遊び心で模索する
タッチパネルセンサの新しい使い方
Playful Spirit Would Find Novel Applications of Touch Panel
Sensors

熊澤逸夫
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め に

近年，急速に普及しているスマートフォンやタブレッ
トコンピュータにおいて，入力手段の中心となっている

チすべき箇所が時々刻々変化してしまうタッチパネルに
おいては，大型トラックの端部まで自身の体の一部のご
とく知覚して，狭い路地で接触事故を起こさずに運転し
得る人の優れた空間定位能力も機能し得ない．

タッチパネルセンサには，触覚に対する応答がないこと

更にタッチしてもフラット，リジッドなタッチパネル

から誤操作が生じたり，操作中に常に画面を注視しなけ

表面からは，何ら触覚的な手掛かりや応答が得られない

ればならなかったり，といった欠点がある．筆者らは，

ため，自分の行為の正しさを，画面の表示内容の変化を

タッチパネル操作に触覚応答を付加するためのできる限

通じて視覚的に確認する必要がある．そのために常時画

り単純な機構と，触覚応答を利用してタッチパネルの操

面に視線を向けて細心の注意を注ぐことは心理的に大き

作性を向上する方法を研究している．本稿では，ものづく

な負荷となり，スマートフォンの操作に気を取られての

りの基本には遊び心があるという観点から，必ずしも実用

事故や迷惑が多発する原因になっている．

的とは言い難い例も含めて，筆者らが制作してきた様々な
試作デバイスを紹介する．特に国際会議 VR2013 において
好評を博し，ベストデモ賞を受賞した最新のデバイス (1)
を中心に，設計方針や培ったノウハウを解説したい．

．既存の触覚情報提示技術とその問題点
触覚情報提示技術は，ロボット技術と表裏一体の関係
にあり (2)，後者の目覚ましい進歩によって，アクチュ

．タッチパネルとその問題点

エータとセンサを高度に組み合わせて，ユーザの手指の
運動に連動して様々な触覚情報を提示できるようになっ

人間工学的な立場からの是非はともかくとして，信頼

た．しかしながら，商業的に最も成功した PHANToM (3)

性や見た目の良さから，近年の工業製品はメカニカルな

でさえ，指の運動速度や運動範囲は著しく制限され，行

機構を避ける傾向があり，その究極の形として，キー

動の束縛，不自由さはユーザにとって大きな心的ストレ

ボードをも排し，全面がタッチパネルセンサからなるス

スとなる．更に身近な例として，タッチパネル操作に連

マートフォンやタブレット型コンピュータが市場に受け

動して振動を生成するスマートフォンがあるが，振動の

入れられ，普及するようになった．しかしながら，これ

応答に遅延があると，かえって操作が妨げられてしま

がユーザインタフェース（UI）にとって理想形かと尋

う．手元にそうしたスマートフォンがある読者は，振動

ねられると，多くの疑念と問題を提議せざるを得ない．

モードをオンにして，試しに素早くタッチを繰り返して

もちろん画面の表示とタッチすべき場所をアプリに応

みるとよい．微妙な振動の遅れが次のタッチの操作に干

じて適宜変えて UI を最適化できる自由度や，見ている

渉して心理的に苦痛となることが実感できるであろう．

所を直接触って操作できる直感性は大きなメリットであ

触覚情報提示技術が一般に受け入れられるためには，

る．しかしながら，いつも同じ位置に指を動かせば，間

ともかく(Ａ)運動の自由度を束縛せず，(Ｂ)心理的抵抗

違いなく同じボタンを押せるキーボードと異なり，タッ

やストレスがなく，(Ｃ)快適，(Ｄ)軽薄短小で，(Ｅ)気
楽に使えながら，相応の(Ｆ)効果を発揮することが必要
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だが，現在これらの性質を完備した技術は存在しない．
そもそも触覚情報を生成するアクチュエータの性能が不
十分で，従来からの電磁モータやソレノイド（ボイスコ
イル）
に加えて，
近年では，
圧電素子，
静電モータ，
ポリマー
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アクチュエータ，形状記憶合金，超音波モータ等，新し
い原理に基づくアクチュエータが開発されているが，そ
うした新原理を駆使しても，(Ｇ)小形軽量，(Ｈ)低消費
電力，(Ｉ)高トルク，(Ｊ)始動の瞬発性，そして何より
も(Ｋ)低コストの要求に同時に応えられずにいる．

．試作してきた触覚情報提示デバイスの紹介
前述した背景の中で，サイズと重量，コストや消費電
力の制約下，アクチュエータ始動時の応答の遅延や瞬発
力の不足の解決が難しいことから，思い切ってアクチュ
エータを使わずに，人の行動そのもののエネルギーを弾
性材料に蓄積して触覚刺激の駆動源として利用する
「パッシブ方式」の触覚情報提示デバイスを開発してき
た．
またその一方で，
低コスト，
低性能のアクチュエータ
を用いながら，
機構の工夫によって快適，迅速な触覚情報
を提示する｢アクティブ方式｣の触覚情報提示デバイスを
以下にこうした試作の代表例を紹介する．
開発してきた．
.

パッシブ方式

例えば，既存のキーボードでも，指から加わる押圧力
のエネルギーを蓄積し，開放することでクリック感を生

図  弾性材料（ゴム）に指の運動エネルギーを蓄積して，反発
力，クリック感等の触覚情報提示の駆動源として利用し，タッチ
パネル上の指に触覚情報を提示するパッシブ方式触覚情報提示デ
バイスの試作例
(a)のデバイスでは，指でデバイスを下方向に
押したときに，その押し込み量を，湾曲したデバイスの下面と
タッチパネル面との接触点（Contact Point）の移動距離を通じて
検出し，同時に指に上方向の反発力（Force Feedback）を返す．
(b)のデバイスでは，指でボール状部材を押し込みながらタッチ
パネル面上を転がすと，その転がり量をボールとタッチパネルと
の接触点の移動距離を通じて検出する．またボールが転がると
(b)中のゴムひも状の素材が伸びて，指に引き戻そうとする力を
及ぼす．なおこのデバイスは左右いずれも導電性ゴムでできてお
り，抵抗膜方式と静電容量方式のどちらのタッチパネルでも使用
できる．

じている．同様の原理で，人から加えられる力学的作用
を効果的に蓄積，利用してモータなしにタッチパネルに
適した触覚情報を提示するデバイスを図 1 に示すように
各種開発してきた．
パッシブ方式については，触覚情報をプログラムでコ
ントロールできないという欠点があり，それをアプリの
運用上の工夫で吸収することが重要な課題となる．例え
ば，図 1(a)のデバイスをボクシングゲームに応用した
例を図 2 左に示す．パンチはタッチパネル面に垂直な運
動となり，その運動量やパンチの強さを図 1(a)の接触
点の移動で検出できる．またパンチの強さに応じた反発
力を弾性材料が生じて，それを指が感じてパンチの強さ
を把握できるのでゲームがとてもリアルになる．図 2 右

図  パッシブ方式触覚情報提示デバイスを使用したアプリの例
ボクシングゲーム（左）では，パンチのリアルな触感を感じなが
ら，タッチパネルに対して垂直方向に押し込む操作によって自在
にパンチの早さと強さをコントロールできる．ロボットコント
ロールシミュレータ（右）では，ロボットの運動方向や運動速度
を，デバイスが指に及ぼす力の方向や強さを通じて把握できるよ
うになり，視覚的に動きを確認する負担が減るとともに，コント
ロールの精度が向上する．

には，図 1(b)のデバイスをゲームのキャラクタ（この
例ではロボット）の運動のコントロールに応用した例を

ゲーム好きの学生たちにも受け入れられやすく，ものづ

示す．ボールを転がした際の接触点の移動方向や移動量

くりのセンスも養われるので，是非卒論や修論のテーマ

を水平方向の反発力の方向や強さを通じて触覚的に把握

として取り組んで頂けるとよいのではないかと思う．運

できるので，視覚的に動きを確認しながらコントロール

が良ければ，商業的にも成功し得る面白い触覚効果をも

する必要がなくなり，操作が速く楽になる．またコント

たらすデバイスとアプリが生まれるかもしれない．

ロールの精度も向上することが実験的に確認できた．

図 2 に示したアプリでは，いずれもタッチパネルの使

一見，簡単でおもちゃのように思われるパッシブ方式

い方を工夫して三次元情報を検出し，利用している．ボ

のデバイスだが，快適で効果的な触覚情報を得るために

クシングゲームでは，タッチ位置で（x, y），タッチ後の

は様々な工夫を必要とする．またこのような単純な方法

接触点移動量で z の値を入力している．またロボットコ

でも，触覚情報があることで，タッチパネル操作の効率

ントロールでは，接触位置で（x, y）
，更にゴムでできた

と精度を大きく向上できることが，実験的に確認でき

ボール状部材がタッチパネルに押し付けられたときに潰

る．暗黙的に使われている触覚情報に関する人間の特性

れて，タッチパネルとの接触面積が大きくなることを利

の解明にもつながるアカデミックな研究課題にもなり，

用して，その接触面積によって z の値を入力してロボッ
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トのジャンプ量を定めるのに利用している．

で，偏心ベアリングとそれが転がる面の形状を組み合わ
せた機構を考案して，低コスト，低トルクの模型用サー

.

アクティブ方式（デスクトップ用）

以下には，重量があるタブレット端末全体を丸ごと動

ボでスムーズな動きと瞬発的な応答を両立させて，様々
な触覚情報を提示することを試みた．

かして，指に触覚情報を提示する方法を示すが，現状の

例えば，図 3 に示す機構を使うと安価な模型用の DC

アクチュエータでは，小形で安価な機構で，重量物を瞬

サーボモータを使用して，iPad のような重量物を丸ご

発的に動かすほどの加速度を得ることが難しい．そこ

と瞬発的に上下方向に動かすことができる．この簡単な
機構では iPad のタッチパネル面は面と垂直な方向に一
次元的に動くだけであるが，その動きのパターンを指の
運動や押圧力に連動・同期させて様々に制御すると，
タッチパネル上で動く指に面の硬さ，
柔らかさや，立体形
状，木目の触感を仮想的に知覚させることができる (1)．
ここで用いたアクチュエータは，安価な模型用の DC
サーボモータであり，動作のギア音がうるさく，回転運
動にもがたつきがある．しかしながら，導入した機構そ
のものにはギアがないのでバッククラッシュは一切生じ
ない．ギアの代わりに偏心ベアリングを用いて動力変換
を行うと，触覚情報提示デバイスの天敵となるバックク
ラッシュを避けることができて，偏心率を小さくするこ
とで変位量は縮小し，回転方向のがたつきは，指に伝わ
りにくくなる一方，作動力は増大し，タッチパネル面を
スムーズに動かすことができる．また DC モータは始動
時に瞬発的に動かそうとすると，その原理上，大電流を

図

重い iPad を丸ごと動かしタッチパネル上の指に触覚情報を
提示するため，偏心ベアリングと転がり面形状を組み合わ
せて台の上下動を実現した例．

必要とする．同機構によればこの問題も軽減することが
でき，偏心ベアリングが接して転がる面の形状を調整す
ることによって，始動時の負荷を低く抑えながら，瞬発

図  タッチパネル面上の指の操作に連動してタッチ面の動きを制御した様々な触感の表現
図に示す各種関数を用いて，指の位置やタッチ後の経過時間に対してタブレットの上下動を制御す
ることで，三次元の表面形状，木目のざらざら感，面の硬軟を触覚的に知覚させることができる．
学生／教養のページ
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図|

図

図  のタブレット端末の上下運動の各制御パターンを用いて三次元の表面
形状（球曲面（左上）とステップ状の段差（右上）），木目のざらざら感
（左下），面の硬軟の触感（右下）を実装した例．

タッチペン側に偏心ベアリングを実装して，指の触覚に変
位量や圧力を提示する機構を設けた試作例

的な動きを実現できる．
例えば，図 3(a)に簡単な三角形状の転がり面を用い
た例を示すが，偏心ベアリングとそれが転がる面の形状
を組み合わせてスムーズな上下動と，瞬発的な動きを両
立させている．偏心ベアリングを三角の頂点の左側の滑

図  タブレット端末を裏側から保持する指に触覚情報を提示す
る「背面フリップ型触覚情報提示デバイス」の機構
図中の黒
いバンドに指を挿入して手に装着した上で，デバイス底面を端末
背面に押し当てて使用する．デバイスの指を装着する側のプレー
トと底面のプレートはヒンジで接合されており，所定の形状を与
えた面に，偏心ベアリングが当たって転がると，転がり面の形状
に応じた角度でヒンジが広がり，c 本の指が押し上げられる．

らかな斜面の範囲で転がす場合には，タッチパネル面を
スムーズに上下運動させることができる．一方，三角形

できる．

の頂点を挟み，高さや傾斜が不連続に変化する範囲で偏

こうして図 3 の機構によって，タブレット端末を載せ

心ベアリングを転がせば，タッチパネル面は急しゅんに

た台を上下に動かすことにより，タッチパネル面に触れ

動く．図 3(b)にこの機構を実装した例を写真で示す．

たまま滑って動く指に，様々な触覚情報を提示すること

なお台の裏側に，(a)の機構を複数個用意して，それぞ

ができる．例えば，タッチパネル上の指の位置とタッチ

れの転がり面に異なる形状パターンを与えて，適宜切り

パネル面の高さとの対応を定める関数を，図 4 のように

換えて連携させることによって，更に様々な触感を表現

各種定めて，指の位置に連動して面の高さを変化させる
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図 ° 「背面フリップ型触覚情報提示デバイス」の動作と操作

と，図 5 に示すように立体表面の各種形状をまさぐって

作を繰り返しながら感じた，ものづくり教育のあり方に

いる感触や木目等テクスチャーのざらざらした触感，そ

ついて述べておきたい．それは「人から強制されても良

して面の硬さや柔らかさを感じさせることができる．

いものづくりはできない」ということである．
「何とし

この触覚情報提示方式の一つの利点は，普段持ち歩い

てもこれを作りたい」という思い入れがモチベーション

ている iPad に所定のアプリをインストールしておけば，

となることが重要であり，付加価値を地道に高めていこ

その iPad をモータで駆動される台（Actuated Stage）

うとする職人気質を育てることが必要と思われる．筆者

に乗せるだけで，iPad が無線 LAN で台側のモータコン

らの研究所では，こうした観点からモバイルアプリコン

トローラと通信して，台もろとも動いて，触覚情報提示

テ ス ト（http://kuma2.isl.titech.ac.jp/mac2013/）を 開

デバイスとして機能するようになる点である．このよう

催して学生たちのものづくりに対する気概を高める活動

な気軽さ，親しみやすさが，従来の触覚情報提示デバイ

を行っている．毎年開催しているので，関心を持って頂

スに欠けていた点であり，今後，触覚情報提示デバイス

ける方は是非コンテストへの御応募を御検討頂けると幸

の普及のために，重視していくべき課題となる．実際，

いである．

VR2013 の発表では，ディズニー等のアトラクションで

謝辞 本稿で紹介したデバイスとアプリは，当研究室

使用する上で，ユーザにとって心理的抵抗感が低く，気

の OB を含め，多くの学生の協力を得て製作したもので

軽に触りたい気持ちになる点が高く評価された．

あり，こうした学生の努力に心から感謝したい．また本
研究を支援頂いた，科学技術振興機構，神奈川科学技術

.

アクティブ方式（モバイル用）

上述した試作例では，タブレット全体を駆動して様々

アカデミー，神奈川県・大学発・企業発等ベンチャー事
業化プロジェクト，及び，本稿に関連する課題の科学研

な触感を表現しているが，これはデスクトップ上で利用

究費補助金を支援頂いた日本学術振興会と文部科学省に

することを想定したものであった．筆者らは，図 3 に示

深くお礼申し上げたい．

したものと同様の原理で，偏心ベアリングとその転がり
面の形状を組み合わせて触覚情報を提示する機構を，モ
バイル用途でも利用できるように改良してきた．

文
()

まずタッチペンを使用してタッチパネルを操作する場
合に，
タッチペンのペン先や側面を駆動する仕組みを設け
て，
同等の触感を表現することを試みた例を図 6 に示す．
更にタブレット端末を両手で保持しながら触覚情報の
提示が受けられるように，タブレット端末を裏側から保
持する 4 本の指と，タブレット端末背面との間に設置さ

()

()

れ，4 本の指を端末背面から押し上げるように変位する
ことによって触覚情報を提示する「背面フリップ型触覚
情報提示デバイス」を製作したので，その機構の構成を
図 7，その動作と操作を図 8 に示す．

|．ま

と

め

最後に，学生たちとともに，以上の試作やアプリの製
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