＩ１３１０をタッチした後
にディスプレイ２３０をアンフォールディングするアンフォールディングインタラクショ
ンが検知された場合、制御部２９０は、図１３Ａの左下に示すように、全画面に通話機能
に関連するアプリケーションであるカレンダアプリケーションの実行画面１３２０（更に
別の実施形態として、メモアプリケーションの実行画面等）をディスプレイするようにデ
ィスプレイ２３０を制御することができる。一方、露出領域にディスプレイされたＵＩ１
３１０をタッチしていない状態で、ディスプレイ２３０をアンフォールディングするアン
フォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１３Ａの右下
に示すように、全画面に通話画面１３３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０
を制御することができる。
【０１２７】
　なお、音楽アプリケーションが実行される間、ディスプレイ２３０がフォールディング
されるフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１３Ｂ
の上側領域に示されるように、露出領域に音楽アプリケーションを制御することができる
ＵＩ１３４０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。そ
して、露出領域にディスプレイされたＵＩ１３４０をタッチした後、ディスプレイ２３０
をアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知された場合、
制御部２９０は、図１３Ｂの左下に示すように、音楽再生を維持し、全画面に再生リスト
１３５０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。一方、
露出領域にディスプレイされたＵＩ１３４０をタッチしていない状態で、ディスプレイ２
３０をアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知された場
合、制御部２９０は、図１３Ｂの右下に示すように、全画面に音楽プレーヤ画面１３６０
をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１２８】
　なお、ディスプレイ２３０のヒンジ角度が予め設定された角度だけアンフォールディン
グされる第１アンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は
、特定機能を実行するための少なくとも１つのアイコンをディスプレイするようにディス
プレイ２３０を制御することができる。そして、少なくとも１つのアイコンをタッチした
状態で、ディスプレイ２３０を完全にアンフォールディングする第２アンフォールディン
グインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、タッチされたアイコンに対応す
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る機能を実行することができる。
【０１２９】
　本発明の一実施形態、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で外部から通
話要請が受信された場合、制御部２９０は、図１４Ａに示すように、露出領域に通話要請
が受信されたことを報知するＵＩ１４１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０
を制御することができる。
【０１３０】
　通話要請が受信されたことを報知するＵＩ１４１０がディスプレイされる間、ディスプ
レイ２３０のヒンジ角度が予め設定された角度（例えば、３０度ないし１５０度）だけア
ンフォールディングされる第１アンフォールディングインタラクションが検知された場合
、制御部２９０は、図１４Ｂに示すように、通話に関連する多様な機能を行うことができ
る複数のアイコン１４３０－１ないし１４３０－３を含むＵＩ１４２０をディスプレイす
るようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１３１】
　そして、複数のアイコン１４３０－１ないし１４３０－３のうち、写真共有アイコンを
タッチした状態でディスプレイ２３０を完全にアンフォールディングする（すなわち、デ
ィスプレイ２３０のヒンジ角度が１８０になるようにアンフォールディングする）アンフ
ォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、通話要請を受け入
れ、図１４Ｃに示すように、上段領域に通話画面１４４０をディスプレイし、共有しよう
とする写真を選択することができるリスト１４５０をディスプレイするようにディスプレ
イ２３０を制御することができる。このとき、リスト１４５０に含まれた複数の写真のう
ちの１つを通話画面１４４０にドラッグするタッチインタラクションが検知された場合、
制御部２９０はタッチインタラクションが検知された写真を受信者に伝送するように通信
部２４０を制御することができる。
【０１３２】
　なお、アンフォールディングインタラクションが検知される場合、制御部２９０は、ア
ンフォールディングインタラクションが検知される間、ディスプレイ２３０のヒンジ角度
に応じて複数の報知メッセージをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御する
ことができる。このとき、報知メッセージにはメッセージの受信を報知する報知メッセー
ジ、不在着信を報知する報知メッセージ、ＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージの受
信を報知する報知メッセージ、アプリケーションのアップデートを報知する報知メッセー
ジ等が含まれてよい。
【０１３３】
　具体的に、図１５Ａに示すように、制御部２９０はディスプレイ２３０がフォールディ
ングされた状態で１つの報知メッセージ１５１０をディスプレイするようにディスプレイ
２３０を制御することができる。そして、ディスプレイ２３０をアンフォールディングす
るアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０はディスプレ
イ２３０のヒンジ角度に応じて異なる数の報知メッセージをディスプレイするようにディ
スプレイ２３０を制御することができる。例えば、ディスプレイ２３０のヒンジ角度が第
１角度範囲（例えば、５度ないし１５度）内に存在する場合、制御部２９０は２つの報知
メッセージ１５１０、１５２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御する
ことができる。そして、ディスプレイ２３０のヒンジ角度が第２角度範囲（例えば、１５
度ないし２５度）内に存在する場合、制御部２９０は、３つの報知メッセージ１５１０、
１５２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。すなわ
ち、制御部２９０は、ディスプレイ２３０のヒンジ角度が大きくなるほどディスプレイさ
れる報知メッセージの数を増加させてよい。
【０１３４】
　そして、ディスプレイ２３０のヒンジ角度が第４角度範囲（例えば、３５度ないし４５
度）内に存在する場合、制御部２９０は、図１５Ｂに示すように、（できるだけ重畳する
ように）５つの報知メッセージ１５１０ないし１５５０をディスプレイするようにディス
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プレイ２３０を制御することができる。このとき、図１５Ｂに示すように、最も最近アッ
プデートされた第１報知メッセージ１５１０が一番上に配置されてよい。
【０１３５】
　そして、図１５Ｂに示すように、５つの報知メッセージ１５１０ないし１５５０がディ
スプレイされる間、第２報知メッセージ１５２０をタッチした状態でディスプレイ２３０
を再びフォールディングするフォールディングインタラクションが検知された場合、制御
部２９０は、図１５Ｃに示すように、露出領域に第２報知メッセージ１５２０をディスプ
レイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１３６】
　そして、図１５Ｂに示すように、５つの報知メッセージ１５１０ないし１５５０がディ
スプレイされる間、第２報知メッセージ１５２０をタッチした状態で、ディスプレイ２３
０を完全にアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知され
た場合、制御部２９０は、図１５Ｄに示すように、全画面に第２報知メッセージ１５２０
に対応する画面をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１３７】
　なお、制御部２９０は、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露出領域
から検知されるタッチインタラクションの方向に応じて異なる機能を行うことができる。
【０１３８】
　具体的に、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で外部からメッセージが
受信された場合、制御部２９０は、図１６Ａに示すように、露出領域にメッセージが受信
されたことを報知するＵＩ１６１０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御
することができる。
【０１３９】
　このとき、メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１６１０に左右方向のタッチイ
ンタラクションが検知された場合、制御部２９０はタッチインタラクションに応じて露出
領域に以前受信されたメッセージまたは次に受信されたメッセージを報知するＵＩをディ
スプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１４０】
　なお、メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１６１０は下方へのタッチインタラ
クションが検知された場合、制御部２９０は現在受信されたメッセージを削除することが
できる。
【０１４１】
　なお、メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１６１０に上方へのタッチインタラ
クションが検知された場合、制御部２９０は全画面に受信されたメッセージをディスプレ
イするように受信されたメッセージを保存することができる。具体的に、図１６Ｂの左上
に示すように、第１メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１６２０に上方へのタッ
チインタラクションが検知され、第２メッセージが受信されたことを報知するＵＩ１６３
０に上方へのタッチインタラクションが検知され、第３メッセージが受信されたことを報
知するＵＩ１６４０に上方へのタッチインタラクションが検知された後、ディスプレイ２
３０をアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知された場
合、制御部２９０は、図１６Ｂの右下に示すように、第１メッセージを含む画面１６２０
’、第２メッセージを含む画面１６３０’、第３メッセージを含む画面１６４０’及びホ
ーム画面１６５０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる
。
【０１４２】
　＜ディスプレイ２３０の形の変形にも現在の機能維持＞
　制御部２９０は、フォールディングインタラクションまたはアンフォールディングイン
タラクションに応じて、ディスプレイ２３０の形が変更されても現在の機能を維持し、現
在の機能に対応する画面をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することが
できる。
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【０１４３】
　本発明の一実施形態として、音楽アプリケーションを実行する間、ディスプレイ２３０
をフォールディングするフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２
９０は、図１７Ａに示すように、露出領域に音楽アプリケーションに対応するＵＩ１７１
０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。露出領域に音
楽アプリケーションに対応するＵＩ１７１０がディスプレイされる間、通話要請が受信さ
れた場合、制御部２９０は、図１７Ｂに示すように、露出領域に通話要請が受信されたこ
とを報知するＵＩ１７２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御すること
ができる。露出領域に通話要請が受信されたことを報知するＵＩ１７２０がディスプレイ
される間、ディスプレイ２３０をアンフォールディングするアンフォールディングインタ
ラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１７Ｃに示すように、全画面で通話画
面１７３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。そし
て、通話が終了した場合、制御部２９０は、図１７Ｄに示すように、全画面で音楽アプリ
ケーションの実行画面１７４０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御する
ことができる。そして、再びディスプレイ２３０をフォールディングするフォールディン
グインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１７Ｅに示すように、露出領
域に音楽アプリケーションに対応するＵＩ１７１０をディスプレイするようにディスプレ
イ２３０を制御することができる。
【０１４４】
　更に別の実施形態として、制御部２９０は、図１８Ａに示すように、音楽アプリケーシ
ョンが実行される間、全画面で音楽アプリケーションの実行画面１８１０をディスプレイ
するようにディスプレイ２３０を制御することができる。そして、外部から通話要請が受
信された場合、制御部２９０は、図１８Ｂに示すように、通話を受諾するか否かを確認す
るための画面１８２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することがで
きる。そして、通話を受諾するか否かを確認するための画面１８２０をディスプレイする
間、ディスプレイ２３０をフォールディングするフォールディングインタラクションが検
知された場合、制御部２９０は、図１８Ｃに示すように、露出領域に通話要請の拒絶を報
知するＵＩ１８３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができ
る。
【０１４５】
　そして、通話が終了した場合、制御部２９０は、図１８Ｄに示すように、露出領域に音
楽アプリケーションに対応するＵＩ１８４０をディスプレイするようにディスプレイ２３
０を制御することができる。そして、再びディスプレイ２３０をアンフォールディングす
るアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図１８Ｅ
に示すように、全画面で音楽アプリケーションの実行画面１８１０をディスプレイするよ
うにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１４６】
　なお、制御部２９０は、ディスプレイ２３０のヒンジ角度に応じてユーザが視聴できる
ディスプレイ領域を判断し、判断されたディスプレイ領域に異なる量の情報を含む画面を
ディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、ディス
プレイ２３０のヒンジ角度と視聴可能なディスプレイ領域とは相互マッチングして保存さ
れてよい。
【０１４７】
　本発明の一実施形態として、通話を行う間にディスプレイ２３０がアンフォールディン
グされた場合、制御部２９０は、図１９Ａに示すように、全画面に第１通話画面１９１０
をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することがきる。
【０１４８】
　なお、通話を行う間にディスプレイ２３０のヒンジ角度がθだけフォールディングされ
た場合、制御部２９０はヒンジ角度に対応するディスプレイ領域を判断し、図１９Ｂに示
すように、判断されたディスプレイ領域に第２通話画面１９２０をディスプレイするよう
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にディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、第２通話画面１９２０は、第
１通話画面１９１０に含まれた情報量及びアイコンより少ない情報量及びアイコンを含ん
でよい。
【０１４９】
　なお、通話を行う間にディスプレイ２３０がフォールディングされた場合、制御部２９
０は、図１９Ｃに示すように、露出領域に通話が行われていることを報知するＵＩ１９３
０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１５０】
　本発明の別の実施形態として、ナビゲーションアプリケーションが実行される間にディ
スプレイ２３０がアンフォールディングされた場合、制御部２９０は、図２０Ａに示すよ
うに、全画面に第１ナビゲーション画面２０１０をディスプレイするようにディスプレイ
２３０を制御することができる。
【０１５１】
　なお、ナビゲーションアプリケーションが実行される間にディスプレイ２３０のヒンジ
角度がθだけフォールディングされた場合、制御部２９０はヒンジ角度に対応するディス
プレイ領域を判断し、図２０Ｂに示すように、判断されたディスプレイ領域に第２ナビゲ
ーション２０２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる
。このとき、第２ナビゲーション画面１９２０が報知する領域が第１ナビゲーション画面
１９１０が報知する領域より小さくてよい。
【０１５２】
　なお、ナビゲーションアプリケーションが実行される間にディスプレイ２３０がフォー
ルディングされた場合、制御部２９０は、図２０Ｃに示すように、露出領域に第３ナビゲ
ーション画面ＵＩ２０３０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御すること
ができる。このとき、第３ナビゲーション画面２０３０には、第１ナビゲーション画面２
０１０及び第２ナビゲーション画面２０２０と違い、マップ画面ではない、方向情報及び
距離情報のみを含んでよい。しかし、マップ画面は、第３ナビゲーション画面２０３０上
の露出領域に含まれてよい。
【０１５３】
　なお、制御部２９０は、フォールディングインタラクションまたはアンフォールディン
グインタラクションが検知されたとしても、画面の大きさ及び方向に対応するように情報
を再構成してディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１５４】
　具体的に、図２１Ａに示すように、全画面に第１アドレス帳リスト２１１０がディスプ
レイされる間、ディスプレイ２３０がフォールディングされるフォールディングインタラ
クションが検知された場合、制御部２９０は、図２１Ｂに示すように、露出領域に第２ア
ドレス帳リスト２１２０をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することが
できる。このとき、第１アドレス帳リスト２１１０にはユーザのイメージ情報、氏名情報
、電話番号情報、「すぐ電話をかける」アイコン等が含まれてよく、第２アドレス帳リス
ト２１２０にはユーザのイメージ情報及び氏名情報のみが含まれてよいが、それに限定さ
れない。
【０１５５】
　なお、図２２Ａに示すように、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露
出領域にニュースのタイトル２２１０がディスプレイされる間、ディスプレイ２３０がア
ンフォールディングされるアンフォールディングインタラクションが検知された場合、制
御部２９０は、図２２Ｂに示すように、ニュースのタイトルだけでなく、ニュースイメー
ジ、ニューステクストを含む全画面２２２０をディスプレイするようにディスプレイ２３
０を制御することができる。
【０１５６】
　なお、制御部２９０は、ディスプレイ２３０がフォールディングされる場合、露出され
る露出領域と隠されるヒドゥン領域とに異なる情報をディスプレイするようにディスプレ
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イ２３０を制御することができる。このとき、制御部２９０は、図２３Ａに示すように、
露出領域２３１０には共用情報（ｐｕｂｌｉｃ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をディスプレ
イするようにディスプレイ２３０を制御し、ヒドゥン領域２３２０には個人情報（ｐｒｉ
ｖａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制
御することができる。例えば、制御部２９０は、図２３Ｂに示すように、露出領域２３３
０には共用情報であるバーコード情報をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制
御し、ヒドゥン領域２３４０には個人情報であるクレジットカードリスト、取引情報等を
ディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１５７】
　以下では、図２４を参照して、本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置２００のディ
スプレイ方法について説明する。
【０１５８】
　具体的に、ユーザ端末装置２００は、フォールディングラインを基準に第１領域及び第
１領域より広い第２領域に区分されるディスプレイ２３０に映像をディスプレイする（Ｓ
２４１０）。
【０１５９】
　そして、ユーザ端末装置２００は、ディスプレイ２３０がフォールディングされたか否
かを判断する（Ｓ２４２０）。
【０１６０】
　ディスプレイ２３０がフォールディングされた場合（Ｓ２４２０－Ｙ）、ユーザ端末装
置２００は第２領域の中の一部に露出される露出領域に予め設定されたＵＩをディスプレ
イする（Ｓ２４３０）。このとき、予め設定されたＵＩは、ユーザ端末装置２００の状態
情報を含むＵＩ、ユーザ端末装置２００を制御するためのＵＩを含んでよい。
【０１６１】
　上述のように、ディスプレイ２３０がフォールディングされる際、外部に露出される露
出領域にＵＩをディスプレイすることで、ユーザはディスプレイがフォールディングされ
た状態でも、露出領域にディスプレイされるＵＩを通じてユーザ端末装置の多様な機能を
行うことができ、多様な情報の提供を受けることができるようになる。
【０１６２】
　図２５Ａないし図２７Ｂは、本発明の一実施形態に係るフォールディングインタラクシ
ョン及びアンフォールディングインタラクションに応じて、ユーザ端末装置の多様な機能
を行う実施形態について説明するための図である。
【０１６３】
　本発明の一実施形態として、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で外部
からメッセージが受信されたことを報知するＵＩがディスプレイされる間にアンフォール
ディングインタラクションが検知された場合、制御部２９０は外部から受信されたメッセ
ージをディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１６４】
　具体的に、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態でＳＮＳメッセージまた
はＳＭＳメッセージが受信された場合、制御部２９０は、図２５Ａに示すように、露出領
域にＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージが受信されたことを報知するＵＩ２５１０
をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。このとき、ＳＮ
ＳメッセージまたはＳＭＳメッセージが受信されたことを報知するＵＩ２５１０には、受
信されたＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージの発信者、発信時刻、メッセージタイ
トル、一部の内容等が含まれてよい。そして、フォールディングされた状態のディスプレ
イ２３９をアンフォールディングするアンフォールディングインタラクションが検知され
た場合、制御部２９０は、図２５Ｂに示すように、受信されたＳＮＳメッセージまたはＳ
ＭＳメッセージの具体的な内容をディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御する
ことができる。このとき、ＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージの具体的な内容は、
ＳＮＳメッセージまたはＳＭＳメッセージの発信者、発信時刻、メッセージタイトル、具
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体的な内容、ＳＮＳメッセージ編集アイコンまたはＳＭＳメッセージ編集アイコン等を含
んでよい。
【０１６５】
　本発明の別の実施形態として、ディスプレイ２３０がアンフォールディングされた状態
で、特定アプリケーションが実行される間にフォールディングインタラクションが検知さ
れた場合、制御部２９０は特定アプリケーションの実行画面に関連するグラフィック効果
を露出領域にディスプレイするようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１６６】
　具体的に、図２６Ａに示すように、ディスプレイ２３０がアンフォールディングされた
状態で音楽アプリケーションの実行画面２６１０がディスプレイされる間フォールディン
グインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図２６Ｂに示すように、現在実
行される音楽のイコライザアニメーション２６２０を露出領域にディスプレイするように
ディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１６７】
　なお、図２７Ａに示すように、ディスプレイ２３０がアンフォールディングされた状態
で天気アプリケーションの実行画面２７１０がディスプレイされる間にフォールディング
インタラクションが検知された場合、制御部２９０は、図２７Ｂに示すように、現在の天
気に関連するアニメーション（例えば、曇り空）２７２０を露出領域にディスプレイする
ようにディスプレイ２３０を制御することができる。
【０１６８】
　一方、上述の実施形態では、露出領域が特定カバーに覆われずに外部に露出されるもの
として説明したが、それは一実施形態に過ぎず、露出領域を保護するために特定カバーで
露出領域を覆うことができる。
【０１６９】
　本発明の一実施形態として、ユーザ端末装置２００は露出領域を保護するために、露出
領域上に透明カバーを含むことができる。
【０１７０】
　例えば、フォールディングラインが長い辺に平行して位置する場合、ユーザ端末装置２
００は、図２８Ａないし図２８Ｄに示すように、透明カバー２８１０を含むことができる
。図２８Ａは、透明カバー２８１０を含むユーザ端末装置２００の側面図を示す図であり
、図２８Ｂは、透明カバー２８１０を含むユーザ端末装置２００の平面図を示す図であり
、図２８Ｃは、透明カバー２８１０を含むユーザ端末装置２００がフォールディングされ
た状態での斜視図を示す図であり、図２８Ｄは、透明カバー２８１０を含むユーザ端末装
置２００が特定角度にアンフォールディングされた状態での斜視図を示す図である。
【０１７１】
　なお、フォールディングラインが短い辺と平行して位置する場合、ユーザ端末装置２０
０は、図２９Ａないし図２９Ｃに示すように、透明カバー２９１０を含んでよい。図２９
Ａは、透明カバー２９１０を含むユーザ端末装置２００の側面図を示す図であり、図２９
Ｂは、透明カバー２９１０を含むユーザ端末装置２００の平面図を示す図であり、図２９
Ｃは、透明カバー２９１０を含むユーザ端末装置２００がフォールディングされた状態で
の斜視図を示す図である。
【０１７２】
　本発明の別の実施形態として、ユーザ端末装置２００は露出領域を保護するために露出
領域上に多孔カバーを含んでよい。
【０１７３】
　具体的に、ユーザ端末装置２００は、図３０Ａないし図３０Ｃに示すように、上段が透
明であり、露出領域と相接する下段に多孔が形成された多孔カバー３０１０を含んでよい
。図３０Ａは、多孔カバー３０１０を含むユーザ端末装置２００の側面図を示す図であり
、図３０Ｂは、多孔カバー３０１０を含むユーザ端末装置２００の平面図を示す図であり
、図３０Ｃは、多孔カバー３０１０を含むユーザ端末装置２００がフォールディングされ
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た状態における斜視図を示す図である。特に、多孔カバー３０１０が存在する場合、ユー
ザ端末装置２００は多孔カバー３０１０に形成された多孔を用いて多様な情報（例えば、
現在時刻、天気、メッセージが受信されたことを報知するＵＩ等）及びイメージ効果をユ
ーザに提供することができる。
【０１７４】
　透明カバー２８１０、２９１０が存在する場合、制御部２９０はディスプレイ２３０が
フォールディングされた状態で透明カバー２８１０、２９１０の位置する領域に対するタ
ッチ入力を検知することができる。
【０１７５】
　なお、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露出領域をタッチした後、
露出領域以外のディスプレイカバー領域またはベゼル領域でタッチ入力が終了するタッチ
インタラクションが検知された場合、制御部２９０は、検知されたタッチインタラクショ
ンによって特化した機能を行うことができる。
【０１７６】
　具体的に、図３１Ａ及び図３１Ｂの１に示すように、ディスプレイ２３０がフォールデ
ィングされた状態で露出領域をタッチした後、上段ディスプレイカバー領域でタッチ入力
が終了するタッチインタラクションが検知された場合、制御部２９０は、タッチインタラ
クションによって第１機能（例えば、メッセージ保存等）を行うことができる。なお、図
３１Ａの２に示すように、ディスプレイ２３０がフォールディングされた状態で露出領域
をタッチした後、下段のベゼル領域でタッチ入力が終了するタッチインタラクションが検
知された場合、制御部２９０は、タッチインタラクションに応じて第２機能（例えば、メ
ッセージ削除等）を行うことができる。なお、図３１Ｂの３に示すように、透明カバー２
８１０を含むユーザ端末装置２００のディスプレイ２３０がフォールディングされた状態
で露出領域をタッチした後、下段のベゼル領域でタッチ入力が終了するタッチインタラク
ションが検知された場合、制御部２９０は、タッチインタラクションに応じて第２機能（
例えば、メッセージ削除等）を行うことができる。
【０１７７】
　なお、上述の１つ以上の実施形態に係るユーザ端末装置のディスプレイ方法は、プログ
ラムで実現されてユーザ端末装置に提供されてよい。具体的に、ユーザ端末装置の制御方
法を含むプログラムが保存された非一時的な読み取り可能な媒体（Ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉ
ｔｏｒｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）が提供されてよい。
【０１７８】
　非一時的な読み取り可能な媒体とは、半永久的にデータを保存し、機器によって読み取
り（Ｒｅａｄｉｎｇ）が可能な媒体を意味する。具体的には、上述の多様なアプリケーシ
ョンまたはプログラムは、ＣＤやＤＶＤ、ハードディスク、ブルーレイディスク、ＵＳＢ
、メモリカード、ＲＯＭ等のような非一時的な読み取り可能な媒体に保存されて提供され
てよい。
【０１７９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明は以上の実施形態に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の
技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１８０】
　　１００　ユーザ端末装置
　　１１０　ディスプレイ
　　１２０　検知部
　　１３０　制御部
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