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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性の振動素子であって、前記振動素子は第１基板、前記第１基板の下方に畳設さ
れる第２基板と、予めに設けられる振動駆動素子とを有し、前記駆動振動素子は前記第１
基板、前記第２基板とそれぞれ電気接続し、
　前記第１基板、前記第２基板は光透過性の導電高分子部材からなり、前記第１基板、前
記第２基板の内部に均一化された抵抗を有することを特徴とする光透過性の振動素子。
【請求項２】
　前記振動素子は圧電アクチュエータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｃｔｕａｔｏｒ
）、圧電モータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、超音波モータ（ｕｌｔｒ
ａｓｏｎｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、エレクトレット（ｅｌｅｃｔｒｅｔ）または関連の薄型化
された振動子のいずれであることを特徴とする請求項１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３】
　前記第１基板、前記第２基板の導電高分子部材はフッ素ポリマー（ｆｌｕｏｒｉｎｅ　
ｐｏｌｙｍｅｒ）、ふっ素化エチレン‐プロピレン樹脂（ｆｌｏｕｒｉｎｅ　ｅｔｈｙｌ
ｅｎｅ　ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，ＦＥＰ）、ポリ四フッ化エチレン（ｐｏｌｙｅｔｅｔｒａ
ｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ，ＰＴＦＥ）、ふっ化ポリビニリデン（ｐｏｌｙｖｉｎｙ
ｌｉｄｅｎｅｆｌｕｏｒｉｄｅ，ＰＶＤＦ）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）、テフロン（ｔｅ
ｌｆｌｏｎ）またはシクロオレフィン共重合体（ｃｙｃｌｏ　ｏｌｅｆｉｎ　ｃｏｐｌｙ
ｍｅｒ，ＣＯＣ）など導電高分子部材のいずれであることを特徴とする請求項１記載の光
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透過性の振動素子。
【請求項４】
　前記導電高分子部材は共役導電プラスチック（ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ　ｃｏｎｄｕｃｔ
ｉｖｅ　ｐｌａｓｔｉｃｓ）であることを特徴とする請求項１記載の光透過性の振動素子
。
【請求項５】
　前記共役系導電プラスチックはポリアセチレン（ｐｏｌｙａｃｅｔｙｌｅｎｅ）より組
み合わせる脂肪族線型共役導電重合体のグループであることを特徴とする請求項４記載の
光透過性の振動素子。
【請求項６】
　前記共役系導電プラスチックはポリアニリン（ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ）より組み合わ
せる脂肪族線型共役導電重合体のグループであることを特徴とする請求項４記載の光透過
性の振動素子。
【請求項７】
　前記共役系導電プラスチックはポリピロール（ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）より組み合わ
せる複素環式芳香族化合物線型共役導電重合体のグループであることを特徴とする請求項
４記載の光透過性の振動素子。
【請求項８】
　前記共役系導電高分子部材は、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（３，４
－ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈｅｎｅ，ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（ｐｏ
ｌｙａｎｉｌｉｎｅ）またはポリピロール（ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）より組み合わせた
共役系導電高分子重合体グループのいずれであることを特徴とする請求項４記載の光透過
性の振動素子。
【請求項９】
　前記導電高分子部材はプラスチック部材内部に導電部材を添加して仕上げたものである
ことを特徴とする請求項１記載の光透過性の振動素子。
【請求項１０】
　前記プラスチック部材はシリコン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）、ポリイミドフォートレジスト
（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ　ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）、樹脂、プラスチック、テレフタル酸
ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ，　ＰＥＴ）、
ポリカーボネート（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ，　ＰＣ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ，ＰＥ）、塩化ポリビニール（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｃｈｌｏｒｉｄｅ，　
ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＰＰ）、ポリスチレン（ｐ
ｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ，　ＰＳ）、ポリメタクリル酸メチル（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅ
ｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，　ＰＭＭＡ）またはそれらの混合物のプラスチック重合体のいず
れであることを特徴とする請求項９記載の光透過性の振動素子。
【請求項１１】
　前記導電部材は酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）、
二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）または三元化合物（ｔｅｒｎａｒｙ　
ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）より組み合わせたＮ型透明導電部材のグループのいずれであること
を特徴とする請求項９記載の光透過性の振動素子。
【請求項１２】
　前記Ｎ型透明導電部材はインジウム錫酸化物（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，Ｉ
ＴＯ）、インジウム酸化亜鉛（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ，ＩＺＯ）、アルミ
ニウムドープ酸化亜鉛（ａｌ－ｄｏｐｅｄ　ＺｎＯ，ＡＺＯ）または酸化アンチモン錫（
ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，ＡＴＯ）より組み合わせた酸化物ドーピング（
ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）のグループのいずれであることを特徴と
する請求項１１記載の光透過性の振動素子。
【請求項１３】
　前記Ｎ型透明導電部材は二酸化錫と酸化インジウムの混合物（ＳｎＯ２　＋　Ｉｎ２Ｏ
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３）、酸化亜鉛と二酸化錫の混合物（ＺｎＯ　＋　ＳｎＯ2）または酸化亜鉛と酸化イン
ジウムとの混合物（ＺｎＯ　＋　Ｉｎ2Ｏ3）より組み合わせた二元化合物（Ｂｉｎａｒｙ
　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）グループのいずれから選択することを特徴とする請求項１１記載
の光透過性の振動素子。
【請求項１４】
　前記Ｎ型透明導電部材は、スズ酸塩カドミウム（Ｃｄ2ＳｎＯ４、ＣｄＳｎＯ3）、カド
ミウムインジウム酸（ＣｄＩｎ２Ｏ4）、酸化亜鉛インジウムと酸化マグネシウムインジ
ウムの混合物（Ｚｎ2Ｉｎ２Ｏ5　＋　ＭｇＩｎ2Ｏ4）、酸化亜鉛インジウムとインジウム
スズ複合酸化物（Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12、ＺｎＳｎＯ3　＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12

）より組み合わせた三元化合物（Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）グループのいず
れから選択することを特徴とする請求項１１記載の光透過性の振動素子。
【請求項１５】
　前記導電部材は、一次と三価の金属イオンから合成された水晶格子構造の酸化物（ＡＭ
Ｏ2）より組み合わせたＰ型透明導電部材グループのいずれから選択することを特徴とす
る請求項９記載の光透過性の振動素子。
【請求項１６】
　前記一次の金属イオンはリチウム（Ｌｉ）、銅（Ｃｕ）または銀（Ａｇ）より組み合わ
せたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項１５記載の光透過性の振動素
子。
【請求項１７】
　前記三価の金属イオンはアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）またはインジウム（
Ｉｎ）より組み合わせたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項１５記載
の光透過性の振動素子。
【請求項１８】
　前記振動素子は、矩形、円形、平行四辺形、菱形、長方形、正方形、六角形、多辺形よ
り組み合わせたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項１記載の光透過性
の振動素子。
【請求項１９】
　前記振動素子は、予めに設けられたタッチ式表示装置に組み合わせ、前記タッチ式表示
装置は、タッチパネルと、前記タッチパネルの底部に設けられた表示装置を有することを
特徴とする請求項１記載の光透過性の振動素子。
【請求項２０】
　前記振動素子は、前記タッチパネルの天面に設けることを特徴とする請求項１９記載の
光透過性の振動素子。
【請求項２１】
　前記振動素子は、前記タッチパネルと前記表示装置との間に設けることを特徴とする請
求項１９記載の光透過性の振動素子。
【請求項２２】
　前記表示装置は陰極線管（ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ，ＣＲＴ）表示装置、液
晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＬＣＤ）、有機発光ダ
イオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ，　ＯＬＥＤ）
表示装置、真空蛍光ディスプレイ（ｖａｃｕｕｍ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　ｄｉｓｐｌ
ａｙ，　ＶＦＤ）、プラズマディプレイ（ｐｌａｓｍａ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ，
　ＰＤＰ）、表面電界ディスプレイ（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ，　ＳＥＤ）または電界放出ディスプレイ（Ｆｉｅｌｄ　ｅｍ
ｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＦＥＤ）または電子ペーパー（Ｅ－Ｐａｐｅｒ）のい
ずれであることを特徴とする請求項１９記載の光透過性の振動素子。
【請求項２３】
　前記液晶表示装置はＴＮ型（ｔｗｉｓｔｅｄ　ｎｅｍａｔｉｃ，ＴＮ）液晶表示装置、
垂直整列型（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，　ＶＡ）液晶表示装置、マルチド
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メイン垂直整列型（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ
，　ＭＶＡ）、パターン化垂直整列型（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉ
ｇｎｍｅｎｔ，　ＰＶＡ）面内切替型（Ｉｎ－ｐｌａｎｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ，　ＩＰ
Ｓ）、連続回転花火整列型（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ　Ａｌｉｇｎｍｅ
ｎｔ，　ＣＰＡ）、光学的補償湾曲配列型（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　
Ｂｅｎｄ，　ＯＣＢ）等の液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａ
ｙ，　ＬＣＤ）より組み合わせたグループのいずれであることを特徴とする請求項２２記
載の光透過性の振動素子。
【請求項２４】
　前記有機発光ダイオード表示装置は、能動マトリクス有機発光ダイオード（Ａｃｔｉｖ
ｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　Ａ
ＭＯＬＥＤ）表示装置、受動マトリクス有機発光ダイオード表示装置（Ｐａｓｓｉｖｅ　
Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＰＭＯ
ＬＥＤ）などの有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
ｄｉｏｄｅ，　ＯＬＥＤ）表示装置より組み合わせるグループのいずれであることを特徴
とする請求項２２記載の光透過性の振動素子。
【請求項２５】
　前記タッチパネルは抵抗式タッチパネル、静電容量式タッチパネル、赤外線タッチパネ
ル、光学タッチパネルまたは超音波タッチパネルのいずれであることを特徴とする請求項
１９記載の光透過性の振動素子。
【請求項２６】
　前記振動駆動素子は、集積回路タイプ、ファームウェアタイプ、ソフトウエアタイプま
たは主動、受動素子より組み合わせる電子回路タイプであることを特徴とする請求項１記
載の光透過性の振動素子。
【請求項２７】
　前記振動駆動素子は、前記振動素子の電圧または電流を増やせるため、導電のタッチ物
体によって、接触するときに触覚感知を形成することを特徴とする請求項１記載の光透過
性の振動素子。
【請求項２８】
　前記タッチ物体は人間の手または指であることを特徴とする請求項２７記載の光透過性
の振動素子。
【請求項２９】
　前記複数の振動素子によって、振動モジュールに組み合わせることを特徴とする請求項
１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３０】
　前記振動モジュールに備える複数の前記振動素子は、マトリクス方式またはアレイ方式
によって配列されることを特徴とする請求項２９記載の光透過性の振動素子。
【請求項３１】
　光透過性の振動素子であって、前記振動素子は第１基板、前記第１基板の下方に畳設さ
れる第２基板と、予めに設けられる振動駆動素子とを有し、前記駆動振動素子は前記第１
基板、前記第２基板とそれぞれ電気接続し、
　前記第１基板、前記第２基板は光透過性のプラスチック部材からなり、かつ前記第１基
板、前記第２基板の表面に導電部材を設けることによって、前記第１基板、前記第２基板
の表面に均一な抵抗をもたせる光透過性の振動素子。
【請求項３２】
　前記振動素子は圧電アクチュエータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｃｔｕａｔｏｒ
）、圧電モータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、超音波モータ（ｕｌｔｒ
ａｓｏｎｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、エレクトレット（ｅｌｅｃｔｒｅｔ）または関連の薄型化
された振動子のいずれであることを特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３３】
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　前記プラスチック部材はシリコン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）、ポリイミドフォートレジスト
（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ　ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）、樹脂、プラスチック、テレフタル酸
ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ，　ＰＥＴ）、
ポリカーボネート（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ，　ＰＣ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ，ＰＥ）、塩化ポリビニール（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｃｈｌｏｒｉｄｅ，　
ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＰＰ）、ポリスチレン（ｐ
ｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ，　ＰＳ）、ポリメタクリル酸メチル（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅ
ｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，　ＰＭＭＡ）またはそれらの混合物のプラスチック重合体のいず
れであることを特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３４】
　前記導電部材は酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）、
二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）または三元化合物（ｔｅｒｎａｒｙ　
ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）より組み合わせたＮ型透明導電部材のグループのいずれであること
を特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３５】
　前記Ｎ型透明導電部材はインジウム錫酸化物（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，Ｉ
ＴＯ）、インジウム酸化亜鉛（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ，ＩＺＯ）、アルミ
ニウムドープ酸化亜鉛ａｌ－ｄｏｐｅｄ　ＺｎＯ，ＡＺＯ）または酸化アンチモン錫（ａ
ｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，ＡＴＯ）より組み合わせた酸化物ドーピング（ｉ
ｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）のグループのいずれであることを特徴とす
る請求項３４記載の光透過性の振動素子。
【請求項３６】
　前記Ｎ型透明導電部材は二酸化錫と酸化インジウムの混合物（ＳｎＯ2　＋　Ｉｎ2Ｏ3

）、酸化亜鉛と二酸化錫の混合物（ＺｎＯ　＋　ＳｎＯ2）または酸化亜鉛と酸化インジ
ウムとの混合物（ＺｎＯ　＋　Ｉｎ2Ｏ3）より組み合わせた二元化合物（Ｂｉｎａｒｙ　
Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）グループのいずれから選択することを特徴とする請求項３４記載の
光透過性の振動素子。
【請求項３７】
　前記Ｎ型透明導電部材は、スズ酸塩カドミウム（Ｃｄ2ＳｎＯ4、ＣｄＳｎＯ3）、カド
ミウムインジウム酸（ＣｄＩｎ2Ｏ4）、酸化亜鉛インジウムと酸化マグネシウムインジウ
ムの混合物（Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5　＋　ＭｇＩｎ2Ｏ4）、酸化亜鉛インジウムとインジウムス
ズ複合酸化物（Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12、ＺｎＳｎＯ3　＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12）
より組み合わせた三元化合物（Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）グループのいずれ
から選択することを特徴とする請求項３４記載の光透過性の振動素子。
【請求項３８】
　前記導電部材は、一次と三価の金属イオンから合成された水晶格子構造の酸化物（ＡＭ
Ｏ２）より組み合わせたＰ型透明導電部材グループのいずれから選択することを特徴とす
る請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項３９】
　前記一次の金属イオンはリチウム（Ｌｉ）、銅（Ｃｕ）または銀（Ａｇ）より組み合わ
せたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項３８記載の光透過性の振動素
子。
【請求項４０】
　前記三価の金属イオンはアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）またはインジウム（
Ｉｎ）より組み合わせたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項３８記載
の光透過性の振動素子。
【請求項４１】
　前記導電部材はカーボンナノチューブ（Ｃａｒｂｏｎ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）であること
を特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項４２】
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　前記カーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ（Ｓｉｎｇｌｅ－ｗａｌｌｅ
ｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ，　ＳＷＮＴｓ）または多層カーボンナノチュー
ブ（Ｍｕｌｔｉ－ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ，　ＭＷＮＴｓ）の
いずれであることを特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項４３】
　前記振動素子は、矩形、円形、平行四辺形、菱形、長方形、正方形、六角形、多辺形よ
り組み合わせたグループのいずれから選択することを特徴とする請求項３１記載の光透過
性の振動素子。
【請求項４４】
　前記振動素子は、予めに設けられたタッチ式表示装置に組み合わせ、前記タッチ式表示
装置は、タッチパネルと、前記タッチパネルの底部に設けられた表示装置を有することを
特徴とする請求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項４５】
　前記振動素子は、前記タッチパネルの天面に設けることを特徴とする請求項４４記載の
光透過性の振動素子。
【請求項４６】
　前記振動素子は、前記タッチパネルと前記表示装置との間に設けることを特徴とする請
求項４４記載の光透過性の振動素子。
【請求項４７】
　前記表示装置は、陰極線管（ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ，ＣＲＴ）表示装置、
液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＬＣＤ）、有機発光
ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ，　ＯＬＥＤ
）表示装置、真空蛍光ディスプレイ（ｖａｃｕｕｍ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　ｄｉｓｐ
ｌａｙ，　ＶＦＤ）、プラズマディプレイ（ｐｌａｓｍａ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ
，　ＰＤＰ）、表面電界ディスプレイ（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ，　ＳＥＤ）または電界放出ディスプレイ（Ｆｉｅｌｄ　ｅ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＦＥＤ）または電子ペーパー（Ｅ－Ｐａｐｅｒ）の
いずれであることを特徴とする請求項４４記載の光透過性の振動素子。
【請求項４８】
　前記液晶表示装置はＴＮ型（ｔｗｉｓｔｅｄ　ｎｅｍａｔｉｃ，ＴＮ）液晶表示装置、
垂直整列型（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，　ＶＡ）液晶表示装置、マルチド
メイン垂直整列型（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ
，　ＭＶＡ）、パターン化垂直整列型（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａｌｉ
ｇｎｍｅｎｔ，　ＰＶＡ）面内切替型（Ｉｎ－ｐｌａｎｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ，　ＩＰ
Ｓ）、連続回転花火整列型（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ　Ａｌｉｇｎｍｅ
ｎｔ，　ＣＰＡ）、光学的補償湾曲配列型（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　
Ｂｅｎｄ，　ＯＣＢ）等の液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａ
ｙ，　ＬＣＤ）より組み合わせたグループのいずれであることを特徴とする請求項４７記
載の光透過性の振動素子。
【請求項４９】
　前記有機発光ダイオード表示装置は、能動マトリクス有機発光（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔ
ｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＡＭＯＬＥＤ
）表示装置、受動マトリクス有機発光ダイオード表示装置（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａｔｒｉ
ｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＰＭＯＬＥＤ）な
どの有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ
，　ＯＬＥＤ）表示装置より組み合わせるグループのいずれであることを特徴とする請求
項４７記載の光透過性の振動素子。
【請求項５０】
　前記タッチパネルは抵抗式タッチパネル、コンデンサー式タッチパネル、赤外線タッチ
パネル、光学タッチパネルまたは超音波タッチパネルのいずれであることを特徴とする請
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求項４４記載の光透過性の振動素子。
【請求項５１】
　前記振動駆動素子は、集積回路タイプ、ファームウェアタイプ、ソフトウエアタイプま
たは主動、受動素子より組み合わせる電子回路タイプであることを特徴とする請求項３１
記載の光透過性の振動素子。
【請求項５２】
　前記第１基板、前記第２基板の表面に前記導電部材の設置方式は、蒸着、スパッタリン
グまたは電気めっきより組み合わせた皮膜めっき技術のいずれであることを特徴とする請
求項３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項５３】
　前記振動駆動素子は、前記振動素子の電圧または電流を増やせるため、導電のタッチ物
体によって、接触するときに触覚感知を形成することを特徴とする請求項３１記載の光透
過性の振動素子。
【請求項５４】
　前記タッチ物体は人間の手または指であることを特徴とする請求項５３記載の光透過性
の振動素子。
【請求項５５】
　前記複数の振動素子によって、振動モジュールに組み合わせることを特徴とする請求項
３１記載の光透過性の振動素子。
【請求項５６】
　前記振動モジュールに備える複数の前記振動素子は、マトリクス方式またはアレイ方式
によって配列されることを特徴とする請求項５５記載の光透過性の振動素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一種の振動素子に係わり、特に一種の光透過性の可とう性の振動素子に係わる
。
【背景技術】
【０００２】
　圧電部材の進歩に伴い、圧電アクチュエータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｃｔｕ
ａｔｏｒ）、圧電モータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、超音波モータ（
ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、エレクトレット（ｅｌｅｃｔｒｅｔ）またはこれ
らの関連の薄型化されたアクチュエータなど、圧電部材からなるアクチュエータは、体積
または厚みは、すでに相当に小型化されている。その原理は圧電効果（圧電効果は公開さ
れてから長年にわたる公知技術であり、本発明の主な目的でないため、ここでの説明を省
略する）であり、圧電効果は主に圧電正効果（ｄｉｒｅｃｔ　ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ　ｅｆｆｅｃｔ）と圧電逆効果（ｃｏｎｖｅｒｓｅ　ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｅ
ｆｆｅｃｔ）の２種類がある。圧電体に圧力を加わると、物体内部の電極子モーメント（
ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｄｉｐｏｌｅ　ｍｏｍｅｎｔ）は部材の圧縮によって短くなる。この
とき、圧電体内部はこのモーメントを抵抗するため、電圧を発生し現状を維持する。これ
を圧電正効果という。これに対して、圧電体は電界効果を受けたとき、電極子モーメント
（ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｄｉｐｏｌｅ　ｍｏｍｅｎｔ）は長く引っ張られて、圧電体は電界
方向に伸長され、電気エネルギーを機械エネルギーに置き換えられる。これを圧電逆効果
という。前記の圧電アクチュエータ、圧電モータ等は、圧電逆効果によって、振動などの
機械エネルギーが形成される。
【０００３】
　圧電アクチュエータの応用について、通常は２つのタイプに分けることができる。
【０００４】
　タイプ１は圧電素子の縦効果（ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ｅｆｆｅｃｔ）と横方向効
果（ｌａｔｅｒａｌ　ｅｆｆｅｃｔ）によって発生される単純な直線変位型であり、その
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作動はマイクロ／ナノクラス微動能力のリニアモーターを見なし、その構造は単層素子、
積層素子と管状素子等を含む。
【０００５】
　タイプ２はより大きい変位を発生できる複合湾曲変位であり、一般は圧電素子とその他
の弾性部材より組み合わせる。その種類はユニモルフ（ｕｎｉｍｏｒｐｈ）、バイモルフ
（ｂｉｍｏｒｐｈ）等がある。
【０００６】
　単層型圧電素子の構造は簡単だが、変位量が非常に小さい。一般の単層型圧電素子の厚
みは約０．１～１ｍｍの間であり、発生される変位量は約１００ｎｍである。近年は、微
小電子機械システムの微細加工技術の進展により、圧電部材の薄膜化を実現し、応答周波
数も１００ｍＨｚから数ｇＨｚまでがある。単層型圧電素子の駆動方式は、圧電素子の厚
み方向に電圧を加えることによって、部材内部に分極電荷（ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）
または分極によって、伸縮変形を引き起こす。分極の過程は、電荷がキャパシタ（ｃａｐ
ａｃｉｔｏｒ）上に堆積することと同じのため、圧電素子もキャパシタの性質を持つこと
である。
【０００７】
　これに対して、積層型圧電素子は単層型圧電素子を重ね合わせてなるもので、層間はフ
ィルムによって絶縁されている。一般は数十から数百層となる。このため、単層型圧電素
子より大きい変位量を得ることができる。その変位量が数ミクロンから数十ミクロン、固
有周波数は約数ｋＨｚから数１０ｋＨｚである。さらに、エネルギー変換効率面において
も、積層型圧電素子は単層型圧電素子より高いである。単層型圧電素子の間は、電極によ
って仕切られ、並びに各単層型圧電素子の分極方向は隣り合う単層型圧電素子の分極方向
と反対方向を形成しているため、機械構造上は直列接続形式に属するが、電気特性は並列
接続形式に属する。。駆動方式は各単層型圧電素子に対して同時に電圧を加えることによ
って、分極方向に変移変化を形成する。
【０００８】
　公知技術において、圧電アクチュエータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ａｃｔｕａｔ
ｏｒ）、圧電モータ（ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、超音波モータ（ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃ　ｍｏｔｏｒ）、エレクトレット（ｅｌｅｃｔｒｅｔ）または関連の薄
型化されたアクチュエータ等の応用範囲はきわめて広い。たとえば、中華民国特許公報５
７５０２４号（特許文献１）可とう性基板の超音波変換器によれば、主に基板は可とう性
部材からなる。その上部、下部に第１表面と第２表面とを設け、前記第１表面の両側にホ
ルダーを設けて、可とう性の支え構造を形成し、振動膜は第１表面と第２表面が設けられ
ている。そのうち、第２表面はホルダーに取り付け、複数の第１電極と第２電極を有し、
第１電極は基板上に設け、第２電極は振動膜に設ける。前記の組み合わせにより、コスト
を増やさない前提で、生産プロセスのステップを低減し、振動膜の変形量の引き上げと、
駆動／検出電極間の有効検出領域等の多重目標を増やし、抵抗とマッチング層の影響を軽
減し、検出感度と効率の向上に有利する。公報に開示された超音波変換器に可とう性はあ
るものの、光透過性を持たない。さらに、前記特許はスピーカに適用するもので、発生さ
れる振動量は限られているため、主な振動の発生装置に使用することができない。
【０００９】
　さらに、中華民国特許公報Ｉ２４９７０８号（特許文献２）のバイアス電圧を持たない
アナログ抵抗式タッチパネルによれば、圧電効果のエレクトレット部材からなり、コア層
の上下表面に透明層と、導電フィルム層とをそれぞれ設け、コア層の一表面の導電フィル
ム層すべての端部は、高導電性金属電極と、この電極と電気導通の伝送線をそれぞれ形成
し、前記伝送線はコントローラーに電気接続する。前記バイアス電圧を持たないアナログ
抵抗式タッチパネルにタッチしたとき、エレクトレットの圧電効果によって、コア層上下
表面の導通フィルム層間に電位差を発生し、タッチ点から各導電フィルム層までの導電金
属電極までの距離により、様々な抵抗が発生されるため、各電極はこの電位差と抵抗に基
づいて、対応の電流信号を発生し、電極によって電気接続された伝送線を介して、電流信
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号をコントローラーに出力および校正した上、タッチ点の位置座標を検出する。前記特許
によれば、明らかに前記の圧電逆効果を利用し、透明のエレクトレットと電位検出との組
み合わせをタッチパネルとする。この特許の応用分野はタッチパネルであるため、可とう
性にした場合は、巻くときの変形量の違いにより、大量の電位が発生するため、主要な振
動の発生装置に使用することはできない。
【００１０】
　一方、タッチ制御技術の発展に従い、単純なタッチ制御はもはや使用者のニーズに満足
できない。加えて、使用者はタッチパネルを操作するときに、タッチパネルの検出感度、
作業システムの反応速度と個人のタッチ感覚の違いなどの要素制限を受けるため、タッチ
操作のとき、往々にして第一時間にタッチ操作の完了を判断することができない。よって
、使用者にタッチ操作を感覚させるために、一部の業者は前記のアクチュエータを一般の
タッチパネルの底部に設ける。
【００１１】
　使用者が手またはスタイラス等のタッチ体によって、タッチパネルに接触すると、アク
チュエータに振動を発生し、使用者は振動によるフィードバックから操作完了を体感する
。これらの公知技術はタッチフィードバック（ｔｏｕｃｈ　ｆｅｅｄｂａｃｋ）または触
覚フィードバック（ｔａｃｔｉｌｅ　ｆｅｅｄｂａｃｋ）を通称する。
【００１２】
　しかしながら、アクチュエータは部材の特性から、光透過性を有しない。そこで、タッ
チパネルと結合するときは、タッチパネルの表示画面に覆い隠すこと避けるため、タッチ
パネルの底部しか取り付けることができない。このため、アクチュエータより発生する振
動効果が使用者の手またはスタイラス等のタッチ体に伝わるまでに、タッチパネルと表示
パネルを通さなければならない（一般として、タッチ式表示パネルは、タッチパネルの層
と、タッチパネルの底面に設ける表示パネルを有する）。振動波は特性の異なる２層のパ
ネルを通過した後、振動の力量は大幅に吸収されて、使用者はタッチフィードバックを確
実に感触することができない。
【００１３】
　そのほか、タッチ式表示パネルとタッチフィードバックとの組み合わせ設計は、使用者
にタッチ操作の完了を感触することができるが、この種の使用者は健全な目に限られ、失
明者、白内障などの視覚障害者は、タッチ式表示パネルを使用することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】中華民国特許公報５７５０２４号
【特許文献２】中華民国特許公報Ｉ２４９７０８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　前記のニーズについて、本発明人は鋭意に研究し、考案人は当分野においての長年の経
験に基づいて、斬新な光透過性の振動素子とそのモジュールを考案した。
【００１６】
　一種の光透過性の振動素子を提供することを本発明の一目的である。
【００１７】
　一種の可とう性の振動素子を提供することを本発明の一目的である。
【００１８】
　一種のタッチパネルのタッチ表面に直接結合できる光透過性の振動素子を提供すること
を本発明の一目的である。
【００１９】
　一種の光透過性の振動モジュールを提供することを本発明の一目的である。
【００２０】
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　一種の可とう性の振動モジュールを提供することを本発明の一目的である。
【００２１】
　一種のタッチパネルのタッチ表面に直接結合できる光透過性の振動モジュールを提供す
ることを本発明の一目的である。
【００２２】
　一種の局所振動を発生する光透過性の振動モジュールを提供することを本発明の一目的
である。
【００２３】
　一種の触覚検出を発生する光透過性の振動モジュールを提供することを本発明の一目的
である。
【００２４】
　一種の視覚障害者の操作に提供できる光透過性の振動モジュールを提供することを本発
明の一目的である。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記目的を達成するため、本発明に係る透過性の振動素子は、振動素子を有し、第１基
板と第１基板下方に重ね設けられた第２基板がある。そのうち、第１、第２基板を製造す
るときに、部材はフッ素重合体（ｆｌｕｏｒｉｎｅ　ｐｏｌｙｍｅｒ）、ふっ素化エチレ
ン‐プロピレン樹脂（ｆｌｏｕｒｉｎｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　Ｆ
ＥＰ）、ポリ四フッ化エチレン（ｐｏｌｙｔｅｔｒａｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ，　
ＰＴＦＥ）、ポリふっ化ビニリデン（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ
，　ＰＶＤＦ）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）、テフロン（登録商標）（ｔｅｌｆｌｏｎ）、
シクロオレフィン共重合体（ｃｙｃｌｏ　ｏｌｅｆｉｎ　ｃｏｐｌｙｍｅｒ，　ＣＯＣ）
等導電性の高分子部材から選び、部材自体は導電特性のほか、透光性を有する。よって、
第１基板、第２基板を互いに重ね合わせた後、電場の働きを受けると、電気エネルギーを
機械エネルギーに置き換えて、振動を発生する。
【００２６】
　このほか、導電高分子部材はプラスチック部材に導電部材を添加して仕上げることもで
きる。シリコン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）、ポリイミドフォートレジスト（ｐｏｌｙｉｍｉｄ
ｅ　ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）、樹脂、プラスチック、テレフタル酸ポリエチレン（ｐｏ
ｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ，　ＰＥＴ）、ポリカーボネート（
ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ，　ＰＣ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ，　
ＰＥ）、ポリ塩化ビニール（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ，　ＰＶＣ）、ポリ
プロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＰＰ）、ポリスチレン（ｐｏｌｙｓｔｙｒ
ｅｎｅ，　ＰＳ）、ポリメタクリル酸メチル（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌ
ａｔｅ，　ＰＭＭＡ）またはこれらとの混合物のプラスチック重合体等のプラスチック部
材に導電特性を有するものに、導電部材の酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐ
ｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）、二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）または三元化
合物（ｔｅｒｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）より組み合わせたＮ型透明導電部材あるい
は一次と三価の金属イオンより合成された格子構造の酸化物（ＡＭＯ2）から組み合わせ
たＰ型透明導電部材等、ドーピングまたは皮膜めっき技術（蒸着、スパッタリング、電気
めっき等）によって、プラスチック部材全体もしくはすべての表面に均一な抵抗と導電特
性を持たせる。これにより、第１、第２基板はプラスチック部材のプラスチック特性によ
って、光透過性と可とう性を有し、導電部材の電気特性によって、第１、第２基板の表面
または内部とも均一な抵抗を有するため、導電性のプラスチック部材となる。
【００２７】
　振動駆動素子を第１、第２基板にそれぞれ接続した後、振動駆動素子より弦波信号また
は高低振動を具えた電気信号を発生し、第１、第２基板が電場の働きを受けると、第１、
第２基板の電気双極子モーメントは長く引っ張られて、第１、第２基板は電場の方向に延
ばされる。このことは電気エネルギーを機械エネルギーに置き換えて、振動を発生する。
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【発明の効果】
【００２８】
　さらに、振動素子は予めに設けられたタッチ式表示装置に接続しておき、タッチ式表示
装置はタッチ操作をするときに、振動素子によって直ちに振動を引き起し、いわゆるタッ
チフィードバック（触覚フィードバックともいう）を形成する。タッチフィードバックの
効果をより顕著させるため、振動素子はタッチ式表示装置のタッチパネル直接に取り付け
ても良い。すなわち、指、スタイラスなどのタッチ制御物体によるタッチ操作は、振動素
子上に操作することによって、タッチフィードバックのより明確な振動を実現する。振動
素子は光透過性のプラスチック部材からなるため、タッチ式表示装置より形成する画像は
振動素子を透過できる。
【００２９】
　前記振動素子はさらにモジュール化の形で結合し、マトリクス方式またはアレイ方式に
配列して、複数の振動素子を一つの振動モジュールに組み合わせる。組み合わせる過程に
おいて、複数の振動素子間の大きさは同じまたは異なり、外観形状は矩形、円形、平行四
辺形、菱形、長方形、正方形、六角形、多辺形より組み合わせた幾何形状のいずれとする
。
【００３０】
　振動モジュールとタッチ式表示パネルと結合した後、複数または単一位置の振動素子よ
り振動を発生させ、局部区域の振動機能を実現する。振動モジュールは複数の振動素子よ
り構成されているため、単位面積の設置密度が高く、数量が多い振動駆動素子を設置すれ
ば、単位面積の振動素子より局部振動を発生させ、文字または図案に配列することができ
る。
【００３１】
　さらに、視覚障害者の操作に便利を提供するには、振動素子を通過する電気信号をちょ
っと引き上げ、すなわち、振動素子により高い電圧を発生させる。たとえば、漢方医療の
物理治療で使用されている電圧強度において、電気信号が人体を通過しても、真皮または
皮下組織にかすかな筋肉振動を引き起こすが、けがすることはない。
【００３２】
　ここで特に説明することは、振動素子同士の接続方式に拘らず、それぞれの振動素子は
一つの抵抗を見なし、電気信号が振動素子を通過した後に、振動素子上に電位差が形成さ
れる。人間の皮膚にかすかな抵抗が存在しているため、視覚障害者が指または手首部によ
って、一つまたは複数の振動素子にタッチした後、指または手首部の表層の肌にかすかな
振動あるいはしびれ感覚を感じる。この種の電気刺激によるしびれ感覚に、マトリクス方
式またはアレイ方式の振動素子と組み合わせすれば、視覚障害者の文字触覚効果が形成さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の好ましい実施例の立体断面視図である。
【図２】本発明の好ましい実施例の動作を示す図その一である。
【図３】本発明の好ましい実施例の動作を示す図その二である。
【図４】本発明の好ましい実施例の使用を示す図その一である。
【図５】本発明の好ましい実施例の使用を示す図その二である。
【図６】本発明の好ましい実施例の使用を示す図その三である。
【図７】本発明もう一つの好ましい実施例の立体図である。
【図８】本発明もう一つの好ましい実施例の局所概略図である。
【図９】本発明さらに一つの好ましい実施例の立体図である。
【図１０】本発明さらに一つの好ましい実施例を示す図その一である。
【図１１】本発明さらに一つの好ましい実施例を示す図その二である。
【図１２】本発明さらに一つの好ましい実施例を示す図その三である。
【発明を実施するための形態】
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【００３４】
　以下にて図面と合わせて説明する。
【実施例１】
【００３５】
　図１、２、３に、本発明の好ましい実施例の立体断面図圖であり、動作概略図は図１と
図２に示す通り、本発明に係る光透過性振動素子は、主に振動素子１を有し、第１基板１
１、第２基板１２と、予めに設けられた振動駆動素子２からなる。そのうち、
【００３６】
　第１基板１１は光透過性のプラスチック部材からなり、前記第１基板１１の内部に導電
高分子部材１３をドーピングすることによって、第１基板１１に可とう性、光透過性と、
内部の均一な抵抗をもたせる。
【００３７】
　第２基板１２は第１基板１１の底部に重ね合わせ設け、第１基板１１に同じく可とう性
、光透過性と、内部に均一な抵抗を有するため、第２基板１２も光透過性のプラスチック
部材からなり、内部に導電高分子部材１３がドーピングされている。
　前記プラスチック部材はシリコン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）、ポリイミドフォートレジスト
（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ　ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔ）、樹脂、プラスチック、テレフタル酸
ポリエチレン（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ，　ＰＥＴ）、
ポリカーボネート（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ，　ＰＣ）、ポリエチレン（ｐｏｌｙｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ，　ＰＥ）、ポリ塩化ビニール（ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ
，　ＰＶＣ）、ポリプロピレン（ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＰＰ）、ポリスチレン
（ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ，　ＰＳ）、ポリメタクリル酸メチル（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ
ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ，　ＰＭＭＡ）またはこれらとの混合物のプラスチック重合体
のいずれをプラスチック部材によって、フィルム材またはシート部材に仕上げるため、良
い可とう性と光透過性とを有する。
【００３８】
　さらに、前記導電高分子部材１３は主にＰ型導電部材とＮ型導電部材の２種類に分けら
れ、Ｎ型導電部材は酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）
、二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）または三元化合物（ｔｅｒｎａｒｙ
　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）より組み合わせるグループから選択できる。そのうち、
【００３９】
　酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）はインジウム錫酸
化物（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，　ＩＴＯ）、インジウム酸化亜鉛（ｉｎｄｉ
ｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ，　ＩＺＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ａｌ－ｄｏｐ
ｅｄ　ＺｎＯ，　ＡＺＯ）または酸化アンチモン錫（ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉ
ｄｅ，　ＡＴＯ）より組み合わせたグループのいずれである。
【００４０】
　二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）は二酸化錫と酸化インジウムの混合
物（ＳｎＯ2　＋　Ｉｎ2Ｏ3）、酸化亜鉛と二酸化錫の混合物（ＺｎＯ　＋　ＳｎＯ2）ま
たは酸化亜鉛と酸化インジウムとの混合物（ＺｎＯ　＋　Ｉｎ2Ｏ3）より組み合わせたグ
ループのいずれから選択する。
【００４１】
　三元化合物（ｔｅｒｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）はスズ酸塩カドミウム（Ｃｄ2Ｓ
ｎＯ4、ＣｄＳｎＯ3）、カドミウムインジウム酸（ＣｄＩｎ2Ｏ4）、酸化亜鉛インジウム
と酸化マグネシウムインジウムの混合物（Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5　＋　ＭｇＩｎ2Ｏ4）、酸化亜
鉛インジウムとインジウムスズ複合酸化物（Ｚｎ２Ｉｎ2Ｏ5＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12、ＺｎＳ
ｎＯ3　＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12）より組み合わせたグループのいずれから選択する。
【００４２】
　このほか、Ｐ型導電部材は、一次と三価の金属イオンより合成された結晶格子構造の酸
化物（ＡＭＯ2）より組み合わせたグループのいずれから選択し、一次の金属イオンはリ
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チウム（Ｌｉ）、銅（Ｃｕ）または銀（Ａｇ）より組み合わせたグループのいずれから選
択し、三価の金属イオンはアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）またはインジウム（
Ｉｎ）より組み合わせたグループのいずれから選択する。
　前記Ｐ型またはＮ型導電部材のほか、導電部材はカーボンナノチューブ（ｃａｒｂｏｎ
　ｎａｎｏｔｕｂｅ）であっても良い。カーボンナノチューブは単層カーボンナノチュー
ブ（Ｓｉｎｇｌｅ－ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ，　ＳＷＮＴｓ）
と多層カーボンナノチューブ（Ｍｕｌｔｉ－ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕ
ｂｅｓ，　ＭＷＮＴｓ）に分けられる。そのうち、単層カーボンナノチューブはその構造
により、椅子型ナノチューブ（ａｒｍｃｈａｉｒ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）、ジグザグナノチ
ューブ（ｚｉｇｚａｇ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）、カイラルナノチューブ（ｃｈｉｒａｌ　ｎ
ａｎｏｔｕｂｅ）の三種類に分けられる。本発明に係るカーボンナノチューブの透明導電
フィルムの実施方式は、カーボンナノチューブの分散液体をプラスチック基材の表面へ均
一に塗布した上、充填方式によって、カーボンナノチューブの分散ネットワークの隙間に
充填するか、または接着層（ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）を設けて、カーボンナノチ
ューブを基材の表面に塗布（ｓｐｒａｙ　／　ｄｉｐｐｉｎｇ）する。
【００４３】
　以上は導電部材の一般的な種類を取り上げたが、前記の種類に限らず、プラスチックフ
ィルムに導電特性を持たせる部材は、すべてこの範疇に含まれる。
【００４４】
　よって、第１基板１１、第２基板１２は光透過性のプラスチック部材に、導電高分子部
材１３をドーピングすることによって、第１基板１１、第２基板１２はプラスチック部材
のプラスチック特性から、光透過性と可とう性を有すると共に、導電高分子部材の電気特
性によって、第１基板１１、第２基板１２とも均一の抵抗分布により、導電性のプラスチ
ック板材に仕上げることができる。
【００４５】
　さらに、特に注意すべきことは、前記光透過性のプラスチック部材に導電高分子部材１
３をドーピングするほか、第１基板１１、第２基板１２はフッ素ポリマー（Ｆｌｏｕｒｉ
ｎｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒ）、ふっ素化エチレン‐プロピレン樹脂（Ｆｌｏｕｒｉｎｅ　Ｅｔ
ｈｙｌｅｎｅ　Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ，　ＦＥＰ）、ポリ四フッ化エチレン（ｐｏｌｙｔｅ
ｔｒａｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ，　ＰＴＦＥ）、ポリふっ化ビニリデン（ｐｏｌｙ
ｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ　ｆｌｕｏｒｉｄｅ，　ＰＶＤＦ）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）、テ
フロン（ｔｅｌｆｌｏｎ）、シクロオレフィン共重合体（ｃｙｃｌｏ　ｏｌｅｆｉｎ　ｃ
ｏｐｌｙｍｅｒ，　ＣＯＣ）または共役導電プラスチック（Ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ　Ｃｏ
ｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）からなり、共役導電プラスチック（Ｃｏｎｊｕｇ
ａｔｅｄ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）で良く見かける種類はポリ（３，
４－エチレンジオキシチオフェン）（３，４－ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏｘｙｔｈｉｏｐｈ
ｅｎｅ，　ＰＥＤＯＴ）、ポリアニリン（Ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ）またはポリピロール
（Ｐｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）より組み合わせた共役導電重合体グループのいずれである。
また、前記ポリアセチレン（ｐｏｌｙａｃｅｔｙｌｅｎｅ）は脂肪族線型共役導電重合体
より組み合わせるグループのいずれであり、前記ポリアニリン（Ｐｏｌｙａｎｉｌｉｎｅ
）は芳香族線型共役導電重合体より組み合わせるグループを含み、前記ポリピロール（ｐ
ｏｌｙｐｙｒｒｏｌｅ）は複素環式芳香族化合物より組み合わせるグループを含む。
【００４６】
　共役導電重合体（Ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）
は電子導電重合体であり、その特徴として、重合体分子構造の内部に大きなπ電気共役系
を存在し、π価電子に大きな離域性質を有し、体系内部に相対変移できる。よって、外部
電場が存在しているときに、部材内部のπ価電子は定方向に流動する電流を発生し、電子
導電現象を表す。その導電率の大きさと共役系の大きさ、ドーピング状態、ドープ剤の種
類とドーピングの程度に密接な関係を有する。金属導体とは逆に、共役系導電プラスチッ
クの温度係数は正値であり、温度が高いほど、導電性が強い。



(14) JP 4975795 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

【００４７】
　その両端部に定電圧を加えて、部材に定電流を流すと、金属導体に類似する導電性質が
現れる。その構造特徴と導電機制から、複合型と構造型とを分けられる。前者は、プラス
チック部材またはゴム部材にカーボンブラックあるいは金属粉末等の導電性充填材を加え
て作る。良く見かける製品は導電ゴム、導電塗料、有機電熱素子、抵抗、電磁遮蔽部材と
導電接着剤等がある。後者は主に、化学合成、光化学合成または電気化学合成方法によっ
て作り出される。その導電性能と化学構造は、ドーピング状態と直接に関係する。さらに
、電子導電重合体、イオン導電重合体と酸化還元型導電重合体に分けることができる。電
子導電重合体は主に、電極と表示部材に使われている。一部この種の導電部材の導電率は
金属銅の導電値に近づけている。イオン導電重合体は、高分子電解質ともいい、主に固体
電解質として使用される。酸化還元型導電重合体は、電極の表面修飾および分子電子素子
の製造研究として使用される。導電高分子部材は導電性を有するほか、重合体が持つ固有
の可とう性、膜形成性、透明性、粘着性などの特徴を有する。成形加工が便利のため、必
要に応じてさまざまな形状に加工できる。導電高分子部材は、導電塗料、導電ゴム、導電
フィルム、導電プラスチック、導電電気構成品などに幅広く応用されている。
【００４８】
　振動駆動素子２は第１基板１１、第２基板１２とそれぞれ電気接続し、この振動駆動素
子２は弦波信号または高低振動を具えた電気信号を形成することによって、第１基板１１
、第２基板１２が電場の働きを受けると、第１基板１１、第２基板１２の電気双極子モー
メントが長く引っ張られて、第１基板１１、第２基板１２が電場方向に沿って伸長され、
電気エネルギーを機械エネルギーに置き換えられる。本実施例において、振動方向は垂直
振動であり、すなわち、上下振動で表している。
　前記振動駆動素子２は実際の使用状態によって、集積回路タイプ、ファームウェアタイ
プ、ソフトウエアタイプまたは主動、受動素子より組み合わせる電子回路のタイプであっ
ても良い。
【００４９】
　前記説明より、振動素子１は２つの重ね合わせて設けられた第１基板１１、第２基板１
２によって組み合わせた後に、振動駆動素子２の駆動によって、振動を発生する。よって
、振動素子１は類似構造または類似機能の薄型化された振動子であっても良い。圧電アク
チュエータ（Ｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ａｃｔｕａｔｏｒ）、圧電モータ（Ｐｉｅｚ
ｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｍｏｔｏｒ）、超音波モータ（Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃ　Ｍｏｔｏｒ
）、エレクトレット（Ｅｌｅｃｔｒｅｔ）または関連の薄型化された振動子のいずれから
選ぶことができる。
【００５０】
　図４に、本発明の好ましい実施例の使用状態を示す図その一を参照し、図示の通り、本
発明に係る光透過性振動素子をタッチ式表示装置３に組み込み、タッチ式表示装置３はタ
ッチパネル３１と表示装置３２からなり、タッチパネル３１は表示装置３２の上に畳設さ
れ、振動素子１はタッチパネル３１の天面に結合する。これにより、振動素子１が発生す
る振動効果は、直接に指、スタイラスなどのタッチ物体に伝達される。指、スタイラスな
どのタッチ物体によるタッチ操作は、直接に振動素子１上に操作することによって、より
直接的、より明確なタッチフィードバックが得られる。振動素子１は光透過性のプラスチ
ック部材であるため、タッチ式表示装置３から形成する映像は振動素子１をそのまま透過
できる。
【００５１】
　図５に、本発明の好ましい実施例の使用状態を示す図その二を参照し、図示の通り、本
実施例と前記図４との違いは、振動素子１はタッチパネル３１と表示装置３２との間に結
合されている。前記図４、５の実施例において、表示装置３２は陰極線管（Ｃａｔｈｏｄ
ｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ，　ＣＲＴ）表示装置、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ，　ＬＣＤ）、有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ
－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＯＬＥＤ）表示装置、真空蛍光ディスプレイ（Ｖａ
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ｃｕｕｍ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ，　ＶＦＤ）、プラズマディスプレ
イパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ，　ＰＤＰ）、表面電界ディスプ
レイ（Ｓｕｒｆａｃｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ，　
ＳＥＤ）または電界放出ディスプレイ（Ｆｉｅｌｄ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｄｉｓｐｌａｙ
，　ＦＥＤ）または電子ペーパー（Ｅ－Ｐａｐｅｒ）などとも表示装置３２で定められた
範疇に含み、表示装置３２の形態に限られない。表示装置３２が液晶表示装置（ｌｉｑｕ
ｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＬＣＤ）のときは、ＴＮ型（Ｔｗｉｓｔｅｄ
　Ｎｅｍａｔｉｃ，　ＴＮ）、垂直整列型（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，　
ＶＡ）、マルチドメイン垂直整列型（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ａ
ｌｉｇｎｍｅｎｔ，　ＭＶＡ）、パターン化垂直整列型（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｖｅｒｔ
ｉｃａｌ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，　ＰＶＡ）面内切替型（Ｉｎ－ｐｌａｎｅ　ｓｗｉｔｃ
ｈｉｎｇ，　ＩＰＳ）、連続回転花火整列型（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ
　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ，　ＣＰＡ）、光学的補償湾曲配列型（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐ
ｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｅｎｄ，　ＯＣＢ）等の液晶表示装置（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａ
ｌ　ｄｉｓｐｌａｙ，　ＬＣＤ）より組み合わせるグループのいずれである。表示装置３
２が有機発光ダイオード表示装置（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄ
ｉｏｄｅ，　ＯＬＥＤ）のときは、能動マトリクス有機発光ダイオード（Ａｃｔｉｖｅ　
Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＡＭＯ
ＬＥＤ）表示装置、受動マトリクス有機発光ダイオード表示装置（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ，　ＰＭＯＬＥ
Ｄ）などの有機発光ダイオード（ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉ
ｏｄｅ，　ＯＬＥＤ）表示装置より組み合わせるグループのいずれを含む。
【００５２】
　タッチパネル３１は抵抗式タッチパネル、静電容量式タッチパネル、赤外線タッチパネ
ル、光学タッチパネルまたは超音波タッチパネルのうちより選択する。
【００５３】
　図６に、本発明の好ましい実施例の使用状態を示す図その三を参照し、図示の通り、本
実施例は第１基板１１、第２基板１２の可とう性を補助するものであり、第１基板１１、
第２基板１２はプラスチック部材からなる。プラスチック部材は可とう性を有するため、
第１基板１１、第２基板１２が可とう性を有する。よって、振動素子１は電子ペーパーな
どのフレキシブルディスプレイに結合することができる。
【実施例２】
【００５４】
　図７、８に、本発明もう一つの実施例の立体図と局所概略図を参照し、図示の通り、本
発明に係る光透過性振動モジュールは、振動モジュール４を有し、この振動モジュール４
は複数の振動素子１からなる。そのうち、振動素子１の説明は前記図１、２、３の説明を
参照する。
【００５５】
　ここにて、本実施例のタッチフィードバックのプロセスを概略的に説明する。
【００５６】
　タッチ物体がタッチパネル３１上にタッチ操作するときに、タッチパネル３１によって
タッチ物体の動作軌跡を計算および記録される。タッチ物体が単一（多点）タッチ操作の
とき、タッチパネル３１にて単一（多点）タッチ操作の軌跡を形成し、タッチ物体が単一
（多点）タッチ操作で、かつ継続的に移動するとき、タッチパネル３１にて単一（多点）
タッチ操作の連続移動の操作軌跡を形成する。
【００５７】
　引き続き、振動駆動素子２によって動作軌跡を受信し、動作軌跡に基づいて、対応の振
動素子１を見つけ出して、当該振動素子１の振動発生を待つ。
【００５８】
　前記プロセスから明かのように、振動素子１はアレイ方式またはマトリクス方式によっ
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て、タッチ式表示装置３に配列することによって、タッチ物体が接触するときに、タッチ
点の位置（またはタッチ物体がタッチパネル３にタッチする位置）のみ振動が発生される
。他の位置の振動素子１は動作しない。
【００５９】
　さらに、以上に本発明に係る振動素子１とタッチ物体との接触および振動発生のプロセ
スを説明しているが、タッチ操作による振動の変化性を増やすため、本発明は使用のとき
に、さらに以下の振動効果を含むことができる。
【００６０】
　軌跡振動、タッチ物体がタッチパネル３にタッチしたときに、最初に接触された位置の
振動素子１が振動発生すると同時に、タッチ物体がタッチパネル３上に移動開始すること
は、すなわち、タッチ物体が引き続きタッチパネル３に接触され、かつタッチパネル３の
表面にて連続移動されている。このとき、タッチ物体の移動ルートに対応する振動素子１
が振動を発生する。たとえば、タッチ物体の移動ルートが英文字のＬ字型のとき、Ｌ型ル
ート下部の対応の振動素子１が振動を発生する。
【００６１】
　変化的振動、タッチ物体がタッチパネル３に接触したとき、振動素子１は振動開始する
ほか、タッチパネル３によって、タッチ操作の接触時間と圧力を検出し、対応の振動変化
を形成する。たとえば、接触後の圧力が大きいほど、振動の回数または力量を次第に増大
し、使用者に接触力量の超過を知らせることによって、過大な圧力による破損を防止する
。さらに、接触時間が長いほど、振動の回数または力量を次第に増大、減少させることに
よって、さまざまな応用プログラムまたはタッチ制御プログラムに対応し、多様化なタッ
チ制御フィードバックの効果を形成する。
【００６２】
　このほか、注意すべきことは、振動モジュール４は複数の振動素子１からなるため、単
位面積の設置密度が高く、数量が多い振動素子１は単位面積の振動素子１によって局所振
動を発生し、使用者の指が接触すると、簡単な文字または図案を感覚できる。
　本実施例の特徴は、振動素子１はマトリクス方式またはアレイ方式によって、複数の振
動素子を一つの振動モジュールに組み合わせる。組み合わせの過程で、複数の振動素子間
の大きさは同じにするか、または異なることもできる。外観形状は矩形、円形、平行四辺
形、菱形、長方形、正方形、六角形、多辺形より組み合わせた幾何形状のいずれである。
【００６３】
　さらに、振動素子１はそれぞれ振動駆動素子２と電気接続されているため、振動駆動素
子２より弦波信号または高低振動を具えた電気信号を発生したとき、いずれの振動素子１
を駆動し単独に振動させるか、または同時に複数の振動素子１を駆動して振動させて、局
所区域の振動機能を実現する。
【００６４】
　異なる形状の振動素子１を設けることによって、異なる振動区域を形成することができ
る。たとえば、前記タッチパネル３１で表示されるタッチ区域が多辺形のとき、多辺形の
振動素子１によって、タッチ区域は振動素子１に完全に覆われて、タッチ操作によって発
生する振動は、タッチ操作区域を逸脱されない。使用者に誤操作または誤認などの状況を
防止すると共に、全体のタッチ制御フィードバックの精度が向上される。
【００６５】
　他形状の振動素子１の設置によって、本発明をさまざまな形状の電子製品に結合するこ
とができる。たとえば、円形表示装置、多角形表示装置など。実際例として、振動面積を
タッチパネルの隅々に延ばすことで、振動区域を確実に増やせることができる。
【実施例３】
【００６６】
　図９に、本発明もう一つの実施例の立体図と局所概略図を参照し、図示の通り、本実施
例は前記図１と比べて、以下の異なる点がある。
【００６７】
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　振動素子１の第１基板１１と第２基板１２の表面に導電部材１４が設けられている。蒸
着、スパッタリングまたは電気めっきより組み合わせた皮膜めっき技術のいずれから選択
できる。よって、前記図８、９の実施例は、皮膜めっき技術によって、導電部材１４を振
動素子１の第１基板１１と第２基板１２の表面に設けることができる。
【００６８】
　本実施例において、第１基板１１と第２基板１２は前記図１、２、３に示す導電高分子
部材１３を導電部材１４にすることができるほか（導電高分子部材１３は以前に説明され
ているため、ここでの説明を省略する）、導電性皮膜（Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ
）によって実施することができる。この導電性皮膜で使用される導電部材１４は主に、Ｐ
型導電部材と、Ｎ型導電部材の２種類に分類し、Ｎ型導電部材はさらに、酸化物ドーピン
グ（Ｉｍｐｕｒｉｔｙ－Ｄｏｐｅｄ　Ｏｘｉｄｅｓ）、二元化合物（Ｂｉｎａｒｙ　Ｃｏ
ｍｐｏｕｎｄｓ）または三元化合物（Ｔｅｒｎａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）より組み合
わせたグループから選ぶことができる。そのうち、
【００６９】
　酸化物ドーピング（ｉｍｐｕｒｉｔｙ－ｄｏｐｅｄ　ｏｘｉｄｅｓ）はインジウム錫酸
化物（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ，　ＩＴＯ）、インジウム酸化亜鉛（ｉｎｄｉ
ｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ，　ＩＺＯ）、アルミニウムドープ酸化亜鉛（ａｌ－ｄｏｐ
ｅｄ　ＺｎＯ，　ＡＺＯ）または酸化アンチモン錫（ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　ｏｘｉ
ｄｅ，　ＡＴＯ）より組み合わせたグループのいずれから選択できる。
【００７０】
　二元化合物（ｂｉｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）は二酸化錫と酸化インジウムの混合
物（ＳｎＯ2　＋　Ｉｎ2Ｏ3）、酸化亜鉛と二酸化錫の混合物（ＺｎＯ　＋　ＳｎＯ2）ま
たは酸化亜鉛と酸化インジウムとの混合物（ＺｎＯ　＋　Ｉｎ２Ｏ3）より組み合わせた
グループのいずれから選択する。
【００７１】
　三元化合物（ｔｅｒｎａｒｙ　ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ）はスズ酸塩カドミウム（Ｃｄ２Ｓ
ｎＯ４、ＣｄＳｎＯ３）、カドミウムインジウム酸（ＣｄＩｎ２Ｏ４）、、酸化亜鉛イン
ジウムと酸化マグネシウムインジウムの混合物（Ｚｎ２Ｉｎ2Ｏ5　＋　ＭｇＩｎ2Ｏ4）、
酸化亜鉛インジウムとインジウムスズ複合酸化物（Ｚｎ2Ｉｎ2Ｏ5＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12、
ＺｎＳｎＯ3　＋　Ｉｎ4Ｓｎ3Ｏ12）より組み合わせたグループのいずれから選択する。
【００７２】
　このほか、Ｐ型導電部材は、一次と三価の金属イオンより合成された結晶格子構造の酸
化物（ＡＭＯ2）より組み合わせたグループのいずれから選択し、一次の金属イオンはリ
チウム（Ｌｉ）、銅（Ｃｕ）または銀（Ａｇ）より組み合わせたグループのいずれから選
択し、三価の金属イオンはアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）またはインジウム（
Ｉｎ）より組み合わせたグループのいずれから選択する。
【００７３】
　前記Ｐ型またはＮ型導電部材のほか、導電部材はカーボンナノチューブ（ｃａｒｂｏｎ
　ｎａｎｏｔｕｂｅ）であっても良い。カーボンナノチューブは単層カーボンナノチュー
ブ（Ｓｉｎｇｌｅ－ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅｓ，　ＳＷＮＴｓ）
と多層カーボンナノチューブ（Ｍｕｌｔｉ－ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕ
ｂｅｓ，　ＭＷＮＴｓ）に分けられる。そのうち、単層カーボンナノチューブはその構造
により、椅子型ナノチューブ（ａｒｍｃｈａｉｒ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）、ジグザグナノチ
ューブ（ｚｉｇｚａｇ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）、カイラルナノチューブ（ｃｈｉｒａｌ　ｎ
ａｎｏｔｕｂｅ）の三種類に分けられる。本発明に係るカーボンナノチューブの透明導電
フィルムの実施方式は、カーボンナノチューブの分散液体をプラスチック基材の表面へ均
一に塗布した上、充填方式によって、カーボンナノチューブの分散ネットワークの隙間に
充填するか、または接着層（ａｄｈｅｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）を設けて、カーボンナノチ
ューブを基材の表面に塗布（ｓｐｒａｙ　／　ｄｉｐｐｉｎｇ）する。
【００７４】
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　以上は導電部材の一般的な種類を取り上げたが、前記の種類に限らず、プラスチックフ
ィルムに導電特性を持たせる部材は、すべてこの範疇に含まれる。
【実施例４】
【００７５】
　図１０、１１、１２に、本発明もう一つの実施例を示す図１から３を参照し、図示の通
り、本発明は白内障、緑内障または失明の視覚障害者の操作に便利を提供するため、振動
素子１を通過する電気信号を若干引き上げることができる。すなわち、振動駆動素子２に
やや高い電圧を発生させる。人体に耐えられる医療クラスとして、振動駆動素子２の発生
する直流電流を６５ｍＡ以下、交流電流は６０Ｈｚにおいて１０ｍＡ以下、または１００
００Ｈｚのときに、５５ｍＡ以下にすることで、人体の安全使用制限に合致する。
【００７６】
　電気と人体との安全関係を説明する。そもそも、人間の肌は導電の抵抗体であり、抵抗
値はおよそ５００～１５００オームである。かつ、体の乾湿の程度、汗またはムードの変
化によって、異なる数値が現れる。電流が人体を通過するときに、人間はちょっぴりのし
びれ感のほか、細胞に影響を与え、神経系統に刺激して、筋肉が一時的に自律性を失われ
る。しかしながら、人間に対するもっとも危険な状況は電流が心臓を通過し、心臓の筋肉
にある運動神経が攪乱され、正常な脈動ができなくなり、ポンピング（Ｐｕｍｐｉｎｇ）
働きを失い、危険状態が起きる。この現象を心室細動という。
【００７７】
　通常、細胞内部の電位は細胞外部の電位より低い。つまり、細胞内部は負電位であり、
細胞外部は正電位である。この負電位は静止膜電位（ｒｅｓｔｉｎｇ　ｍｅｍｂｒａｎｅ
　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）という。神経または筋肉が電気刺激により、興奮組織（ｅｘｃｉ
ｔａｂｌｅ　ｔｉｓｓｕｅ）が電気刺激を受けると、電極に流れる電流は、電極の正極に
高分極（ｈｙｐｅｒｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）の電位を引き起し、電極の負端に脱分極
（ｄｅｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ）現象を引き起こす。つまり、電極の負端の付近部にあ
る細胞膜内部の負電位は小さくなるか、ないし正電位に変わる現象を引き起こす。そこで
、刺激電圧または電流が大きくなり、電極の負端の付近部の細胞膜の電位がある臨界値あ
るいは閾値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を超えると、細胞膜上のイオンチャンネルが開けられ
、活動電位（ａｃｔｉｏｎ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）を発生し、これら一連の活動は、電気
によって神経または肌に刺激する基本原理である。
【００７８】
　その故に、本実施例において、前記電気刺激の方式による触覚検出が利用されている。
視覚障害者の指または手首部が一つ又は複数の振動素子に接触した後、一つずつの振動素
子１は抵抗を見なし、電気信号は振動素子１を通過した後は、振動素子１にて電位差が形
成される。一方、人間の肌に若干の抵抗を有するため、このときにパルス１５を形成し、
表層の肌に若干の筋肉振動を引き起こすか、微かなしびれ感があり、この種の電気刺激に
よって形成するしびれ感に、マトリクス方式またはアレイ方式に配列された振動元件１は
、失明者文字の触覚効果を形成し、これは前記説明の触覚検出である。
【００７９】
　図１１において、振動モジュール４は振動素子１がそれぞれ振動した後に、盲人用の文
字形式を配列し、左上はＷ、右上はＸ、左下はＹ、右下はＺである。そして、組み合わせ
た盲人用文字それぞれの単一の点は、一つの振動素子１である。
【００８０】
　盲人用文字の各単位点の触覚効果をより明らかにするため、複数の面積の小さい振動素
子１を使用することができる。本実施例において、６　ｘ　６すなわち、３６の振動素子
１を一つの単位点を表す。よって、視覚障害者が振動モジュール４で表示された盲人用文
字を接触したときに、表示文字をより明確に感知できるのである。
【００８１】
　盲人用文字に応用するほか、ここにて、本発明をゲーム関係に応用されたときの特色を
説明したい。たとえば、電子麻雀機にタッチパネルを備えた大型ゲーム機、パソコンまた
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ど、使用者が手によって画面で表示された麻雀にタッチしたとき、振動モジュール４と表
示された麻雀の図案と文字とを合わせて表示すれば、使用者に実体文字の効果を感覚でき
る。言い換えれば、画面で表示された麻雀の図案が一筒のとき、振動モジュール４は一筒
の形状に合わせて、前記盲人用文字の知覚の感知方式によって、使用者に平面の画面にバ
イをつかませる触感覚が得られる。電子麻雀のほか、電子ポーカーゲームも本発明に係る
技術を応用すれば、使用者に平面表示のポーカーカードにタッチしたときに、ポーかカー
ド上の柄または数字を感覚させ、従来式のポーかカードで実現不可能な立体タッチ感覚を
実感できる。
【００８２】
　さらに、本発明を各種ゲームまたは知育ゲーム遊びの多様化におうようできる。そのと
き、振動駆動素子２は使用の必要に応じて、駆動振動素子１によって、さまざまな状況モ
デルにて動作することができる。前記電子麻雀ゲームの例として、使用者が麻雀ルールの
ポン、チー、あがり、カンなどに従い、振動駆動素子２によって、駆動振動素子１に連続
的振動、間欠的振動、異なる周期の連続振動などの振動モードを発生させ、振動状態によ
って使用者にゲームの現在状況を知らせる。
【００８３】
　再び強調したいことは、本発明に係る振動素子１または振動モジュール４は光透過性部
材からなるため、既存のすべてのタッチ式表示装置の表面に追加するか、直接タッチ制御
パネル表面に設けることによって、前記の触覚感知の機能を実現できる。
【００８４】
　以上に説明したものは、本発明の好ましい実施例であり、本発明の実施範疇に制限を加
わるものではない。当技術に熟知するものは、本発明の精神と範疇を逸脱されない、いか
なる等効果変化と修飾とも、本発明の特許申請範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８５】
　　１　　　　　　振動素子
　　１１　　　　　第１基板
　　１２　　　　　第２基板
　　１３　　　　　導電高分子部材
　　１４　　　　　導電部材
　　１５　　　　　パルス
　　２　　　　　　振動駆動素子
　　３　　　　　　タッチ式表示パネル
　　３１　　　　　タッチパネル
　　３２　　　　　表示装置
　　４　　　　　　振動モジュール
　　５　　　　　　指
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