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モバイル向け力覚提示 3D ディスプレイシステムの開発
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概要：力覚提示が可能なモバイル向けの 3D ディスプレイシステムを提案する．我々は小型の 3D ディス
プレイを用いて，モノがそこにあるような “実在感” の再現を目指している．実在感を高めるためには，

3D の特徴である視覚による実在感の再現だけではなく，触覚の再現が重要である．特に，小型の手持ち
ディスプレイではユーザとディスプレイとの距離が近いため，指やペンなどで画面に対して直接インタラ
クションを行うことが容易であるという特徴がある．そこで，ペンを利用することであたかも立体映像に
触れているような感覚を再現できるシステムを開発した．立体表示にはレンチキュラー方式の多眼ディス
プレイを用いて，広い視域での立体視を可能とした．また，電磁石の原理を応用することで，非拘束のペ
ンを使って空中における力覚提示を可能とした．
キーワード：3D ディスプレイ，モバイル，力覚提示，電磁石
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Abstract: We propose mobile 3D display with force feedback. We aim to realize “reality in hands as if real
objects are there” using small-sized 3D display. Small-sized display is basically viewed at arm’s length and
that makes easier for users to directly interact with display by touching or using a pen. So, we developed a
3D display system with force feedback enabling users to feel the sensation of touching 3D object to improve
the “reality”. We use multiview auto-stereoscopic 3D display to watch 3D images with wide viewing area,
and realize force feedback to the pen user holds by applying principle of electromagnet.
Keywords: 3D display, mobile, force feedback, electromagnet

1. はじめに

感を高めることが大型に比べて難しい．ただし，モバイル
端末は基本的に手持ちで使用するため，ディスプレイ自体

立体視を可能とする立体（3D）表示対応のディスプレイ

を傾けて操作する，ディスプレイを指やペンで直接タッチ

（以下，3D ディスプレイ）を搭載した製品が，TV，ゲー

操作するなどが，据え置き型に比べて容易であるという特

ム機，スマートフォンなどのジャンルで多く発売されてい

徴がある．つまり，主にリモコンを用いて操作する大型の

る．TV や映画館などのように，画面サイズが大きい据え

据え置き型ディスプレイに比べて，より “直接的なインタ

置き型での立体表示は，奥行きを持った映像表現により，

ラクション” が可能であるといえる．これらの特徴をふま

2D 表示に比べて臨場感や没入感を高めることに大きな価

え，モバイル端末における立体表示の価値としては，臨場

値が認められている．一方で，ポータブルゲーム機やス

感や没入感よりも，“モノが実際に手の中にあるような感

マートフォンなどの小型ディスプレイを有するモバイル端

覚（以下，実在感）” が重要であると考える．この考えをも

末上での立体表示は，画面サイズの制約上，臨場感や没入

とに，我々は小型の 3D ディスプレイにおける直接的イン

1

タラクションが，実在感向上に与える効果を評価実験によ
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り示した [1]．
究極の実在感は人間の五感（視覚，聴覚，触覚，味覚，
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嗅覚）をすべて満たすことで成立する．立体表示はあくま

なお，この実験で用いたスマートフォンは 4.5 インチ，

でも視覚的に実在感向上を目指したものであり，他の感覚

WVGA の解像度を持つディスプレイを有し，表示は 2D で

と組み合わせることで，よりいっそうの実在感向上が期待

ある．本来であれば 3D 表示のディスプレイを用いて立体

できる．実際に，視覚と触覚を実世界同様に再現すること

視域を算出することが望ましいと考えるが，実験中に立体

で，視覚のみの場合と比べて，実在感やタスク実施の効率

視域から出てしまうと，ユーザが不快感を覚えて意図的に

性が向上することは示されている [2], [3]．そこで，我々は

視域内に戻ろうとするバイアスがかかってしまい，正しい

視覚と触覚との組合せに注目して，画面から飛び出るよう

算出ができない．また，位置関係の揺らぎは 2D/3D 表示

に表示された立体映像に対して，空中であたかも触れたよ

の違いではなく，ユーザの操作時の手や頭部の動きによっ

うな感覚の実現を目指した．本論文では，ユーザが把持す

て生じると考え，2D 表示のディスプレイを用いた算出で

るペンを利用して立体映像に触れる感覚を体験できるシス

十分と考えた．以下が，ユーザが行った 5 つのタッチ操作

テムを開発した．

である．

2. 3D ディスプレイの設計
2.1 裸眼式 3D ディスプレイと立体視域
視覚における実在感向上を可能とするため，モバイル環

• Gaze：表示される画像をじっと見る（操作なし）
• Tap：ランダムで表示される円をタップ
• Swipe：表示される画像をスクロール
• MultiTouch：表示される画像を 2 本指で拡大

境を想定した 3D ディスプレイを新たに設計・開発する．

• SwitchHand：端末を持ち替えながら画像を見る

小型の 3D ディスプレイを搭載するデバイスは，スマート

この実験を，普段からスマートフォンを利用している男

フォンのようにモビリティが重視され，様々な場所での利

女 10 名に対して 2 度ずつ行った（計 20 サンプル）
．Multi-

用が想定される．このため，メガネ式が主流の据え置き型

Touch 時の結果を図 1 に示す．図中のプロット点は実際に

ディスプレイと異なり，裸眼式の 3D 表示方式が主流とな

測定された頭部位置のデータであり，楕円は各サンプルの

る．また，モバイル環境では 3D ディスプレイを手に持っ

データ列における 95%信頼楕円（確率楕円）を示す．ここ

た状態で主に使用するため，据え置き型に比べてユーザの

で，ユーザの頭部位置はこの楕円内で移動していると見な

頭部とディスプレイ間の位置関係が変動しやすく，さらに

し，この信頼楕円をすべて含む範囲（図中台形）が立体視

は，ペンや指によるタッチなどの直接操作の際にディス

域としてカバーできていれば，タッチ操作をした場合にも

プレイが正面から少し傾くことも想定される．このため，

正常な立体視が継続されるとした．これを前述の 5 つの操

ユーザが手にディスプレイを持った状態，かつ，直接操作

作に対して行った結果，正面から左右 9.2◦ ずつ，端末から

を考慮した，広い立体視域を持つ裸眼 3D ディスプレイが

距離 270 mm〜475 mm の台形範囲を立体視域として持つ

必要であると考えた．ただし，広い立体視域を持った 3D

3D ディスプレイを設計すれば，正しい立体視が操作中に

ディスプレイを設計するには提示する視差画像数を増やす

も確保されることが分かった．なお，左右 9.2◦ ずつとは，

必要があり，これは結果的に立体表示の解像度を下げるこ

400 mm の距離で，正面から左右に約 65 mm ずつの幅に相

とにつながる．そこで，ユーザが直接操作を行っている最

当し，これは標準的な成人男性の眼間距離とほぼ同等の値

中でも立体視が正しく継続される範囲を，必要十分な立体

である．

視域と考え，この算出を行うこととした．

2.3 3D ディスプレイの仕様
2.2 ユーザの操作を考慮した立体視域の算出

立体視域の算出結果をもとに，直接操作がある場合にも

3D ディスプレイとしてスマートフォンサイズの画面を
想定し，必要となる立体視域の算出を行った．立体視域の
算出には，スマートフォンのインカメラを用いた．撮影さ
れた画像から両目の位置を画像処理で検出し，事前に取得
したインカメラのカメラパラメータ，ユーザの眼間距離を
もとに，ユーザ頭部とスマートフォンとの相対的な位置関
係の揺らぎ（スマートフォン画面中央–ユーザ頭部中心間
の奥行き，および，水平位置ズレ）を求めた．ユーザには
スマートフォンにおけるタッチ操作で代表的な 5 つの操
作を実施してもらい，操作中の位置変動を求めた．実験で
は，実際のモバイル環境における利用を想定し，スマート
フォンを片手で持ってもらい，もう一方の手でタッチ操作
を行った．
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図 1

MultiTouch の頭部相対位置の揺らぎ（10 ユーザ）

Fig. 1 Results of MultiTouch Action (10 users).
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表 1

3D ディスプレイ仕様

Table 1 Speciﬁcations of 3D display.
3D technology
Display size

指に取り付けられたアクチュエータなどのデバイスに力が
加わることにより，間接的にユーザに対して触力覚を提示

Slanted Lenticular

するタイプである．代表的なものとして，PHANToM [11]

4.8 inches

があげられる．これは，駆動用にロボットアームのような

(W: 106 mm × H: 60 mm)

拘束された関節機構を用いる装置であり，点接触により高

Resolution of LCD

1,920 × 1,080 pixels

Number of views

7

Resolution of 3D image

822 × 360 pixels

Optimal viewing distance

400 mm

い自由度の力覚を提示できるデバイスである．また，ペン
にアクチュエータを埋め込み，制御することで，非拘束の
ペンを保持するユーザへ力覚を提示する技術 [12] や，指
サックのような形状のデバイスを指に取り付けることで力
覚を提示する技術 [13] もある．

実用上十分と考えられる立体視域を有する 3D ディスプレ
イを設計した [4], [5]．その仕様を表 1 に示す．広い立体
視域を確保するために，3D ディスプレイにはレンチキュ
ラーレンズを用いた多眼方式を採用した．
なお，本システムで用いた 3D ディスプレイの最適視距
離は 400 mm である．3D ディスプレイには，過度な飛び

3.2 磁力による空中での力覚提示
本論文の目的は，小型 3D ディスプレイを用いて，空中
で立体映像に触れたような感覚を提示することである．そ
こで，触力覚提示方法の要件を以下のように定義した．
【触力覚提示の要件】

出しによる眼精疲労を防ぐための快適な飛び出し量の指針

( 1 ) ディスプレイに触れることなく触力覚提示可能

が定義 [6] されており，本ディスプレイにおける快適な飛

( 2 ) 立体表示の快適飛び出し範囲を考慮した触力覚提示

び出し量はディスプレイ表面から 23.5 mm 以内である．

( 3 ) インタラクションは非拘束で，自由な動きが可能

3. 空中での力覚提示
3.1 関連研究

( 4 ) 触力覚提示のタイミング/強さ/向きを制御可能
( 5 ) 体感できる強さの触力覚が得られる
( 6 ) 触力覚提示により，ディスプレイ視認性が落ちない

液晶ディスプレイや有機 EL ディスプレイのような平面

この要求条件から，デバイス方式の 1 つである，磁力を

型のディスプレイを用いて，モノに触る感覚（触覚）
，ある

使った力覚提示を採用した．磁力を使った方式では，力を

いは，モノに接触した際に反力を受ける感覚（力覚）を提

受ける側（ユーザ側）に永久磁石を設けることで触力覚提

示する技術はこれまでに多く提案されている（以下，合わ

示を実現している．代表的なものとして，テーブル背面に

せて触力覚とする）．これらを大きく分類すると，接触方

敷き詰められたコイルに流す電流を制御して周辺磁界を変

式，非接触方式，デバイス方式の 3 つである．

えることで，テーブル上のオブジェクトの動きを磁力で制

接触方式は，ユーザの手や指がディスプレイやタッチパ

御する技術 [14] や，テーブルから離れたオブジェクトの動

ネルなどに直接触れることで，触力覚を提示する方式であ

きを磁極間の浮力を使って制御する技術 [15] がある．この

る．代表的なものとして，端末内やタッチパネルに振動す

考えを入力インタフェースの補助に応用した例では，タッ

るアクチュエータを埋め込むことで，タッチした際に指先

チ操作の誤入力防止を主目的として，タッチパネルに対し

や端末を持つ手に対して振動を提示する技術 [7] がある．

て指が少し浮いた状態におけるユーザの操作をナビゲート

これは，タッチ操作時に視覚以外の手がかりを与えること

するシステム [16] がある．

で，誤操作をなくすことを主目的として用いられる．また，

ユーザ側に永久磁石を設けることで，要求条件 ( 1 )，( 3 )

指先とディスプレイ表面との電位差を操作することで，ア

は実現可能である．また，この方式ではユーザ側デバイス

クチュエータを使った方式よりも，様々なパターンの触覚

にバッテリが不要であるというメリットもある．さらに，

を提示する技術 [8] も提案されている．これにより，ディ

ディスプレイの背面にコイルを設置することで ( 6 ) を，コ

スプレイに描かれた映像テクスチャの質感の違いを指先で

イルに流す電流を変えて周辺磁界を制御することで ( 4 ) も

感じることができる．

実現できる．ただし，磁力を使った従来方式と異なり，本

非接触方式は，ユーザの手や指がタッチパネルなどに触

目的は飛び出す立体映像への力覚提示である．このため，

れることなく，空中に浮いた状態で触力覚を提示するタイ

従来方式よりも強い磁界を発生させる必要がある．また，

プである．超音波振動子を用いて 3 次元空間中にあるユー

立体映像の飛び出し量は，前述のように快適に視認される

ザの手に対して触覚を提示するシステム [9] や，ユーザが

範囲が決まっており，これに応じて ( 2 ) の力覚提示する高

持つお玉のような物体の底面に風を当てることで，風圧に

さの範囲も決まる．( 5 )，および，小型化の可能性検証に

より力覚を提示するシステム [10] などがある．

ついては，プロトタイプ製作を通じて検証を進めることと

デバイス方式は，ユーザの手や指が直接の刺激を受けるの
ではなく，ユーザが把持しているペンやボール，あるいは，
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した．
なお，( 5 ) に関する初期実験として，指の腹/爪の上/ペ
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ン先の 3 カ所に同じ永久磁石を取り付けて，磁石下方に

3D ディスプレイには，2.3 節で設計したディスプレイを

同じ強さの磁界を発生させたときに，ユーザが実際に体感

用いた．2.2 節における立体視域算出では，指によるタッ

として得られる力の強さを比較した．結果として，ペン先

チ操作中の視域を算出したが，導電性のスタイラスペンを

に磁石を取り付けた場合が最も強い体感を得た．これは磁

使った場合のタッチ操作もほぼ同等の算出結果になるこ

石–磁界間の距離の違いと，力のモーメントが影響してい

とを確認したため，ペンを用いる本システムでもこの 3D

る．爪の上に載せる場合は他の 2 つに比べて相対的に永久

ディスプレイを用いた．

磁石と発生した磁界までの距離が大きくなってしまうため，

今回製作したシステムでは，発生した磁界の向きがペン

受ける力が減衰してしまう．ペンを用いた場合は磁石–磁

先に対して斥力を与えるようになっているため，その瞬

界間距離は指の腹に磁石を取り付けた場合と同じであるも

間，ユーザはペンが弾かれたような感覚を受ける．この力

のの，ペンを持つ指とペン先の磁石までの距離が離れてい

覚提示のタイミングに合わせて，立体映像もペンを弾くよ

るために生じる力のモーメントの効果により，最も大きな

うなアクションをさせることで，ユーザはディスプレイか

体感を得たものと考えられる．このため，ペン先に永久磁

ら飛び出した立体映像に，あたかもペンを弾かれたかのよ

石を取り付ける構成を採用した．

うな斥力を感じることができる．本システムを用いたアプ

なお，この力覚提示技術を用いたプロトタイプシステム

リケーションを図 3 に示す．立体表示されたカメレオンは

は CEATEC 2010 においてデモ発表している [17]．本論文

ペン先を常時注視し，ペン先が一定の高さまで近づくと，

では，2 章で新たに開発した 3D ディスプレイを用いてアッ

そのタイミングで舌をペン先に向かって伸ばすというアク

プデートを行ったシステムの紹介と，3D ディスプレイに

ションを行う．舌は実際のペン先位置に向かって立体映像

おける力覚提示に関するシミュレーションを通じ，本方式

として画面を飛び出して，伸びてくるように見える．この

での力覚提示技術を用いた 3D 表示アプリケーションの設

タイミングでペン先に斥力が加わることで，あたかも舌に

計指針を示す．

よってペンが弾かれたような感覚を得ることができ，カメ

4. システム試作

レオンが本当に存在するかのような，高い実在感が再現さ
れる．

4.1 システム全体の概要
図 2 に，立体映像提示，および，空中での力覚提示を可
能とする試作システムを示す．本システムは，先端に永久
磁石を取り付けたペン，ペン位置検知用の赤外カメラ，裸

4.2 システムの詳細
本システムを構成する各要素の詳細を述べる．
＜ペン位置検知用の赤外カメラ＞

眼立体視可能な 3D ディスプレイ，磁界発生用のコイルお

ペン先の 3 次元位置を安定して検出するため，本システ

よびキャパシタ，およびそれらの動作を制御する PC で構

ムでは赤外カメラ × 2，赤外 LED，再帰性反射材を用いた．

成される．システムが動作する流れは次のとおりである．

赤外 LED で発光された赤外光はペン先の磁石に貼られた

Step1：ペン先の位置を赤外カメラで検知．Step2：ペン先

再帰性反射材で反射され，赤外透過フィルタが取り付けら

位置が立体映像として表示された仮想物体の位置と合致す

れたカメラで画像としてとらえられる．各カメラ画像で，

るか否かを判断．Step3：位置が合致する場合はキャパシ

ノイズ除去・2 値化・ラベリング処理を行い，ペン先座標

タを放電してコイルに電流を流すことで磁界を発生させ

（2 次元座標）を特定し，あらかじめ求めておいたカメラの

る．Step4：ユーザが保持するペン先の永久磁石が磁界と

内部・外部パラメータを用いることで，ステレオ画像処理

相互作用して力覚提示．

によりペン先の 3 次元位置を特定する．なお，環境光の影
響を低減させて，ペン先位置をロバストに画像として取得
できる点を考慮し，本システムでは赤外光を利用している．

図 2 システム外観

Fig. 2 Appearance of the developed system.

c 2014 Information Processing Society of Japan


図 3

力覚提示アプリケーション

Fig. 3 Application of 3D display with force feedback.

1328

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.4 1325–1333 (Apr. 2014)

表 2 磁石，コイル，キャパシタの仕様

Table 2 Speciﬁcations of magnet, coil and capacitor.
Permanent magnet
Material

NdFeB

Surface ﬂux density

521 mT

Size

Diameter: 5 mm
Height: 25 mm
Coil

Size

Inner Diameter: 30 mm
Outer Diameter: 60 mm
Height: 20 mm

図 4

本システム構成の磁界シミュレーションの結果

Fig. 4 Simulation results of magnetic ﬁeld of prototype system.

Turns

200

Resistance

0.45 Ω

値は，Z 軸方向および X 軸方向を合わせた磁束密度の絶対

Inductance

1.43 mH (estimate)

値を示したものである．3D ディスプレイはバックライト

Capacitor
Capacitance

15,000 µF

Voltage proof

200 V

Number of capacitors

10

や液晶パネルなどで厚み合計が 10 mm 程度あるため，3D
ディスプレイ表面は Z = 10 となる．また，前述のように
飛び出し範囲の上限が 23.5 mm となっているため，本シ
ステムでは，10 ≤ Z ≤ 33.5 とディスプレイの水平サイズ

＜磁界発生用のコイルおよびキャパシタ＞

−53 ≤ X ≤ 53 で囲まれる範囲（図 4 中の点線矩形）が，力

コイルをディスプレイ背面に配置することで，ユーザか

覚提示を必要とする最大範囲である．この矩形内の磁束密

らはディスプレイの視認性を損なうことがない．ただし，

度は 40 mT〜268 mT であり，この矩形範囲内でペンを持

コイル上部とディスプレイ表面の位置は物理的に離れてし

つ手に対して十分な力覚の体感が得られた．なお，ガウス

まう．また，飛び出して表示された立体映像はディスプレ

メータを用いて，実際に発生している磁束密度の測定も行っ

イ表面から，さらに離れた位置に知覚される．つまり，コ

たが，シミュレーションで得られた値とほぼ同等であり，本

イルから力覚提示を行うべきペン先までは，物理的に一定

システムがシミュレーションどおりに正しく磁界を発生さ

の距離が離れている．距離が離れても，十分な力をユーザ

せていることが確認できた．最も強い磁束密度を示すのは

が体感するためには，コイルで発生させる磁界を大きくす

X = 0，Z = 10 であり，ここに今回使用した永久磁石を水平

る必要がある．しかしながら，ジュール熱の問題があり，

に置いた場合，磁石が受ける力（磁気力）は 2.19 N となる．

強い磁界を持続して発生させることは難しい．そこで，本
システムではキャパシタを用いて，充電した電荷を一気に
放電することで大電流を流し，瞬間的に発生する磁界を大

4.4 システム小型化に向けた考察
現システムでは，ディスプレイ飛び出し上限の場所で

きくする構成とした．本システムで用いた磁石，コイル，

も十分な力覚が得られることを優先してスペックを決め

キャパシタの仕様は表 2 のとおりである．なお，キャパシ

た．しかし，現システムはコイルが 20 mm の厚みを持っ

タの充電は商用の AC 電源を整流した 100 V の直流電源で

ており，さらに，AC 100 V 接続の大型のキャパシタ（φ:

行っており，放電時にコイルに流れる電流のピーク値は約

77 mm × H: 120 mm，450 g）を 10 個使用している．当然

140 A である．なお，今回用いたような大容量キャパシタ

ながら，これではモバイル環境での利用はできないため，

の充電には，一定時間が必要となるため，1 つのキャパシ

シミュレーション結果と，より小型のキャパシタ，および，

タでは連続放電ができない．このため，本システムでは 10

シート型コイルを用いた追加実験をふまえて，今後のシス

個のキャパシタを設け，充電と放電を並行して行う構成と

テム小型化の可能性を考察する．

することで，1 秒間隔以内での連続放電を可能としている．

モバイル端末に搭載しうるシステムの小型化検証のため

なお，1 個のキャパシタの放電時間はおよそ 20 ms である．

に，カメラのフラッシュなどに用いられる耐電圧 330 V，

4.3 磁界シミュレーション

を 1.5 V の直流電源を 300 V まで昇圧した電源で充電する

120 μF のキャパシタを並列で 4 つ用いた．このキャパシタ
ペン先の永久磁石が受ける力の強さは，ペン先位置に生

ことで，現システムに対して 1/10 程度の電荷を蓄えるこ

じている磁界の強さ，すなわち，コイルによって発生され

とができる．これを放電し，図 5 に示す厚み 1 mm 以下の

る磁界の強さに比例する．そこで，その強さを定量的に示

シートコイル（コイル φ 0.1 mm × 7 本リッツ，巻き数 20，

すために本試作システムのスペックを再現した磁界シミュ

直流抵抗 0.3 Ω）に流すと，コイルから高さ 15 mm 程度ま

レーションを行った．コイル中心の断面で切り出した X-Z

では，現システムに比べて弱いながらも体感できる斥力を

平面のシミュレーション結果を図 4 に示す．磁束密度の

感じた．しかし，これでは今回試作したカメレオンのアプ
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ごとに視覚で知覚する高さには前述のような多少の個人差
が生じる．しかし，力覚刺激による知覚の方が視覚よりも
優位に働く場合があることが報告されており [19]，本シス
テムにおいても，力覚を提示することで，舌の飛び出し位
置の知覚個人差を補正する効果が期待できると考えている．
これは，飛び出し量の知覚に個人差がある 3D ディスプレ
イならではの有効な力覚提示の使い方につながるので，継
続して検討していく．
図 5

薄型シートコイル

Fig. 5 Thin coil.

5.2 力覚提示強度の制御
3D ディスプレイの快適飛び出し範囲は前述のとおり，

リケーションのように，驚きを与えるような強い斥力を提

10 ≤ Z ≤ 33.5 であるが，当然ながら Z 位置によってペン

示することはできない．一方，後述するような奥行き知覚

が受ける力は変動する．本システム構成の場合，ディスプ

の曖昧性補助として力覚を手がかりとして提示する場合に

レイ表面（Z = 10）で受ける力は過度であり，また，Z ≥ 30

は，それほど強い力が必要とはならないため，十分な磁界

では，驚きを与えるほどの強い力を得られないことが分

といえる．現時点のモバイル端末に搭載しうる大きさのシ

かった．そこで，本システムではペン先が 20 ≤ Z ≤ 30 に

ステムでは，提示可能な力の大きさに限界があるため，小

あるときのみに力覚提示を行うようにアプリケーションを

型化を重視する場合は，その構成スペックをもとに，力覚

設計した．もちろん，コイルに流す電流の増減によって力

提示を行う高さの上限やアプリケーションの振舞いを制御

覚提示の強さは制御可能であるが，今回のようにキャパシ

すべきである．

タ放電を利用した回路構成の場合は，制御できる電流値が

なお，体感の強さを高めるためには，コイル，キャパシ

有限となる．このため，アプリケーション設計の際に，力

タの高性能化や 3D ディスプレイの薄型化だけではなく，

覚提示を行う範囲を立体映像の飛び出し範囲内においてあ

ユーザが保持するペンに手を加えることも効果的である．

らかじめ決めておき，その範囲にペン先が来たときに，適

ペン先の永久磁石の磁束密度を上げる，または，長いペン

切な立体映像を表示するように制御する必要がある．

を使って力のモーメントを高めることで，発生する磁界が
同じ強さでも，より強い力をユーザに提示することが可能
となる．

5. アプリケーション設計
5.1 立体表示と力覚提示の組合せの効果

5.3 力覚提示方向の制御
視覚と力覚を組み合わせることで高い実在感を再現する
ためには，実際にペンで受ける力の向きと，視覚的に知覚
される力の向きは同一でなければならない．つまり，ペン
に対して右側から力が加わるような視覚的フィードバック

本システムを用いると，立体映像が提示された位置にペ

がある場合には，ペンは左側に弾かれるべきである．仮に

ン先が来たときに力覚提示が行われるため，視覚と力覚を

ペンが右側に弾かれてしまうと，視覚と力覚の間に感覚の

知覚する位置が空中で一致し，一般的な 2D ディスプレイ

不一致が起きるため，高い実在感を得ることができない．

に比べてより実在感の高いアプリケーションを構築するこ

本システムではコイル 1 個を 3D ディスプレイ背面に配置

とができる．

しており，コイル自身が動くような機構は設けていない．

また，力覚提示を行うことで，視覚による奥行き知覚の

つまり，発生する磁力線の向き，つまり，ペン先の永久磁

曖昧性を補助することが可能となる．本システムでは 3D

石が受ける力の向きは，コイルの配置によって決まるため，

ディスプレイの最適視距離 400 mm で見た場合に，視覚と

コイルで発生される磁力線の向きをあらかじめ考慮したア

力覚を知覚する高さが空中で一致するようにアプリケー

プリケーション設計が重要となる．そこで，本システムで

ションを設計し，両眼に提示する画像の視差量と力覚提示

は，図 6 に示すように，立体表示されたカメレオンが中心

タイミングを制御しているが，ユーザが実際に知覚する飛

に存在し，舌が伸びる向きが磁力線の向きに一致するよう

び出し量は視差量以外にもユーザの眼間距離や実際の視距

にアプリケーションの振舞いを決めた．実際のユーザ体験

離によって変動する．また，それらを正しく検出して立体

でも，視覚と力覚の知覚される向きがおよそ一致すること

映像を提示したとしても，ユーザの奥行き知覚には個人差

を確認している．

があり [18]，すべてのユーザに対して同じ高さに飛び出し

なお，磁力線の向きにアプリケーションの振舞いを完全

たように知覚させることは困難となる．ここで，今一度カ

に一致させることは，アプリケーション設計において大き

メレオンのアプリケーションの場合を考える．システム側

な制約となってしまう．しかしながら，本システムは 3D

で設定している舌の飛び出し高さは一定であるが，ユーザ

ディスプレイによる視覚フィードバックも組み合わせてい
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5.4 アプリケーション例
新たな構成のシステムを構築する際には，まず実現した
いアプリケーションを考え，そのアプリケーションに必要
な力覚提示を実現するコイル配置やキャパシタ容量などを
決めることが基本となる．また，キャパシタ放電を利用し
た本システムでは，継続的な力ではなく，瞬間的に発生す
る力を利用するアプリケーションと相性が良いという点も
重要である．これらをふまえ，現システムとは異なる磁界
図 6

フィードバック方向の一致

Fig. 6 Directions of both visual and force feedback.

るため，視覚フィードバック方向と力覚提示方向が完全に
一致しない場合でも，視覚フィードバック方向に力を受け
たような錯覚を持つという効果が期待できると考える．方
向のズレに対する許容度はアプリケーションによって異な
るが，アプリケーション設計における制約を緩和する重要
な観点であるので，今後の重要検討課題としたい．
カメレオンのアプリケーションではペンに対して斥力の
みの提示であったが，キャパシタの放電回路にスイッチ
を入れることによって，斥力に加えて，引力を利用した力
覚提示が可能となる．また，コイルを複数配置することに
よって，受ける力の方向を，より自由に制御可能となる．
図 7 はコイル A，コイル B をディスプレイ下部に設置し
た場合に，コイルに流れる電流の向きによって周辺磁界が
変化する様子をシミュレーションした図である．図中の

X = −15，Z = 20 の点に注目すると，2 つのコイルに流
す電流の向きによって，図 7 (a)，(b)，(c) と違う方向の磁
界が発生していることが分かる．また，この図ではコイル

A，コイル B に同じ電流を流しているが，流す電流を変え
ることでこの 3 つの場合よりも多くの方向制御が可能とな
る．仮に，コイルが N 個あり，各コイルが各 M 個の容量
が異なるキャパシタに接続されており，さらに電流向きを
制御するスイッチ回路があるとすると，N 2M +1 のパター
ンの磁界を発生させることができる．+1 となっているの
は，電流を流さない場合を含むためである．このパターン
数は，システム設計の段階で確定するため，力覚提示を行
う各 3 次元位置において，発生しうる力覚提示方向候補も
求まる．よって，アプリケーション設計の際に，特定の 3
次元位置で必要な力覚提示方向を前述の候補から選択でき
るような仕組みにしておけばよい．
なお，本システム構成では，発生させる磁界のパターン
数を増やすことでシステムが大型化してしまう．また，当
然ながら，同一磁界であっても，永久磁石の傾きによって
受ける力の方向や強さは異なってくる．本システムでは磁
石の位置しか取得できないため，磁界の向きのみで方向制
御の議論を進めたが，正確な方向制御には，永久磁石の傾
きを利用した磁界制御が必要となることを述べておく．

を持つ図 7 (b)，(c) の場合において，最適な力覚提示を行
うアプリケーションの具体例を示す．
図 7 (b) のような磁界の場合には，瞬間的な引力を利用
したアプリケーション設計が望ましい．一例として，空中
に浮くように立体表示されたボタンをペンで押すシーンを
考える．2D 画面上に表示されたボタンや，物理ボタンと
は異なり，立体表示されたボタンでは押した感覚が得られ
ないため，ボタンを押したかどうかを認知しにくいという
課題がある．そこで，空中に表示されたボタンの位置にペ
ンが来た瞬間に磁界を発生させ，ペンに対して Z 軸負方向
の力を与える．また，同時に視覚的にもボタンが押された
ような見せ方をすることで，実際のボタンを押したような
感覚を得ることができる．しかし，|X| ≥ 20 となってくる
と，X 軸方向の力が強くなってしまう．そこで，空中ボタ
ンの表示は |X| ≤ 20 以内にする，といったようなアプリ
ケーション設計が与えられる．
図 7 (c) のような磁界の場合には，|X| ≤ 15 以内で X 軸
正方向の力を活用したアプリケーションが考えられる．た
とえば画面から飛び出すように立体表示されたアイコンや
画像などを，フリックして変更する際に力覚提示を行うこ
とで，ユーザ側でフリックしたことを明確に認識すること
ができる．逆方向のフリックの際には，コイルに流す電流
の向きを逆にするか，|X| ≥ 30 の場所にアイコンや画像な
どを表示することで同様の感覚を得ることができる．他に
も，レバーを引いたり，スイッチの ON-OFF 切替え制御
などへの応用も期待できる．

6. むすび
画面から飛び出るように表示された立体映像に対して，
空中であたかも触れたような感覚が提示できる 3D ディス
プレイシステムを開発した．本システムでは，モバイル環
境を想定した広い立体視域を持つ 3D ディスプレイと，電
磁石の斥力を利用した力覚提示方法を組み合わせることで，
小型の 3D ディスプレイにおける高い実在感を再現するこ
とができた．最終的にはどのようなアプリケーションに力
覚提示を用いるかによって必要なシステム構成は決まって
くるため，今後は 5 章で述べた磁界制御の検討に基づき，
力覚提示に適したアプリケーションの拡張を目指す．ま
た，他の力覚提示とのハイブリッド方式なども含めて，よ
りリッチな触力覚提示を可能とし，空中での視覚+触覚再
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(a)

(b)
図 7

(c)

複数コイル配置時の磁界シミュレーション結果

Fig. 7 Simulation results of magnetic ﬁeld using multiple coils.

現による実在感向上の効果を検証していく．
なお，指や導電性繊維を先端に使用したペンに対し，
非接触状態でも位置を検出できる静電容量式タッチパネ

[11]

ル [20], [21] も開発されており，これらを利用すれば，赤外

LED・赤外カメラ・再帰性反射材が不要となり，スマート

[12]

フォンのようにいわゆるスレート型と呼ばれる形状でも 3
次元位置の検出が可能となる．また，グリッド状に敷き詰
められたホール素子で磁界を測定することで，非接触状態

[13]

の磁石の位置・傾きを推定する技術 [22] もあり，本力覚提
示方式との親和性が高い．これらの技術により，より様々
な形状の端末に対しても，本力覚提示技術の応用が期待で

[14]

きる．また，この技術自体はタッチインタフェースにおけ
る入力補助など，立体表示に限らず，ユーザインタフェー

[15]

ス全般に広く応用できるものと考えられるため，応用範囲
を広げて引き続き検討する．
[16]
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