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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
映像を出力するフレキシブル表示部と、印加される電圧に応じて収縮または膨張されるイ
オン導電性高分子金属接合体（ＩＰＭＣ）レイヤを含み、一つ以上の列または行にマトリ
クス状に配置される複数のマトリックスセルを備え、前記複数のマトリックスセルのいず
れかに前記電圧が印加されることによって前記フレキシブル表示部を変形させる駆動部と
、を含むことを特徴とするアクティブフレキシブルディスプレイ。
【請求項２】
映像を出力するフレキシブル表示部と、印加される電圧に応じて収縮または膨張されるイ
オン導電性高分子金属接合体（ＩＰＭＣ）レイヤを含み、一つ以上の列または行にマトリ
クス状に配置される複数のマトリックスセルを備え、前記複数のマトリックスセルのいず
れかに前記電圧が印加されることによって前記フレキシブル表示部を変形させる駆動部と
、を含むフレキシブルディスプレイを制御する制御装置であって、
前記制御装置は、
状況を認識する認識部と、
前記認識された状況に対応する変形パターン情報を格納するメモリと、
前記メモリから前記変形パターン情報を検索する検索部と、
前記変形パターン情報に基づいて、前記電圧を制御する印加電圧制御信号を出力する実行
指示部と、
を含むことを特徴とするフレキシブルディスプレイの制御装置。
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【請求項３】
前記印加電圧制御信号は、
前記複数のマトリックスセルの各々のマトリックスセルに印加される電圧量を示すマトリ
ックスセルの位置情報を含むことを特徴とする請求項２に記載のフレキシブルディスプレ
イの制御装置。
【請求項４】
電源を供給する電源供給源と、
前記印加電圧制御信号に基づいて、前記電源供給源から供給される前記電源を直流信号に
変換する直流変換部と、
前記印加電圧制御信号に基づいて、一つ以上のマトリックスセルに、前記直流信号を供給
する電圧制御部と、を含む電源部をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載のフレ
キシブルディスプレイの制御装置。
【請求項５】
前記電源部は、二つ以上の前記直流変換部を含むことを特徴とする請求項４に記載のフレ
キシブルディスプレイの制御装置。
【請求項６】
前記電源部は、
前記二つ以上の直流変換部と対応する二つ以上の電圧制御部を含むことを特徴とする請求
項４に記載のフレキシブルディスプレイの制御装置。
【請求項７】
前記認識部により認識された信号の種類を判断する判断部と、をさらに備え、
前記検索部が、前記判断された信号の種類に基づいて変形パターン情報を格納する前記メ
モリを検索することを特徴とする請求項２に記載のフレキシブルディスプレイの制御装置
。
【請求項８】
映像を出力するフレキシブル表示部と、印加される電圧に応じて収縮または膨張されるイ
オン導電性高分子金属接合体（ＩＰＭＣ）レイヤを含み、一つ以上の列または行にマトリ
クス状に配置される複数のマトリックスセルを備え、前記複数のマトリックスセルのいず
れかに前記電圧が印加されることによって前記フレキシブル表示部を変形させる駆動部と
、を含むアクティブフレキシブルディスプレイを制御する制御方法であって、
前記制御方法は、
特定の状況を認識することと、
前記認識された状況に基づく形状にアクティブフレキシブルディスプレイを変形させる前
記電圧を印加することと、を含むことを特徴とするアクティブフレキシブルディスプレイ
の制御方法。
【請求項９】
前記特定の状況に対応する変形パターン情報を検索することをさらに含み、
前記電圧を印加することは、
前記検索された前記変形パターン情報に基づく電圧を印加することを特徴とする請求項８
に記載のアクティブフレキシブルディスプレイの制御方法。
【請求項１０】
前記アクティブフレキシブルディスプレイの複数のマトリックスセルを所定の電圧を印加
することにより変形させることと、
前記複数のマトリックスセルのいずれのセルに電圧を印加するかを決定することと、
前記マトリックスセルの各々に対する電圧レベルを決定することと、を含み、
前記決定された電圧レベルに基づいて電圧を印加することを特徴とする請求項９に記載の
アクティブフレキシブルディスプレイの制御方法。
【請求項１１】
前記駆動部は、前記フレキシブル表示部の下部に接合されることを特徴とする請求項１に
記載のアクティブフレキシブルディスプレイ。
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【請求項１２】
前記フレキシブル表示部はタッチスクリーン部を含むことを特徴とする請求項１に記載の
アクティブフレキシブルディスプレイ。
【請求項１３】
前記状況は、タッチ、音声的刺激、電話への入力、特定のキーワード、及び再生される動
画のいずれかを含むことを特徴とする請求項２に記載のフレキシブルディスプレイの制御
装置。
【請求項１４】
前記電圧量は変形量に対応することを特徴とする請求項３に記載のフレキシブルディスプ
レイの制御装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ディスプレイ技術に係り、特に、変形が可能なフレキシブルディスプレイ技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキシブルディスプレイ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）は、可撓性ディスプ
レイに着目してガラス基板ではないプラスチックのような柔軟な素材を基板として用いる
ことによって、基板に損傷を与えることなく、撓ませたり、曲げたり、巻き取ったりする
ことのできるディスプレイである。これはフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）とは異
なるものであり、ペーパーライクディスプレイ（ｐａｐｅｒ－ｌｉｋｅ　ｄｉｓｐｌａｙ
）またはデジタルペーパー（ｄｉｇｉｔａｌ　ｐａｐｅｒ）とも呼ばれる。
【０００３】
このようなフレキシブルディスプレイは、大きく分けて、既存のフラットパネルディスプ
レイ（ＦＰＤ）の柔軟性を利用する電子ペーパー（ｅ－ｐａｐｅｒ）タイプのフレキシブ
ルディスプレイと、印刷物に用いられるような直径０．１ｍｍ以下のインクボールやカプ
セルを利用するペーパータイプのフレキシブルディスプレイとがある。電子ペーパータイ
プのフレキシブルディスプレイの形態としては、液晶（ＬＣＤ）、ＯＬＥＤなどがある。
そして、ペーパータイプのフレキシブルディスプレイとしては、電気泳動、ツイストボー
ル、反射型、サーマルリライタブル（ｔｈｅｒｍａｌ　ｒｅｗｒｉｔａｂｌｅ）型のフレ
キシブルディスプレイなどがある。
【０００４】
このようなフレキシブルディスプレイは、外部から物理的な力が加えられると形態が変形
（ｄｅｆｏｒｍ）する受動的な性質を有している。すなわち、携帯利便性（ｍｏｂｉｌｅ
　ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ）を向上させるために、外部から物理的な力が加えられた場合
にも壊れることなく、折り曲げられ（ｂｅｎｄａｂｌｅ）、巻き取ることができる（ｒｏ
ｌｌ－ａｂｌｅ）。
【０００５】
しかしながら、様々なユーザエクスペリエンス（ｕｓｅｒ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）の提
供を可能とするために、多様な操作に応じてフレキシブルディスプレイを活用することに
は制約が多かった。これらの制約のため、フレキシブルディスプレイから提供されるデー
タをアクティブに（ａｃｔｉｖｅｌｙ）、且つ直観的に（ｉｎｔｕｉｔｉｖｅｌｙ）処理
できるように、フレキシブルディスプレイの性能を改善させることへの要求が大きくなっ
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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本発明は、フレキシブルディスプレイを制御して様々な表示効果を作り出す装置及び方法
に関し、外部の物理的な力または音声／視覚的刺激のような様々な状況（ｅｖｅｎｔ）に
対応してアクティブにフレキシブルディスプレイの変形及び動作を制御することのできる
装置及び方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、アクティブフレキシブルディスプレイであって、映像を出力するフレキシブル
表示部（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ）と、フレキシブル表示部に印加
される電圧に基づき、フレキシブル表示部を変形させる駆動部と、を含む。
【０００８】
本発明は、フレキシブルディスプレイの制御装置であって、状況（ｅｖｅｎｔ）を認識す
る認識部と、認識された状況に対応する変形パターン情報を保存するメモリと、メモリか
ら変形パターン情報を検索して検出する検索部と、変形パターン情報に基づいて印加電圧
制御信号（ｖｏｌｔａｇｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｉｇｎａｌ）
を出力する命令実行部（ｅｘｅｃｕｔｉｏｎ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｍｏｄｕｌｅ）
と、を含む。
【０００９】
本発明は、アクティブフレキシブルディスプレイの制御方法であって、特定の状況を認識
することと、認識された状況に基づく形状にアクティブフレキシブルディスプレイを変形
させる電圧を印加することと、を含む。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の一実施形態によれば、従来技術のように外部から加えられた物理的な操作に応じ
て変形する受動的な映像表示素子（ｉｍａｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）の限界
を克服し、携帯端末などの電子機器に関連して実行される多様なアプリケーション及び操
作に応じてフレキシブル表示部をアクティブに変形させることにより、映像及び音声に対
する直観的な認識を改善することが可能となる。
【００１１】
また、本発明の一実施形態によれば、装置の操作に応じて映像表示素子を適切に変形させ
ることにより、様々な映像及び音声データのアクセスを改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの構成図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの構成を説明す
るための図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るＩＰＭＣレイヤの構成を説明するための図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るセル形態のアクティブフレキシブルディスプレイの構
成図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る駆動部の様々な変形形状を示した図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形形状を示
した図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの形状例を示
した図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの形状例を示
した図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの形状例を示
した図である。
【図７Ｄ】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの形状例を示
した図である。
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【図８】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの構成図である
。
【図９】本発明の一実施形態に係る電源部の詳細構成を説明するための図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの制御方法を
説明するためのフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１６】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図２１】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形例を示
した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下、添付の図面を参照して記述された実施形態を通じて、本発明を当業者が容易に理解
して再現できるように詳しく記述する。
【００１４】
本発明を説明するにあたり、関連した公知の機能または構成についての具体的な説明が、
本発明の実施形態の要旨を不明にする恐れがあると判断される場合には、その詳細な説明
を省略する。
【００１５】
明細書の全般に亘って使われる用語は、本発明の実施形態における機能を考慮して定義さ
れた用語であって、ユーザまたは運用者の意図、慣例などによって十分に変形されうる事
項であるので、この用語の定義は、本明細書の全般に亘った内容に基づいて下されなけれ
ばならない。
【００１６】
図１は、本発明の一実施形態によるアクティブフレキシブルディスプレイの構成図である
。ここで、ディスプレイとは、電子機器と人とのインターフェースであって、各種の電子
機器から出力される電気的情報信号を光情報信号に変換して、人間が視覚を通じて認識す
ることができる数字、文字、図形、画像などのパターン化された情報として表示するハー
ドウェア装置を意味する。
【００１７】
図１を参照すると、本発明の一実施形態によるアクティブフレキシブルディスプレイ（Ａ
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ｃｔｉｖｅ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ）は、表示部１１０及び駆動部１２０を
含む。また、表示部１１０上にタッチスクリーンのような入力装置部１３０に対応するレ
イヤ（ｌａｙｅｒ）が形成されてもよい。
【００１８】
表示部１１０は、フレキシブル表示部（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｕｎｉｔ）
であってもよく、外部から受信した映像を表示する。駆動部１２０は、前記表示部１１０
の側部の入力装置部１３０と対向する側に接合されて、外部から印加される電圧によって
フレキシブルディスプレイ１１０を変形させてもよい。このような駆動部１２０は、前記
表示部１１０の下部に全体に接合された形態で構成され、表示部１１０の一部に接合され
た形態で構成されてもよい。
【００１９】
駆動部１２０は、フレキシブル表示部１１０を変形するように印加される電圧によって収
縮及び膨張される素子（ｄｅｖｉｃｅ）を含んで構成されうる。一例として、イオン導電
性高分子金属接合体（Ｉｏｎｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒ－Ｍｅｔａｌ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ：
ＩＰＭＣ）レイヤが含まれうる。
【００２０】
図２は、本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイを説明するため
の図である。
【００２１】
図２を参照すると、ＩＰＭＣレイヤは、電圧が印加される前には、図２（ａ）に図示され
たように、平らな形態（ｆｌａｔ）であり、電圧が印加された後には、図２（ｂ）に図示
されたように、上部は収縮され、下部は膨張されて撓む。このように、ＩＰＭＣレイヤが
印加電圧によって変形される原理を、図３を参照してさらに詳しく説明する。
【００２２】
図３は、ＩＰＭＣレイヤの変形原理を説明するための図である。
【００２３】
図３を参照すると、ＩＰＭＣレイヤの二つの電極間に電圧が加えられれば、内部の水和さ
れた（ｈｙｄｒａｔｅｄ）陽イオン（＋）がＩＰＭＣレイヤの負極に移動するので、負極
は膨張してＩＰＭＣレイヤの正極が収縮される。したがって、図３に図示されたように、
ＩＰＭＣレイヤが撓む。駆動部１２０は、前述したようなＩＰＭＣレイヤに含まれ、所定
の電極の操作によって撓むので、フレキシブルディスプレイを多様に効果的に変形させる
ために、本発明の一実施形態によると、駆動部１２０は、所定の大きさの複数のマトリッ
クス（Ｍａｔｒｉｘ）セルを含んで構成されてもよい。所定の大きさは、それぞれのセル
の電極の配置に基づくものであってもよい。
【００２４】
図４は、本発明の一実施形態にかかるセルタイプのアクティブフレキシブルディスプレイ
を示した図である。
【００２５】
図４を参照すると、駆動部１２０は複数のマトリックスセルに分けられて、マトリックス
セルのそれぞれのセルに電圧が印加されて駆動される。これにより、フレキシブル表示部
１１０の微細な形状変化に適切に対応することができ、フレキシブル表示部１１０の解像
度を改善することができる。
【００２６】
図５は、本発明の一実施形態にかかる駆動部の変形状態を示した図である。
【００２７】
図５には、駆動部１２０を形成するマトリックスセルに、７Ｖまたは－７Ｖの電圧を５秒
間加えたときの駆動部１２０の変形状態が示されている。
【００２８】
図５（ａ）を参照すると、７列目に位置したマトリックスセルに７Ｖが印加されると、７
列目のセルが上向きに撓むように変形される。図５（ｂ）を参照すると、７列目に該当す
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るマトリックスセルに－７Ｖが印加されて、下向きに撓むように変形される。図５（ｃ）
を参照すると、１列目及び７列目に該当するマトリックスセルに７Ｖが印加されると、１
列目及び７列目が上向きに撓むように変形される。図５（ｄ）を参照すると、１列目及び
７列目に該当するマトリックスセルに－７Ｖが印加されると、１列目及び７列目が下向き
に撓むように変形される。図５（ｅ）を参照すると、４列目に該当するマトリックスセル
に７Ｖが印加されて、４列目が上向きに撓むように変形される。図５（ｆ）を参照すると
、４列目に該当するマトリックスセルに－７Ｖが印加されて、４列目が下向きに撓むよう
に変形される。
【００２９】
図５には、マトリックスセルの一つ以上の列の該当するセルに固定電圧（ｆｉｘｅｄ　ｖ
ｏｌｔａｇｅ）が印加される実施形態が示されているが、本願発明は、これに限定される
ものではない。すなわち、マトリックスセルの一つ以上の行の該当するセルに固定電圧が
印加されて、縦方向ではない横の方向に変形が発生する実施形態も可能である。また、本
願発明は、マトリックスセルに固定電圧が印加される例を示したが、このようなマトリッ
クスセルには、固定電圧だけではなく、所定範囲内の電圧が印加されてもよい。これによ
り、フレキシブル表示部１１０は多様な変形が可能となる。
【００３０】
図６は、本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの変形状態を示
した図である。
【００３１】
図６を参照すると、ＩＰＭＣレイヤの各セルは、最小－７Ｖから最大７Ｖまで電圧が印加
されうるが、印加される電圧によって撓む程度が変わる。すなわち、図４に図示されたよ
うに、印加される電圧が大きいほど撓む程度が大きく、印加される電圧が小さいほど撓む
程度も小さくなる。すなわち、ＩＰＭＣレイヤの変形量は、印加される電圧に応じて変わ
る。
【００３２】
このように、駆動部１２０が、印加される電圧に応じて変形されるため、駆動部１２０の
上部に接合されている表示部１１０も、駆動部１２０が変形される形態と同じ形態に、ま
たは類似する形態に変形する。したがって、このような駆動部１２０に印加される電圧を
調節することによって、表示部１１０の変形を調節しうる。
【００３３】
図７Ａないし図７Ｄは、本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイ
の変形状態を示した図である。
【００３４】
図７Ａ～図７Ｄを参照すると、一つの極性を有する電圧の印加がマトリックスセルの列を
第１方向に撓ませるとすると、それとは異なる極性を有する電圧の印加はマトリックスセ
ルの列を第１方向とは反対の方向に撓ませることがわかる。
【００３５】
図７Ａを参照すると、Ｃ、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセルのそれぞれに１．５Ｖが印加され
ると、Ｃ、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセルのそれぞれが、上に向けて撓むことがわかる。
【００３６】
図７Ｂを参照すると、Ｃ、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセルのそれぞれに－１．５Ｖが印加さ
れると、Ｃ、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセルのそれぞれが、下に向けて撓むことがわかる。
【００３７】
図７Ｃを参照すると、Ｃ列のマトリックスセルのそれぞれに１．５Ｖが印加され、Ｄ、Ｅ
列のマトリックスセルのそれぞれに３Ｖが印加されると、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセルは
、Ｃ列のマトリックスセルより上向きに撓む程度が大きくなって、撓む形態を多様化する
ことができることがわかる。
【００３８】
図７Ｄを参照すると、Ｃ列のマトリックスセルのそれぞれに－１．５Ｖが印加され、Ｄ、
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Ｅ列のマトリックスセルのそれぞれに－３Ｖが印加されると、Ｄ、Ｅ列のマトリックスセ
ルは、Ｃ列のマトリックスセルより下向きに撓む程度が大きくなって、撓む形態を多様化
することができることがわかる。
【００３９】
図８は、本発明の一実施形態によるアクティブフレキシブルディスプレイの制御装置を示
した図である。
【００４０】
図８を参照すると、本発明の一実施形態によるアクティブフレキシブルディスプレイの制
御装置は、認識部（ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　ｕｎｉｔ）７１０、メモリ７２０、制御部
７３０、電源部７５１、及びアクティブフレキシブルディスプレイ７５０を含む。
【００４１】
認識部７１０は、駆動されている携帯端末などを含む電子機器に関する様々な状況（ｅｖ
ｅｎｔ）を認識することのできる様々な手段（ｍｏｄｕｌｅ）を備える。認識部７１０は
、特に、タッチスクリーンを含む入力部、通信モジュール及び入出力ポートを含む外部入
出力部、地磁気センサー、ジャイロセンサー、及びＧＰＳを含むセンサー部、システムで
駆動されているアプリケーションを認識するアプリケーション認識部、並びに通話音量ま
たは通話状態などを認識することができる通話音量／通話状態認識部などを含み、電子機
器で発生する状況を認識することができるあらゆる手段を含む。
【００４２】
メモリ７２０には、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０の複数の異なる変形され
た形態パターンに対応する変形パターン情報が格納される。このような変形パターン情報
は、メニューやアプリケーションが生成されて作動される（ａｃｔｉｖａｔｅｄ）ときに
定義されて自動的に保存されてもよい。さらに、ユーザのような操作者によって変形パタ
ーン情報が入力されてもよい。メモリ７２０は、データを半永久保存する外部保存装置や
、ＲＯＭ、ＮＡＮＤフラッシュメモリなどの不揮発性メモリ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ
　ｍｅｍｏｒｙ）であってもよい。
【００４３】
制御部７３０は、認識部７１０から受信した情報に対応する変形パターン情報を検出また
は／および受信し、この検出された変形パターン情報に基づいて、駆動部７５２のマトリ
ックスセルに印加する電圧を制御するための印加電圧制御信号を出力してもよい。このよ
うな制御部７３０は、詳細には、判断部７３１、検索部７３２、及び命令実行部７３３を
含む。
【００４４】
判断部７３１は、認識部７１０により認識された信号の種類を判断する。例えば、判断部
７３１は、特定のアプリケーションをリクエストする信号であるか、通話開始信号である
か、または携帯端末である場合に衝撃発生信号であるかなどを判断する。
【００４５】
検索部７３２は、判断部７３１によって判断された信号の種類に対応する変形パターンを
、制御部７３０に接続されたメモリ７２０で検索する。
【００４６】
命令実行部７３３は、メモリ７２０から検索された変形パターンに基づく変形パターンに
アクティブフレキシブルディスプレイ７５０を変形させることを制御するために、駆動部
７５２のマトリックスセルへの電圧の印加を制御する印加電圧制御信号を生成し、印加電
圧制御信号を電源部７５１に出力する。このような印加電圧制御信号は、どのマトリック
スセルに電圧が印加されるかを示すマトリックスセルの位置情報と、印加される電圧のレ
ベル（ｌｅｖｅｌ）を示す電圧レベル情報とを含む。
【００４７】
制御部７３０に接続されたアクティブマトリックスディスプレイ７５０は、電源部７５１
及び駆動部７５２を含む。電源部７５１は、印加電圧制御信号に基づいて、駆動部７５２
のマトリックスセルのそれぞれに電圧を印加する。
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【００４８】
図９は、本発明の一実施形態に係る電源部７５１の詳細構成図である。
【００４９】
図９を参照すると、電源部７５１は、バッテリー７４１、直流（ＤＣ）変換部７４２、及
び電圧制御部７４３を含んで構成される。
【００５０】
バッテリー７４１は、電源供給源（ｐｏｗｅｒ　ｓｕｐｐｌｙ　ｓｏｕｒｃｅ）である。
例えば、携帯端末のような携帯用電子機器に使われるバッテリーであってもよいが、これ
に限定されるものではない。すなわち、電源を供給することが可能なあらゆる電源供給源
をバッテリー７４１として用いてもよい。
【００５１】
直流変換部７４２は、バッテリー７４１から供給される電源電圧を、制御部７３０からの
印加電圧制御信号に基づいて駆動部７５２に電圧が適切に供給されるように、直流信号に
変換する。例えば、駆動部７５２に印加される印加電圧制御信号の電圧が３Ｖである場合
、直流変換部７４２は、バッテリー７４１から供給される電源電圧を、３Ｖの直流電圧に
変換して出力する。このような直流変換部７４２は、交流電源電圧（ＡＣ　ｐｏｗｅｒ　
ｓｕｐｐｌｙ　ｖｏｌｔａｇｅ）が供給された場合には、交流電源電圧を直流電圧に変換
して出力するので、駆動部７５２に直流電圧を供給することができる。
【００５２】
印加電圧制御信号は、図７Ｃ及び図７Ｄに図示したように、一つ以上の電圧レベルを含み
うる。例えば、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０を多様な形態に変形させるた
めに、駆動部７５２には一つ以上の直流電圧が印加されてもよい。直流変換部７４２は、
同時に一つ以上の直流電圧を出力するように構成され、電源部７５１には一つ以上の直流
変換部７４２が備えられる。電圧制御部７４３は、一つ以上の直流変換部７４２から供給
される電圧が、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０に印加される印加電圧制御信
号により印加電圧制御信号に含まれるマトリックスセル位置情報及び電圧レベル情報に基
づき指定される駆動部７５２のマトリックスセルに印加される。一つ以上の直流電圧が駆
動部７５２に印加される場合、一つ以上の直流変換部７４２と、一つの電圧制御部７４３
とが、それぞれ１対１に対応して、電源部７５１に備えられる。
【００５３】
アクティブフレキシブルディスプレイ７５０は、表示部（図示せず）と駆動部７５２とを
含む。表示部は、フレキシブル表示部であってもよい。駆動部７５２は、表示部７５１の
下部に接合されて、外部電源により印加される電圧によって、前記フレキシブル表示部を
変形させる。駆動部７５２は、前述したように、複数のマトリックスセルを含む。それぞ
れのマトリックスセルは、電源部７５１から印加される電圧に応じて変形される。駆動部
７５１は、ＩＰＭＣレイヤを含んでもよい。
【００５４】
図１０は、本発明の一実施形態にかかるアクティブフレキシブルディスプレイの制御方法
を説明するためのフローチャートである。
【００５５】
図１０を参照すると、アクティブフレキシブルディスプレイの制御装置は、９１０で、携
帯端末のような電子機器で発生する特定の状況を認識する。このときに認識される状況は
、特定のアプリケーションの実行、駆動及び／又は操作、画面上の特定のアイコンの選択
、外部／内部ノイズ、外部／内部の衝撃程度などを含む電子機器で発生しうるあらゆる状
況が含まれうる。アクティブフレキシブルディスプレイの制御装置は、９２０で、９１０
において認識された状況に対応する変形パターン情報を検索する。変形パターン情報は、
特定のメニューやアプリケーションが生成され又は入力されることによって定義され、自
動的に保存されてもよい。アクティブフレキシブルディスプレイの制御装置は、９３０で
、９２０において検索された変形の形状パターンに基づいて、アクティブフレキシブルデ
ィスプレイの駆動部に印加される一つ以上の電圧及び電圧が印加される駆動部の一つ以上
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のマトリックスセルを決定する。制御装置は、上述したように、マトリックスセルの位置
情報及び電圧レベル情報を決定する。９４０で、アクティブフレキシブルディスプレイの
制御装置は、決定された位置のマトリックスセルに決定されたレベルの電圧を印加する。
【００５６】
以下に、図８に示した制御装置及び図１０に示した方法を適用した実施形態について説明
する。
【００５７】
図１１乃至図２２は、本発明の一実施形態に係るアクティブフレキシブルディスプレイの
変形例を示した図である。
【００５８】
図１１を参照すると、受信され又はダウンロードされるＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）プログラムや映画などの動画再生をリクエストする信
号に応じて、フレキシブルディスプレイの制御装置は、メモリ７２０から画面分割パター
ンを検索する。そして、検索されたパターンに応じて駆動部７５２に電圧を印加する。駆
動部７５２は、印加された電圧によって変形され、これに伴い、アクティブフレキシブル
ディスプレイ７５０は、検索された画面パターン及び視聴されるメディアに応じて設定さ
れた最適な視聴画面を提供するための特定の量（ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ａｍｏｕｎｔ）を基
準に曲げられる。例えば、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０は、半分に曲げら
れることにより、二つのセクションに分割されてもよい。ＤＭＢプログラムまたはファイ
ルは、一つのセクションに表示され、他のセクションでは、メニュー、キーボードなどの
様々な操作が実行できるものとしてもよい。また、それぞれの操作に応じて利用されるセ
クションは、例えば、装置の操作や、マルチメディアデータの視聴のために構成されても
よい。
【００５９】
図１２を参照すると、フレキシブルディスプレイの制御装置は、読書モード（ｒｅａｄｉ
ｎｇ　ｍｏｄｅ）のリクエスト信号を受信してもよい。読書の対象となるメディアは、テ
キストファイル（ｔｅｘｔ　ｆｉｌｅ）、漫画本、フォトアルバムなど、どのようなコン
テンツであってもよい。アクティブフレキシブルディスプレイの制御装置は、本物の本（
ｒｅａｌ　ｂｏｏｋ）のような感触（ｆｅｅｌ）を提供しうる。読書モードの設定に応じ
て、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０のようなＬＣＤが、開いた本の形状に変
形されてもよく、これにより本物の本を読むような感触を提供する。
【００６０】
図１３を参照すると、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０における写真やドキュ
メントが表示されているような特定部分（ｐｏｒｔｉｏｎ）へのタッチ（ｔｏｕｃｈ）に
応じて、電源部７５１は、特定部分に対応する駆動部７５２の一つ以上のマトリックスセ
ルに対して電圧を供給しうる。それに応じて、アクティブフレキシブルディスプレイ７５
０は、特定部分に対応する写真やドキュメント部分を拡大して表示するように変形されて
もよい。さらに、写真やドキュメント部分を、アクティブフレキシブルディスプレイ７５
０の全体画面に拡大して表示するように変形されてもよい。
【００６１】
図１４を参照すると、複数のメニューアイコンのうち、よく使われる一つ以上のメニュー
アイコンを、保存された変形パターンに基づき、突出（ｐｒｏｔｒｕｄｅ）させるように
構成してもよい。これにより、よく使われるメニューアイコンに、ハイライトの効果を与
えることもできる。
【００６２】
図１５を参照すると、フレキシブルディスプレイの制御装置は、通話時に周辺のノイズを
認識してアクティブフレキシブルディスプレイ７５０の形状を変化させてもよく、受話音
の調節リクエストに基づきアクティブフレキシブルディスプレイ７５０の形状を変形させ
てもよい。認識部７１０は、通話時の周辺のノイズを認識し、この認識されたノイズに基
づき制御部７３０がデータ処理を実行しうる。制御部７３０は、データ処理の結果に基づ
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き、駆動部７５２に対して電源を印加する。これにより、駆動部７５２は、アクティブフ
レキシブルディスプレイ７５０を図１５に図示したように変形させて、電話の操作者の耳
とアクティブフレキシブルディスプレイ７５０との距離を調節することによって、受話音
の大きさを聞き取ることの可能な大きさにも調節することができる。
【００６３】
図１６を参照すると、認識部７１０は、電話やメッセージの着信等の状況の発生を認識し
、制御部７３０は、この状況に対応したアクティブフレキシブルディスプレイ７５０の変
形パターンをメモリ７１０から検索して検出し、この検出された変形パターン及び状況に
基づきデータ処理を行ってもよい。電源部７５１は、駆動部７５２の特定部分に、時間差
をおいて電源を印加することにより、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０に動き
を生じさせてもよい。これにより、装置の操作者は、アクティブフレキシブルディスプレ
イ７５０の動きに基づいて状況を知らされることが可能となる。また、アクティブフレキ
シブルディスプレイ７５０は、異なる発信者ごとに異なる形状に変形されてもよい。
【００６４】
図１７を参照すると、フレキシブルディスプレイの制御装置は、アクティブフレキシブル
ディスプレイ７５０を変形させることにより、ファイルのダウンロード処理を表す視覚的
な効果を与えてもよい。認識部７１０が、ファイルがダウンロードされたことを認識する
と、制御部７３０は、ファイルのダウンロードに対応する変形パターン情報を検索して検
出し、検出された変形パターンの実行を指示する。電源部７５１は、検出された変形パタ
ーンに基づいて駆動部７５２に電源を印加することにより、駆動部７５２は、フレキシブ
ルディスプレイ７５０が所定の形態で動作し、変形するように制御する。図１７に図示し
たように、駆動部７５２は、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０を波状に動かし
てもよい。このように、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０の変形に基づき、ユ
ーザは、ファイルのダウンロードの進行状況を認識することが可能となる。
【００６５】
図１８を参照すると、音楽が再生されると、認識部７１０は、音楽の特性（ａｔｔｒｉｂ
ｕｔｅｓ）を、リズムやテンポのバリエーションとして認識する。制御部７３０は、この
音楽の特性に基づき、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０が変形されるように指
示する。電源部７５１は、再生されている音楽に基づき、アクティブフレキシブルディス
プレイ７５０が変形され、または動作するように制御するために、駆動部７５２に電源を
供給する。このように、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０の形状は、再生され
ている音楽を表すことができる。
【００６６】
図１９を参照すると、ジェスチャ（ｇｅｓｔｕｒｅ）の入力（ｉｎｐｕｔ）を受信した場
合、認識部７１０が、入力されたジェスチャを認識すると、制御部７３０は、アクティブ
フレキシブルディスプレイ７５０の形状が、入力されたジェスチャと類似した形状に変形
されるように指示する。電源部７５１は、駆動部７５２に電源を印加し、駆動部７５２は
入力されたジェスチャと類似した形状にアクティブフレキシブルディスプレイ７５０を変
形させることができる。
【００６７】
図２０を参照すると、アラーム（ａｌａｒｍ）の設定に応じて、アクティブフレキシブル
ディスプレイ７５０は折り曲げられ、または変形させられ、アラームの日時とそれに関連
する情報とを表示してもよい。例えば、認識部７１０がアラームの設定を認識し、制御部
７３０はこの認識に基づき、駆動部７５２に電源を印加する電源部７５１を制御してもよ
い。これにより、駆動部７５２が、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０の形状を
変形させる。このように、スケジュール情報、モーニングコール情報、アラーム情報、デ
ィーデイ（Ｄ－ｄａｙ）情報、ビデオ通話の受信、ＳＭＳメッセージの受信などの様々な
情報を、より簡単に認識することができる。
【００６８】
さらに、通話受信時に、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０がアンテナから最大
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させてもよい。これにより、通話受信時にアンテナ性能が向上する効果を奏しうる。
【００６９】
また、カード決済等の場合には、カードの認識処理の状況に応じて、アクティブフレキシ
ブルディスプレイ７５０の形状を変化させることによって、カードの認識状況をより容易
に示してもよい。
【００７０】
また、例えば、子供の本等のオーディオブック（ａｕｄｉｏ　ｂｏｏｋ）が再生される場
合、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０は、オーディオブックのコンテンツに応
じて変形されうる。例えば、図２０に示されたように、オーディオブックの内容として、
“風がそよそよと吹いてくる”というサウンド（ｓｏｕｎｄ）が再生される場合、その内
容に合わせて、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０は、紙片が風に吹かれてはた
めくように曲げられた波状形状に変形されてもよい。また、他の例として、オーディオブ
ックの内容として、“その山は非常に高い”と再生される場合、アクティブフレキシブル
ディスプレイ７５０が折り曲がり、山の形状を表現するように変形されてもよい。これに
より、オーディオブックの内容についての理解を高め、例えば、乳幼児や児童などのオー
ディオブックの視聴者の学習効果を向上させる効果を奏しうる。
【００７１】
図２２を参照すると、アクティブフレキシブルディスプレイ７５０を含む装置から、認識
部７１０の加速度センサ等を用いて特定の閾値を超える速度が検出された場合、制御部７
３０は、駆動部７５２の一つ以上のマトリックスセルに電源を印加する電源部７５１を制
御するデータ処理を実行する。これに応じて、駆動部７５２はアクティブフレキシブルデ
ィスプレイ７５０の形状を変化させる。この変形により、装置を落とした場合のダメージ
を防ぐことができる。従って、落下時にＬＣＤ等のアクティブフレキシブルディスプレイ
７５０を保護することが可能となる。
【００７２】
上述したように、本発明の一実施形態によれば、外部から加えられた物理的な操作に応じ
て変形する受動的な映像表示素子（ｉｍａｇｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｄｅｖｉｃｅ）の限界
を克服し、携帯端末などの電子機器に関連して実行される多様なアプリケーション及び操
作に応じてフレキシブル表示部をアクティブに変形させることにより、映像及び音声に対
する直観的な認識を改善することを可能とする。
【００７３】
また、本発明の一実施形態によれば、装置の操作に関連して映像表示素子を適切に変形さ
せることにより、様々な映像及び音声データのアクセスを改善することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
本発明は、アクティブフレキシブルディスプレイ、アクティブフレキシブルディスプレイ
の制御装置及び方法に関する技術分野に適用可能である。
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