
はじめに
　触感ディスプレイとは聞きなれない用語であるが、
触覚フィードバック機能を有するタッチパネルのこと
と思えばよい。私たちのスマートフォンやタブレット
端末のタッチパネルは硬くて平らで、当然のことなが
ら、画面のどこに触れようが同じ触り心地である。触
感ディスプレイは、パネルに表示されている画像や映
像コンテンツに応じて、ザラザラ、ゴツゴツ、キュッ
キュッとした触り心地を付加する技術である。ここで
は、いくつかの実現方法のうち主要なものの原理を紹
介し、その可能性（どんな触感コンテンツが出来るの
か）を紹介する。

触感ディスプレイの原理
　現在、商業的に成功している触感ディスプレイがあ
るわけではないが、その可能性が高い方式は、機械的
な刺激をパネルに発生させる方法、およびパネルの摩
擦を制御する方法である。それぞれは、さらにいくつ
かの方式に分類されるが、本稿は概説であるから深入
りしないことにする。両手法に共通することは、パネ

ルに触れる指先の皮膚の変形を何らかの手法によって
高速に制御することによって、触り心地を生成するこ
とである。物の触り心地というものは、触れた物の表
面の性質によって決定すると思われがちであるが、実
のところ、指の皮膚が変形するから人は触り心地を感
じるのである。そして、触感ディスプレイはその皮膚
の変形を制御することによって触り心地を生じさせる
装置である。なお、筆者らの研究グループは、上記二
種類の手法を組み合わせた質の高い触感ディスプレイ
を研究開発している［1］。

触感ディスプレイの原理 1：
機械的な刺激をパネルに発生させる方法

　この方法では、タッチパネルを何らかのアクチュ
エータを用いて機械的に駆動する。そして、タッチパ
ネルに触れる指の皮膚を変形させることによって触刺
激を生成する（図 1）。スマートフォンのような小型
かつタッチパネルの駆動が製品の性質の観点から難し
い場合、内部に搭載された偏心機構によって筐体ごと
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感じるタッチパネル
～ 触感ディスプレイの可能性 ～

　触って感じるタッチパネルが、情報コンテンツをもっと便利で楽しいものに
成長させていく。触感ディスプレイの原理とそれを用いてどのようなサービス
が実現するか、コンテンツづくりのヒントを紹介する。

畳の触り心地も出せる触感ディスプレイ
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は、指がタッチパネルを押す力を計測し、その力があ
る一定の値に達したときに、指の皮膚に機械的な変位
を与えればよい［5-7］。

触感ディスプレイの原理 2：
パネルの摩擦を制御する方法

　指がタッチパネルの上を滑るとき、両者間の摩擦の
大小を高速に変化させることが出来れば、摩擦によっ
て生じる指の変形を操作することになり、触り心地を
生成できる。摩擦を変化させるために用いられる原理
の一つが、静電気力である。タッチパネル表面と人体
を帯電させ、両者の間に働く静電気の引力によって摩
擦現象を操作する。図 3（左）のように、パネルと人
体の間には絶縁体があり、実際に体内を電流が流れる
ことはない。両者に電荷が蓄えられているときは、静
電気による吸引力が指とパネルの間に働く。吸引力は
両者の凝着を増し、より大きな摩擦力を生じさせる。
このような摩擦力の生成を、指が触れるパネルの場所
に応じて切り替えることによって、タッチパネル上の
摩擦分布を操作することができる。なおパネルと人体
に電位差が生じれば吸引力は発生するので、人体側は
明示的に接地されている必要は無い。静電気を用いる
触覚提示デバイスは、機械的に駆動する機構を有さな
い点に、実装上の優位性と簡易性がある。

❖ 触感コンテンツの例 : 仮想的なテクスチャ（表面
の質感）
　テクスチャとは表面の質感のことであり、ここでは
色々なザラザラと思って欲しい。図 3（右）のように、
タッチパネルに縞模様が表示されているとする。指で
そこを擦るとき、黒い模様の上に指が存在するときは
パネルの摩擦を強め、そうでないときは摩擦を弱める
という操作をする。すると、縞模様が触感として感じ
られるわけである。摩擦の強弱のパターンによってさ
まざまなテクスチャが模擬できる。

パネルを駆動することもある。駆動と言っても、実際
にはパネルを微小に往復運動させることによる振動を
生じさせるわけである。このタッチパネルの駆動は極
めて小さなもので十分であり、高周波領域ではわずか
数マイクロ・メートルの変位を伴う振動で十分である。
むしろ、要求されるのは、この振動を高速かつ精緻に
制御できることであるが、幸いにもボイス・コイル・
モータや圧電アクチュエータのような、適性の高いも
のが利用できる。

❖ 触感コンテンツの例 : 仮想的な押しボタンの触感
　触感コンテンツの王道とも言えるのが、押しボタン
を操作したときに感じられる、ポチッもしくはカチッ
という触感の生成である（図 2 左）。タッチパネル上
に表示されたソフトウェアのボタンを押したときに、
何らかの触感フィードバックがあれば、ボタンを押す
ことができたという事実が触覚を通して確認でき、ボ
タン操作の誤りが低減する［2-4］。
　機械的な押しボタンの中にはばねが仕込まれてお
り、ある程度強い力で押し込んだら急にばねの抵抗力
が低下して、ボタンが大きく下がる（図 2 右）。この
抵抗力が急に低下して、力が抜けるときに指の皮膚が
大きく変形するという現象が、ボタンの押し心地を生
む。このような現象を触感ディスプレイで模擬するに

図 1　 アクチュエータでタッチパネルを駆動する触感ディス
プレイ

　図 2　仮想ボタンの触感 図 3　静電気の吸引力で摩擦を制御する触感ディスプレイ
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触感ディスプレイにどんなことができるのか？
　触感ディスプレイの主要な原理について説明してき
た。では、触感ディスプレイによってどのような情報
コンテンツが実現するのだろうか？触感ディスプレイ
はタッチパネルをもっと便利で楽しいものに変えてい
くことができる。ここでは、その要素技術（触感コン
テンツ）を紹介する。真の情報コンテンツはこれらの

技術と従来の映像や音楽、テキストコンテン
ツの組み合わせによって達成される。
　図 4 に、触感コンテンツを図示する。これ
らは全て、タッチパネル上に表示された画像
であり、指でその画像を操作するときに触覚
フィードバックが与えられる。⒜は先に述べ
た押しボタンの触感である。ソフトウェア・
キーボードに重宝される。⒝はジョグダイ
ヤルであり、カチカチとした触感が目盛り合
わせを容易にしてくれる。⒞はスライドボタ
ンであり、機械の動作モードを切り替えるた
めの直感的なインタフェースである。ボタン
が左右にスライドする瞬間にパネルの摩擦を
変化させる。以上のコンテンツは、従来の機
械的なインタフェースをタッチパネルで実現
しようというものである。一方で、タッチパ
ネルには擦る動作が多い。⒟はアイコンのド
ラッグ操作を触り心地で明確にしようという
ものである。ドラッグしている最中に、まさ
に荷物を引きずっているかのようなズルズル
という触感をテクスチャとして表現する。⒠
は文書などをスライドしながら閲覧している
ときに、ページの端へ到達したことを、何か
硬いものにぶつかったような衝撃の振動もし
くは大きな摩擦で知らせる。機械的にパネル
を駆動するタイプの触感ディスプレイは、物
体同士が衝突したことを知らせるような触感
を生成するのが得意である［8］。⒡はテクス
チャであり、模様を触り心地として表現する
ことができる。⒢は平らなタッチパネルの上
で凹凸を感じさせる方法である。凸や凹の斜
面を指が登る時には抵抗力が増加し、斜面を
下る時には抵抗力が減少するという現象を摩
擦力によって模擬する［9、 10］。⒣は触覚刺
激に感性的な意味を持たせようというもので
ある。その手法は確立されているとは言えな
いが、触覚刺激にも覚醒的なものや快 / 不快
を現すものがあり［11-13］、映像や音楽コ
ンテンツとの組み合わせに向いている。他に

も、周囲の人に盗み見られないように、パスワードの
入力に触覚フィードバックを活用する［14］というア
イディアもある。また、触覚フィードバックが、タッ
チパネルの操作性を向上させるだけでなく、ゲームや
コミュニケーションをより楽しくさせるために利用で
きることは想像に難くない。
　以上の触感コンテンツの中には、触感ディスプレイ
の原理によっては対応が難しいものもある。
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図 4　さまざまな触感コンテンツ



　
　例えば、⒜のボタン押下の触感は、機械的な刺激を
パネルに発生させる方法には適しているが、摩擦を制
御する方法には不向きである。一方、摩擦を制御する
方法は、パネルの上を擦る指の運動を摩擦によって拘
束することができるため（例えば、画面上に指を滑ら
せやすい領域と、滑らせにくい領域をつくることがで
きる）、その特徴を活かした触感コンテンツがあり得
る。

おわりに
　触り心地のあるタッチパネルを実現する触感ディス
プレイ技術は必ずしも複雑ではないうえに、様々なコ
ンテンツを実現する可能性があることをお判り頂けた
と思う。とは言っても、われわれのスマートフォンは
未だにどこに触れても一様に硬くて平らな触感であ
り、触感ディスプレイは商業的に成功しているわけで
はない。このワクワクする技術の普及は、コンテンツ
の開発に委ねられている。われわれが使いたい（お金
を払ってでも）と思うようなコンテンツが提供される
ことが重要である。
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　執筆者の所属する名古屋大学支援ロボティ
クス研究グループは、人とロボットの賢い関
係を社会に根付かせるための研究活動を行っ
ている。具体的には生産現場で活躍するロ
ボットの安全技術、装着型パワーアシストロ
ボットとその安全技術の開発、リハビリテー
ション支援、ハプティクス（触感ディスプレ
イ、触知覚メカニズム）、感性工学などが研
究テーマである。特に研究成果が社会実装に
至ることを重視し、国際安全規格の策定や臨
床研究、企業との共同研究に力を入れる点に
特徴がある。そのため、博士後期課程の社会
人学生が多い。研究指導を受ける学生は、よ
く学び、よく遊び（Play hard and study 
hard）、 人としてエンジニアとしてよく成長
するというのが良き伝統であり、教員をはじ
めとする研究室スタッフはそのための指導を
惜しまない。卒業生は日本全国の機械・電機・
インフラ設備メーカなどで活躍中である。
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