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(57)【要約】
　ベンディング可能なディスプレイ方法及び装置が開示
される。ベンディング可能なディスプレイ装置は、ディ
スプレイ画面を含むディスプレイ部と、ユーザの操作状
態を検知する検知部と、検知部によって検知されたユー
ザ操作に応じて、ディスプレイ画面のディスプレイを再
構成する制御部とを含み、ディスプレイ装置は、ディス
プレイ部のディスプレイ画面が外壁を構成するローリン
グ（ｒｏｌｌｉｎｇ）された状態でベンディング可能で
あり、ディスプレイ部は、ローリングされた状態で、デ
ィスプレイ画面のディスプレイを表示することを特徴と
するディスプレイ装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベンディング可能なディスプレイ装置において、
　ディスプレイ画面を含むディスプレイ部と、
　ユーザの操作状態を検知する検知部と、
　前記検知部によって検知された前記ユーザ操作に応じて、前記ディスプレイ画面のディ
スプレイを変更する制御部と
　を含み、
　前記ディスプレイ装置は、前記ディスプレイ部の前記ディスプレイ画面が外壁を構成す
るローリング（ｒｏｌｌｉｎｇ）された状態でベンディング可能であり、
　前記ディスプレイ部は、前記ローリングされた状態で、前記ディスプレイ画面のディス
プレイを表示することを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作が、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態のローリング軸を中
心に前記ディスプレイ装置を回転させると、回転方向に応じて前記ディスプレイ画面に表
示される客体の位置を移動させることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　回転速度に応じて、前記ディスプレイ部の画面に表示される客体の形を変更することを
特徴とする請求項２に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作がローリングされた状態の前記ディスプレイ装置の前記ディスプレイ画
面をタッチし、前記ローリング軸と一致する方向にドラッグ（ｄｒａｇ）またはフリック
（ｆｌｉｃｋ）することを含むと、ドラッグまたはフリック方向に応じて、前記ディスプ
レイ画面に表示される客体の位置を移動させることを特徴とする請求項１に記載のディス
プレイ装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作がローリングされた状態の前記ディスプレイ装置の前記ディスプレイ画
面をタッチすることを含むと、前記ディスプレイ画面にタッチ地点を基準に拡大領域を設
定し、前記拡大領域内に位置する客体の大きさを拡大することを特徴とする請求項１に記
載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記ディスプレイ装置のローリング軸を中心に回転が行われて前記タッチ地点が変更さ
れると、前記変更されたタッチ地点を基準に前記拡大領域を変更することを特徴とする請
求項５に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記ユーザ操作がローリングされた状態の前記ディスプレイ装置の前記ディスプレイ画
面をタッチすることを含むと、前記ディスプレイ画面にタッチ地点を基準に形状変更領域
を設定し、前記形状変更領域を平面形状に変更することを特徴とする請求項１に記載のデ
ィスプレイ装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記形状変更領域内に表示された客体に関する付加情報を表示することを特徴とする請
求項７に記載のディスプレイ装置。
【請求項９】
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　充電可能なバッテリ部と、
　前記ディスプレイ装置がローリングされた状態で充電器に接続できるように、前記ディ
スプレイ装置の一側に形成されるコネクタ部と
　を更に含み、
　前記ディスプレイ部は、
　前記ローリングされた状態で充電処理の間に、前記ディスプレイ部が前記充電可能なバ
ッテリ部の状態を表示することを特徴とする請求項１ないし８の何れか一項に記載のディ
スプレイ装置。
【請求項１０】
　ベンディング可能なディスプレイ部を備えるベンディング可能なディスプレイ装置のデ
ィスプレイ方法において、
　ローリングされた状態でディスプレイ装置のディスプレイ画面にディスプレイを表示す
るステップと、
　ディスプレイ装置のユーザ操作を検知するステップと、
　前記ユーザ操作に応じて、前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップと
　を含み、
　前記ディスプレイ装置は、外部圧力によって前記ディスプレイ画面が外壁を構成するロ
ーリング（ｒｏｌｌｉｎｇ）された状態でベンディング可能であることを特徴とするディ
スプレイ方法。
【請求項１１】
　前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップは、
　前記ユーザ操作が、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態のローリング軸を中
心に前記ディスプレイ装置を回転させると、回転方向に応じて前記ディスプレイ画面に表
示される客体の位置を移動させることを特徴とする請求項１０に記載のディスプレイ方法
。
【請求項１２】
　前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップは、
　回転速度に応じて、前記ディスプレイ部の画面に表示される客体の形を変更することを
特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ方法。
【請求項１３】
　前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップは、
　前記ユーザ操作がローリングされた状態の前記ディスプレイ装置の前記ディスプレイ画
面をタッチし、ローリング軸と一致する方向にドラッグ（ｄｒａｇ）またはフリック（ｆ
ｌｉｃｋ）することを含むと、ドラッグまたはフリック方向に応じて、前記ディスプレイ
画面に表示される客体の位置を移動させることを特徴とする請求項１０に記載のディスプ
レイ方法。
【請求項１４】
　前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップは、
　前記ユーザ操作が前記ディスプレイ画面をタッチすることを含むと、前記ディスプレイ
画面にタッチ地点を基準に拡大領域を設定し、前記拡大領域内に位置する客体の大きさを
拡大することを特徴とする請求項１０に記載のディスプレイ方法。
【請求項１５】
　前記ディスプレイ画面のディスプレイを変更するステップは、
　前記ディスプレイ装置のローリング軸を中心に回転が行われて前記タッチ地点が変更さ
れると、前記変更されたタッチ地点を基準に前記拡大領域を変更することを特徴とする請
求項１４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、ディスプレイ装置及びそのディスプレイ方法に関し、より詳細には、外部圧
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力によってベンディング可能なディスプレイ部を備えるディスプレイ装置及びそのディス
プレイ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近来の電子技術の発達により、ベンディングが可能なフレキシブル（ｆｌｅｘｉｂｌｅ
）ディスプレイを備えたディスプレイ装置が開発されている。フレキシブルディスプレイ
とは、一般的に利用される平板ディスプレイと違い、紙のように折り畳んだり曲げたりす
ることができるディスプレイを意味する。
【０００３】
　一方、フレキシブルディスプレイにおいて、ローリングは主に大型画面を巻いて携帯性
を改善した方式と、手首のような位置に巻いて着用可能な方式とで主に開発されている。
【０００４】
　しかし、従来は、ローリングされた状態での使用は、ほとんど考慮されていなかった。
特に、大型画面の場合、常にローリングされた状態のディスプレイを広げて使用しなけれ
ばならなかったし、この場合、通話やメッセージの確認のように大型画面が不要な場合の
有用性が大きく阻害されていた。
【０００５】
　なお、手首に着用するためのローリング方式は、巻いて使用されるものの他には、既存
のタッチスクリーンと同様にタッチ入力のみを考慮していた。よって、手首の裏側の画面
空間に対する使用及び画面制御のための方式は、全く考慮されていなかったという問題点
があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　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、外部圧力によってベンディング可能なディスプレイ部を備えてローリングされた状態
で、多様な画面を提供するディスプレイ装置及びそれを用いた画面モード変更方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上のような目的を達成するための本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置は、画
面をディスプレイするディスプレイ部と、ユーザの操作状態を検知する検知部と、前記検
知部の検知結果に応じて、前記ディスプレイ部の画面を再構成して表示する制御部とを含
み、前記ディスプレイ装置は、外部圧力によって曲げられて、前記ディスプレイ部の前記
画面が外壁を構成する柱状になるようにローリング可能であり、前記ディスプレイ部は前
記ローリングされた状態で前記画面をディスプレイしてよい。
【０００８】
　なお、前記制御部は、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態で、ローリング軸
を基準に回転させるユーザ操作が検知されると、回転方向に応じて、前記ディスプレイ部
の画面に表示される客体の位置を移動させてよい。
【０００９】
　なお、前記制御部は、回転速度に応じて、前記ディスプレイ部の画面に表示される客体
の形を変更して表示してよい。
【００１０】
　なお、前記制御部は、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態で、前記画面をタ
ッチし、前記ローリング軸と一致する方向にドラッグ（ｄｒａｇ）またはフリック（ｆｌ
ｉｃｋ）するユーザ操作が検知されると、ドラッグまたはフリック方向に応じて、前記デ
ィスプレイ部の画面に表示される客体の位置を移動させてよい。
【００１１】
　なお、前記制御部は、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態で、前記ディスプ
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レイ装置の画面がタッチされると、前記画面上でタッチ地点を基準に拡大領域を設定し、
前記拡大領域内に位置する客体の大きさを拡大してディスプレイしてよい。
【００１２】
　なお、前記制御部は、前記ディスプレイ装置の画面がタッチされた状態で、前記ディス
プレイ装置のローリング軸を基準に回転が行われて前記タッチ地点が変更されると、変更
されたタッチ地点を基準に前記拡大領域を変更してよい。
【００１３】
　なお、前記制御部は、前記ディスプレイ装置がローリングされた状態で、前記ディスプ
レイ装置の画面がタッチされると、前記画面上でタッチ地点を基準に形状変更領域を設定
し、前記形状変更領域を平面形状に変更してよい。
【００１４】
　なお、前記制御部は、前記形状変更領域が平面形状に変更されると、前記形状変更領域
に表示された客体に関する付加情報を表示してよい。
【００１５】
　なお、充電可能なバッテリ部と、前記ローリングされた状態で、充電器に装着できるよ
うに前記ディスプレイ装置の一側に形成され、前記充電器に装着されると、前記充電器か
ら提供される電源を前記バッテリ部に提供して前記バッテリ部を充電させるコネクタ部と
を更に含み、前記ディスプレイ部は、前記ローリングされた状態で、充電実行時に前記バ
ッテリ部の充電状態を表示してよい。
【００１６】
　一方、ローリング可能なディスプレイ部を備えるディスプレイ装置のディスプレイ方法
は、ローリングされた状態で画面をディスプレイするステップと、ユーザの操作状態を検
知するステップと、前記検知結果に応じて、前記画面を再構成して表示するステップとを
含み、前記ディスプレイ装置は、外部圧力によって曲げられて、前記ディスプレイ部の前
記画面が外壁を構成する柱状になるようにローリング可能であってよい。
【００１７】
　この場合、前記画面を再構成して表示するステップは、前記ディスプレイ装置がローリ
ングされた状態で、ローリング軸を基準に回転させるユーザ操作が検知されると、回転方
向に応じて、前記ディスプレイ部の画面に表示される客体の位置を移動させてよい。
【００１８】
　なお、前記画面を再構成して表示するステップは、回転速度に応じて、前記ディスプレ
イ部の画面に表示される客体の形を変更して表示してよい。
【００１９】
　なお、前記画面を再構成して表示するステップは、前記ディスプレイ装置がローリング
された状態で、前記画面をタッチし、前記ローリング軸と一致する方向にドラッグ（ｄｒ
ａｇ）またはフリック（ｆｌｉｃｋ）するユーザ操作が検知されると、ドラッグまたはフ
リック方向に応じて、前記ディスプレイ部の画面に表示される客体の位置を移動させてよ
い。
【００２０】
　なお、前記画面を再構成して表示するステップは、前記ディスプレイ装置がローリング
された状態で、前記ディスプレイ装置の画面がタッチされると、前記画面上でタッチ地点
を基準に拡大領域を設定し、前記拡大領域内に位置する客体の大きさを拡大してよい。
【００２１】
　なお、前記画面を再構成して表示するステップは、前記ディスプレイ装置の画面がタッ
チされた状態で、前記ディスプレイ装置のローリング軸を基準に回転が行われて前記タッ
チ地点が変更されると、変更されたタッチ地点を基準に前記拡大領域を変更してよい。
【００２２】
　なお、前記画面を再構成して表示するステップは、前記ディスプレイ装置がローリング
された状態で、前記ディスプレイ装置の画面がタッチされると、前記画面上でタッチ地点
を基準に形状変更領域を設定し、前記形状変更領域を平面形状に変更してよい。
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【００２３】
　なお、前記形状変更領域が平面形状に変更されると、前記形状変更領域に表示された客
体に関する付加情報を表示してよい。
【００２４】
　なお、前記ディスプレイ装置は、充電可能なバッテリ部と、前記ローリングされた状態
で、充電器に装着できるように前記ディスプレイ装置の一側に形成され、前記充電器に装
着されると、前記充電器から提供される電源を前記バッテリ部に提供して前記バッテリ部
を充電させるコネクタ部とを更に含み、前記ローリングされた状態で、充電実行時に前記
バッテリ部の充電状態を画面上に表示するステップを更に含んでよい。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置の形状を説明するための図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置の形状を説明するための図である
。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置の構成を示すブロック図である。
【図２Ｂ】本発明の別の実施形態に係るディスプレイ装置の構成を示すブロック図である
。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である。
【図４Ａ】本発明の別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である。
【図４Ｂ】本発明の別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である。
【図５Ａ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図５Ｂ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図６Ａ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図６Ｂ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図７Ａ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図７Ｂ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図８Ａ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図８Ｂ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図８Ｃ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図９Ａ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図９Ｂ】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図である
。
【図１０】本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ装置の充電方法を説明するため
の図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る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。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下に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する。
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【００２７】
　図１及び図１Ｂは、本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置の形状を説明するため
の図である。
【００２８】
　図１に示すように、ディスプレイ画面を備える平面形状のディスプレイ装置１００は、
図１Ｂに示すように、巻物状にローリング（ｒｏｌｌｉｎｇ）が可能である。なお、図面
には示していないが、ディスプレイ装置１００は、紙のように曲げることができる（Ｃｕ
ｒｖｅｄ、Ｂｅｎｄａｂｌｅ）。このような本発明に係るディスプレイ装置１００は、フ
レキシブル（ｆｌｅｘｉｂｌｅ）ディスプレイを用いて実現可能である。
　ディスプレイ装置１００は、携帯電話、ＰＤＡ、ＭＰ３プレーヤ、ｅ－Ｂｏｏｋ、超小
型パソコン、スマートカード、タブレット（Ｔａｂｌｅｔ）、ＬＦＤ等の小型機器で実現
可能であり、既存のディスプレイが適用されたノートパソコン、モニタ、テレビ等の大型
画面を備えた機器でも実現可能である。
【００２９】
　図２Ａは、本発明の一実施形態に係るディスプレイ装置の構成を示すブロック図である
。
【００３０】
　図２Ａによると、ディスプレイ装置１００は、ディスプレイ部１１０と、検知部１２０
及び制御部１３０を含む。
【００３１】
　ディスプレ装置１００は、外部圧力によって曲げられてディスプレイ部１１０の画面が
外壁を構成する柱状になるようにローリングできるように実現されてよい。ここで、ロー
リングとは、平面形状のディスプレイ部１１０が柱状に丸く巻かれた形状を意味する。
【００３２】
　それにより、ディスプレイ部１１０は、上述のように、ローリングが可能なフレキシブ
ルディスプレイで実現可能である。なお、ディスプレイ部１１０は、ローリングされた状
態で画面をディスプレイする機能を担うことができる。
【００３３】
　ディスプレイ部１１０は、多様な客体をディスプレイすることができ、ここで、客体と
は、コンテンツ、機能メニュー、アイコン、写真、イメージ、テキスト、ウィジェット領
域等、多様な形態であってよい。
【００３４】
　一方、ディスプレイ部１１０は、プラスチックのような薄い基板で実現されるものとし
て、電子ペーパー（ｅ－ｐａｐｅｒ）、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＬＣＤ）、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌ
ｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ－Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：ＴＦＴ－
ＬＣＤ）、有機ＥＬ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅｓ：
ＯＬＥＤ）のようなディスプレイ素子で実現されてよい。
【００３５】
　検知部１２０は、ユーザの操作状態を検知する機能を担う。
　具体的に、検知部１２０は、ディスプレイ装置１００のローリング状態を検知すること
ができ、なお、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態での回転状態、タッチ状
態等を検知することができる。
【００３６】
　例えば、検知部１２０は、ディスプレイ部１１０のベンディング状態、回転状態、タッ
チ状態等を検知することができる。ここで、ベンディング状態は、ディスプレイ部１１０
のベンディングの程度、ベンディングの方向、ベンディングの持続時間等であってよく、
回転状態は、ディスプレイ部１００がローリングされた状態での回転方向、回転速度、回
転時間等であってよい。なお、タッチ状態は、ディスプレイ部１１０がローリングされた
状態で、タッチ操作タイプ（例えば、タップ（ｔａｐ）、ドラッグ（ｄｒａｇ）、フリッ
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ク（ｆｌｉｃｋ）等）、タッチの程度、タッチ方向、タッチの持続時間等であってよい。
これらは、多様な種類のセンサを通じて可能であり、例えば、検知部１２０は、タッチセ
ンサ、バンドセンサ、動作センサ、圧力センサ、傾斜センサのうち、少なくとも１つを備
えてよい。
【００３７】
　具体的に、検知部１２０は、ディスプレイ部１１０の前面に配置されたタッチセンサを
用いて、ユーザの指やスタイラスペン等から入力されるタッチを認識し、入力されたタッ
チ情報を後述の制御部１３０に伝達することができる。
【００３８】
　なお、検知部１２０は、ディスプレイ部１１０が曲げられたりローリングされる位置の
情報を電気信号に変えるバンドセンサを含んでよい。それにより、検知部１２０は、バン
ドセンサを用いて、ディスプレイ部１１０が折り畳まれたり曲げられる程度に応じて、異
なる信号を出力することができる。この場合、制御部１３０は、バンドセンサの出力値を
用いて、ディスプレイ部１１０が折り畳まれたり曲げられる位置及び程度を知ることがで
きる。
【００３９】
　具体的に、バンドセンサは、ディスプレイ部１１０の背面で横及び縦方向に一定の間隔
で配置され、ディスプレイ部１１０の背面にかかる張力を検知する。ディスプレイ部１１
０が曲げられる場合、曲げられる領域に応じて、バンドセンサに及ぶ張力の強度が変化す
る。すなわち、ディスプレイ部１１０が横方向に曲がる場合、縦方向にはバンドセンサに
張力が及ばず、ディスプレイ部１１が縦方向に曲がる場合、横方向にはバンドセンサに張
力が及ばない。
【００４０】
　よって、検知部１２０は、バンドセンサを通じて、最も高い張力を受ける領域の中心線
を基準にディスプレイ部１１０の曲げられた領域を検知し、中心線を基準に外方向に検知
された張力の強度変化に応じて、ディスプレイ部１１０のベンディング方向及び程度（ま
たは角度）を検知することができる。
【００４１】
　動作センサは、動作及び動作発生時の加速度を測定することができるセンサとして、デ
ィスプレイ部１１０の境界領域等に設けられてよい。ディスプレイ部１１０が曲げられる
場合、検知部１２０は各動作センサで検知された加速度の方向及び加速度の間の差に基づ
いて、ディスプレイ部のベンディング領域、方向及び程度（または角度）等を判断するこ
とができる。
　圧力センサは、ディスプレイ部１１０の背面に一定間隔で配置され、ディスプレイ部１
１０の背面にかかる圧力を検知する。ディスプレイ部１１０が曲がるようになると、検知
部１２０は各圧力センサが受ける圧力の差を用いて、ディスプレイ部１１０のベンディン
グ領域、方向及び程度等を検知することができる。
【００４２】
　例えば、ディスプレイ部１１０が曲がると、ベンディング領域が他の領域より高い圧力
を受けるようになる。それにより、検知部１２０は最も高い圧力を受ける領域を基準に圧
力の変化を用いて、ディスプレイ部１１０のベンディング領域及び程度を検知することが
できる。
【００４３】
　そして、検知部１２０は、ディスプレイ部１１０の境界領域付近に設けられた圧力セン
サを用いて、ディスプレイ部１１０のベンディング方向を検知することができる。例えば
、親指と人差し指とを用いてディスプレイ部１１０を曲げる場合、検知部１２０は、親指
によって検知される圧力の方が高いか、人差し指によって検知される圧力の方が高いかに
応じて、ディスプレイ部１１０のベンディング方向を検知することができる。すなわち、
ディスプレイ部１１０が画面を基準に凹方向に曲げられる場合、ディスプレイ部１１０の
前面を押す親指における圧力の方が高くなり、ディスプレイ部１１０が画面を基準に凸方
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向に曲げられる場合、ディスプレイ部１１０の背面を押す人差し指における圧力の方が高
くなる。よって、検知部１２０は、このような圧力の差によって、ディスプレイ部１１０
が曲げられる方向を検知することができる。
【００４４】
　傾斜センサは、重力方向を基準に傾斜を検知することができるセンサとして、ディスプ
レイ部１１０の背面で一定の間隔で配置される。検知部１２０は、各傾斜センサから検知
される傾斜の変化を用いてディスプレイ部１１０のベンディング領域、方向及び程度を検
知することができる。
【００４５】
　具体的に、ディスプレイ部１１０が曲げられる場合、検知部１２０は傾斜が０である地
点を連結して曲げられる領域を検知することができる。そして、ディスプレイ部１１０が
画面を基準に凹状に曲げられる場合と、凸状に曲げられる場合とは反対の傾斜値を有する
ようになるため、傾斜の変化によって曲げられる方向を検知することができる。
【００４６】
　このように、検知部１２０は、多様なセンサを用いてディスプレイ部１１０のベンディ
ング領域、方向及び程度を検知する。そして、検知部１２０は、検知結果を後述の制御部
１３０に伝達することができる。
【００４７】
　一方、検知部１２０は、ディスプレイ部１１０の傾斜の程度及び傾斜の方向のうち少な
くとも１つを検知することもできる。そのために、検知部１２０は、２軸または３軸加速
センサ及び３軸ジャイロセンサを備え、検知結果を制御部１３０に伝達する。
【００４８】
　制御部１３０は、検知部１２０の検知結果に応じて、ディスプレイ部１１０の画面を再
構成して表示する機能を担う。この場合、制御部１３０は、検知部１２０の検知結果に対
して適切なキャリブレーション動作を行うことができる。
【００４９】
　特に、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態で、ローリン
グ軸を基準に回転させるユーザ操作が検知されると、回転方向に応じて、ディスプレイ部
１１０の画面に表示される客体の位置を移動させてディスプレイすることができる。この
場合、制御部１３０は、検知部１２０に具備されたジャイロセンサ及び加速度センサを用
いて、回転角度及び速度を分析し、回転方向に画面上の全ての情報が回転されるように制
御することができる。
【００５０】
　なお、制御部１３０は、ローリングされた状態での回転速度に応じて、ディスプレイ部
１１０の画面に表示される客体の形を変更して表示することができる。
【００５１】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態で、画面をタ
ッチしてローリング軸と一致する方向にドラッグまたはフリックするユーザ操作が検知さ
れると、ドラッグまたはフリック方向に沿って、ディスプレイ部１１０の画面に表示され
る客体の位置を移動させて表示することができる。この場合、制御部１３０は、ドラッグ
またはフリック速度に比例して全画面が回転されると同時にスクロールされるように制御
することができる。
【００５２】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態で、ディスプ
レイ装置１００の画面がタッチされると、画面上でタッチ地点を基準に拡大領域を設定し
、拡大領域内に位置する客体の大きさを拡大して表示することができる。
【００５３】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００の画面がタッチされた状態で、ディス
プレイ装置１００のローリング軸を基準に回転が行われてタッチ地点が変更されると、変
更されたタッチ地点を基準に拡大領域を変更することができる。
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【００５４】
　この場合、ユーザはローリング半径を減少させたり増加させて、拡大比率を調整するこ
とができる。
【００５５】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態で、ディスプ
レイ装置１００の画面がタッチされると、画面上でタッチ地点を基準に形状変更領域を設
定し、形状変更領域を平面形状に変更することができる。
【００５６】
　この場合、制御部１３０は、平面形状に変更された領域で表示された客体の情報を補強
して表示することができる。例えば、形状変更時に、細部情報表示やプレビュー等のモー
ドに切り替えてディスプレイすることも可能である。
【００５７】
　なお、制御部１３０は、ディスプレイ装置１００が自動回転状態にある場合、回転状態
を保持しつつ平らな領域に表示される客体の情報を補強して表示することができる。
【００５８】
　図２Ｂは、本発明の別の実施形態に係るディスプレイ装置の構成を示すブロック図であ
る。図２Ｂに示す構成要素のうち、図２Ａに示す構成要素と重複する部分については、詳
細な説明を省略する。
【００５９】
　図２Ｂによると、ディスプレイ装置２００は、ディスプレイ部２１０と、検知部２２０
と、制御部２３０と、バッテリ部２４０及びコネクタ部２５０を含む。
【００６０】
　バッテリ部２４０は、充電可能なバッテリを備える。
【００６１】
　コネクタ２５０は、ローリングされた状態で充電器に装着できるようにディスプレイ装
置の一側に形成され、充電器に装着されると、充電器から提供される電源をバッテリ部２
４０に提供し、バッテリ部１４０を充電させる機能を担う。
【００６２】
　この場合、ディスプレイ部２１０は、ローリングされた状態で充電時にバッテリ部２４
０の充電状態を表示することができる。例えば、バッテリ表示バーの段階別アイコン、バ
ッテリ表示色相、点滅状態等を通じて充電状態を表示することができる。
【００６３】
　なお、ディスプレイ部２１０は、ローリングされた状態で、充電時の報知情報、速報の
ようなＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎが画面上で回転させつつ表示することができる。
【００６４】
　保存部２６０は、ディスプレイ装置１００がローリングされた状態における多様な動作
情報を保存していることができる。
【００６５】
　なお、保存部２６０は、ディスプレイ部２１０でディスプレイ可能な多様なコンテンツ
を保存することができる。
【００６６】
　ここで、保存部２６０は、ハードディスク、フラッシュメモリ、ＣＦカード（Ｃｏｍｐ
ａｃｔ　Ｆｌａｓｈ　ｃａｒｄ）、ＳＤカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ｃａｒ
ｄ）、ＳＭカード（Ｓｍａｒｔ　Ｍｅｄｉａ（登録商標）　ｃａｒｄ）、ＭＭＣ（Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　ｃａｒｄ）またはメモリスティック（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ）等で
実現可能であり、場合によっては、ディスプレイ装置２００と別途に具備されることも可
能である。
【００６７】
　図３Ａ及び図３Ｂは、本発明の一実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための図
である。
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【００６８】
　図３Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態でローリング軸を基準
に回転させると、図３Ｂにディスプレイ装置の回転方向に沿って、画面に表示される客体
の位置も移動されて表示されてよい。
【００６９】
　例えば、図示のように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、時計回りに回転
させると、画面に表示される客体も時計回りに自動的にスクロールされる形態であってよ
い。なお、図示はしていないが、画面に表示される客体のスクロール速度はディスプレイ
装置の回転速度に対応するように調整されてよい。
【００７０】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するための
図である。
【００７１】
　図４Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、画面をタッチして
ローリング軸と一致する方向にドラッグまたはフリックするユーザ命令が入力されると、
図４Ｂに示すように、ドラッグまたはフリック方向に沿って画面に表示される客体の位置
を移動させることができる。
【００７２】
　例えば、図示のように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、上下にスクロー
ルするユーザ命令が入力されると、スクロール速度に応じて自動的に横方向及び縦方向の
うち少なくとも一方の方向に情報が回転されてディスプレイされることで、ユーザの視線
が現在位置する方向から見えなかった客体を見ることができるようになる。
【００７３】
　図５及び図５Ｂは、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するため
の図である。
【００７４】
　図５Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、画面をタッチして
ローリング軸と垂直の方向にドラッグまたはフリックするユーザ命令が入力されると、図
５Ｂに示すように、ドラッグされた領域にディスプレイされた客体の大きさを拡大させて
ディスプレイすることができる。ただ、それは一実施形態に過ぎず、特定客体の大きさを
拡大させるユーザ命令は予め設定された時間以上のドロップ（ｄｒｏｐ）タッチ命令、円
を描くタッチ命令、フリックタッチ命令等、多様な動作であってよい。
【００７５】
　図６Ａ及び図６Ｂは、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するた
めの図である。
【００７６】
　図６Ａ及び図６Ｂに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、ディス
プレイ装置の画面がタッチされると、画面上でタッチ地点を基準に拡大領域を設定し、拡
大領域内に位置する客体の大きさを拡大して表示することができる。
【００７７】
　具体的に、図６Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、特定領
域を握ってローリング軸を基準に回転させる場合、回転方向に沿って客体が移動されつつ
、ユーザの指がタッチされた地点を基準に予め設定された領域内に位置する客体の大きさ
が拡大されて表示されてよい。
【００７８】
　例えば、テキストを含むコンテンツやウェブページ（Ｗｅｂ　ｐａｇｅ）のようなコン
テンツでライン単位で拡大してディスプレイすることができる。
【００７９】
　なお、この場合、ローリング半径を減少させたり増加させ、拡大比率を調整することが
できる。



(12) JP 2015-510158 A 2015.4.2

10

20

30

40

50

【００８０】
　または、図６Ｂに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態でローリング
軸と垂直の方向にスクロールする場合、スクロール方向に沿って客体が移動されつつ、ユ
ーザが指のタッチされた地点を基準に予め設定された領域内に位置する客体の大きさが拡
大されて表示されてよい。
【００８１】
　一方、上述の客体の拡大に関連する実施形態は一例に過ぎず、当該領域に虫眼鏡アイコ
ンが生成され、生成されたアイコンがスクロール方向に移動する形態で実現されることも
可能である。
【００８２】
　図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するた
めの図である。
【００８３】
　図７Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で特定領域を握ってデ
ィスプレイ装置を前方方向に投げるように押すフリッキング（ｆｌｉｃｋｉｎｇ）動作が
ある場合、図７Ｂに示すように、画面上にカーソル７１０の位置する領域にディスプレイ
された客体の大きさが拡大されて表示されてよい。
【００８４】
　図８Ａないし図８Ｃは、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明する
ための図である。
【００８５】
　図８Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で特定領域を握ってデ
ィスプレイ装置を予め設定された速度以上に回転させる場合、ディスプレイされた客体が
識別情報のみを確認することができるバー（ｂａｒ）状にディスプレイされてよい。それ
は、ユーザ所望の客体を探索するために、できるだけ多くの客体をディスプレイするため
のものである。
【００８６】
　なお、図８Ｂに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、特定領域を
握ってディスプレイ装置を予め設定された速度以上に回転させる場合にも、ユーザの指が
タッチされた地点を基準に予め設定された領域内に位置する客体の大きさは拡大されて表
示されてよい。
【００８７】
　なお、図８Ｃに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、特定領域を
握ってディスプレイ装置を予め設定された速度未満で回転させる場合には、ディスプレイ
される客体に対し、図８Ｂに示すように予め設定された速度以上に回転させる場合に比べ
て多くの情報を示すことができる。
【００８８】
　一方、図８Ａないし図８Ｃにおいては、ディスプレイされた客体が複数のコンテンツを
含むフォルダ形態の場合を例えて説明しているが、それは一実施形態に過ぎず、ディスプ
レイされた客体の特定によって、多様なディスプレイ形態を示すことができる。
【００８９】
　図９Ａ及び図９Ｂは、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ方法を説明するた
めの図である。
【００９０】
　図９Ａに示すように、ディスプレイ装置がローリングされた状態で、ディスプレイ装置
の画面がタッチされると、図９Ｂに示すように、画面上でタッチ地点を基準に予め設定さ
れた大きさの領域が平面形状に変更されてよい。ここで、タッチの形態は、予め設定され
た大きさの圧力及び予め設定された時間の間のタッチのうち、少なくとも一方によるタッ
チであってよい。
【００９１】
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　この場合、タッチセンサによるタッチ検知及びベンディングセンサによる張力検知のう
ち、少なくとも一方を通じて平面形状に変更された領域を判断することができる。それに
より、当該タッチ地点にディスプレイされた客体は、２次元平面形状にディスプレイでき
るようになる。
【００９２】
　図１０は、本発明の更に別の実施形態に係るディスプレイ装置の充電方法を説明するた
めの図である。
【００９３】
　図１０に示すように、ディスプレイ装置はローリングされた状態で充電器に装着可能な
形態になって充電を行うことができ、ローリングされた状態で充電実行時に画面上に充電
状態を表示することができる。
【００９４】
　図１１は、本発明の一実施形態に係る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。
【００９５】
　図１１に示すローリング可能なディスプレイ部を備えるディスプレイ装置のディスプレ
イ方法によると、まず、ディスプレイ部がローリングされた状態で画面をディスプレイす
る（Ｓ１１１０）。この場合、ディスプレイ装置は、外部圧力によって曲げられて、ディ
スプレイ部の画面が外壁を構成する柱状になるようにローリングされた形になってよい。
【００９６】
　次に、ユーザの操作状態が検知されると（Ｓ１１２０）、検知結果に応じて、画面を再
構成して表示する（Ｓ１１３０）。
【００９７】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、ディスプレイ装置がローリ
ングされた状態で、ローリング軸を基準に回転させるユーザ操作が検知されると、回転方
向に応じて、ディスプレイ部の画面に表示される客体の位置を移動させて表示することが
できる。
【００９８】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、回転速度に応じて、ディス
プレイ部の画面に表示される客体を形を変更して表示することができる。
【００９９】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、ディスプレイ装置がローリ
ングされた状態で画面をタッチし、前記ローリング軸と一致する方向にドラッグまたはフ
リックするユーザ操作が検知されると、ドラッグまたはフリック方向に応じて、ディスプ
レイ部の画面に表示される客体の位置を移動させて表示することができる。
【０１００】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、ディスプレイ装置がローリ
ングされた状態でディスプレイ装置の画面がタッチされると、画面上でタッチ地点を基準
に拡大領域を設定し、拡大領域内に位置する客体の大きさを拡大して表示することができ
る。
【０１０１】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、ディスプレイ装置の画面が
タッチされた状態で、ディスプレイ装置のローリング軸を基準に回転が行われてタッチ地
点が変更されると、変更されたタッチ地点を基準に拡大領域を変更することができる。
【０１０２】
　なお、画面を再構成して表示するステップＳ１１３０では、ディスプレイ装置がローリ
ングされた状態でディスプレイ装置の画面がタッチされると、画面上でタッチ地点を基準
に形状変更領域を設定し、形状変更領域を平面形状に変更してよい。
【０１０３】
　なお、ディスプレイ装置は、充電可能なバッテリ部及びローリングされた状態で、充電
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充電器から提供される電源をバッテリ部に提供し、バッテリ部を充電させるコネクタ部を
更に含んでよい。この場合、ローリングされた状態で、充電実行時にバッテリ部の充電状
態を画面上に表示することができる。
【０１０４】
　それにより、フレキシブルディスプレイがローリングされた状態で、より容易かつ感性
的なインターアクション（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）ができるようになる。
【０１０５】
　一方、本発明においては、上述のように、本発明の一実施形態に係るディスプレイ方法
を実行するためのプログラムを含む保存媒体、すなわち、コンピュータ読み取り可能な記
録媒体を含むことができる。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシス
テムによって読み取ることができるデータが保存される全ての種類の記録装置を含む。コ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気
テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置等があり、なお、コンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体は、ネットワークで接続されたコンピュータシステムに分散
され、分散方式でコンピュータが読み取り可能なコードが保存されて実行されてよい。
【０１０６】
　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】
【０１０７】
１００　ディスプレイ装置
１１０　ディスプレイ部
１２０　検知部
１３０　制御部
１４０　バッテリ部
２００　ディスプレイ装置
２１０　ディスプレイ部
２２０　検知部
２３０　制御部
２４０　バッテリ部
２５０　コネクタ部
２６０　保存部
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