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(57)【要約】
　携帯用端末機は、画面を示すディスプレイ部と、ユー
ザの入力を受信するユーザ入力部と、ハプティク機能と
しての触覚効果のための振動を発生させる振動部と、複
数のパラメーターを有する前記ハプティク機能のＡＰＩ
を提供するプラットホームを含み、前記ＡＰＩを利用し
て作成されたアプリケーションを実行して、前記アプリ
ケーションに設定された前記複数のパラメーターにより
前記振動の特性を決めて、前記決定された特性の振動が
発生するように前記振動部を制御する制御部とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハプティク機能を提供する携帯用端末機において、
　ハプティク機能として触覚効果のための振動を発生させる振動部と、
　複数のパラメーターを有する前記ハプティク機能のＡＰＩを提供するプラットホームを
含み、前記ＡＰＩを利用して作成されたアプリケーションを実行し、前記アプリケーショ
ンに設定された前記複数のパラメーターに従って前記振動の特性を決め、前記決定された
特性の振動が発生するように前記振動部を制御する制御部と、を備えることを特徴とする
携帯用端末機。
【請求項２】
　前記振動の特性は、前記振動の状態、スタイル及びタイプの中で少なくとも一つを備え
ることを特徴とする請求項１に記載の携帯用端末機。
【請求項３】
　前記複数のパラメーター各々は、前記振動の強度特性、時間特性及び周波数特性の中で
少なくとも一つを決める値を含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯用端末機。
【請求項４】
　前記アプリケーションは、外部装置からダウンロードされて設置されることを特徴とす
る請求項１に記載の携帯用端末機。
【請求項５】
　ハプティク機能を提供する携帯用端末機の制御方法において、
　前記携帯用端末機のプラットホームによって提供される、複数のパラメーターを有する
前記ハプティク機能のＡＰＩを利用して作成されたアプリケーションを実行する段階と、
　前記アプリケーションに設定された前記複数のパラメーターにより前記ハプティク機能
として触覚効果のための振動の特性を決める段階と、
　前記決定された特性の振動を発生させる段階と、
　を含むことを特徴とする携帯用端末機の制御方法。
【請求項６】
　前記振動の特性は、前記振動の状態、スタイル及びタイプの中で少なくとも一つを備え
ることを特徴とする請求項５に記載の携帯用端末機の制御方法。
【請求項７】
　前記複数のパラメーター各々は、強度特性、時間特性及び周波数特性の中で少なくとも
一つを決める値を含むことを特徴とする請求項５に記載の携帯用端末機の制御方法。
【請求項８】
　前記アプリケーションは、外部からダウンロードされて設置されることを特徴とする請
求項５に記載の携帯用端末機の制御方法。
【請求項９】
　画面を表示するディスプレイ部と、
　ユーザの入力を受信するユーザ入力部と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯用端末機。
【請求項１０】
　携帯用端末機にハプティク機能を提供するアプリケーションを設置する段階と、
　前記携帯用端末機で前記ハプティク機能の振動特性に対応するパラメーターを含むＡＰ
Ｉを提供する段階と、
　前記ＡＰＩを利用して前記アプリケーションを実行する段階と、
　前記アプリケーションに設定された複数のパラメーターを分析して前記複数のパラメー
ターに基づいて前記ハプティク機能としての触覚効果のための振動の特性を決める段階と
、
　前記決定された特性を有する振動を生成する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
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　前記振動の特性は、前記振動の状態、スタイル及びタイプの中で少なくとも一つを備え
ることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数のパラメーター各々は、強度特性、時間特性及び周波数特性の中で少なくとも
一つを決める値を含むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用端末機及びその制御方法に係り、さらに詳しくは、ハプティク機能を
提供する携帯用端末機及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ等のような携帯用端末機は、視覚的方法、
聴覚的方法など多様な形態でユーザとインターフェースする。このようなインターフェー
ス形態の中で、触覚を利用する、例えば、ユーザの携帯用端末機の操作又は動作に反応し
て携帯用端末機を振動させてユーザが触覚でフィードバックを感じるようにする（以下、
これを“ハプティク（ｈａｐｔｉｃ）”又は“ハプティク機能”と言う）方法がある。
【０００３】
　関連技術による携帯用端末機が提供するハプティク機能は、例えば、ユーザが画面をタ
ッチする時、電話が掛かって来る時等の振動のように単純な形態で成り立っている。従っ
て、このようなハプティク機能は、より感性的な機能を好むユーザの要求を満足させるた
めに、一層多様な形態で具現される必要がある。
【０００４】
　一方、携帯用端末機が提供する多様な機能は、ソフトウェアであるアプリケーションに
よって具現され、ユーザはネットワーク等から好む機能を提供するアプリケーションをダ
ウンロードし携帯用端末機に設置することによってその機能を利用する。しかし、関連技
術による携帯用端末機のＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、プラットホーム
等は、このようなアプリケーションに必要な、多様なハプティク機能の具現のための機能
を支援することができなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、さらに感性的な機能を好むユーザの要求を満足させることができるハ
プティク機能を提供する携帯用端末機及びその制御方法を提供することである。
【０００６】
　また、本発明の目的は、ユーザの要求を満足させるハプティク機能が具現されるように
アプリケーションに必要な機能を支援できる携帯用端末機及びその制御方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の前記目的は、ハプティク機能を提供する携帯用端末機において、画面を表示す
るディスプレイ部と、ユーザの入力を受信するユーザ入力部と、ハプティク機能としての
触覚効果のための振動を発生させる振動部と、複数のパラメーターを有する前記ハプティ
ク機能のＡＰＩを提供するプラットホームを含み、前記ＡＰＩを利用して作成されたアプ
リケーションを実行し、前記アプリケーションに設定された前記複数のパラメーターに従
って前記振動の特性を決めて、前記決定された特性の振動が発生するように前記振動部を
制御する制御部と、を備える携帯用端末機によって、達成されることができる。
【０００８】
　前記振動の特性は、前記振動の状態、スタイル及びタイプの中で少なくとも一つを備え
ることができる。
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【０００９】
　前記複数のパラメーター各々は、前記振動の強度特性、時間特性及び周波数特性の中で
少なくとも一つを決める値を含むことができる。
【００１０】
　前記アプリケーションは、外部からダウンロードされて設置されることができる。
【００１１】
　本発明の前記目的は、ハプティク機能を提供する携帯用端末機の制御方法において、前
記携帯用端末機のプラットホームによって提供される、複数のパラメーターを有する前記
ハプティク機能のＡＰＩを利用して作成されたアプリケーションを実行する段階と、前記
アプリケーションに設定された前記複数のパラメーターに従って前記ハプティク機能とし
ての触覚効果のための振動の特性を決める段階と、」前記決定された特性の振動を発生さ
せる段階と、を含む携帯用端末機の制御方法によっても達成されることができる。
【００１２】
　前記振動の特性は、前記振動の状態、スタイル及びタイプの中で少なくとも一つを備え
ることができる。
【００１３】
　前記複数のパラメーター各々は、前記振動の強度特性、時間特性及び周波数特性の中で
少なくとも一つを決める値を含むことができる。
【００１４】
　前記アプリケーションは、外部からダウンロードされて設置されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態による携帯用端末機の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す携帯用端末機のソフトウェアの構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による携帯用端末機の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に対して詳しく説明する。図１は、本発明の一実施形態によ
る携帯用端末機の構成を示すブロック図である。図１に示すように、携帯用端末機１は、
例えば、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ等を含むことができる。携帯用端末
機１は、通信部１１、ディスプレイ部１２、オーディオ出力部１３、ユーザ入力部１４、
振動部１５、保存部１６、制御部１７、電源部１８、カメラ部１９１及びオーディオ入力
部１９２を備えることができる。
【００１７】
　通信部１１は、ネットワークを通じて通信を行う。通信部１１が行う通信の内容、及び
方式は、携帯用端末機１の用途ないし機能に従って多様で有り得る。例えば、通話機能で
ある場合、通信部１１は、通話のために相手の端末機（図示せず）との電話通信を行う。
又は、インターネット機能である場合、通信部１１は、データ送受信のために所定のサー
バー（図示せず）とのインターネット通信を行う。さらに、通信部１１は、ブルートゥー
ス、ＷｉＦｉ等のような近距離通信方式で周辺機器（図示せず）との通信を行うこともで
きる。
【００１８】
　ディスプレイ部１２は、携帯用端末機１の動作ないしは状態を示す画面を表示する。デ
ィスプレイ部１２の画面表示方式は、多様で有り得て、例えば、ＬＣＤ、ＯＬＥＤ等を含
む。オーディオ出力部１３は、携帯用端末機１の動作ないしは状態を示すオーディオを出
力する。オーディオ出力部１３は、オーディオ信号を処理するオーディオ処理部（図示せ
ず）、オーディオ信号に基づいてオーディオを出力するスピーカー（図示せず）を含むこ
とができる。
【００１９】
　ユーザ入力部１４は、ユーザの命令を受信する。ユーザ入力部１４は、多様な方式でユ
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るキー入力部（図示せず）、タッチ入力の形態でユーザの命令を入力するタッチ入力部（
図示せず）を含むことができる。このようなタッチ入力部は、ディスプレイ部１２に設け
られるタッチスクリーンであることができる。
【００２０】
　振動部１５は、ハプティク機能を具現するために、触覚効果のための振動を発生させる
。振動部１５が発生させる振動は多様な特性を有することができる。このような振動の特
性は、制御部１７によって制御されることができる。
【００２１】
　保存部１６は、フラッシュメモリー、ハードディスク等で具現される非揮発性のメモリ
ーとして、携帯用端末機１の動作に必要なデータや、プログラムを保存する。電源部１８
は、携帯用端末機１の動作に必要な電源を供給する。カメラ部１９１は、撮影を行なって
映像を生成し、オーディオ入力部１９２は、マイク等で具現されてオーディオが入力され
る。携帯用端末機１は、その機能や用途を考慮して、前記言及された構成の中で一部の構
成（例えば、カメラ部１９１等）を備えることなく具現されることもできる。
【００２２】
　制御部１７は、携帯用端末機１の各構成の動作を制御する。制御部１７は、このような
動作を行うための制御プログラムが保存されるＲＯＭ１７１、制御プログラムの少なくと
も一部がローディングされるＲＡＭ１７２、及びローディングされた制御プログラムを実
行するＣＰＵ１７３を備えることができる。制御部１７の制御プログラムは、ＲＯＭ１７
１だけでなく、保存部１６に保存されることもできる。制御部１７の制御プログラムは、
複数のプログラムで構成されることができる。図２は、制御部１７の制御プログラムの構
成を示すブロック図である。
【００２３】
　図２に示すように、制御部１７の制御プログラムは、ＯＳ２１、デバイスドライバー２
２、プラットホーム２３及びアプリケーション２４を含むことができる。ＯＳ２２は、携
帯用端末機１の全般的な動作を管理及び制御する。デバイスドライバー２１は、例えば、
通信部１６のような構成のハードウェア デバイスとＯＳ２２とをインターフェースする
。プラットホーム２３は、ＯＳ２２とアプリケーション２４とをインターフェースし、ア
プリケーション２４を支援するためのＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ
ｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）２３１を含む。アプリケーション２４は、少なくとも一
つの機能を行い、プラットホーム２３のＡＰＩ２３１を利用して作成することができる。
アプリケーション２４が行う機能は、ハプティク機能を含む。アプリケーション２４は、
通信部１１を通じて外部装置から送信され、携帯用端末機１に設けられ得る。即ち、ユー
ザがインターネット等を通してアプリケーション２４をダウンロードして設置することが
できる。
【００２４】
　プラットホーム２３のＡＰＩ２３１は、ハプティク機能のためのＡＰＩを含む。本実施
形態のハプティク機能のためのＡＰＩは、複数のパラメーターを有する。複数のパラメー
ターは、ハプティク機能としての振動の特性に対応する。アプリケーション２４にはハプ
ティク機能のためのＡＰＩの複数のパラメーターが設定されている。アプリケーション２
４が実行されれば、制御部１７は、アプリケーション２４に設定された複数のパラメータ
ーを解釈して振動の特性を決め、決定された特性の振動が発生するように振動部１５を制
御する。
【００２５】
　本実施形態の振動の特性は、ハプティク機能としての振動の状態、スタイル及びタイプ
の中で少なくとも一つを備えることができる。下の[表１]は、本実施形態の振動の特性の
一例を示す。
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　[表１]に示すように、振動の状態、スタイル及びタイプを決めることにおいては、複数
のパラメーターを利用することができる。本実施形態の複数のパラメーターは、振動の強
度特性、時間特性及び周波数特性に関する情報を含むことができる。下の[表２]は、振動
の強度特性、時間特性及び周波数特性を多様に決めるようにすることができる、様々なパ
ラメーターの例を示す。
【００２８】
【表２】

【００２９】
　即ち、[表２]に示す色々なパラメーターの値を多様に決めて、これらの全部又は一部を
組み合わせれば、[表１]に示すような多様な形態の振動の状態、スタイル及びタイプを具
現することができる。本実施形態のアプリケーション２４には、[表２]に示す色々なパラ
メーターの値が設定されており、アプリケーション２４が実行されれば、設定されたパラ
メーターの値に従って決定された特性を有する振動が発生する。従って、多様な形態の振
動をハプティク機能として具現することができるので、より感性的なことを好むユーザの
要求を一層充足させることができる。また、プラットホーム２３のＡＰＩ２３１としてこ
のような多様な形態のハプティク機能を提供することができるので、向上されたハプティ
ク機能を具現するためのアプリケーション２４の開発がより活性化されることができる。
【００３０】
　図３は、図１及び２に示す携帯用端末機１の動作を示すフローチャートである。動作３
０１で、プラットホーム２３のＡＰＩ２３１を利用して作成されたアプリケーション２４
を実行する。動作３０２で、アプリケーション２４の実行中にハプティク機能に対して、
対応する複数のパラメーターを解釈して、振動の特性を決める。動作３０３で、決定され
た特性の振動を発生させる。
【００３１】
　前述のように、本発明によれば、より感性的な機能を好むユーザの要求を満足させるこ
とができるハプティク機能を提供することができる。
【００３２】
　ユーザの要求を満足させるハプティク機能が具現されるようにアプリケーションに必要
な機能を支援することができる。
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　以上、望ましい実施形態を通じて本発明に対して詳細に説明したが、本発明は、これに
限定されず、特許請求の範囲内で多様に実施することができる。
【符号の説明】
【００３４】
１　　　携帯用端末機
１１　　通信部
１２　　ディスプレイ部
１３　　オーディオ出力部
１４　　ユーザ入力部
１５　　振動部
１６　　保存部
１７　　制御部
１７１　ＲＯＭ
１７２　ＲＡＭ
１７３　ＣＰＵ
１８　　電源部
１９１　カメラ部
１９２　オーディオ入力部
２１　　ＯＳ
２２　　デバイスドライバー
２３　　プラットホーム
２３１　ＡＰＩ
２４　　アプリケーション

【図１】 【図２】
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【国際調査報告】
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