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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面を含み、前記第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め
着磁されており、タッチパネルの入力面に配置される第１オブジェクトと、
　第２面を含み、前記第２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め
着磁されており、前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体に装着、把持、また
は支持される第２オブジェクトと、
を有する力覚提示物。
【請求項２】
　請求項１の力覚提示物であって、
　前記入力面に前記第１オブジェクトが配置された前記タッチパネルに対する入力操作を
行う動作主体によって、前記第２オブジェクトを装着、把持または支持して、前記第１面
と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記第１面と前記第２面と
の間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、前記第１面と前記第２面との間
の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記タッチパネルに対する入力
操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるようにされた、および／また
は、前記動作主体が前記第２オブジェクトから受けるせん断応力が周期的に変化するよう
にされた、力覚提示物。
【請求項３】
　第１面を含み、前記第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め
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着磁されており、タッチパネルの入力面に配置される第１オブジェクトと、
　第２面を含み、前記第２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め
着磁されており、前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体に装着、把持、また
は支持される複数個の第２オブジェクトと、を有し、
　前記第２オブジェクトごとに、前記第２テクスチャの着磁パタンが相違し、
　前記入力面に前記第１オブジェクトが配置された前記タッチパネルに対する入力操作を
行う動作主体によって、複数個の前記第２オブジェクトから選択された選択オブジェクト
を装着、把持または支持して、前記第１面と前記選択オブジェクトの前記第２面とが互い
に接触または近接するようにしたまま、前記第１面と前記選択オブジェクトの前記第２面
との間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、前記第１面と前記選択オブジ
ェクトの前記第２面との間の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記
タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるよ
うにされ、および／または、前記動作主体が前記選択オブジェクトから受けるせん断応力
が周期的に変化するようにされており、
　前記凹凸感覚は前記選択オブジェクトごとに異なり、および／または、前記せん断応力
の最大値および／または前記せん断応力の周期は前記選択オブジェクトごとに異なる力覚
提示物。
【請求項４】
　第１面を含み、前記第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め
着磁されており、タッチパネルの入力面に配置される複数個の第１オブジェクトと、
　第２面を含み、前記第２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め
着磁されており、前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体に装着、把持、また
は支持される第２オブジェクトと、を有し、
　前記第１オブジェクトごとに、前記第１テクスチャの着磁パタンが相違し、
　前記入力面に複数個の前記第１オブジェクトから選択された選択オブジェクトが配置さ
れた前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体によって、前記第２オブジェクト
を装着、把持または支持して、前記選択オブジェクトの前記第１面と前記第２面とが互い
に接触または近接するようにしたまま、前記選択オブジェクトの前記第１面と前記第２面
との間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、前記選択オブジェクトの前記
第１面と前記第２面との間の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記
タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるよ
うにされ、および／または、前記動作主体が前記第２オブジェクトから受けるせん断応力
が周期的に変化するようにされており、
　前記凹凸感覚は前記選択オブジェクトごとに異なる、および／または、前記せん断応力
の最大値および／または前記せん断応力の周期は前記選択オブジェクトごとに異なる、力
覚提示物。
【請求項５】
　第１面を含み、前記第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め
着磁されており、タッチパネルの入力面に配置される複数個の第１オブジェクトと、
　第２面を含み、前記第２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め
着磁されており、前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体に装着、把持、また
は支持される複数個の第２オブジェクトと、を有し、
　前記第１オブジェクトごとに、前記第１テクスチャの着磁パタンが相違し、
　前記第２オブジェクトごとに、前記第２テクスチャの着磁パタンが相違し、
　前記入力面に複数個の前記第１オブジェクトから選択された第１選択オブジェクトが配
置された前記タッチパネルに対する入力操作を行う動作主体によって、複数個の前記第２
オブジェクトから選択された第２選択オブジェクトを装着、把持または支持して、前記第
１選択オブジェクトの前記第１面と前記第２選択オブジェクトの前記第２面とが互いに接
触または近接するようにしたまま、前記第１選択オブジェクトの前記第１面と前記第２選
択オブジェクトの前記第２面との間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、
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前記第１選択オブジェクトの前記第１面と前記第２選択オブジェクトの前記第２面との間
の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記タッチパネルに対する入力
操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるようにされ、および／または
、前記動作主体が前記第２選択オブジェクトから受けるせん断応力が周期的に変化するよ
うにされており、
　前記凹凸感覚は前記第１選択オブジェクトと前記第２選択オブジェクトとの組み合わせ
ごとに異なる、および／または、前記せん断応力の最大値および／または前記せん断応力
の周期は前記第１選択オブジェクトと前記第２選択オブジェクトとの組み合わせごとに異
なる、力覚提示物。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかの力覚提示物であって、
　前記第１テクスチャは、互いに着磁パタンの異なる第１領域および第２領域を含み、
　前記入力面に前記第１オブジェクトが配置された前記タッチパネルに対する入力操作を
行う動作主体によって、前記第２オブジェクトを装着、把持または支持して、前記第１領
域または前記第２領域と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記
第１面と前記第２面との間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、前記第１
面と前記第２面との間の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記タッ
チパネルに対する入力操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるように
され、および／または、前記動作主体が前記第２オブジェクトから受けるせん断応力が周
期的に変化するようにされており、
　前記第１領域と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記相対位
置関係を変化させる操作、および／または、前記相対位置関係を変化させる動作が行われ
ることによって前記動作主体が感じる前記凹凸感覚は、
　前記第２領域と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記相対位
置関係を変化させる操作、および／または、前記相対位置関係を変化させる動作が行われ
ることによって前記動作主体が感じる前記凹凸感覚と相違し、および／または、
　前記第１領域と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記相対位
置関係を変化させる操作、および／または、前記相対位置関係を変化させる動作が行われ
ることによって前記動作主体が受ける前記せん断応力の最大値および／または前記せん断
応力の周期は、
　前記第２領域と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記相対位
置関係を変化させる操作、および／または、前記相対位置関係を変化させる動作が行われ
ることによって前記動作主体が受ける前記せん断応力の最大値および／または前記せん断
応力の周期と相違する、力覚提示物。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかの力覚提示物であって、
　前記第１オブジェクトに接触または近接した第１磁石と、
　前記第２オブジェクトに接触または近接した第２磁石と、を有し、
　前記第１磁石と前記第２磁石とが接近した際、前記動作主体が前記第２オブジェクトか
ら、前記第１磁石と前記第２磁石との間の引力または斥力に基づく力覚を知覚する、力覚
提示物。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかの力覚提示物であって、
　前記タッチパネル上のスライド操作入力と力覚提示とを行うためのものであり、
　前記第１オブジェクトは、一方の板面を前記タッチパネルの入力面側に向けて配置され
る磁気シートであり、
　前記第１面は、前記磁気シートの他方の板面であり、
　前記第１テクスチャは、前記第１面に含まれた特定の第１線に沿ってＳ極の領域とＮ極
の領域とが繰り返し配置された第１繰り返し領域を含み、
　前記第２オブジェクトは、一方の板面である前記第２面を前記第１オブジェクトの第１
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面側に向けて配置される磁気シートを含むものであり、
　前記第２テクスチャは、前記第２面に含まれた特定の第２線に沿ってＳ極の領域とＮ極
の領域とが繰り返し配置された第２繰り返し領域を含み、
　前記第１オブジェクトを前記タッチパネル上に配置し、前記第２オブジェクトを、前記
第１オブジェクト上に、前記第１オブジェクトの前記第１線と前記第２オブジェクトの前
記第２線とが一致または近似するように配置することにより前記スライド操作入力を可能
とする力覚提示物。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれかの力覚提示物であって、
　前記タッチパネル上の回転操作入力と力覚提示とを行うためのものであり、
　前記第１オブジェクトは、一方の板面を前記タッチパネルの入力面側に向けて配置され
る磁気シートであり、
　前記第１面は、前記磁気シートの他方の板面であり、
　前記第１テクスチャは、前記第１面と略垂直な第１軸の軸周り方向に沿ってＳ極の領域
とＮ極の領域とが繰り返し配置された第１繰り返し領域を含み、
　前記第２オブジェクトは、一方の板面である前記第２面を前記第１オブジェクトの第１
面側に向けて配置される磁気シートを含むものであり、
　前記第２テクスチャは、前記第２面と略垂直な第２軸の軸周り方向に沿ってＳ極の領域
とＮ極の領域とが繰り返し配置された第２繰り返し領域を含み、
　前記第１オブジェクトを前記タッチパネル上に配置し、前記第２オブジェクトを、前記
第１オブジェクト上に、前記第１オブジェクトの前記第１軸と前記第２オブジェクトの前
記第２軸とが一致または近似するように配置することにより前記回転操作入力を可能とす
るものであり、
　前記回転操作入力はダイヤル操作入力である、力覚提示物。
【請求項１０】
　請求項９の力覚提示物であって、
　前記ダイヤル操作入力によって回転するダイヤルの回転位置を示す目盛りを有する、力
覚提示物。
【請求項１１】
　請求項１から７のいずれかの力覚提示物であって、
　前記第１テクスチャは、前記第１面に含まれた特定の第１線に沿ってＳ極の領域とＮ極
の領域とが繰り返し配置された第１繰り返し領域と、前記第１線に沿った互いに隣り合う
Ｓ極の帯状領域とＮ極の帯状領域とを含む第１支持領域と、を含み、
　前記第２テクスチャは、前記第２面に含まれた特定の第２線に沿ってＳ極の領域とＮ極
の領域とが繰り返し配置された第２繰り返し領域と、前記第２線に沿った互いに隣り合う
Ｎ極の帯状領域とＳ極の帯状領域とを含む第２支持領域と、を含み、
　前記第２線は前記第１線に沿った形状を持ち、
　前記第２オブジェクトは、前記第１支持領域と前記第２支持領域との間の磁気吸引力に
よって前記第１オブジェクトに支持されたまま、前記第１線に沿って前記第１オブジェク
トに対する相対位置関係を変化させることができる、力覚提示物。
【請求項１２】
　請求項１から７のいずれかの力覚提示物であって、
　前記第１テクスチャは、前記第１面と略垂直な第１軸の軸周り方向に沿ってＳ極の領域
とＮ極の領域とが繰り返し配置された第１繰り返し領域と、前記第１軸を中心とした互い
に隣り合うＳ極の環状領域とＮ極の環状領域とを含む第１支持領域と、を含み、
　前記第２テクスチャは、前記第２面と略垂直な第２軸の軸周り方向に沿ってＳ極の領域
とＮ極の領域とが繰り返し配置された第２繰り返し領域と、前記第２軸を中心とした互い
に隣り合うＮ極の環状領域とＳ極の環状領域とを含む第２支持領域と、を含み、
　前記第２オブジェクトは、前記第１支持領域と前記第２支持領域との間の磁気吸引力に
よって前記第１オブジェクトに支持されたまま、前記第１オブジェクトに対して前記第１
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軸を中心とした回転が可能である、力覚提示物。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれかの力覚提示物であって、
　前記第１オブジェクトは、一方の板面を前記タッチパネルの入力面側に向けて配置され
る磁気シートであり、
　前記第１面は、前記磁気シートの他方の板面である、力覚提示物。
【請求項１４】
　第１面を含み、前記第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め
着磁されている第１オブジェクトと、
　第２面を含み、前記第２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め
着磁されており、動作主体に把持される入力装置に装着または設けられる第２オブジェク
トと、
を有する力覚提示物。
【請求項１５】
　請求項１４の力覚提示物であって、
　前記第２オブジェクトが装着または設けられた前記入力装置を操作する動作主体によっ
て、前記第１面と前記第２面とが互いに接触または近接するようにしたまま、前記第１面
と前記第２面との間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、前記第１面と前
記第２面との間の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、前記入力装置に
対する入力操作が行われるとともに、前記動作主体が凹凸感覚を感じるようにされ、およ
び／または、前記動作主体が前記入力装置から受けるせん断応力が周期的に変化するよう
にされた力覚提示物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は力覚を提示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、入力装置であるペンタブレットの操作者に対して力覚をフィードバッ
クする技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２０７１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では電磁石を用いて発生させた磁場によって力覚を提示するため、電磁石を
駆動させるための電源が必要である。本発明では、電磁石を用いることなく、入力装置へ
の操作を行った者に力覚を提示する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　力覚提示物は、第１オブジェクトと第２オブジェクトとを含む。第１オブジェクトは、
第１面を含み、第１面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第１テクスチャが予め着磁さ
れており、タッチパネルの入力面に配置される。第２オブジェクトは、第２面を含み、第
２面にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む第２テクスチャが予め着磁されており、タッチ
パネルに対する入力操作を行う動作主体に装着、把持、または支持される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明では、電磁石を用いることなく、入力装置への操作を行った者に力覚を提示でき
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る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は実施形態の着磁装置の機能構成を説明するための概念図である。
【図２】図２Ａおよび図２Ｂは、実施形態の着磁装置の機能構成を説明するための概念図
である。
【図３】図３Ａはカッティングプロッタのカッター部品を例示した斜視図であり、図３Ｂ
は当該カッター部品の分解斜視図である。図３Ｃは着磁用部品を例示した斜視図であり、
図３Ｄは当該着磁用部品の分解斜視図である。
【図４】図４は磁石の形状と表面磁束密度との関係を例示したグラフである。
【図５】図５はＳ極パタン情報とＮ極パタン情報とを含むテクスチャ情報を例示した図で
ある。
【図６】図６Ａおよび図６Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図７】図７は２つの磁性シートによって凹凸感を提示する動作を例示した図である。
【図８】図８は２つの磁性シートによって凹凸感を提示する動作を例示した図である。
【図９】図９Ａから図９Ｄは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図１０】図１０Ａから図１０Ｃは、２つの磁性シートによって凹凸感を提示する動作を
例示した図である。
【図１１】図１１Ａから図１１Ｄは２つの磁性シート間の引力面積比を例示するための図
である。
【図１２】図１２は、磁性パタンのピッチと保持力および引力面積比との関係を例示した
図である。
【図１３】図１３Ａから図１３Ｄは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図１４】図１４Ａおよび図１４Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図１５】図１５は、ストライプテクスチャとチェッカーテクスチャとの引力面積比の違
いを例示した図である。
【図１６】図１６Ａおよび図１６Ｂは、ストライプテクスチャが着磁された磁性シートの
組のピッチと保持力および引力面積比との関係をそれぞれ例示した図である。
【図１７】図１７Ａおよび図１７Ｂは、チェッカーテクスチャが着磁された磁性シートの
組のピッチと保持力および引力面積比との関係をそれぞれ例示した図である。
【図１８】図１８Ａおよび図１８Ｂはベースオブジェクトに重ね合わされるシートを例示
した図である。
【図１９】図１９はベースオブジェクトを例示した図である。
【図２０】図２０Ａから図２０Ｄは接触オブジェクトを例示した図である。
【図２１】図２１Ａから図２１Ｃは接触オブジェクトを例示した図である。
【図２２】図２２Ａおよび図２２Ｂは２つの磁性シート間の引力面積比の関係を説明する
ための図である。
【図２３】図２３は実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図２４】図２４Ａから図２４Ｃは実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図２５】図２５は実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図２６】図２６Ａから図２６Ｃは実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図２７】図２７は実施形態の磁性点字ブロックを例示するための図である。
【図２８】図２８Ａおよび図２８Ｂは実施形態の磁性点字ブロック用のシューズを例示す
るための図である。
【図２９】図２９Ａおよび図２９Ｂは実施形態の磁性点字ブロック用の白杖を例示するた
めの図である。
【図３０】図３０Ａおよび図３０Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。図３
０Ｃは凹凸感覚を例示する概念図である。
【図３１】図３１Ａおよび図３１Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。図３
１Ｃは凹凸感覚を例示する概念図である。
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【図３２】図３２は実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図３３】図３３Ａおよび図３３Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。図３
３Ｃおよび図３３Ｄは２つの磁性シートによって凹凸感覚を提示する動作を例示した図で
ある。
【図３４】図３４Ａおよび図３４Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図３５】図３５Ａおよび図３５Ｂは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図３６】図３６Ａから図３６Ｃは、着磁された磁性シートを例示した図である。
【図３７】図３７Ａから図３７Ｄは、着磁された磁性シートに強い磁力の磁石を組み合わ
せた例を表す図である。
【図３８】図３８は実施形態の入力装置を例示するための図である。
【図３９】図３９Ａから図３９Ｄは、機械的構造によって支持される磁性シートを例示し
た図である。
【図４０】図４０Ａから図４０Ｆは、機械的構造によって位置決めされる磁性シートを例
示した図である。
【図４１】図４１Ａから図４１Ｃは、磁力によって位置決めされる磁性シートを例示した
図である。
【図４２】図４２Ａおよび図４２Ｂは、磁力によって位置決めされる磁性シートを例示し
た図である。
【図４３】図４３Ａから図４３Ｃは、ダイヤル型の力覚提示物の変形例を説明するための
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
　［第１実施形態］
　本形態では、入力されたテクスチャ情報に基づいて対象物に当該テクスチャ情報に対応
する切れ目を入れるための装置であるカッティングプロッタ（「カッティングマシン」と
もいう）のカッター部品を着磁用部品に置き換え、このカッティングプロッタを駆動させ
ることで磁性シートに着磁する（磁性シートを磁化する）。
【０００９】
　＜構成＞
　図１から図３に例示するように、本形態の着磁装置１は、着磁用部品１１、カッター部
品装着部１２、描画ヘッド１３、入力部１４、記憶部１５、制御部１６、および駆動部１
７を有し、配置された磁性シート１８に着磁する。この着磁装置１は、カッター部品１０
１、カッター部品装着部１２、描画ヘッド１３、入力部１４、記憶部１５、制御部１６、
および駆動部１７を有するカッティングプロッタのカッター部品１０１を着磁用部品１１
に置き換えたものである。
【００１０】
　≪カッター部品１０１および着磁用部品１１≫
　図３Ａおよび図３Ｂに例示するように、カッター部品１０１は、対象物に切れ目を入れ
るためのカッター部１０１ａ、カッター部１０１ａが固定される円柱状の固定部１０１ｂ
、およびキャップ部１０１ｃを有する。カッター部１０１ａの一端は刃先１０１ａａとな
っており、その他端は固定部１０１ｂに固定されている。カッター部１０１ａは固定部１
０１ｂに対して脱着可能であってもよいし、脱着できなくてもよい。キャップ部１０１ｃ
の先端側には貫通孔１０１ｃａが設けられている。キャップ部１０１ｃは固定部１０１ｂ
のカッター部１０１ａ側に装着可能である。キャップ部１０１ｃを固定部１０１ｂのカッ
ター部１０１ａ側に装着すると、刃先１０１ａａが貫通孔１０１ｃａを通じてキャップ部
１０１ｃの外側に突出する。固定部１０１ｂの外壁側面には装着領域１０１ｂａが設けら
れており、この装着領域１０１ｂａが上述のカッティングプロッタの装着位置に固定可能
である。
【００１１】
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　図３Ｃおよび図３Ｄに例示するように、カッター部品１０１に置き換えられる着磁用部
品１１は、対象物に着磁するための円柱状の磁石１１ａ（装着機構に支持されており、装
着機構が装着位置に装着されたときに磁極が対象物に対向する構造を持つ磁石）、磁石１
１ａが固定される円柱状の固定部１１ｂ（カッター部品の装着位置への装着部分と略同一
の構造を持つ装着機構）、およびキャップ部１１ｃを有する。磁石１１ａはネオジム磁石
などの永久磁石である。磁石１１ａとしてネオジム磁石を用いる場合、その先端部１１ａ
ａの表面磁束密度は、磁石１１ａの形状に応じて異なる。図４に異なる直径（Diameter [
mm]）および長さ（Length [mm]）を持つ円柱状のネオジム磁石の円柱底面中心部における
表面磁束密度（Surface Magnetic Flux Density (Bs) [mT]）を例示する。図４に例示す
るように、直径の大きな磁石１１ａほど表面磁束密度が大きくなるが、直径が大きすぎる
と中心部の磁束密度は低下し、また磁性シート１８に着磁可能なパタンの解像度は低下す
る。同一の直径では長い磁石１１ａほど表面磁束密度が大きくなるが、カッター部品１０
１に置き換え可能な着磁用部品１１としての制約から磁石１１ａの長さが制限される。一
例として、直径２ｍｍ、長さ１０ｍｍのネオジム磁石を磁石１１ａとして用いることがで
きる。磁石１１ａの一端の先端部１１ａａは何れかの磁極（Ｓ極またはＮ極）であり、他
端は固定部１１ｂに固定されている。磁石１１ａは固定部１１ｂに対して脱着可能であっ
てもよいし、脱着できなくてもよい。キャップ部１１ｃの先端側には貫通孔１１ｃａが設
けられている。キャップ部１１ｃは固定部１１ｂの磁石１１ａ側に装着可能である。キャ
ップ部１１ｃを固定部１１ｂの磁石１１ａ側に装着すると、磁石１１ａの先端部１１ａａ
が貫通孔１１ｃａを通じてキャップ部１１ｃの外側に突出する（磁石１１ａの磁極がキャ
ップ部１１ｃの外側に配置される）。固定部１１ｂの外壁側面には装着領域１１ｂａが設
けられており、この装着領域１１ｂａが上述のカッティングプロッタの装着位置に固定可
能である。
【００１２】
　本形態では、固定部１１ｂの外部形状は固定部１０１ｂの外部形状と略同一であり、装
着領域１１ｂａの配置および形状（装着機構の構造）も装着領域１０１ｂａの配置および
形状（カッター部品の装着位置への装着部分）と略同一である。キャップ部１１ｃの外部
形状はキャップ部１０１ｃの外部形状と略同一であることが望ましいが、これらの形状が
異なっていてもよい。装着領域１１ｂａに対する先端部１１ａａの相対位置は、装着領域
１０１ｂａに対する刃先１０１ａａの相対位置と略同一であることが望ましい。好ましく
は、キャップ部１１ｃを固定部１１ｂに装着した際にキャップ部１１ｃの外側に配置され
る先端部１１ａａの長さは、キャップ部１０１ｃを固定部１０１ｂに装着した際にキャッ
プ部１０１ｃの外側に配置される刃先１０１ａａの長さと略同一である。例えば、カッタ
ー部品１０１が含むカッター部１０１ａを磁石１１ａに置換したものを着磁用部品１１と
してもよい。この場合、固定部１０１ｂが固定部１１ｂであり、キャップ部１０１ｃがキ
ャップ部１１ｃである。このような場合、固定部１０１ｂ側のカッター部品１０１の形状
と、固定部１１ｂ側の着磁用部品１１の形状とが略同一であることが望ましい。これによ
り、特別なスペーサーの設置や加工を行うことなく、公知のカッター部品１０１から着磁
用部品１１を生成することができる。なお、αとβとが略同一とは、αとβとが同一であ
るか、または、αとβとが近似することを意味する。
【００１３】
　≪カッター部品装着部１２および描画ヘッド１３≫
　本来、カッター部品１０１の装着領域１０１ｂａがカッター部品装着部１２に固定され
ることで、カッター部品１０１が描画ヘッド１３に取り付けられる。本形態ではこのカッ
ター部品１０１に代え、着磁用部品１１の装着領域１１ｂａがカッター部品装着部１２（
カッター部品の装着位置）に固定されることで、着磁用部品１１が描画ヘッド１３に取り
付けられる（図１および図２Ｂ）。カッター部品装着部１２に取り付けられた着磁用部品
１１は、その磁石１１ａの先端部１１ａａ（磁極）が、着磁対象として配置された磁性シ
ート１８（対象物）の面１８ａに対向するように配置される。すなわち、カッター部品装
着部１２に、磁極（Ｓ極またはＮ極）が磁性シート１８の面１８ａに対向する磁石１１ａ
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を含む部品である着磁用部品１１が取り付けられる。磁性シート１８の面１８ａをＳ極に
着磁するときには磁石１１ａの先端部１１ａａをＮ極とし、磁性シート１８の面１８ａを
Ｎ極に着磁するときには磁石１１ａの先端部１１ａａをＳ極とする。磁性シート１８の面
１８ａにＳ極の着磁とＮ極の着磁とを行う必要がある場合、先端部１１ａａがＮ極の磁石
１１ａを含む着磁用部品１１（Ｓ極の着磁用）と、先端部１１ａａがＳ極の磁石１１ａを
含む着磁用部品１１（Ｎ極の着磁用）とが必要となる。磁石１１ａが固定部１１ｂに対し
て脱着可能であれば、磁性シート１８の面１８ａにＳ極の着磁を行うときに、先端部１１
ａａがＮ極の磁石１１ａを固定部１１ｂに装着し、磁性シート１８の面１８ａにＮ極の着
磁を行うときに、先端部１１ａａがＳ極の磁石１１ａを固定部１１ｂに装着してもよい。
磁石１１ａの両端が互いに異なる磁極（Ｓ極およびＮ極）であり、その両端のうち選択さ
れた一端を先端部１１ａａとし、他端を固定部１１ｂに固定可能であってもよい。すなわ
ち、磁石１１ａが固定部１１ｂに対して反転可能であり、磁石１１ａのいずれの一端（Ｓ
極またはＮ極）を先端部１１ａａとするかが選択可能であってもよい。後述のように、描
画ヘッド１３および磁性シート１８の位置はデジタル的に制御され、磁性シート１８の面
１８ａに対する描画ヘッド１３の相対位置を変化させることができる。なお、磁性シート
１８の面１８ａとは別の面は、面１８ａとは異なる磁極に着磁される。すなわち、磁性シ
ート１８の面１８ａに着磁することは、磁性シート１８自体に着磁することでもある。
【００１４】
　≪入力部１４、記憶部１５、制御部１６、および駆動部１７≫
　入力部１４、記憶部１５、制御部１６、および駆動部１７は、カッティングプロッタに
もともと備えられた機能構成である。入力部１４は入力インタフェースであり、記憶部１
５はＲＡＭ（random-access memory）やハードディスクなどであり、駆動部１７はモータ
やアクチュエータなどからなる駆動装置である。制御部１６は、ＣＰＵ（central proces
sing unit）等のプロセッサ（ハードウェア・プロセッサ）およびＲＡＭ（random-access
 memory）・ＲＯＭ（read-only memory）等のメモリ等を備えるコンピュータが所定のプ
ログラムを実行することで構成されてもよいし、集積回路によって構成されてもよい。
【００１５】
　≪磁性シート１８≫
　磁性シート１８は、強磁性材料を主原料とするシートであり、例えば、磁性ゴムを主原
料とする磁性ゴムシート、磁性プラスチックを主原料とする磁性プラスチックシート、金
属を主原料とする磁性金属シートなどである。強磁性材料が強い磁界内にさらされると、
原子の双極子が磁場と整列し、その並びは磁場が除去された後も残る。一度磁化された強
磁性材料は、反対向きの十分に強い磁界が印加されるか、強い衝撃、または十分に加熱さ
れるまではその磁極の向きを保持する。本形態ではこの特徴を利用し、着磁用部品１１の
磁石１１ａによって磁性シート１８を書き換え可能なように磁化する。
【００１６】
　＜動作＞
　本形態の着磁方法を説明する。着磁装置１（図１）の入力部１４に、磁性シート１８の
面１８ａに着磁するパタン（着磁パタン）を表すテクスチャ情報が入力される。テクスチ
ャ情報は磁性シート１８の面１８ａのどの座標を磁化するかを表す二次元データである。
着磁パタンが何れか一方の磁極（Ｓ極またはＮ極）に磁性シート１８の面１８ａを磁化す
るためのものである場合（一方の磁極にのみに対応するパタンである場合）、テクスチャ
情報はその磁極に磁化するパタンを表すパタン情報を含む。一方、着磁パタンが両方の磁
極（Ｓ極およびＮ極）に磁性シート１８の面１８ａを磁化するためのものである場合（両
方の磁極に対応するパタンである場合）、テクスチャ情報は一方の磁極（例えばＳ極）に
磁化するパタンを表すパタン情報（一方の磁極に対応するパタンを表す第１パタン情報）
、および他方の磁極（例えばＮ極）に磁化するパタンを表すパタン情報（他方の磁極に対
応するパタンを表す第２パタン情報）を含む。図５に、両方の磁極に磁性シート１８の面
１８ａを磁化するための着磁パタン１１０を例示する。図５に例示するように、着磁パタ
ン１１０はＳ極に磁化するパタン１１１およびＮ極に磁化するパタン１１２を含む。この
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場合のテクスチャ情報は、パタン１１１を表す情報およびパタン１１２を表す情報を含む
。テクスチャ情報は、描画ソフトウェアによって作成されたベクター形式の画像データで
あってもよいし、そのような画像データが変換されたラスタ形式の画像データ（ビットマ
ップ画像データ）であってもよい。入力されたテクスチャ情報は記憶部１５に格納される
。また磁性シート１８が着磁装置１に装着される。これにより、カッター部品装着部１２
に取り付けられた着磁用部品１１の磁石１１ａの先端部１１ａａ（磁極）が、磁性シート
１８の面１８ａに対向する。
【００１７】
　カッティングプロッタである着磁装置１を動作させると、制御部１６は記憶部１５から
テクスチャ情報を読み込み、駆動部１７を制御して磁性シート１８の面１８ａに対する描
画ヘッド１３の相対位置を変化させ、磁石１１ａの先端部１１ａａの磁力によって、テク
スチャ情報に対応するパタンに磁性シート１８の面１８ａを着磁する（テクスチャ情報に
対応する着磁を磁性シート１８の面１８ａに行う）。すなわち、駆動部１７は、描画ヘッ
ド１３をＸ軸とＺ軸の少なくとも何れかに沿って移動させることで、磁性シート１８の面
１８ａに対する磁石１１ａの先端部１１ａａの相対位置を変化させることができる。さら
に駆動部１７は、磁性シート１８をＹ軸に沿って移動させることで磁性シート１８の面１
８ａに対する磁石１１ａの先端部１１ａａの相対位置を変化させることができる。ただし
、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸は互いに直交する座標軸である。Ｘ軸およびＹ軸を通るＸ－Ｙ平面は
磁性シート１８の面１８ａと略平行（例えば、平行）であり、Ｚ軸は磁性シート１８の面
１８ａに略直交（例えば、直交）する。磁性シート１８に対する描画ヘッド１３の相対位
置をＸ座標および／またはＹ軸に沿って変化させると、磁性シート１８の面１８ａにおけ
る磁石１１ａの先端部１１ａａの（Ｘ，Ｙ）座標を変化させることができ、磁性シート１
８の面１８ａ内の着磁位置を変化させることができる。磁性シート１８に対する描画ヘッ
ド１３の相対位置をＺ座標に沿って変化させると、磁性シート１８の面１８ａと磁石１１
ａの先端部１１ａａとの距離を変化させることができる。磁性シート１８の面１８ａへの
着磁は、磁性シート１８の面１８ａと磁石１１ａの先端部１１ａａとが接触または近接し
た場合に行われる。そのため、磁性シート１８の面１８ａと磁石１１ａの先端部１１ａａ
との距離を変化させることで、着磁の有無を制御することができる。駆動部１７はテクス
チャ情報に基づいて描画ヘッド１３と磁性シート１８との間の相対位置をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸に沿って変化させ、これによってテクスチャ情報が表す着磁パタンで磁性シート１８の
面１８ａ側を磁化する。なお、着磁パタンが両方の磁極（Ｓ極およびＮ極）に磁性シート
１８の面１８ａを磁化するためのものである場合、駆動部１７はそれぞれの磁極に対応す
るパタンについて、磁性シート１８の面１８ａ側を磁化する。Ｓ極に磁化するパタンに基
づいて磁化を行う場合、先端部１１ａａがＮ極の磁石１１ａを含む着磁用部品１１を用い
、駆動部１７がＳ極のパタンに従って描画ヘッド１３と磁性シート１８との間の相対位置
をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に沿って変化させ、Ｓ極のパタン（例えば、図５のパタン１１１）を
磁性シート１８の面１８ａに着磁する。Ｎ極に磁化するパタンに基づいて磁化を行う場合
、先端部１１ａａがＳ極の磁石１１ａを含む着磁用部品１１を用い、駆動部１７がＮ極の
パタンに従って描画ヘッド１３と磁性シート１８との間の相対位置をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に
沿って変化させ、Ｎ極のパタン（例えば、図５のパタン１１２）を磁性シート１８の面１
８ａに着磁する。すなわち、着磁用部品１１に含まれた磁石１１ａのＮ極（他方の磁極）
が磁性シート１８の面１８ａに対向しているときに、Ｓ極のパタン（例えば、図５のパタ
ン１１１）の着磁（第１パタン情報に対応する着磁）を磁性シート１８の面１８ａに行う
。一方、着磁用部品１１に含まれた磁石１１ａのＳ極（一方の磁極）が磁性シート１８の
面１８ａに対向しているときに、Ｎ極のパタン（例えば、図５のパタン１１２）の着磁（
第２パタン情報に対応する着磁）を磁性シート１８の面１８ａに行う。なお、先端部１１
ａａの磁極の切り替え方法は前述の通りである。
【００１８】
　着磁方法としては、以下の二種類が想定できる。
　スライド法：磁石１１ａの先端部１１ａａの磁極を磁性シート１８の面１８ａに接触ま
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たは近接させたまま、磁性シート１８における描画ヘッド１３の（Ｘ，Ｙ）座標を変化さ
せる方法。
　プロット法：磁石１１ａの先端部１１ａａの磁極を磁性シート１８の面１８ａから離し
たまま、磁性シート１８における描画ヘッド１３の（Ｘ，Ｙ）座標を変化させ、着磁する
座標で磁石１１ａの先端部１１ａａの磁極を磁性シート１８の面１８ａに接触または近接
させる方法。
　スライド法は、高速な着磁が可能であるが、着磁部分の原子双極子の向きを面１８ａに
対して垂直に揃えることができず、表面磁束密度が低下する可能性がある。一方、プロッ
ト法は、着磁部分の原子双極子の向きを面１８ａに対して垂直に揃えることができるが、
着磁に多くの時間を費やしてしまう。２ｍｍ間隔および１ｍｍ間隔で着磁するプロット法
、ならびにスライド法によって、同じパタンを着磁した場合のステップ数、処理時間、お
よび表面磁束密度の比較結果を例示する。
【表１】

　この結果より、プロット法とスライド法とで表面磁束密度の最大値に大きな違いがない
ことが分かる。さらに、スライド法はプロット法に比べてステップ数および処理時間が格
段に小さいことが分かる。また、プロット法を用いて２ｍｍ間隔で着磁した場合、表面磁
束密度の最小値が大幅に低下する。これは、着磁点の間隔が広くなり、表面磁束密度が不
均一になっているためである。以上より、プロット法よりもスライド法を用いて着磁する
方が好ましいことが分かる。
【００１９】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、着磁用の特別な装置を用いることなく、任意の磁気パタンを着磁できる。
【００２０】
　［第１実施形態の変形例］
　第１実施形態では、磁性シート１８の面１８ａを両方の磁極（Ｓ極およびＮ極）に磁化
する場合、手動によって磁石１１ａの先端部１１ａａの磁極を切り替えていた。しかしな
がら、磁石１１ａの先端部１１ａａの磁極が自動的に切り替えられてもよい。すなわち、
Ｓ極のパタンの着磁（第１パタン情報に対応する着磁）を磁性シート１８の面１８ａに行
う際に、着磁用部品１１に含まれた磁石１１ａのＮ極（他方の磁極）を磁性シート１８の
面１８ａに自動的に対向させ、Ｎ極のパタンの着磁（第２パタン情報に対応する着磁）を
磁性シート１８の面１８ａに行う際に、着磁用部品１１に含まれた磁石１１ａのＳ極（一
方の磁極）を磁性シート１８の面１８ａに自動的に対向させてもよい。すなわち、固定部
１１ｂ（装着機構）がカッター部品装着部１２（装着位置）に装着されたときに磁性シー
ト１８（対象物）の面１８ａに対向する磁極の極性が切り替え可能であってもよい。例え
ば、着磁用部品１１の磁石１１ａが物理的に反転することで、磁石１１ａの先端部１１ａ
ａの磁極が自動的に切り替えられてもよい。あるいは、磁石１１ａとして電磁石を用い、
その電磁石に供給する電流の向きを切り替えることで、磁石１１ａの先端部１１ａａの磁
極を自動的に切り替えてもよい。
【００２１】
　［第２実施形態］
　第２実施形態では、Ｓ極およびＮ極からなるパタンが着磁された２つのオブジェクトを
用いて凹凸（「凸凹」ともいう）を知覚させる。本形態の力覚提示物は、「第１オブジェ
クト」と「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「第１面」を含み、
「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が着磁されている。
「第２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを
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含む「第２テクスチャ」が着磁されている。ただし、人間または人間以外の動物である「
動作主体」が、「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも何れかに接
して、「第１面」と「第２面」とを互いに接触または近接させたまま、「第１面」と「第
２面」との間の相対位置関係を変化させる操作、または／および、「第１面」と「第２面
」との間の相対位置関係を変化させる動作が行われることにより、「動作主体」が凹凸を
知覚するようにされている。すなわち、「動作主体」が、「第１オブジェクト」と「第２
オブジェクト」との少なくとも何れかに接して、「第１面」と「第２面」とを互いに接触
または近接させたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操作
、または／および、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作が行
われることにより、「動作主体」が「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少
なくとも一方から受けるせん断応力が周期的に変化する。せん断応力の変化は「第１面」
および「第２面」に沿った平面が含む直線方向の変化であるが、「動作主体」はこの変化
を「第１面」および「第２面」に対して略垂直な凹凸として知覚（錯覚）する。「第１テ
クスチャ」および「第２テクスチャ」の例は、Ｓ極に着磁された領域とＮ極に着磁された
領域とが交互に周期的に配置されたものである。例えば、「第１テクスチャ」および「第
２テクスチャ」は、Ｓ極に着磁された帯状の領域とＮ極に着磁された帯状の領域とが交互
に周期的に配置されたものであってもよいし、Ｓ極に着磁された周期的な略市松模様の領
域とＮ極に着磁された周期的な略市松模様の領域とを含んでいてもよい。「第１テクスチ
ャ」のパタンと「第２テクスチャ」のパタンとは同一であってもよいし、異なっていても
よい。「第１テクスチャ」のパタンと「第２テクスチャ」のパタンとの組み合わせによっ
て、「動作主体」が「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも一方か
ら受けるせん断応力の変化の仕方が異なり、「動作主体」が知覚する凹凸感も異なる。「
第１面」と「第２面」との間の相対位置関係をいずれの方向に変化させるかに応じ、「動
作主体」が「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも一方から受ける
せん断応力の変化の仕方が異なってもよい。この場合には「第１面」と「第２面」との間
の相対位置関係をいずれの方向に変化させるかに応じ、「動作主体」が知覚する凹凸感も
異なる。例えば、「第１テクスチャ」および「第２テクスチャ」が、Ｓ極に着磁されたテ
ープ状の領域とＮ極に着磁されたテープ状の領域とが交互に周期的に配置されたものであ
り、「第１テクスチャ」の当該テープ状の領域の長手方向が「第２テクスチャ」の当該テ
ープ状の領域の長手方向に倣うように「第１面」と「第２面」とを互いに接触または近接
させたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操作を行う、ま
たは／および、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作が行われ
てもよい。この場合、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を、テープ状の領域
の長手方向に変化させるか、短手方向に変化させるかによって、「動作主体」が「第１オ
ブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも一方から受けるせん断応力の変化の
仕方が異なり、知覚する凹凸感も異なる。なお、「第１面」と「第２面」との間の相対位
置関係を変化させる操作、または／および、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関
係を変化させる動作の例は、以下（１）から（３）の何れか、またはその一部またはすべ
ての組み合わせである。
（１）「動作主体」が直接「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも
一方を動かすことで、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作。
（２）「動作主体」が「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも一方
と「動作主体」との間に介在するものを動かすことで、間接的に「第１オブジェクト」と
「第２オブジェクト」との少なくとも一方を動かし、「第１面」と「第２面」との間の相
対位置関係を変化させる動作。
（３）「動作主体」が「第１オブジェクト」と「第２オブジェクト」との少なくとも一方
を自動的に動かす装置を駆動し、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化さ
せる操作。
　また、「第１面と第２面との間の相対位置関係を変化させる」とは、例えば、「第１面
」に対して「第２面」をスライドさせること、「第２面」に対して「第１面」をスライド
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させることなどである。
【００２２】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　図６Ａの磁性シート２１０は「第１オブジェクト」の具体例であり、図６Ｂの磁性シー
ト２２０は「第２オブジェクト」の具体例である。磁性シート２１０の一方の面（板面）
２１１（第１面）には、Ｓ極の領域２１１ａとＮ極の領域２１１ｂとを含むテクスチャ（
第１テクスチャ）が着磁されている。面２１１にはＳ極に着磁された帯状（テープ状）の
領域２１１ａとＮ極に着磁された帯状（テープ状）の領域２１１ｂとが交互に周期的に配
置されている。同様に、磁性シート２２０の一方の面（板面）２２１（第２面）には、Ｓ
極の領域２２１ａとＮ極の領域２２１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁さ
れている。面２２１にはＳ極に着磁された帯状（テープ状）の領域２２１ａとＮ極に着磁
された帯状（テープ状）の領域２２１ｂとが交互に周期的に配置されている。この例の場
合、領域２１１ａの短手方向の幅（ピッチ）、領域２１１ｂの短手方向の幅（ピッチ）、
領域２２１ａの短手方向の幅（ピッチ）、領域２２１ｂの短手方向の幅（ピッチ）はいず
れも２ｍｍである。また、図６Ａおよび図６Ｂでは、図形パタンの相違によって領域２１
１ａ、領域２１１ｂ、領域２２１ａ、および領域２２１ｂの磁極の相違を表現している。
領域２１１ａ、領域２１１ｂ、領域２２１ａ、および領域２２１ｂが視覚的に識別可能に
塗り分けられているわけではない。すなわち、これらのテクスチャは着磁パタンであり、
視覚的に塗り分けられた模様ではない（以下、同様）。磁性シート２１０および２２０へ
の着磁は、例えば、第１実施形態で説明した方法によって行われる。しかし、それ以外の
方法で磁性シート２１０および２２０への着磁が行われてもよい（以下、同様）。
【００２３】
　図７、図８および図１０Ａに例示するように、利用者（動作主体）は、面２１１が外方
を向くように磁性シート２１０を配置し、面２１１に面２２１が接触するように磁性シー
ト２２０を配置する。ただし、磁性シート２１０の領域２１１ａ，２１１ｂの長手方向Ｄ
１が磁性シート２２０の領域２２１ａ，２２１ｂの長手方向Ｄ２に倣う向きに、磁性シー
ト２２０が磁性シート２１０に重ねられる。例えば、長手方向Ｄ１が長手方向Ｄ２に沿っ
た方向となるように（言い換えると、長手方向Ｄ１と長手方向Ｄ２とが互いに略平行とな
るように）、磁性シート２２０が磁性シート２１０に重ねられる。利用者は指２００で磁
性シート２１０に重ねられた磁性シート２２０の他方の面２２２に接し、面２１１と面２
２１とを互いに接触または近接（ほぼ接触）させたまま、面２１１と面２２１との間の相
対位置関係を変化させる操作を行う。図７および図８の例では、面２１１と面２２１との
間の相対位置関係を磁性シート２１０の領域２１１ａ，２１１ｂの短手方向であるＸＡ方
向に変化させる。これにより、利用者が磁性シート２２０から受けるＸＡ方向のせん断応
力が周期的に変化する。その結果、利用者は面２２１に略直交する方向の凹凸感を知覚す
る。なお、面２１１と面２２１との間の相対位置関係を磁性シート２１０の領域２１１ａ
，２１１ｂの長手方向に変化させた場合には利用者が受けるせん断応力は変化せず、利用
者は凹凸感を知覚しない。面２１１と面２２１との間の相対位置関係をいずれの方向に変
化させるかに応じ、利用者が磁性シート２２０から受けるせん断応力の変化の仕方が異な
り、知覚する凹凸感も異なる。
【００２４】
　図９Ａおよび図９Ｂは、磁性シート２１０とピッチが相違する磁性シート２３０，２５
０の例示であり、図９Ｃおよび図９Ｄは、磁性シート２２０とピッチが相違する磁性シー
ト２４０，２６０の例示である。磁性シート２３０，２５０は「第１オブジェクト」の具
体例であり、磁性シート２４０，２６０は「第２オブジェクト」の具体例である。磁性シ
ート２３０の一方の面２３１（第１面）には、Ｓ極に着磁された帯状の領域２３１ａとＮ
極に着磁された帯状の領域２３１ｂとが交互に周期的に配置されている。同様に、磁性シ
ート２４０の一方の面２４１（第２面）には、Ｓ極に着磁された帯状の領域２４１ａとＮ
極に着磁された帯状の領域２４１ｂとが交互に周期的に配置されている。磁性シート２５
０の一方の面２５１（第１面）には、Ｓ極に着磁された帯状の領域２５１ａとＮ極に着磁
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された帯状の領域２５１ｂとが交互に周期的に配置されている。同様に、磁性シート２６
０の一方の面２６１（第２面）には、Ｓ極に着磁された帯状の領域２６１ａとＮ極に着磁
された帯状の領域２６１ｂとが交互に周期的に配置されている。ただし、領域２３１ａの
短手方向の幅、領域２３１ｂの短手方向の幅、領域２４１ａの短手方向の幅、領域２４１
ｂの短手方向の幅はいずれも４ｍｍである。領域２５１ａの短手方向の幅、領域２５１ｂ
の短手方向の幅、領域２６１ａの短手方向の幅、領域２６１ｂの短手方向の幅はいずれも
６ｍｍである。
【００２５】
　「第１オブジェクト」として磁性シート２３０が用いられ、「第２オブジェクト」とし
て磁性シート２４０が用いられる場合、利用者は、磁性シート２１０，２２０、面２１１
，２２１、領域２１１ａ，２１１ｂ，２２１ａ，２２１ｂを磁性シート２３０，２４０、
面２３１，２４１、領域２３１ａ，２３１ｂ，２４１ａ，２４１ｂに代え、磁性シート２
１０および２２０を用いた場合と同様に、面２３１と面２４１とを互いに接触または近接
させたまま、面２３１と面２４１との間の相対位置関係を変化させる操作、または／およ
び、面２３１と面２４１との間の相対位置関係を変化させる動作を行い、これによって凹
凸感を知覚する（図１０Ｂ）。同様に、「第１オブジェクト」として磁性シート２５０が
用いられ、「第２オブジェクト」として磁性シート２６０が用いられる場合、利用者は、
磁性シート２１０，２２０、面２１１，２２１、領域２１１ａ，２１１ｂ，２２１ａ，２
２１ｂを磁性シート２５０，２６０、面２５１，２６１、領域２５１ａ，２５１ｂ，２６
１ａ，２６１ｂに代え、磁性シート２１０および２２０を用いた場合と同様に、面２５１
と面２６１とを互いに接触または近接させたまま、面２５１と面２６１との間の相対位置
関係を変化させる操作、または／および、面２５１と面２６１との間の相対位置関係を変
化させる動作を行い、これによって凹凸感を知覚する（図１０Ｃ）。
【００２６】
　その他、「第１オブジェクト」として磁性シート２１０，２３０，２５０の何れかが用
いられ、「第２オブジェクト」として磁性シート２２０，２４０，２６０の何れかが用い
られ、「第１オブジェクト」のピッチと「第２オブジェクト」のピッチとが異なっていて
もよい。
【００２７】
　「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッ
チは、利用者が知覚するせん断応力、すなわち凹凸感に影響を与える。まず、図１０Ａか
ら図１０Ｃに例示するように、利用者が知覚するせん断応力の空間周波数、すなわち凹凸
の間隔は、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチおよび「第２オブ
ジェクト」として用いられる磁性シートのピッチのうち小さいほうに依存する。例えば、
図１０Ａのように「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられる磁
性シートのピッチがともに２ｍｍである場合に知覚される凹凸の間隔は、図１０Ｂのよう
に「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッ
チがともに４ｍｍである場合に知覚される凹凸の間隔よりも狭い。次に、図１１Ａから図
１１Ｄに例示するように、利用者が知覚するせん断応力の大きさ、すなわち凹凸感の強さ
は、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチと「第２オブジェクト」
として用いられる磁性シートのピッチとの組み合わせに依存する。図１１Ａおよび図１１
Ｂに例示するように、「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられ
る磁性シートのピッチが同一である場合（例えば、同じ２ｍｍである場合）、「第１オブ
ジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられる磁性シート間の引力面積比（At
tractive force area Ratio）の最大値（１００％）と最小値（０％）の差が最大となり
、利用者が知覚する凹凸感の強さが最大となる。図１１Ａおよび図１１Ｃに例示するよう
に、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチが６ｍｍであり、「第２
オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチが２ｍｍである場合、磁性シート間
の引力面積比の最大値は６６．６７％となり、最小値は３３．３３％となり、利用者が知
覚する凹凸感の強さは「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられ
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る磁性シートのピッチが同一である場合よりも小さくなる。さらに、図１１Ａおよび図１
１Ｄに例示するように、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチが４
ｍｍであり、「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチが２ｍｍである
場合、磁性シート間の引力面積比の最大値および最小値はともに５０％となり、利用者は
凹凸感を知覚しない。
【００２８】
　利用者が知覚する凹凸感の強さを定式化すると以下のようになる。「第２オブジェクト
」として用いられる磁性シートＡのピッチをｐＡ＝ｎ［ｍｍ］とし、「第１オブジェクト
」として用いられる磁性シートＢのピッチｐＢ＝ｍ［ｍｍ］とする。ただし、ｎ≦ｍとす
る。２つの磁性シートＡ，Ｂが触れ合う面での引力面積比Ａｒ（Ａ，Ｂ）は、２つのピッ
チｐＡ、ｐＢの関数ｆで表される。
Ａｒ（Ａ，Ｂ）＝ｆ（ｐＡ，ｐＢ）［％］　　（１）
ただし、関数ｆは磁性シートＡ，Ｂに着磁されたパタンに依る。また２つの磁性シートＡ
，Ｂ間に発生する保持力（Holding Force：Ｈ（Ａ，Ｂ）［ｇ／ｃｍ２］）は、Ａｒ（Ａ

，Ｂ）および両磁性シートＡ，Ｂの表面磁束密度ＢｓＡ、ＢｓＢ［ｍＴ］に依存し、関数
ｇで表せる。
Ｈ（Ａ，Ｂ）＝ｇ（Ａｒ（Ａ，Ｂ），Ｂｓ（Ａ），Ｂｓ（Ｂ））［ｇ／ｃｍ２］　　（２
）
この２つの磁性シートＡ，Ｂの面を互いに接触または近接させたまま、これらの面の間の
相対位置関係を変化させたときに知覚される凹凸感の強さＶ（Ａ，Ｂ）は、Ｈ（Ａ，Ｂ）

の最大値Ｈ（Ａ，Ｂ）ＭＡＸに依存し、関数ｈで表せる。
Ｖ（Ａ，Ｂ）＝ｈ（Ｈ（Ａ，Ｂ）ＭＡＸ）
＝ｈ（ｇ（Ａｒ（Ａ，Ｂ），Ｂｓ（Ａ），Ｂｓ（Ｂ））ＭＡＸ）　　（∵（２））
＝ｈ（ｇ（ｆ（ｐＡ，ｐＢ），ｐＡ，ｐＢ）ＭＡＸ）　　（∵（１）および同一部材を用
いた場合、表面磁束密度ＢｓＡ、ＢｓＢは主にピッチｐＡ，ｐＢにそれぞれ依存）
＝Ｆ（ｐＡ，ｐＢ）　　（３）
【００２９】
　図１２は、磁性シートＡ，ＢのピッチｐＡ，ｐＢと、磁性シートＡ，Ｂ間に発生する保
持力および最大引力面積比（引力面積比の最大値）との関係を例示したものである。図１
２の左側の縦軸は保持力を表し、右側の縦軸は最大引力面積比を表し、横軸は磁性シート
Ａ，ＢのピッチｐＡ，ｐＢ（（Ａ）はピッチｐＡ、（Ｂ）はピッチｐＢ）を表す。このよ
うに、「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートＡ
，Ｂによって知覚される凹凸の強さは、磁性シートＡ，Ｂのピッチに応じて変化する。
【００３０】
　「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」の他の例を示す。図１３Ａから図１
４Ｂは、Ｓ極に着磁された周期的な略市松模様（略チェッカー）の領域とＮ極に着磁され
た周期的な略市松模様の領域とを含むテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジ
ェクト」および「第２オブジェクト」とする例である。図１３Ａ、図１３Ｃおよび図１４
Ａの磁性シート２１０’，２３０’，２５０’は「第１オブジェクト」の具体例であり、
図１３Ｂ、図１３Ｄおよび図１４Ｂの磁性シート２２０’，２４０’，２６０’は「第２
オブジェクト」の具体例である。略市松模様とは、市松模様または市松模様に近似する模
様を意味する。すなわち、本形態の略市松模様とは、Ｓ極が着磁された正方形（または長
方形）とＮ極が着磁された正方形（または長方形）とが交互に周期的に配置されたパタン
（市松模様）のみならず、Ｓ極が着磁された正方形（または長方形）に類似するパタンと
Ｎ極が着磁された正方形（または長方形）に類似するパタンとが交互に周期的に配置され
たパタンをも含む。正方形（または長方形）に類似するパタンの例は、正方形（または長
方形）の角が丸められたパタン、円、楕円などである。
【００３１】
　図１３Ａに例示するように、磁性シート２１０’（第１オブジェクト）の一方の面２１
１’（第１面）には、Ｓ極が着磁された角が丸められた正方形の領域２１１ａ’とＮ極が
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着磁された角が丸められた正方形の領域２１１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市
松模様のテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。図１３Ｂに例示するように、
磁性シート２２０’（第２オブジェクト）の一方の面２２１’（第２面）には、Ｓ極が着
磁された角が丸められた正方形の領域２２１ａ’とＮ極が着磁された角が丸められた正方
形の領域２２１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市松模様のテクスチャ（第２テク
スチャ）が着磁されている。磁性シート２１０’および２２０’に着磁された略市松模様
のパタンのピッチ（周期的に交互に繰り返し配置される各パタンの幅）はすべて２ｍｍで
ある。
【００３２】
　図１３Ｃに例示するように、磁性シート２３０’（第１オブジェクト）の一方の面２３
１’（第１面）には、Ｓ極が着磁された角が丸められた正方形の領域２３１ａ’とＮ極が
着磁された角が丸められた正方形の領域２３１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市
松模様のテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。図１３Ｄに例示するように、
磁性シート２４０’（第２オブジェクト）の一方の面２４１’（第２面）には、Ｓ極が着
磁された角が丸められた正方形の領域２４１ａ’とＮ極が着磁された角が丸められた正方
形の領域２４１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市松模様のテクスチャ（第２テク
スチャ）が着磁されている。磁性シート２３０’および２４０’に着磁された略市松模様
のパタンのピッチはすべて４ｍｍである。
【００３３】
　図１４Ａに例示するように、磁性シート２５０’（第１オブジェクト）の一方の面２５
１’（第１面）には、Ｓ極が着磁された角が丸められた正方形の領域２５１ａ’とＮ極が
着磁された角が丸められた正方形の領域２５１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市
松模様のテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。図１４Ｂに例示するように、
磁性シート２６０’（第２オブジェクト）の一方の面２６１’（第２面）には、Ｓ極が着
磁された角が丸められた正方形の領域２６１ａ’とＮ極が着磁された角が丸められた正方
形の領域２６１ｂ’とが周期的に交互に繰り返される略市松模様のテクスチャ（第２テク
スチャ）が着磁されている。磁性シート２５０’および２６０’に着磁された略市松模様
のパタンのピッチはすべて６ｍｍである。
【００３４】
　上述のような略市松模様のテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェクト」
および「第２オブジェクト」とした場合も、利用者が「第１オブジェクト」の「第１面」
と「第２面」とを互いに接触または近接させたまま、「第１面」と「第２面」との間の相
対位置関係を変化させる操作を行う、または／および、「第１面」と「第２面」との間の
相対位置関係を変化させる動作を行うことにより、凹凸を知覚することができる。なお「
第１オブジェクト」のピッチと「第２オブジェクト」のピッチとは互いに同一であっても
よいし、異なっていてもよい。その他、略市松模様のテクスチャが着磁された磁性シート
を「第１オブジェクト」とし、前述のような帯状の領域が交互に繰り返されるテクスチャ
が着磁された磁性シートを「第２オブジェクト」としてもよい。逆に、前述のような帯状
の領域が交互に繰り返されるテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェクト」
とし、略市松模様のテクスチャが着磁された磁性シートを「第２オブジェクト」としても
よい。
【００３５】
　上述のような略市松模様のテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェクト」
および「第２オブジェクト」の少なくとも一方として用いる場合も、「第１オブジェクト
」および「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチは、利用者が知覚す
るせん断応力、すなわち凹凸感に影響を与える。すなわち、利用者が知覚するせん断応力
の空間周波数、すなわち凹凸の間隔は、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シー
トのピッチおよび「第２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチのうち小さ
いほうに依存する。また、利用者が知覚するせん断応力の大きさ、すなわち凹凸感の強さ
は、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチと「第２オブジェクト」
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として用いられる磁性シートのピッチとの組み合わせに依存する。また、前述した知覚さ
れる凹凸感の強さの定式化は、略市松模様のテクスチャが着磁された磁性シートを「第１
オブジェクト」および「第２オブジェクト」の少なくとも一方として用いる場合にも適用
でき、知覚される凹凸感の強さＶ（Ａ，Ｂ）は式（３）で表される。ただし、前述のよう
な帯状の領域が交互に繰り返されるテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェ
クト」および「第２オブジェクト」とする場合に比べ、略市松模様のテクスチャが着磁さ
れた磁性シートを「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」の少なくとも一方と
して用いる場合の方が、磁性シート間の最大引力面積比が小さくなり、知覚される凹凸感
を小さくできる。例えば、図１５に例示するように、２ｍｍのピッチの磁性シートと６ｍ
ｍのピッチの磁性シートとを用いる場合であっても、帯状の領域が交互に繰り返されるテ
クスチャ（ストライプテクスチャ）が着磁された磁性シートの組を用いる場合の最大引力
面積比は６６．６７％となるのに対し、略市松模様のテクスチャ（チェッカーテクスチャ
）が着磁された磁性シートの組を用いる場合の最大引力面積比は５５．５６％となる。ま
た、図１６Ａから図１７Ｂに例示するように、ストライプテクスチャが着磁された磁性シ
ートの組を用いる場合でもチェッカーテクスチャが着磁された磁性シートの組を用いる場
合でも、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチと「第２オブジェク
ト」として用いられる磁性シートのピッチとが等しい場合に、それらの磁性シート間の保
持力および最大引力面積比が最大になる。ここで、ストライプテクスチャの場合には、「
第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチと「第２オブジェクト」として
用いられる磁性シートのピッチとが相違する場合でも、或る程度の大きさの保持力および
最大引力面積比が得られている（図１６Ａおよび図１６Ｂ）。これに対し、チェッカーテ
クスチャの場合には、「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチと「第
２オブジェクト」として用いられる磁性シートのピッチとが相違する場合の保持力および
最大引力面積比が、それらのピッチが同一の場合に比べて大幅に低下する（図１７Ａおよ
び図１７Ｂ）。すなわち、ストライプテクスチャの場合には、２つの磁性シートのピッチ
が相違してもある程度の強さの凹凸感を知覚させることができるが、チェッカーテクスチ
ャの場合には、２つの磁性シートのピッチが相違すると知覚される凹凸感の強さが大幅に
低下することが分かる。一方、ストライプテクスチャの場合には、「第１オブジェクト」
と「第２オブジェクト」との相対位置を１次元方向に変化させたときにしか凹凸感を知覚
させることができないが、チェッカーテクスチャの場合には、この相対位置を二次元方向
に変化させた場合にも凹凸感を知覚させることができる。
【００３６】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、２つの磁性シートを用いて凹凸感を知覚させることができ、それぞれに着
磁されたテクスチャやピッチに応じて多様な凹凸感を表現できる。
【００３７】
　［第２実施形態の変形例］
　「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートと「第２オブジェクト」として用い
られる磁性シートとの間で十分な磁力が及ぶのであれば、これらの２つの磁性シートが非
接触な状態でそれらの面（第１面と第２面）の間の相対位置関係を変化させてもよい。例
えば、これらの２つの磁性シートの間に紙などの非磁性体の薄いシートが介在してもよい
。利用者が「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートと「第２オブジェクト」と
して用いられる磁性シートの両方に接していてもよいし、「第１オブジェクト」として用
いられる磁性シートのみに接していてもよい。
【００３８】
　［第３実施形態］
　第３実施形態は第２実施形態の原理を応用したものである。前述のように、一方の磁性
シートに着磁されたテクスチャが同一であったとしても、それに重ねられる他方の磁性シ
ートに着磁されたテクスチャが異なれば、利用者に異なる凹凸感を提示できる。本形態で
はこの特徴を利用する。本形態の力覚提示物は、「ベースオブジェクト」「第１シート」
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「第２シート」「第１接触オブジェクト」および「第２接触オブジェクト」を有する。「
ベースオブジェクト」は、「第１面」を含み、「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域と
を含む「第１テクスチャ」が予め着磁されている。「第１シート」は、視覚によって認識
可能な「第１パタン」が設けられており、「ベースオブジェクト」の「第１面」に重ね合
せられる。「第２シート」は、「第１パタン」とは異なる、視覚によって認識可能な「第
２パタン」が設けられており、「ベースオブジェクト」の「第１面」に重ね合せられる。
「第１接触オブジェクト」は、「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領
域とを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。「第２接触オブジェクト」は、「
第３面」を含み、「第３面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含み、「第２テクスチャ」
とは異なる「第３テクスチャ」が予め着磁されている。ここで、「動作主体」が「第１行
動」を行ったときに「第１接触オブジェクト」から感じる凹凸感覚と、「第２行動」を行
ったときに「第２接触オブジェクト」から感じる凹凸感覚とは互いに異なる。言い換える
と、「動作主体」が「第１行動」を行ったときに「第１接触オブジェクト」から受けるせ
ん断応力の変化の仕方と、「動作主体」が「第２行動」を行ったときに「第２接触オブジ
ェクト」から受けるせん断応力の変化の仕方と、は互いに異なる。ただし、「第１行動」
とは、「ベースオブジェクト」の「第１面」に「第１シート」が重ね合せられているとき
に、「動作主体」が、「第１接触オブジェクト」に接触して、「第１面」と「第２面」と
を互いに近接させたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操
作、または／および、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作を
行う行動を意味する。「第２行動」とは、「ベースオブジェクト」の「第１面」に「第２
シート」が重ね合せられているときに、「動作主体」が、「第２接触オブジェクト」に接
触して、「第１面」と「第３面」とを互いに近接させたまま、「第１面」と「第３面」と
の間の相対位置関係を変化させる操作、または／および、「第１面」と「第３面」との間
の相対位置関係を変化させる動作を行う行動を意味する。
【００３９】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　図１９に本形態の「ベースオブジェクト」であるベースオブジェクト３１０を例示する
。本形態のベースオブジェクト３１０は磁性シートであり、その一方の面３１０ａ（第１
面）にはＳ極の領域３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，３１４ａとＮ極の領域３１１ｂ，３
１２ｂ，３１３ｂ，３１４ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）が予め着磁されてい
る。ベースオブジェクト３１０の面３１０ａは、４つの領域３１１，３１２，３１３，お
よび３１４に区分されている。領域３１１には、Ｓ極の帯状の領域３１１ａとＮ極の帯状
の領域３１１ｂとが周期的な交互な繰り返しとなるように着磁されている。領域３１２に
は、Ｓ極の帯状の領域３１２ａとＮ極の帯状の領域３１２ｂとが周期的な交互な繰り返し
となるように着磁されている。領域３１３には、Ｓ極の帯状の領域３１３ａとＮ極の帯状
の領域３１３ｂとが周期的な交互な繰り返しとなるように着磁されている。領域３１４に
は、Ｓ極の帯状の領域３１４ａとＮ極の帯状の領域３１４ｂとが周期的な交互な繰り返し
となるように着磁されている。
【００４０】
　図１８Ａに本形態の「第１シート」であるシート３４１を例示し、図１８Ｂに本形態の
「第２シート」であるシート３４２を例示する。シート３４１，３４２は、紙や合成樹脂
などの非磁性体の薄いシートである。シート３４１，３４２は、不透明な材質から構成さ
れていてもよいし、透明な材質から構成されていてもよい。シート３４１の一方の面には
、視覚によって認識可能なパタン（第１パタン）が設けられている。シート３４２の一方
の面には、シート３４１のパタン（第１パタン）とは異なる、視覚によって認識可能なパ
タン（第２パタン）が設けられている。図１８Ａおよび図１８Ｂに例示するシート３４１
，３４２の一方の面には、互いに相違する画像（例えば、絵や写真など）が描かれている
。この例の場合、シート３４１ではスキー場が表現されており、シート３４２ではオフロ
ードコースが表現されている。シート３４１および３４２は、ベースオブジェクト３１０
の面３１０ａにそれぞれ重ね合わせることができる。



(19) JP 6784824 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

【００４１】
　図２０Ａおよび図２０Ｂに本形態の「第１接触オブジェクト」である接触オブジェクト
３２０を例示する。本形態の接触オブジェクト３２０は磁性シートである。接触オブジェ
クト３２０の一方の面３２２には画像（例えば、スノーボーダーの絵や写真など）が描か
れている。接触オブジェクト３２０の他方の面３２１（第２面）には、Ｓ極の領域３２１
ａとＮ極の領域３２１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されている。
本形態の接触オブジェクト３２０の面３２１には、Ｓ極の帯状の領域３２１ａとＮ極の帯
状の領域３２１ｂとが周期的な交互な繰り返しとなるように着磁されている。
【００４２】
　図２０Ｃおよび図２０Ｄに本形態の「第２接触オブジェクト」である接触オブジェクト
３３０を例示する。本形態の接触オブジェクト３３０も磁性シートである。接触オブジェ
クト３３０の一方の面３３２には画像（例えば、車の絵や写真など）が描かれている。接
触オブジェクト３３０の他方の面３３１（第３面）には、Ｓ極の領域３３１ａとＮ極の領
域３３１ｂとを含むテクスチャ（第３テクスチャ）が予め着磁されている。接触オブジェ
クト３３０の面３３１に着磁されたテクスチャは、接触オブジェクト３２０の面３２１に
着磁されたテクスチャと相違する。本形態の接触オブジェクト３３０の面３３１には、Ｓ
極の帯状の領域３３１ａとＮ極の帯状の領域３３１ｂとが周期的な交互な繰り返しとなる
ように着磁されている。ただし、面３３１に着磁されているテクスチャのピッチは、接触
オブジェクト３２０の面３２１に着磁されているテクスチャのピッチと異なる。
【００４３】
　ベースオブジェクト３１０の面３１０ａにシート３４１（第１シート）が重ね合わされ
ているとき、さらにシート３４１に接触オブジェクト３２０が重ね合わされる。接触オブ
ジェクト３２０の面３２１はシート３４１側に向けられ、接触オブジェクト３２０とベー
スオブジェクト３１０との間にシート３４１が配置される。利用者（動作主体）は、指な
どで接触オブジェクト３２０の面３２２に接触して、面３１０ａ（第１面）と面３２１（
第２面）とを互いに近接させたまま、面３１０ａ（第１面）と面３２１（第２面）との間
の相対位置関係を変化させる操作、または／および、面３１０ａ（第１面）と面３２１（
第２面）との間の相対位置関係を変化させる動作（第１行動）を行う。これにより、利用
者は接触オブジェクト３２０から凹凸感を知覚する。前述のように、この凹凸感覚は、接
触オブジェクト３２０の面３２１に着磁されたＳ極の領域３２１ａとＮ極の領域３２１ｂ
とからなるパタンと、このパタンが近接しているベースオブジェクト３１０の面３１０ａ
の領域（領域３１１，３１２，３１３，および３１４の何れか）に着磁されたＳ極の領域
（領域３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，および３１４ａの何れか）とＮ極の領域（領域３
１１ｂ，３１２ｂ，３１３ｂ，および３１４ｂの何れか）とからなるパタンとの組み合わ
せによって異なる。
【００４４】
　一方、ベースオブジェクト３１０の面３１０ａにシート３４２（第２シート）が重ね合
わされているとき、さらにシート３４２に接触オブジェクト３３０が重ね合わされる。接
触オブジェクト３３０の面３３１はシート３４２側に向けられ、接触オブジェクト３３０
とベースオブジェクト３１０との間にシート３４２が配置される。利用者（動作主体）は
、指などで接触オブジェクト３３０の面３３２に接触して、面３１０ａ（第１面）と面３
３１（第３面）とを互いに近接させたまま、面３１０ａ（第１面）と面３３１（第３面）
との間の相対位置関係を変化させる操作、または／および、面３１０ａ（第１面）と面３
３１（第３面）との間の相対位置関係を変化させる動作（第２行動）を行う。これにより
、利用者は接触オブジェクト３３０から凹凸感を知覚する。前述のように、この凹凸感覚
も、接触オブジェクト３３０の面３３１に着磁されたＳ極の領域３３１ａとＮ極の領域３
３１ｂとからなるパタンと、このパタンが近接しているベースオブジェクト３１０の面３
１０ａの領域（領域３１１，３１２，３１３，および３１４の何れか）に着磁されたＳ極
の領域（領域３１１ａ，３１２ａ，３１３ａ，および３１４ａの何れか）とＮ極の領域（
領域３１１ｂ，３１２ｂ，３１３ｂ，および３１４ｂの何れか）とからなるパタンとの組
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み合わせによって異なる。
【００４５】
　さらに、接触オブジェクト３２０の面３２１に着磁されているＳ極の領域３２１ａとＮ
極の領域３２１ｂとを含むテクスチャは、接触オブジェクト３３０の面３３１に着磁され
ているＳ極の領域３３１ａとＮ極の領域３３１ｂとを含むテクスチャとは相違する。その
ため、ベースオブジェクト３１０の面３１０ａのいずれかの領域α（領域３１１，３１２
，３１３，および３１４の何れか）に、接触オブジェクト３２０に着磁された領域３２１
ａおよび３２１ｂを含むテクスチャが近接し、利用者が「第１行動」を行っているときに
知覚する凹凸感覚と、同じ領域αに、接触オブジェクト３３０に着磁された領域３３１ａ
および３３１ｂを含むテクスチャが近接し、利用者が「第２行動」を行っているときに知
覚する凹凸感覚とは、互いに相違する。前述のように、領域αに、接触オブジェクト３２
０に着磁された領域３２１ａおよび３２１ｂを含むテクスチャが近接し、利用者が「第１
行動」を行っているときに接触オブジェクト３２０から受けるせん断応力の変化の仕方と
、同じ領域αに、接触オブジェクト３３０に着磁された領域３３１ａおよび３３１ｂを含
むテクスチャが近接し、利用者が「第２行動」を行っているときに接触オブジェクト３３
０から受けるせん断応力の変化の仕方とは、互いに相違するからである。
【００４６】
　＜本形態の特徴＞
　以上より、同じベースオブジェクト３１０を用いた場合でも、接触オブジェクト３２０
を用いるか接触オブジェクト３３０を用いるかによって、利用者に異なる凹凸感覚を提示
できる。例えば、接触オブジェクト３２０を用いるか接触オブジェクト３３０を用いるか
によって、凹凸感覚の強さやピッチ（知覚される凹凸の間隔）を相違させることもできる
し、凹凸感覚を知覚しない領域を相違させることもできる。このように互いに異なる凹凸
感覚に対応する互いに異なる画像をシート３４１およびシート３４２に描いておけば、シ
ート３４１およびシート３４２に表された互いに異なる画像に応じ、互いに異なる凹凸感
覚を知覚させることができる。このように、本形態では永久磁石のみを用いているにもか
かわらず、シートに表された画像に応じて凹凸感覚を変化させることができる。このよう
な技術は、例えば、シートに応じて異なる凹凸感覚を提示する絵本などに応用することが
できる。
【００４７】
　［第３実施形態の変形例］
　「ベースオブジェクト」の「第１面」に着磁される「第１テクスチャ」が、Ｓ極に着磁
された周期的な略市松模様の領域とＮ極に着磁された周期的な略市松模様の領域とを含む
「チェッカーテクスチャ」であってもよい。同様に、「第１接触オブジェクト」の「第２
面」に着磁される「第２テクスチャ」が「チェッカーテクスチャ」であってもよいし、「
第２接触オブジェクト」の「第３面」に着磁される「第３テクスチャ」が「チェッカーテ
クスチャ」であってもよい。
【００４８】
　例えば、前述したベースオブジェクト３１０に代えて、図２１Ａに例示するベースオブ
ジェクト３１０’が用いられてもよいし、接触オブジェクト３２０に代えて、図２１Ｂに
例示する接触オブジェクト３２０’が用いられてもよいし、接触オブジェクト３３０に代
えて、図２１Ｃに例示する接触オブジェクト３３０’が用いられてもよい。
【００４９】
　ベースオブジェクト３１０’は磁性シートであり、その一方の面３１０ａ’（第１面）
にはＳ極の領域３１１ａ’，３１２ａ’，３１３ａ’，３１４ａ’，３１５ａ’とＮ極の
領域３１１ｂ’，３１２ｂ’，３１３ｂ’，３１４ｂ’，３１５ｂ’とを含む周期的な略
市松模様のテクスチャ（第１テクスチャ）が予め着磁されている。ベースオブジェクト３
１０’の面３１０ａ’は、５つの領域３１１’，３１２’，３１３’，３１４’，および
３１５’に区分されている。領域３１１’には、Ｓ極の領域３１１ａ’とＮ極の領域３１
１ｂ’とからなる周期的な略市松模様のテクスチャが着磁されている。領域３１２’には
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、Ｓ極の領域３１２ａ’とＮ極の領域３１２ｂ’とからなる周期的な略市松模様のテクス
チャが着磁されている。領域３１３’には、Ｓ極の領域３１３ａ’とＮ極の領域３１３ｂ
’とからなる周期的な略市松模様のテクスチャが着磁されている。領域３１４’には、Ｓ
極の領域３１４ａ’とＮ極の領域３１４ｂ’とからなる周期的な略市松模様のテクスチャ
が着磁されている。領域３１５’には、Ｓ極の領域３１５ａ’とＮ極の領域３１５ｂ’と
からなる周期的な略市松模様のテクスチャが着磁されている。
【００５０】
　接触オブジェクト３２０’は磁性シートである。接触オブジェクト３２０’の一方の面
には画像が描かれており、他方の面３２１’（第２面）には、Ｓ極の領域３２１ａ’とＮ
極の領域３２１ｂ’とからなる周期的な略市松模様のテクスチャ（第２テクスチャ）が予
め着磁されている。接触オブジェクト３３０’は磁性シートである。接触オブジェクト３
３０’の一方の面には画像が描かれており、他方の面３３１’（第３面）には、Ｓ極の領
域３３１ａ’とＮ極の領域３３１ｂ’とからなる周期的な略市松模様のテクスチャ（第３
テクスチャ）が予め着磁されている。
【００５１】
　このようにしても第３実施形態と同様な効果を得ることができる。ただし、第２実施形
態で説明したように、ベースオブジェクト３１０、接触オブジェクト３２０、および接触
オブジェクト３３０の少なくとも何れかに代えて、チェッカーテクスチャが着磁されたベ
ースオブジェクト３１０’、接触オブジェクト３２０’、および接触オブジェクト３３０
’の少なくとも何れかとして用いた場合、利用者が知覚するせん断応力の大きさ、すなわ
ち凹凸感の強さは小さくなる。図２２Ａに例示するように、ストライプテクスチャが着磁
されたベースオブジェクトＡおよび接触オブジェクトＢを用いた場合、それらのピッチが
同一のときに利用者が知覚する凹凸感の強さが最大となり、それらのピッチが同一ではな
い場合でも、利用者が知覚するせん断応力はある程度大きく、ある程度の強さの凹凸感を
知覚する組み合わせが存在する。一方、図２２Ｂに例示するように、チェッカーテクスチ
ャが着磁されたベースオブジェクトＡおよび接触オブジェクトＢを用いた場合、それらの
ピッチが同一のときに利用者が知覚する凹凸感の強さが最大となり、それらのピッチが同
一ではない場合には利用者が知覚するせん断応力が小さくなり、凹凸感はほとんど知覚さ
れない。すなわち、チェッカーテクスチャが着磁されたベースオブジェクトＡおよび接触
オブジェクトＢを用いた場合には、凹凸感を知覚させる領域を制限することができる。
【００５２】
　［第４実施形態］
　第４実施形態も第２実施形態の原理を応用したものである。本形態では、第２実施形態
の原理を入力装置に組み合わせ、電磁石を用いることなく、入力装置への情報入力の際に
利用者に凹凸感を提示する「力覚提示物」の説明を行う。
【００５３】
　入力装置がタッチパネルの場合、「力覚提示物」は、タッチパネルの入力面に配置され
る「第１オブジェクト」と、タッチパネルに対する入力操作を行う「動作主体」に装着、
把持、または支持される「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「第
１面」を含み、「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が予
め着磁されている。「第２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領
域とＮ極の領域とを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。「第１オブジェクト
」は、例えば、一方の板面をタッチパネルの入力面側に向けて配置される磁気シートであ
り、「第１面」は、磁気シートの他方の板面である。入力面に「第１オブジェクト」が配
置されたタッチパネルに対する入力操作を行う「動作主体」が、「第２オブジェクト」を
装着、把持または支持して、「第１面」と「第２面」とが互いに接触または近接するよう
にしたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操作、または／
および、第１面と第２面との間の相対位置関係を変化させる動作を行うことにより、タッ
チパネルに対する入力操作が行われるとともに、「動作主体」が凹凸感覚を感じる。すな
わち、「動作主体」がこのような動作を行うことにより、タッチパネルに対する入力操作
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が行われるとともに、「動作主体」が第２オブジェクトから受けるせん断応力が周期的に
変化し、それによって凹凸感覚を知覚する。
【００５４】
　入力装置がマウスなどの入力装置の場合、「力覚提示物」は、「第１オブジェクト」と
「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「第１面」を含み、「第１面
」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が予め着磁されている。「第
２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む
「第２テクスチャ」が予め着磁されている。「第２オブジェクト」は「動作主体」に把持
される「入力装置」に装着または設けられる。「第２オブジェクト」が装着または設けら
れた「入力装置」を操作する動作主体が、「第１面」と「第２面」とが互いに接触または
近接するようにしたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操
作、または／および、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作を
行うことにより、「入力装置」に対する入力操作が行われるとともに、「動作主体」が凹
凸感覚を感じる。すなわち、「動作主体」がこのような動作を行うことにより、入力装置
に対する入力操作が行われるとともに、動作主体が入力装置から受けるせん断応力が周期
的に変化し、それによって凹凸感覚を知覚する。
【００５５】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　＜入力装置がタッチパネルの場合＞
　図２３および図２４に、第２実施形態の原理をタッチパネルに組み合わせた例を示す。
　図２３に例示するように、スマートフォン端末装置やタブレット端末装置などの電子機
器４００のタッチパネル４０１の入力面（表面）に、「第１オブジェクト」である磁性シ
ート４１０が装着される。磁性シート４１０の一方の板面４１２がタッチパネル４０１の
入力面側に向けて配置され、磁性シート４１０の他方の板面４１１（第１面）にはＳ極の
領域４１１ａとＮ極の領域４１１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）が予め着磁さ
れている。なお、「第１テクスチャ」はピッチやパタン（ストライプテクスチャやチェッ
カーテクスチャなど）が異なる複数の領域を有していてもよい。
【００５６】
　図２４Ａに例示する「第２オブジェクト」は利用者が装着、把持、または支持する手袋
４２０であり、その指の腹部分の表面４２１（第２面）に、Ｓ極の領域４２１ａとＮ極の
領域４２１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されている。なお、第２
テクスチャはピッチやパタン（ストライプテクスチャやチェッカーテクスチャなど）が異
なる複数の領域を有していてもよい。図２４Ａでは、指ごとにピッチやパタンが異なるテ
クスチャが着磁されている。
【００５７】
　利用者は、手袋４２０を装着、把持、または支持し、Ｓ極の領域４２１ａとＮ極の領域
４２１ｂとを含むテクスチャ部分で、電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に配
置された磁性シート４１０を擦る。これにより、磁性シート４１０の板面４１１（第１面
）と手袋４２０の指の腹部分の表面４２１（第２面）とが互いに接触または近接するよう
にしたまま、板面４１１（第１面）と表面４２１（第２面）の間の相対位置関係を変化さ
せる操作、または／および、板面４１１（第１面）と表面４２１（第２面）との間の相対
位置関係を変化させる動作が行われ、タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに
、利用者が凹凸感覚を知覚する。この入力操作に応じてタッチパネル４０１（出力装置）
から像（例えば、映像、動画、画像）を表示したり、電子機器４００のスピーカ（出力装
置）から音を出力したりしてもよい。これにより、入力操作に応じて、力覚を提示すると
ともに、像および／または音の提示内容を変化させることができる。なお、図２４Ａに例
示した手袋４２０では、指ごとにピッチやパタンが異なるテクスチャが着磁されているた
め、どの指でタッチパネル４０１を操作するかによって異なる凹凸感を知覚させることが
できる。また、磁性シート４１０の板面４１１（第１面）にピッチやパタンが異なる複数
の領域が設けられている場合、利用者がどの指でどの領域を操作するかによって、利用者
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に異なる凹凸感を知覚させることができる。
【００５８】
　「第２オブジェクト」として図２４Ｂおよび図２４Ｃに例示するタッチペン４３０が用
いられてもよい。タッチペン４３０は、略円柱状の把持部４３５および略円盤状の先端部
４３６を有する。把持部４３５の一端は、先端部４３６の一方の面４３２の中央付近に固
定または一体化されている。先端部４３６の他方の面４３１（第２面）には、Ｓ極の領域
５３１ａとＮ極の領域５３１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されて
いる。利用者は、タッチペン４３０の把持部４３５を把持または支持し、先端部４３６の
面４３１側で電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に配置された磁性シート４１
０を擦る。これにより、磁性シート４１０の板面４１１（第１面）と先端部４３６の面４
３１（第２面）とが互いに接触または近接するようにしたまま、板面４１１（第１面）と
面４３１（第２面）の間の相対位置関係を変化させる操作、または／および、板面４１１
（第１面）と面４３１（第２面）との間の相対位置関係を変化させる動作が行われ、タッ
チパネル４０１に対する入力操作が行われるとともに、利用者が凹凸感覚を知覚する。こ
の入力操作に応じてタッチパネル４０１（出力装置）から像を表示したり、電子機器４０
０のスピーカ（出力装置）から音を出力したりしてもよい。これにより、入力操作に応じ
て、力覚を提示するとともに、像および／または音の提示内容を変化させることができる
。
【００５９】
　図２５に、入力操作に応じ、力覚の提示とともにゲームコンテンツの提示を行う例を例
示する。図２５に例示するように、スマートフォン端末装置やタブレット端末装置などの
電子機器４００’のタッチパネル４０１’の入力面（表面）の下部に、第２実施形態で例
示した磁性シート２１０が装着される。磁性シート２１０の一方の板面２１２がタッチパ
ネル４０１’の入力面側に向けて配置され、磁性シート２１０の他方の板面２１１（第１
面）にはＳ極の領域２１１ａとＮ極の領域２１１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ
）が予め着磁されている。磁性シート２１０の板面２１１には、第２実施形態で例示した
磁性シート２２０が配置される。磁性シート２２０の一方の面２２１（第２面）には、Ｓ
極の領域２２１ａとＮ極の領域２２１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁さ
れており、面２２１が板面２１１に対向するように配置される。利用者は指２００で磁性
シート２１０に重ねられた磁性シート２２０の他方の面２２２に接し、面２１１と面２２
１とを互いに接触または近接（ほぼ接触）させたまま、面２１１と面２２１との間の相対
位置関係を変化させる操作を行う。これにより、タッチパネル４０１’に対する入力操作
が行われるとともに、利用者が凹凸感覚を知覚する。この入力操作に応じてタッチパネル
４０１’（出力装置）でのゲームコンテンツの表示内容が変化したり、電子機器４００’
のスピーカ４０２’（出力装置）から出力される音が変化したりする。
【００６０】
　＜入力装置がマウスなどの入力装置の場合＞
　図２６Ａから図２６Ｃに、第２実施形態の原理をマウス５００に組み合わせた例を示す
。マウス５００の底面５００ａには、「第２オブジェクト」である磁性シート５１０が固
定されている。磁性シート５１０の一方の面５１１（第２面）にはＳ極の領域５１１ａと
Ｎ極の領域５１１ｂとを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。「第２テクスチ
ャ」の例はストライプテクスチャとチェッカーテクスチャなどである。磁性シート５１０
の他方の面５１２はマウス５００の底面５００ａに固定されている。
【００６１】
　「第１オブジェクト」としては、例えば、磁性シート２１０，２３０，２５０，２１０
’，２３０’，２５０’、ベースオブジェクト３１０，３１０’などを用いることができ
る。例えば、「第１オブジェクト」として磁性シート２１０が用いられる場合、利用者（
動作主体）は、面２１１（第１面）が外方を向くように磁性シート２１０を配置し、この
面２１１にマウス５００に固定された磁性シート５１０の面５１１（第２面）が接触する
ようにマウス５００を把持する。利用者はこのマウス５００を磁性シート２１０の面２１
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１（第１面）に沿ってスライドさせることにより、面２１１（第１面）と面５１１（第２
面）とが互いに接触または近接するようにしたまま、面２１１（第１面）と面５１１（第
２面）との間の相対位置関係を変化させる。これにより、マウス５００に対する入力操作
が行われるとともに、利用者が凹凸感覚を知覚する。この入力操作に応じて図示していな
いディスプレイ（出力装置）から像を表示したり、投影機（出力装置）から映像を投影し
たり、スピーカ（出力装置）から音を出力したりしてもよい。これにより、入力操作に応
じて、力覚を提示するとともに、像および／または音の提示内容を変化させることができ
る。
【００６２】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、入力装置への情報入力を行う際に、情報入力を行う利用者に凹凸感覚を知
覚させることができる。
【００６３】
　［第５実施形態］
　第５実施形態も第２実施形態の原理を応用したものであり、歩行面に第１オブジェクト
を固定し、第２オブジェクトを装着または把持した動作主体が移動する際に凹凸感が提示
され、歩行者に点字ブロックと同様な触覚情報を与えるものである。本形態の「第１オブ
ジェクト」は「第１面」を表側に向けた状態で歩行面に固定可能であり、「第２オブジェ
クト」は「第２面」を外部に向けた状態で「動作主体」が装着可能または把持可能な部材
である。なお、前述のように「第１オブジェクト」は「第１面」を含み、「第１面」には
Ｓ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が着磁されており、「第２オブジェ
クト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第２テク
スチャ」が着磁されている。「第２オブジェクト」を装着または把持した「動作主体」は
、「第１面」と「第２面」とを互いに接触または近接させたまま、歩行面に固定された「
第１オブジェクト」の「第１面」の上を歩行し、「第１面」と「第２面」との間の相対位
置関係を変化させることによって凹凸を知覚する。
【００６４】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　図２７に、本形態の「第１オブジェクト」である磁性シート６１０および６２０を例示
する。磁性シート６１０の一方の面６１１（第１面）には、Ｓ極の領域６１１ａとＮ極の
領域６１１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。磁性シート６１
０の面６１１（第１面）は表側に向けられ、磁性シート６１０の他方の面６１２は床６０
０（歩行面）に固定されている。同様に、磁性シート６２０の一方の面６２１（第１面）
には、Ｓ極の領域６２１ａとＮ極の領域６２１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）
が着磁されている。磁性シート６２０の面６２１（第１面）は表側に向けられ、磁性シー
ト６２０の他方の面６２２は床６００（歩行面）に固定されている。図２７では面６１１
，６２１にストライプテクスチャが着磁されているが、チェッカーテクスチャが着磁され
ていてもよい。
【００６５】
　図２８Ａおよび図２８Ｂに、本形態の「第２オブジェクト」である靴６４０を例示する
。靴６４０の靴底６４１（第２面）には磁性シート６３０の一方の面６３２が固定されて
いる。磁性シート６３０の他方の面６３１には、Ｓ極の領域６３１ａとＮ極の領域６３１
ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁されている。当然ながら、歩行者（動作
主体）は靴底６４１を外部に向けた状態で装着可能である。
【００６６】
　靴６４０を装着した歩行者は、磁性シート６１０または６２０の面６１１または６２１
（第１面）と靴底６４１（第２面）とを互いに接触または近接させたまま、床６００（歩
行面）に固定された磁性シート６１０または６２０の面６１１または６２１（第１面）の
上を歩行し、面６１１または６２１（第１面）と靴底６４１（第２面）との間の相対位置
関係を変化させることによって凹凸を知覚する。
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【００６７】
　図２９Ａおよび図２９Ｂに、「第２オブジェクト」の他の例である白杖６５０を例示す
る。白杖６５０は、略円柱状の把持部６５５および略円盤状の先端部６５６を有する。把
持部６５５の一端は、先端部６５６の一方の面６５２の中央付近に固定または一体化され
ている。先端部６５６の他方の面６５１（第２面）には、Ｓ極の領域６５１ａとＮ極の領
域６５１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されている。白杖６５０を
把持した歩行者は、磁性シート６１０または６２０の面６１１または６２１（第１面）と
白杖６５０の先端部６５６の面６５１（第２面）とを互いに接触または近接させたまま、
床６００（歩行面）に固定された磁性シート６１０または６２０の面６１１または６２１
（第１面）の上を歩行し、面６１１または６２１（第１面）と面６５１（第２面）との間
の相対位置関係を変化させることによって凹凸を知覚する。
【００６８】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、床６００に物理的な凹凸を設けることなく、歩行者に凹凸感を知覚させる
ことができる。床６００に物理的な凹凸を設ける必要がないため、床６００にゴミや埃が
たまりにくいといった利点がある。さらに、ストライプテクスチャなどを用い、面６１１
または６２１（第１面）と靴底６４１または面６５１（第２面）との間の相対位置関係を
いずれの方向に変化させるかに応じ、歩行者（動作主体）が靴底６４１または面６５１か
ら受けるせん断応力の変化の仕方が異なり、異なる凹凸感を知覚できるようにしてもよい
。これにより、歩行者の進行方向によって異なる凹凸感を提示することもできる。　
【００６９】
　［第６実施形態］
　第６実施形態も第２実施形態の原理を応用したものである。第４実施形態と同様、本形
態でも、第２実施形態の原理をタッチパネルの入力インタフェースに応用し、電磁石を用
いることなく、タッチパネルへの情報入力の際に利用者に凹凸感を提示する。特に本形態
では、タッチパネルの入力面に配置される「第１オブジェクト」と、利用者に装着、把持
、または支持される「第２オブジェクト」と、の組み合わせを変えることで、利用者に異
なる操作感覚を提示する。
【００７０】
　本形態の「力覚提示物」は、タッチパネルの入力面に配置される「第１オブジェクト」
と、タッチパネルに対する入力操作を行う「動作主体」に装着、把持、または支持される
複数個の「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「第１面」を含み、
「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が予め着磁されてい
る。「第２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域
とを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。ただし、「第２オブジェクト」ごと
に「第２テクスチャ」の着磁パタンが相違する。すなわち、複数個の「第２オブジェクト
」の「第２テクスチャ」の着磁パタンは互いに異なる。
【００７１】
　「動作主体」は、複数個の「第２オブジェクト」から選択された「選択オブジェクト」
を装着、把持または支持して、入力面に配置された「第１オブジェクト」の「第１面」と
「選択オブジェクト」の「第２面」とが互いに接触または近接するようにしたまま、「第
１面」と「選択オブジェクト」の「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操作、お
よび／または、「第１面」と「選択オブジェクト」の「第２面」との間の相対位置関係を
変化させる動作を行う。これにより、タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに
、「動作主体」が「選択オブジェクト」から受けるせん断応力が周期的に変化し、それに
よって凹凸感覚を知覚する。このせん断応力の最大値および／またはせん断応力の周期お
よび凹凸感覚は、「選択オブジェクト」ごとに異なる。
【００７２】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　＜スライダー型＞
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　図３０Ａおよび図３０Ｂに、本形態のスライダー型の「力覚提示物」を例示する。スラ
イダー型の「力覚提示物」は、例えば、スライド操作によってスピーカから出力する音の
ボリューム等を操作する入力インタフェースであり、例えば、所定の最小値と最大値の間
の範囲内で自由に設定可能とされているパラメータ値を利用者が所望の値に設定する際の
操作に用いられる入力インタフェースである。
【００７３】
　本形態の「力覚提示物」は１個の磁性シート７１０（第１オブジェクト）とＭ２個の磁
性シート７２０－ｍ２（第２オブジェクト）を有する。ただし、ｍ２＝１，…，Ｍ２であ
り、Ｍ２は２以上の整数である。本形態ではＭ２＝３の例を示す。
【００７４】
　磁性シート７１０の一方の面７１１（第１面）には、Ｓ極の領域７１１ａとＮ極の領域
７１１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。本形態の面７１１に
は、Ｓ極に着磁された帯状の領域７１１ａと、Ｎ極に着磁された帯状の領域７１１ｂと、
が交互に周期的に配置されている。図３０Ａの例では、方向Ｄ１に延びる帯状の領域７１
１ａ，７１１ｂが、方向Ｄ１と略垂直の方向ＸＡに、交互に繰り返し配置されている。こ
の例では、領域７１１ａの短手方向（方向ＸＡ）の幅、領域７１１ｂの短手方向の幅はい
ずれも６ｍｍである。
【００７５】
　複数個の磁性シート７２０－ｍ２の一方の面７２１－ｍ２（第２面）には、Ｓ極の領域
７２１ａ－ｍ２とＮ極の領域７２１ｂ－ｍ２とを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着
磁されている。本形態の面７２１－ｍ２には、Ｓ極に着磁された帯状の領域７２１ａ－ｍ

２と、Ｎ極に着磁された帯状の領域７２１ｂ－ｍ２と、が交互に周期的に配置されている
。図３０Ｂの例では、方向Ｄ２に延びる帯状の領域７２１ａ－ｍ２，７２１ｂ－ｍ２が、
方向Ｄ２と略垂直の方向ＸＢに交互に繰り返し配置されている。ただし、磁性シート７２
０－１，…，Ｍ２のテクスチャの着磁パタンは互いに相違する。この例の場合、領域７２
１ａ－１の短手方向（方向ＸＢ）の幅、領域７２１ｂ－１の短手方向の幅はいずれも３ｍ
ｍであり、領域７２１ａ－２の短手方向の幅、領域７２１ｂ－１の短手方向の幅はいずれ
も２ｍｍであり、領域７２１ａ－３の短手方向の幅、領域７２１ｂ－３の短手方向の幅は
いずれも６ｍｍである。
【００７６】
　図３２に例示するように、電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に「第１オブ
ジェクト」である磁性シート７１０が装着される。ただし、磁性シート７１０の他方の面
７１２（面７１１の反対側の面）がタッチパネル４０１の入力面側に向けて配置される。
例えば、電子機器４００のタッチパネル４０１の何れかの位置がスライド入力操作（スラ
イド操作による入力）を受け付ける領域として決められている場合（電子機器４００に実
装されたソフトウェア等によって決められている場合）、例えばその領域を電子機器４０
０がタッチパネル４０１に表示することで、利用者によってその領域に磁性シート７１０
の面７１２が配置されるようにする。あるいは、電子機器４００が、タッチパネル４０１
のどの領域に磁性シート７１０が装着されたかを検出し、検出した領域のスライド入力操
作を受け付けてもよい。この場合には、スライド入力操作を受け付け可能なタッチパネル
４０１の任意の領域に磁性シート７１０の面７１２を配置してよい。その他、タッチパネ
ル４０１のどの領域でスライド入力操作を受け付けつけるかを利用者が指定できてもよい
（例えば、利用者がタッチパネル４０１へこの領域を指定するための入力を行うことで）
。この場合には、タッチパネル４０１のどの領域が指定されたかを電子機器４００が検出
するようにし、利用者が入力した指定した領域に磁性シート７１０の面７１２を配置する
。利用者は、いずれかの磁性シート７２０－ｍ２を選択し、選択した磁性シート７２０－
ｍ２（選択オブジェクト）の面７２２－ｍ２が外方を向き、磁性シート７１０の面７１１
に磁性シート７２０－ｍ２の面７２１－ｍ２が接触するように磁性シート７２０－ｍ２を
配置する。ただし、磁性シート７１０の領域７１１ａ，７１１ｂの長手方向Ｄ１が磁性シ
ート７２０－ｍ２の領域７２１ａ－ｍ２，７２１ｂ－ｍ２の長手方向Ｄ２に倣う向きに、
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磁性シート７２０－ｍ２が磁性シート７１０に重ねられる。
【００７７】
　利用者は指で磁性シート７１０に重ねられた磁性シート７２０－ｍ２の面７２２－ｍ２

に接し、面７１１と面７２１－ｍ２とを互いに接触または近接させたまま、面７１１と面
７２１－ｍ２との間の相対位置関係を変化させる操作を行う。図３２の例では、面７１１
と面７２１－ｍ２との間の相対位置関係を磁性シート７１０の領域７１１ａ，７１１ｂの
短手方向であるＸＡ方向に変化（スライド）させる。これにより、タッチパネル４０１に
対する入力操作（スライド入力操作）が行われるとともに、利用者が磁性シート７２０－
ｍ２から受けるＸＡ方向のせん断応力が周期的に変化する。その結果、利用者は面７２１
－ｍ２に略直交する方向の凹凸感を知覚する。前述のように、磁性シート７２０－ｍ２ご
とに領域７２１ａ－ｍ２，７２１ｂ－ｍ２の着磁パタンが相違する。そのため、磁性シー
ト７１０と選択された磁性シート７２０－ｍ２との組み合わせに応じ、利用者が磁性シー
ト７２０－ｍ２から受けるせん断応力の最大値および／またはせん断応力の周期が異なり
、利用者が知覚する凹凸感覚も異なる。すなわち、磁性シート７１０は同一であるにもか
かわらず、利用者は選択した磁性シート７２０－ｍ２に応じて異なる凹凸感覚を知覚する
。つまり、利用者は磁性シート７２０－ｍ２を変えるだけで異なる触覚を知覚できる。例
えば、図３０Ｃに例示するように、利用者は、あるスライド入力操作をタッチパネル４０
１に対して行う際に、磁性シート７２０－１を選択した場合には凹凸感覚を知覚せずに、
すなわち、そのスライド入力操作をクリック感を知覚せずに滑らかに行うことができ、磁
性シート７２０－２を選択した場合には細かい間隔の凹凸感覚（例えば、Ｗ段の凹凸感覚
（Ｗは正の整数））を知覚し、すなわち、同じスライド入力操作をＷ段のクリック感を知
覚しながら行うことができ、磁性シート７２０－３を選択した場合には粗い間隔の凹凸感
覚（例えば、Ｗ’段の凹凸感覚（Ｗ’はＷ／２以下の最大の整数））を知覚し、すなわち
、同じスライド入力操作をＷ’段のクリック感を知覚しながら行うことができる。
【００７８】
　＜ダイヤル型＞
　図３１Ａおよび図３１Ｂに、本形態のダイヤル型の「力覚提示物」を例示する。ダイヤ
ル型の「力覚提示物」は、例えば、回転操作によってボリューム等を操作する入力インタ
フェースであり、例えば、自由に設定可能とされているパラメータ値を利用者が所望の値
に設定する際の操作に用いられる入力インタフェースである。
【００７９】
　本形態の「力覚提示物」は１個の磁性シート８１０（第１オブジェクト）とＭ２個の磁
性シート８２０－ｍ２（第２オブジェクト）を有する。ただし、ｍ２＝１，…，Ｍ２であ
り、Ｍ２は２以上の整数である。本形態ではＭ２＝３の例を示す。
【００８０】
　磁性シート８１０は略円盤形状である。磁性シート８１０の一方の面８１１（第１面）
には、Ｓ極の領域８１１ａとＮ極の領域８１１ｂとを含むテクスチャ（第１テクスチャ）
が着磁されている。本形態の面８１１には、Ｓ極に着磁された領域８１１ａとＮ極に着磁
された領域８１１ｂとが交互に周期的に配置されている。図３１Ａの例では、磁性シート
８１０の中心軸（面８１１に対して略垂直な軸）Ｏ１の軸周り方向Ｒ１に沿って、領域８
１１ａと領域８１１ｂとが繰り返し配置されている。例えば、磁性シート８１０の外周の
うち、各領域８１１ａに対応する円弧の長さおよび各領域８１１ｂに対応する円弧の長さ
はいずれも６ｍｍである。理想的には、面８１１に設けられるＳ極の領域８１１ａとＮ極
の領域８１１ｂは、それぞれ中心軸Ｏ１を中心とする扇形の領域であることが望ましい。
しかし、所定の直径（例えば２ｍｍ）を持つ円柱状の磁石によって、まずＮ極の領域８１
１ｂをすべて着磁し、次にその磁石の磁極を反転させてＳ極の領域８１１ａをすべて着磁
した場合には、図３１Ａに例示したようなテクスチャが形成される。ただ、図３１Ａのよ
うに完全に扇形ではないＳ極の領域８１１ａとＮ極の領域８１１ｂが設けられたとしても
、所望の凹凸感覚を提示するには十分である。
【００８１】
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　磁性シート８２０－ｍ２も略円盤形状である。磁性シート８２０－ｍ２の直径は、例え
ば磁性シート８１０の直径と略同一である。複数個の磁性シート８２０－ｍ２の一方の面
８２１－ｍ２（第２面）には、Ｓ極の領域８２１ａ－ｍ２とＮ極の領域８２１ｂ－ｍ２と
を含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁されている。本形態の面８２１－ｍ２には、
Ｓ極に着磁された領域８２１ａ－ｍ２とＮ極に着磁された領域８２１ｂ－ｍ２とが交互に
周期的に配置されている。図３１Ｂの例では、磁性シート８２０－ｍ２の中心軸（面８２
１－ｍ２に対して略垂直な軸）Ｏ２の軸周り方向Ｒ２に沿って、領域８２１ａ－ｍ２と領
域８２１ｂ－ｍ２とが繰り返し配置されている。ただし、磁性シート８２０－１，…，Ｍ

２のテクスチャの着磁パタンは互いに相違する。例えば、磁性シート８２０－１の外周の
うち、各領域８２１ａ－１に対応する円弧の長さおよび各領域８２１ｂ－１に対応する円
弧の長さはいずれも３ｍｍである。磁性シート８２０－２の外周のうち、各領域８２１ａ
－２に対応する円弧の長さおよび各領域８２１ｂ－２に対応する円弧の長さはいずれも２
ｍｍである。磁性シート８２０－３の外周のうち、各領域８２１ａ－３に対応する円弧の
長さおよび各領域８２１ｂ－３に対応する円弧の長さはいずれも６ｍｍである。理想的に
は、面８２１－ｍ２に設けられるＳ極の領域８２１ａ－ｍ２とＮ極の領域８２１ｂ－ｍ２

も、それぞれ中心軸Ｏ２を中心とする扇形の領域であることが望ましい。しかし、所定の
直径（例えば２ｍｍ）を持つ円柱状の磁石によって、まずＮ極の領域８２１ｂ－ｍ２をす
べて着磁し、次にその磁石の磁極を反転させてＳ極の領域８２１ａ－ｍ２をすべて着磁し
た場合には、図３１Ｂに例示したようなテクスチャが形成される。ただ、図３１Ｂのよう
に完全に扇形ではないＳ極の領域８２１ａ－ｍ２またはＮ極の領域８２１ｂ－ｍ２が設け
られたとしても、所望の凹凸感覚を提示するには十分である。
【００８２】
　図３２に例示するように、電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に「第１オブ
ジェクト」である磁性シート８１０が装着される。ただし、磁性シート８１０の他方の面
８１２（面８１１の反対側の面）がタッチパネル４０１の入力面側に向けて配置される。
例えば、電子機器４００のタッチパネル４０１の何れかの位置が回転入力操作（回転操作
による入力）を受け付ける領域として決められている場合、例えばその領域を電子機器４
００がタッチパネル４０１に表示することで、利用者によってその領域に磁性シート８１
０の面８１２が配置されるようにする。あるいは、電子機器４００が、タッチパネル４０
１のどの領域に磁性シート８１０が装着されたかを検出し、検出した領域の回転入力操作
を受け付けてもよい。この場合には、回転入力操作を受け付け可能なタッチパネル４０１
の任意の領域に磁性シート８１０の面８１２を配置してよい。その他、タッチパネル４０
１のどの領域で回転入力操作を受け付けつけるかを利用者が指定できてもよい。この場合
には、タッチパネル４０１のどの領域が指定されたかを電子機器４００が検出するように
し、利用者が入力した指定した領域に磁性シート８１０の面８１２を配置する。利用者は
、いずれかの磁性シート８２０－ｍ２を選択し、選択した磁性シート８２０－ｍ２（選択
オブジェクト）の面８２２－ｍ２が外方を向き、磁性シート８１０の面８１１に磁性シー
ト８２０－ｍ２の面８２１－ｍ２が接触するように磁性シート８２０－ｍ２を配置する。
ただし、中心軸Ｏ１と中心軸Ｏ２とが重なるか近接するように、磁性シート８２０－ｍ２

が磁性シート８１０に重ねられる。
【００８３】
　利用者は指で磁性シート８１０に重ねられた磁性シート８２０－ｍ２の面８２２－ｍ２

に接し、面８１１と面８２１－ｍ２とを互いに接触または近接させたまま、面８１１と面
８２１－ｍ２との間の相対位置関係を変化させる操作を行う。図３２の例では、面８１１
と面８２１－ｍ２との間の相対位置関係を軸周り方向Ｒ１，Ｒ２に変化（回転）させる。
これにより、タッチパネル４０１に対する入力操作（回転入力操作）が行われるとともに
、利用者が磁性シート８２０－ｍ２から受ける軸周り方向Ｒ１，Ｒ２のせん断応力が周期
的に変化する。その結果、利用者は面８２１－ｍ２に略直交する方向の凹凸感を知覚する
。前述のように、磁性シート８２０－ｍ２ごとに領域８２１ａ－ｍ２，８２１ｂ－ｍ２の
着磁パタンが相違する。そのため、磁性シート８１０と選択された磁性シート８２０－ｍ
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２との組み合わせに応じ、利用者が磁性シート８２０－ｍ２から受けるせん断応力の最大
値および／またはせん断応力の周期が異なり、利用者が知覚する凹凸感覚も異なる。すな
わち、磁性シート８１０は同一であるにもかかわらず、利用者は選択した磁性シート８２
０－ｍ２に応じて異なる凹凸感覚を知覚する。つまり、利用者は磁性シート８２０－ｍ２

を変えるだけで異なる触覚と知覚できる。例えば、図３１Ｃに例示するように、利用者は
、ある回転入力操作をタッチパネル４０１に対して行う際に、磁性シート８２０－１を選
択した場合には凹凸感覚を知覚せずに、すなわち、その回転入力操作をクリック感を知覚
せずに滑らかに行うことができ、磁性シート８２０－２を選択した場合には細かい間隔の
凹凸感覚（例えば、Ｗ段の凹凸感覚）を知覚し、すなわち、同じ回転入力操作をＷ段のク
リック感を知覚しながら行うことができ、磁性シート８２０－３を選択した場合には粗い
間隔の凹凸感覚（例えば、Ｗ’段の凹凸感覚）を知覚し、すなわち、同じ回転入力操作を
Ｗ’段のクリック感を知覚しながら行うことができる。
【００８４】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、タッチパネルへの情報入力を行う際に、情報入力を行う利用者に凹凸感覚
を知覚させることができる。また「第１オブジェクト」は同一であるにもかかわらず、「
第２オブジェクト」を変えることで異なる凹凸感覚を提示できる。なお、このような入力
操作に応じてタッチパネル４０１から像を表示したり、電子機器４００のスピーカから出
力される音を変化させてもよい。その他、例えば、タッチパネルへの入力によってステー
ジ照明を制御する場合、クリック感のある「第２オブジェクト」を用いれば照明を段階的
、離散的に制御できるためアップテンポな演出が可能になる。そこからクリック感のない
「第２オブジェクト」に変えることで証明のスムースなグラデーション調整が可能になる
ため、瞬時にゆったりとした演出へと切り替えることができる。
【００８５】
　［第６実施形態の変形例１］
　「第２オブジェクト」ではなく「第１オブジェクト」を変えることで、利用者に異なる
操作感覚を提示してもよい。この変形例１の「力覚提示物」は、タッチパネルの入力面に
配置される複数個の「第１オブジェクト」と、タッチパネルに対する入力操作を行う「動
作主体」に装着、把持、または支持される「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブ
ジェクト」は「第１面」を含み、「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１
テクスチャ」が予め着磁されている。ただし、「第１オブジェクト」ごとに「第１テクス
チャ」の着磁パタンが相違する。すなわち、複数個の「第１オブジェクト」の「第１テク
スチャ」の着磁パタンは互いに異なる。「第２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第
２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。
【００８６】
　「動作主体」は、「第２オブジェクト」を装着、把持または支持して、入力面に配置さ
れた「選択オブジェクト」の「第１面」と「第２オブジェクト」の「第２面」とが互いに
接触または近接するようにしたまま、「選択オブジェクト」の「第１面」と「第２面」と
の間の相対位置関係を変化させる操作、および／または、「選択オブジェクト」の「第１
面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作を行う。この変形例１の「選択
オブジェクト」は、複数の「第１オブジェクト」から選択されたものである。これにより
、タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに、「動作主体」が「選択オブジェク
ト」から受けるせん断応力が周期的に変化し、それによって凹凸感覚を知覚する。このせ
ん断応力の最大値および／またはせん断応力の周期および凹凸感覚は、「選択オブジェク
ト」ごとに異なる。
【００８７】
　［第６実施形態の変形例２］
　「第１オブジェクト」および「第２オブジェクト」のいずれもが選択可能であってもよ
い。この変形例２の「力覚提示物」は、タッチパネルの入力面に配置される複数個の「第
１オブジェクト」と、タッチパネルに対する入力操作を行う「動作主体」に装着、把持、
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または支持される複数個の「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「
第１面」を含み、「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が
予め着磁されている。ただし、「第１オブジェクト」ごとに「第１テクスチャ」の着磁パ
タンが相違する。「第２オブジェクト」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域
とＮ極の領域とを含む「第２テクスチャ」が予め着磁されている。ただし、「第２オブジ
ェクト」ごとに「第２テクスチャ」の着磁パタンが相違する。
【００８８】
　「動作主体」は、「第２選択オブジェクト」を装着、把持または支持して、入力面に配
置された「第１選択オブジェクト」の「第１面」と「第２選択オブジェクト」の「第２面
」とが互いに接触または近接するようにしたまま、「第１選択オブジェクト」の「第１面
」と「第２選択オブジェクト」の「第２面」との間の相対位置関係を変化させる操作、お
よび／または、「第１選択オブジェクト」の「第１面」と「第２選択オブジェクト」の「
第２面」との間の相対位置関係を変化させる動作を行う。「第１選択オブジェクト」は複
数の「第１オブジェクト」から選択されたものであり、「第２選択オブジェクト」は複数
の「第２オブジェクト」から選択されたものである。これにより、タッチパネルに対する
入力操作が行われるとともに、「動作主体」が「第２選択オブジェクト」から受けるせん
断応力が周期的に変化し、それによって凹凸感覚を知覚する。このせん断応力の最大値お
よび／またはせん断応力の周期および凹凸感覚は、「第１選択オブジェクト」と「第２選
択オブジェクト」との組み合わせごとに異なる。
【００８９】
　［第６実施形態の変形例３］
　「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートと「第２オブジェクト」として用い
られる磁性シートとの間で十分な磁力が及ぶのであれば、これらの２つの磁性シートが非
接触な状態でそれらの面（第１面と第２面）の間の相対位置関係を変化させてもよい。Ｓ
極に着磁された周期的な略市松模様の領域とＮ極に着磁された周期的な略市松模様の領域
とを含むテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェクト」および／または「第
２オブジェクト」としてもよい。
【００９０】
　［第７実施形態］
　第７実施形態も第２実施形態の原理を応用したものである。第４実施形態と同様、本形
態でも、第２実施形態の原理をタッチパネルの入力インタフェースに応用し、電磁石を用
いることなく、タッチパネルへの情報入力の際に利用者に凹凸感を提示する。特に本形態
では、「第１テクスチャ」のパタンが位置によって異なり、「第２オブジェクト」の「第
２面」が接触または近接する「第１テクスチャ」の位置によって異なる凹凸感覚を提示す
る。
【００９１】
　本形態の「力覚提示物」は、タッチパネルの入力面に配置される「第１オブジェクト」
と、タッチパネルに対する入力操作を行う「動作主体」に装着、把持、または支持される
複数個の「第２オブジェクト」とを有する。「第１オブジェクト」は「第１面」を含み、
「第１面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第１テクスチャ」が予め着磁されてい
る。「第１テクスチャ」は、互いに着磁パタンの異なる「第１領域」および「第２領域」
を含む。「第１領域」と「第２領域」とは互いに異なる領域である。「第２オブジェクト
」は「第２面」を含み、「第２面」にはＳ極の領域とＮ極の領域とを含む「第２テクスチ
ャ」が予め着磁されている。
【００９２】
　「動作主体」は、「第２オブジェクト」を装着、把持または支持して、入力面に配置さ
れた「第１オブジェクト」の「第１領域」または「第２領域」と「第２面」とが互いに接
触または近接するようにしたまま、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化
させる操作、および／または、「第１面」と「第２面」との間の相対位置関係を変化させ
る動作を行う。これにより、タッチパネルに対する入力操作が行われるとともに、「動作



(31) JP 6784824 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

主体」が「第２オブジェクト」から受けるせん断応力が周期的に変化し、それによって凹
凸感覚を知覚する。このせん断応力の最大値および／またはせん断応力の周期および凹凸
感覚は、「第１領域」または「第２領域」のいずれが「第２面」に接触または近接してい
るかによって異なる。すなわち、「第１領域」と「第２面」とが互いに接触または近接す
るようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作、および／または、当該相対位置
関係を変化させる動作を行うことによって動作主体が感じる凹凸感覚は、「第２領域」と
「第２面」とが互いに接触または近接するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させ
る操作、および／または、当該相対位置関係を変化させる動作を行うことによって動作主
体が感じる凹凸感覚と相違する。言い換えると、「第１領域」と「第２面」とが互いに接
触または近接するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作、および／または
、当該相対位置関係を変化させる動作を行うことによって動作主体が受けるせん断応力の
最大値および／またはせん断応力の周期は、「第２領域」と「第２面」とが互いに接触ま
たは近接するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作、および／または、当
該相対位置関係を変化させる動作を行うことによって動作主体が受けるせん断応力の最大
値および／またはせん断応力の周期と相違する。これにより、操作位置によって異なる凹
凸感覚を提示できる。
【００９３】
　以下、図面を用いて本形態の具体例を説明する。
　＜スライダー型＞
　図３３Ａ～図３３Ｄに、本形態のスライダー型の「力覚提示物」を例示する。本形態の
「力覚提示物」は磁性シート９１０（第１オブジェクト）と磁性シート９２０（第２オブ
ジェクト）を有する。
【００９４】
　磁性シート９１０の一方の面９１１（第１面）には、互いに相違する領域９１３－１（
第１領域）と領域９１３－２（第２領域）を含むテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁さ
れている。領域９１３－１には、Ｓ極に着磁された帯状の領域９１１ａ－１とＮ極に着磁
された帯状の領域９１１ｂ－１とが交互に周期的に配置されている。この例では、方向Ｄ
１に延びる帯状の領域９１１ａ－１，９１１ｂ－１が、方向Ｄ１と略垂直の方向ＸＡに、
交互に繰り返し配置されている。領域９１３－２には、Ｓ極に着磁された帯状の領域９１
１ａ－２とＮ極に着磁された帯状の領域９１１ｂ－２とが交互に周期的に配置されている
。この例では、方向Ｄ１に延びる帯状の領域９１１ａ－２，９１１ｂ－２が、方向Ｄ１と
略垂直の方向ＸＡに、交互に繰り返し配置されている。ただし、領域９１３－１と領域９
１３－２とは互いに着磁パタンが相違する。本形態では、領域９１３－１に属する領域９
１１ａ－１および領域９１１ｂ－１の方向ＸＡの幅と、領域９１３－２に属する領域９１
１ａ－２および領域９１１ｂ－２の方向ＸＡの幅とが互いに相違する。図３３Ａの例では
、領域９１１ａ－１および領域９１１ｂ－１の方向ＸＡの幅はいずれも３ｍｍである。一
方、領域９１１ａ－２および領域９１１ｂ－２の方向ＸＡの幅はいずれも６ｍｍである。
【００９５】
　磁性シート９２０の一方の面９２１（第２面）には、Ｓ極の領域９２１ａとＮ極の領域
９２１ｂとを含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁されている。面９２１にはＳ極に
着磁された帯状の領域９２１ａとＮ極に着磁された帯状の領域９２１ｂとが交互に周期的
に配置されている。この例では、方向Ｄ２に延びる帯状の領域９２１ａ，９２１ｂが、方
向Ｄ２と略垂直の方向ＸＡに交互に繰り返し配置されている。図３３Ｂの例では、領域９
２１ａおよび領域９２１ｂの方向ＸＡの幅はいずれも６ｍｍである。
【００９６】
　なお、磁性シート９１０（図３３Ａ）に着磁された領域９１３－１と領域９１３－２と
の違いは、磁性シート９２０（図３３Ｂ）に着磁された領域９２１ａ（Ｓ極）および領域
９２１ｂ（Ｎ極）との関係によっても表現できる。すなわち、領域９１３－１の領域９１
１ｂ－１（Ｎ極）（図３３Ａ）に対する領域９２１ａ（Ｓ極）（図３３Ｂ）の面積比は、
領域９１３－２の領域９１１ｂ－２（Ｎ極）（図３３Ａ）に対する領域９２１ａ（Ｓ極）
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の面積比と相違する。同様に、領域９１３－１の領域９１１ａ－１（Ｓ極）に対する領域
９２１ｂ（Ｎ極）の面積比は、領域９１３－２の領域９１１ａ－２（Ｓ極）に対する領域
９２１ｂ（Ｎ極）の面積比と相違する。
【００９７】
　第６実施形態と同様、電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に磁性シート９１
０が装着される。利用者は、磁性シート９２０の面９２２が外方を向き、磁性シート９１
０の面９１１に磁性シート９２０の面９２１が接触するように磁性シート９２０を配置す
る。ただし、磁性シート９１０の領域９１１ａ，９１１ｂの長手方向Ｄ１が磁性シート９
２０の領域９２１ａ，９２１ｂの長手方向Ｄ２に倣う向きに、磁性シート９２０が磁性シ
ート９１０に重ねられる。
【００９８】
　利用者は指で磁性シート９１０に重ねられた磁性シート９２０の面９２２に接し、面９
１１と面９２１とを互いに接触または近接させたまま、面９１１と面９２１との間の相対
位置関係を変化させる操作（スライド操作）を行う。本形態では、領域９１３－１に属す
る領域９１１ａ－１および領域９１１ｂ－１の方向ＸＡの幅と、領域９１３－２に属する
領域９１１ａ－２および領域９１１ｂ－２の方向ＸＡの幅とが互いに相違する。そのため
、領域９１３－１と面９２１とが互いに接触または近接するようにしたまま、当該相対位
置関係を変化させる操作を行うことによって利用者が磁性シート９２０から受けるせん断
応力の最大値および／またはせん断応力の周期は（図３３Ｃ）、領域９１３－２と面９２
１とが互いに接触または近接するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作を
行うことによって利用者が磁性シート９２０から受けるせん断応力の最大値および／また
はせん断応力の周期（図３３Ｄ）と相違する。よって、面９２１が領域９１３－１に接触
または近接している状態（図３３Ｃ）と、面９２１が領域９１３－２に接触または近接し
ている状態（図３３Ｄ）とでは、利用者が磁性シート９２０から感じる凹凸感覚も相違す
る。
【００９９】
　＜ダイヤル型＞
　図３４Ａ，図３４Ｂ，図３５Ａ，図３５Ｂに、本形態のダイヤル型の「力覚提示物」を
例示する。本形態の「力覚提示物」は磁性シート１０１０（第１オブジェクト）と磁性シ
ート１０２０（第２オブジェクト）を有する。
【０１００】
　磁性シート１０１０は略円盤形状である（図３４Ａ）。磁性シート１０１０の一方の面
１０１１（第１面）には、互いに相違する領域１０１３－１（第１領域）と領域１０１３
－２（第２領域）を含むテクスチャ（第１テクスチャ）が着磁されている。領域１０１３
－１には、磁性シート１０１０の中心軸Ｏ１の軸周り方向Ｒ１に沿って、領域１０１１ａ
－１と領域１０１１ｂ－１とが交互に周期的に配置されている。領域１０１３－２には、
磁性シート１０１０の中心軸Ｏ１の軸周り方向Ｒ１に沿って、領域１０１１ａ－２と領域
１０１１ｂ－２とが交互に周期的に配置されている。ただし、領域１０１３－１と領域１
０１３－２とは互いに着磁パタンが相違する。本形態では、磁性シート１０１０の外周の
うち、領域１０１３－１に属する各領域１０１１ａ－１および各領域１０１１ｂ－１に対
応する円弧の長さと、領域１０１３－２に属する各領域１０１１ａ－２および各領域１０
１１ｂ－２に対応する円弧の長さとが互いに相違する。図３４Ａの例では、磁性シート１
０１０の外周のうち、領域１０１３－１に属する各領域１０１１ａ－１および各領域１０
１１ｂ－１に対応する円弧の長さは、いずれも６ｍｍである。一方、磁性シート１０１０
の外周のうち、領域１０１３－２に属する各領域１０１１ａ－２および各領域１０１１ｂ
－２に対応する円弧の長さは、いずれも２ｍｍである。
【０１０１】
　磁性シート１０２０は板面が略扇形の板形状である（図３４Ｂ）。磁性シート１０２０
の一方の面１０２１（第２面）には、Ｓ極の領域１０２１ａとＮ極の領域１０２１ｂとを
含むテクスチャ（第２テクスチャ）が着磁されている。面１０２１には、磁性シート１０
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２０の中心軸Ｏ２の軸周り方向Ｒ２に沿って、領域１０２１ａと領域１０２１ｂとが交互
に周期的に配置されている。図３４Ｂの例では、磁性シート１０２０の円弧状の外周のう
ち、領域１０２１ａおよび各領域１０２１ｂに対応する円弧の長さは、いずれも６ｍｍで
ある。
【０１０２】
　なお、磁性シート１０１０（図３４Ａ）に着磁された領域１０１３－１と領域１０１３
－２との違いは、磁性シート１０２０（図３４Ｂ）に着磁された領域１０２１ａ（Ｓ極）
および領域１０２１ｂ（Ｎ極）との関係によっても表現できる。すなわち、領域１０１３
－１の領域１０１１ｂ－１（Ｎ極）（図３４Ａ）に対する領域１０２１ａ（Ｓ極）（図３
４Ｂ）の面積比は、領域１０１３－２の領域１０１１ｂ－２（Ｎ極）（図３４Ａ）に対す
る領域１０２１ａ（Ｓ極）の面積比と相違する。同様に、領域１０１３－１の領域１０１
１ａ－１（Ｓ極）に対する領域１０２１ｂ（Ｎ極）の面積比は、領域１０１３－２の領域
１０１１ａ－２（Ｓ極）に対する領域１０２１ｂ（Ｎ極）の面積比と相違する。
【０１０３】
　第６実施形態と同様、電子機器４００のタッチパネル４０１の入力面に磁性シート１０
１０が装着される。利用者は、磁性シート１０２０の面１０２２が外方を向き、磁性シー
ト１０１０の面１０１１に磁性シート１０２０の面１０２１が接触するように磁性シート
１０２０を配置する。ただし、中心軸Ｏ１と中心軸Ｏ２とが重なるか近接するように、磁
性シート１０１０に磁性シート１０２０が重ねられる（図３５Ａおよび図３５Ｂ）。
【０１０４】
　利用者は指で磁性シート１０１０に重ねられた磁性シート１０２０の面１０２２に接し
、面１０１１と面１０２１とを互いに接触または近接させたまま、面１０１１と面１０２
１との間の相対位置関係を変化させる操作（軸周り方向Ｒ２への回転操作）を行う。本形
態では、領域１０１３－１に属する各領域１０１１ａ－１および各領域１０１１ｂ－１の
円弧の長さと、領域１０１３－２に属する各領域１０１１ａ－２および各領域１０１１ｂ
－２の円弧の長さとが互いに相違する。そのため、領域１０１３－１と面１０２１とが互
いに接触または近接するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作を行うこと
によって利用者が磁性シート１０２０から受けるせん断応力の最大値および／またはせん
断応力の周期は（図３５Ａ）、領域１０１３－２と面１０２１とが互いに接触または近接
するようにしたまま、当該相対位置関係を変化させる操作を行うことによって利用者が磁
性シート１０２０から受けるせん断応力の最大値および／またはせん断応力の周期（図３
５Ｂ）と相違する。よって、面１０２１が領域１０１３－１に接触または近接している状
態（図３５Ａ）と、面１０２１が領域１０１３－２に接触または近接している状態（図３
５Ｂ）とでは、利用者が磁性シート１０２０から感じる凹凸感覚も相違する。
【０１０５】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では、「第２オブジェクト」が接触または近接する「第１テクスチャ」の位置に
よって異なる凹凸感覚を提示できる。
【０１０６】
　［第７実施形態の変形例１］
　図３６Ａに例示するように、磁性シート１１１０（第１オブジェクト）の面１１１１（
第１面）に、Ｓ極に着磁された帯状の領域１１１１ａとＮ極に着磁された帯状の領域１１
１１ｂとが交互に周期的に配置されてもよい。これらの領域１１１１ａ，１１１１ｂの幅
（方向ＸＡの幅）はすべて同一である。しかし、すべての領域１１１１ａ，１１１１ｂの
長さ（Ｄ１方向の長さ）は同一ではない。このような磁性シート１１１０の面１１１１に
、磁性シート９２０（第２オブジェクト）（図３３Ｂ）の面９２１（第２面）が接触する
ように磁性シート９２０を配置し、利用者が磁性シート１１１０に重ねられた磁性シート
９２０の面９２２に接し、面１１１１と面９２１とを互いに接触または近接させたまま、
面１１１１と面９２１との間の相対位置関係を変化させる操作を行ってもよい。このよう
にしても、磁性シート９２０（第２オブジェクト）の面９２１（第２面）が接触または近
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接する磁性シート１１１０（第１オブジェクト）の面１１１１（第１面）の領域１１１１
ｂ（Ｎ極）（図３６Ａ）に対する、面９２１の領域９２１ａ（Ｓ極）（図３３Ｂ）の面積
比（および領域１１１１ａ（Ｓ極）に対する領域９２１ｂ（Ｎ極）の面積比）を変化させ
ることができる。これにより、「第２オブジェクト」が接触または近接する「第１テクス
チャ」の位置によって異なる凹凸感覚を提示できる。
【０１０７】
　また、図３６Ｂに例示するように、略円盤状の磁性シート１２１０（第１オブジェクト
）の一方の面１２１１（第１面）に、中心軸Ｏ１から外方に向かう方向（放射方向）の長
さが不均一なＳ極の領域１２１１ａとＮ極の領域１２１１ｂとを含むテクスチャ（第１テ
クスチャ）が設けられもよい。ただし、領域１２１１ａと領域１２１１ｂとは、磁性シー
ト１２１０の中心軸Ｏ１の軸周り方向Ｒ１に沿って繰り返し配置されている。また、図３
６Ｃに例示するように、略円盤状の磁性シート１２２０（第２オブジェクト）の一方の面
１２２１（第２面）の一部である略扇型の領域のみに、磁性シート１２２０の中心軸Ｏ２
の軸周り方向Ｒ２に沿って、領域１２２１ａと領域１２２１ｂとが繰り返し配置されてい
てもよい。このような磁性シート１２１０の面１２１１に、磁性シート１２２０（第２オ
ブジェクト）の面１２２１が接触するように磁性シート１２２０を配置し、利用者が磁性
シート１２１０に重ねられた磁性シート１２２０に接し、面１２１１と面１２２１とを互
いに接触または近接させたまま、面１２１１と面１２２１との間の相対位置関係を変化さ
せる操作を行ってもよい。これにより、「第２オブジェクト」のＳ極およびＮ極に着磁さ
れた領域が接触または近接する「第１テクスチャ」の位置によって異なる凹凸感覚を提示
できる。
【０１０８】
　［第７実施形態の変形例２］
　「第１テクスチャ」が「第１領域」および「第２領域」のほかに、さらに着磁パタンの
異なる領域を含んでいてもよい。すなわち、「第１テクスチャ」が互いに着磁パタンの異
なる３以上の異なる領域を含んでいてもよい。
【０１０９】
　第６実施形態またはその変形例において、「第１テクスチャ」が互いに着磁パタンの異
なる「第１領域」および「第２領域」を含んでいてもよいし、互いに着磁パタンの異なる
３以上の異なる領域を含んでいてもよい。
【０１１０】
　「第１オブジェクト」として用いられる磁性シートと「第２オブジェクト」として用い
られる磁性シートとの間で十分な磁力が及ぶのであれば、これらの２つの磁性シートが非
接触な状態でそれらの面（第１面と第２面）の間の相対位置関係を変化させてもよい。Ｓ
極に着磁された周期的な略市松模様の領域とＮ極に着磁された周期的な略市松模様の領域
とを含むテクスチャが着磁された磁性シートを「第１オブジェクト」および／または「第
２オブジェクト」としてもよい。
【０１１１】
　［第８実施形態］
　第６および第７ならびにそれらの変形例において、さらに「第１オブジェクト」に接触
または近接した「第１磁石」と、「第２オブジェクト」に接触または近接した「第２磁石
」とが設けられてもよい。この場合、「第１磁石」と「第２磁石」とが接近した際、「動
作主体」は「第２オブジェクト」から、「第１磁石」と「第２磁石」との間の引力または
斥力に基づく力覚を知覚する。
【０１１２】
　＜スライダー型の例＞
　図３７Ａに、第６実施形態で説明したスライダー型の磁性シート７１０（第１オブジェ
クト）の近傍に磁石１３３１，１３３２（第１磁石）を配置した例を示す。図３７Ｂに、
磁性シート７２０－ｍ２（第２オブジェクト）の面７２１－ｍ２側に磁石１３３３（第２
磁石）を接触させて配置した例を示す。この例の磁石１３３１，１３３２，１３３３は略
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円盤形状である。磁石１３３１の一方の面１３３１ａは一方の磁極（Ｓ極またはＮ極）で
あり、他方の面１３３１ｂは他方の磁極（Ｎ極またはＳ極）である。同様に、磁石１３３
２の一方の面１３３２ａは一方の磁極であり、他方の面１３３２ｂは他方の磁極である。
磁石１３３３の一方の面１３３３ａは一方の磁極であり、他方の面１３３３ｂは他方の磁
極である。磁石１３３１，１３３２，１３３３の例は、ネオジム磁石やフェライト磁石な
どの永久磁石である。
【０１１３】
　図３８に例示するように、磁石１３３１，１３３２および磁性シート７１０は、タッチ
パネル４０１の入力面に配置される。この例では、磁性シート７１０の両端側（方向ＸＡ
の両端側）に磁石１３３１，１３３２がそれぞれ配置される。ただし、磁性シート７１０
の面７１２および磁石１３３１，１３３２の面１３３１ｂ，１３３２ｂがタッチパネル４
０１の入力面側に向けて配置される。磁性シート７２０－ｍ２の面７２２－ｍ２が外方を
向き、磁性シート７１０の面７１１に磁性シート７２０－ｍ２の面７２１－ｍ２が近接す
るように磁性シート７２０－ｍ２を配置する。利用者は磁性シート７１０に重ねられた磁
性シート７２０－ｍ２の面７２２－ｍ２に接し、面７１１と面７２１－ｍ２とを互いに接
触または近接させたまま、面７１１と面７２１－ｍ２との間の相対位置関係を変化させる
操作（ＸＡ方向のスライド操作）を行う。これにより、利用者は前述のような凹凸感覚を
知覚する。さらに利用者は、磁石１３３３と磁石１３３１との距離に応じ、磁石１３３３
と磁石１３３１との間の引力または斥力に基づく力覚を知覚する。同様に利用者は、磁石
１３３３と磁石１３３２との距離に応じ、磁石１３３３と磁石１３３２との間の引力また
は斥力に基づく力覚を知覚する。
【０１１４】
　＜ダイヤル型の例＞
　図３７Ｃに、第７実施形態で説明したダイヤル型の磁性シート１０１０（第１オブジェ
クト）の面１０１１の外周側の位置に磁石１３４１，１３４２（第１磁石）を接触させて
配置した例を示す。図３７Ｄに、磁性シート１０２０（第２オブジェクト）の面１０２１
の外周側の位置に磁石１３４３（第２磁石）を接触させて配置した例を示す。この例の磁
石１３４１，１３４２，１３４３も略円盤形状である。磁石１３４１の一方の面１３４１
ａは一方の磁極（Ｓ極またはＮ極）であり、他方の面１３４１ｂは他方の磁極（Ｎ極また
はＳ極）である。同様に、磁石１３４２の一方の面１３４２ａは一方の磁極であり、他方
の面１３４２ｂは他方の磁極である。磁石１３４３の一方の面１３４３ａは一方の磁極で
あり、他方の面１３４３ｂは他方の磁極である。磁石１３４１，１３４２，１３４３の例
は、ネオジム磁石やフェライト磁石などの永久磁石である。
【０１１５】
　図３８に例示するように、磁性シート１０１０は、タッチパネル４０１の入力面に配置
される。磁性シート１０１０の面１０１２がタッチパネル４０１の入力面側に向けて配置
される。磁性シート１０２０の面１０２２が外方を向き、磁性シート１０１０の面１０１
１に磁性シート１０２０の面１０２１が近接するように磁性シート１０２０を配置する。
利用者は磁性シート１０１０に重ねられた磁性シート１０２０の面１０２２に接し、面１
０１１と面１０２１とを互いに接触または近接させたまま、面１０１１と面１０２１との
間の相対位置関係を変化させる操作（Ｒ１方向の回転操作）を行う。これにより、利用者
は前述のような凹凸感覚を知覚する。さらに利用者は、磁石１３４３と磁石１３４１との
距離に応じ、磁石１３４３と磁石１３４１との間の引力または斥力に基づく力覚を知覚す
る。同様に利用者は、磁石１３４３と磁石１３４２との距離に応じ、磁石１３４３と磁石
１３４２との間の引力または斥力に基づく力覚を知覚する。
【０１１６】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では凹凸感覚を提示するとともに、「第１磁石」と「第２磁石」との間の引力ま
たは斥力に基づく力覚を提示できる。「第１磁石」と「第２磁石」の磁力の大きさによっ
て力覚の大きさを変えることもできる。以上により、タッチパネル４０１への情報入力に



(36) JP 6784824 B2 2020.11.11

10

20

30

40

50

対して、より多彩な力覚をフィードバックできる。
【０１１７】
　［第９実施形態］
　本形態では、前述した第６から第８実施形態およびそれらの変形例で説明した「第２オ
ブジェクト」を機械的に「第１オブジェクト」に位置決めする。
【０１１８】
　＜スライダー型の例＞
　図３９Ａから図３９Ｃに例示するように、「力覚提示物」が、レール状（帯状）の磁性
シート１４１０（第１オブジェクト）と、溝１４２０ａが設けられた磁性シート１４２０
（第２オブジェクト）とを有していてもよい。磁性シート１４１０の一方の面１４１１（
第１面）には、前述したようなＳ極の領域とＮ極の領域とを含むテクスチャ（第１テクス
チャ）が着磁されている。磁性シート１４２０の溝１４２０ａの内部の底面１４２１（第
２面）には、前述したようなＳ極の領域とＮ極の領域とを含むテクスチャ（第２テクスチ
ャ）が着磁されている。
【０１１９】
　図３９Ｃに例示するように、磁性シート１４１０は、タッチパネル４０１の入力面に配
置される。ただし、磁性シート１４１０の面１４１２がタッチパネル４０１の入力面側に
向けて配置される。磁性シート１４１０の一部は磁性シート１４２０の溝１４２０ａの内
部に配置される。これにより、磁性シート１４２０の面１４２２が外方を向き、磁性シー
ト１４１０の面１４１１に磁性シート１４２０の面１４２１が接触または近接するように
磁性シート１４２０が配置される。利用者は磁性シート１４１０に重ねられた磁性シート
１４２０の面１４２２に接し、面１４１１と面１４２１とを互いに接触または近接させた
まま、面１４１１と面１４２１との間の相対位置関係を変化させる操作（ＸＡ方向のスラ
イド操作）を行う。この際、磁性シート１４２０は、磁性シート１４２０の溝１４２０ａ
の内壁に支持された状態でＸＡ方向にスライドする。
【０１２０】
　なお、図３９Ｄに例示するように、直線状の磁性シート１４１０に代え、湾曲したレー
ル状の磁性シート１４１０’（第１オブジェクト）が用いられてもよい。
【０１２１】
　＜ダイヤル型の例＞
　図４０Ａから図４０Ｆに例示する「力覚提示物」は、略円盤状の磁性シート１５１０（
第１オブジェクト）および磁性シート１５２０（第２オブジェクト）、円筒状の回転軸を
持つ回転支持部１５１４，１５２４、ならびに略角柱状の支持部１５３０を有する。
【０１２２】
　磁性シート１５１０の一方の面１５１１（第１面）には、磁性シート１５１０の中心軸
Ｏ１の軸周り方向Ｒ１に沿って、Ｓ極に着磁された領域とＮ極に着磁された領域とが交互
に周期的に配置されている。また、磁性シート１５１０の面１５１１には、回転軸の軸心
が中心軸Ｏ１と略一致するように回転支持部１５１４が取り付けられている。回転支持部
１５１４の回転軸の軸心と面１５１１とは互いに略直交し、回転支持部１５１４の回転軸
は面１５１１の外方側に突出している（図４０Ａ，図４０Ｅ）。
【０１２３】
　磁性シート１５２０の一方の面１５２１（第２面）には、磁性シート１５２０の中心軸
Ｏ２の軸周り方向Ｒ２に沿って、Ｓ極に着磁された領域とＮ極に着磁された領域とが交互
に周期的に配置されている。また、磁性シート１５２０には中心軸Ｏ２に沿った貫通孔１
５２３が設けられている。さらに、磁性シート１５２０の他方の面１５２２の外周側には
回転支持部１５２４が取り付けられている。回転支持部１５２４の回転軸の軸心と面１５
２２とは互いに略直交し、回転支持部１５２４の回転軸は面１５２２の外方側に突出して
いる（図４０Ｂ，図４０Ｃ，図４０Ｅ）。
【０１２４】
　図４０Ｅおよび図４０Ｆに例示するように、磁性シート１５１０は、タッチパネル４０
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１の入力面に配置される。ただし、磁性シート１５１０の他方の面１５１２（面１５１１
の反対側の面）がタッチパネル４０１の入力面側に向けて配置される。磁性シート１５１
０の面１５１１側には磁性シート１５２０の面１５２１側が配置され、回転支持部１５１
４の回転軸が磁性シート１５２０の貫通孔１５２３を貫通している。これにより、磁性シ
ート１５２０の面１５２１が磁性シート１５１０の面１５１１に接触または近接した状態
で、磁性シート１５２０が磁性シート１５１０に対してＲ１方向に回転可能に支持されて
いる。さらに、磁性シート１５２０の他方の面１５２２（面１５２１の反対側の面）側に
は支持部１５３０が配置されている。貫通孔１５２３を貫通した回転支持部１５１４の回
転軸の先端は、支持部１５３０の中央付近の孔に挿入され、支持部１５３０を回転可能に
支持している。さらに、回転支持部１５２４の先端は、支持部１５３０の端部付近の孔に
挿入され、支持部１５３０を回転可能に支持している。利用者は支持部１５３０に接し、
支持部１５３０を中心軸Ｏ１，Ｏ２回り方向Ｒ１，Ｒ２に回転させる。これにより、面１
５１１と面１５２１との間の相対位置関係が変化する。
【０１２５】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では「第２オブジェクト」を機械的に「第１オブジェクト」に位置決めするため
、操作性が向上する。
【０１２６】
　［第１０実施形態］
　本形態では、前述した第６から第８実施形態およびそれらの変形例で説明した「第２オ
ブジェクト」を磁力を利用して「第１オブジェクト」に位置決めする。
【０１２７】
　スライダー型の場合、「第１テクスチャ」は、「第１面」に含まれた特定の「第１線」
に沿ってＳ極の領域とＮ極の領域とが繰り返し配置された「第１繰り返し領域」と、「第
１線」に沿った（略平行な）互いに隣り合うＳ極の帯状領域とＮ極の帯状領域とを含む「
第１支持領域」と、を含む。「第２テクスチャ」は、「第２面」に含まれた特定の「第２
線」に沿ってＳ極の領域とＮ極の領域とが繰り返し配置された「第２繰り返し領域」と、
「第２線」に沿った互いに隣り合うＮ極の帯状領域とＳ極の帯状領域とを含む「第２支持
領域」と、を含む。「第１線」および「第２線」は直線であってもよいし曲線であっても
よい。ただし、「第２線」は「第１線」に沿った形状を持つ。例えば、「第１線」が略直
線である場合には「第２線」も略直線であることが望ましい。「第１線」が曲線である場
合には「第２線」は「第１線」と曲率半径が略同一の曲線であることが望ましい。「第２
オブジェクト」は、「第１支持領域」と「第２支持領域」との間の磁気吸引力によって「
第１オブジェクト」に支持されたまま、「第１線」に沿って「第１オブジェクト」に対す
る相対位置関係を変化させることができる。
【０１２８】
　ダイヤル型の場合、「第１テクスチャ」は、「第１面」と略垂直な「第１軸」の軸周り
方向に沿ってＳ極の領域とＮ極の領域とが繰り返し配置された「第１繰り返し領域」と、
「第１軸」を中心とした互いに隣り合うＳ極の環状領域とＮ極の環状領域とを含む「第１
支持領域」と、を含む。「第２テクスチャ」は、「第２面」と略垂直な「第２軸」の軸周
り方向に沿ってＳ極の領域とＮ極の領域とが繰り返し配置された「第２繰り返し領域」と
、「第２軸」を中心とした互いに隣り合うＮ極の環状領域とＳ極の環状領域とを含む「第
２支持領域」と、を含む。「第２オブジェクト」は、「第１支持領域」と「第２支持領域
」との間の磁気吸引力によって「第１オブジェクト」に支持されたまま、「第１オブジェ
クト」に対して「第１軸」を中心とした回転が可能である。
【０１２９】
　以下、図面を用いて本形態の構成を例示する。
　＜スライダー型の例＞
　図４１Ａに例示するように、磁性シート１６１０の一方の面１６１１（第１面）にはテ
クスチャ（第１テクスチャ）が予め着磁されている。このテクスチャは、方向ＸＡに沿っ
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た繰り返し領域１６１０Ａ，１６１０Ｂ（第１繰り返し領域）および支持領域１６１０Ｃ
（第１支持領域）を有する。繰り返し領域１６１０Ａでは、面１６１１に含まれた特定の
直線ＬＡ（第１線）に沿ってＳ極の領域１６１１ＡａとＮ極の領域１６１１Ａｂとが繰り
返し交互に配置されている。繰り返し領域１６１０Ｂでは、直線ＬＡに沿ってＳ極の領域
１６１１ＢａとＮ極の領域１６１１Ｂｂとが繰り返し交互に配置されている。直線ＬＡは
方向ＸＡに沿った直線である。支持領域１６１０Ｃは、直線ＬＡに沿った互いに隣り合う
Ｓ極の帯状領域１６１０ＣａとＮ極の帯状領域１６１０Ｃｂとを含む。帯状領域１６１０
Ｃａと帯状領域１６１０Ｃｂの総数は２以上であればよく、３以上であることがより望ま
しい。
【０１３０】
　図４１Ｂに例示するように、磁性シート１６２０の一方の面１６２１（第２面）にはテ
クスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されている。このテクスチャは、方向ＸＢに沿っ
た繰り返し領域１６２０Ａ，１６２０Ｂ（第２繰り返し領域）および支持領域１６２０Ｃ
（第２支持領域）を有する。繰り返し領域１６２０Ａでは、面１６２１に含まれた特定の
直線ＬＢ（第２線）に沿ってＳ極の領域１６２１ＡａとＮ極の領域１６２１Ａｂとが繰り
返し交互に配置されている。繰り返し領域１６２０Ｂでは、直線ＬＢに沿ってＳ極の領域
１６２１ＢａとＮ極の領域１６２１Ｂｂとが繰り返し交互に配置されている。直線ＬＢは
方向ＸＢに沿った直線である。支持領域１６２０Ｃは、直線ＬＢに沿った互いに隣り合う
Ｓ極の帯状領域１６２０ＣａとＮ極の帯状領域１６２０Ｃｂとを含む。帯状領域１６２０
Ｃａと帯状領域１６２０Ｃｂの総数は２以上であればよく、３以上であることがより望ま
しい。支持領域１６１０Ｃを支持領域１６２０Ｃに対向させた際、帯状領域１６２０Ｃａ
（Ｓ極）が帯状領域１６２０Ｃｂ（Ｎ極）に対向し、帯状領域１６２０Ｃｂ（Ｎ極）が帯
状領域１６２０Ｃａ（Ｓ極）に対向するように構成されることが望ましい。
【０１３１】
　磁性シート１６１０は、タッチパネル４０１の入力面に配置される。この際、磁性シー
ト１６１０の面１６１１が外方を向くように配置される。さらに、磁性シート１６２０の
面１６２２が外方を向き、磁性シート１６１０の面１６１１に磁性シート１６２０の面１
６２１が接触または近接するように磁性シート１６２０が配置される。磁性シート１６１
０，１６２０は、繰り返し領域１６１０Ａ，１６１０Ｂおよび支持領域１６１０Ｃが、そ
れぞれ、繰り返し領域１６２０Ａ，１６２０Ｂおよび支持領域１６２０Ｃに対向するよう
に配置される。この際、前述の直線ＬＡ（第１線）と直線ＬＢ（第２線）とが一致または
近似するように磁性シート１６１０，１６２０が配置される。これにより、スライド操作
入力が可能になる。利用者は磁性シート１６１０に重ねられた磁性シート１６２０の面１
６２２に接し、面１６１１と面１６２１とを互いに接触または近接させたまま、面１６１
１と面１６２１との間の相対位置関係を変化させる操作（ＸＡ方向のスライド操作）を行
う。ここで、支持領域１６１０Ｃの帯状領域１６１０Ｃｂから帯状領域１６１０Ｃａへ向
かう方向の磁界と、支持領域１６２０Ｃの帯状領域１６２０Ｃｂから帯状領域１６２０Ｃ
ａへ向かう方向の磁界とにより、支持領域１６１０Ｃと支持領域１６２０Ｃとの間に磁気
吸引力が生じる（図４１Ｃ）。これにより、磁性シート１６２０は、支持領域１６１０Ｃ
と支持領域１６２０Ｃとの間の磁気吸引力によって磁性シート１６１０に支持されたまま
、直線ＬＡに沿って磁性シート１６１０に対する相対位置関係を変化させることができる
（図４１Ｃ）。支持領域１６１０Ｃと支持領域１６２０Ｃとの間の磁気吸引力は、繰り返
し領域１６１０Ａ，１６１０Ｂ，１６２０Ａ，１６２０Ｂに基づいて提示される凹凸感覚
にほとんど影響を与えない。
【０１３２】
　＜ダイヤル型の例＞
　図４２Ａに例示するように、磁性シート１７１０の一方の面１７１１（第１面）にはテ
クスチャ（第１テクスチャ）が予め着磁されている。このテクスチャは、面１７１１と略
垂直な中心軸Ｏ１（第１軸）およびその周囲の支持領域１７１０Ｃ（第１支持領域）およ
び、支持領域１７１０Ｃの周囲の繰り返し領域１７１０Ａ（第１繰り返し領域）を有する
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。支持領域１７１０Ｃは、中心軸Ｏ１を中心とした略円によって囲まれた領域であり、中
心軸Ｏ１を中心とした互いに隣り合うＳ極の環状領域１７１１ＣａとＮ極の環状領域１７
１１Ｃｂとを含む。環状領域１７１１Ｃａ，１７１１Ｃｂの総数は２以上であればよく、
３以上であることがより望ましい。繰り返し領域１７１０Ａでは、中心軸Ｏ１の軸周り方
向Ｒ１に沿ってＳ極の領域１７１１ＡａとＮ極の領域１７１１Ａｂとが繰り返し交互に配
置されている。
【０１３３】
　図４２Ｂに例示するように、磁性シート１７２０の一方の面１７２１（第２面）にはテ
クスチャ（第２テクスチャ）が予め着磁されている。このテクスチャは、面１７２１と略
垂直な中心軸Ｏ２（第２軸）およびその周囲の支持領域１７２０Ｃ（第２支持領域）およ
び、支持領域１７２０Ｃの周囲の繰り返し領域１７２０Ａ（第２繰り返し領域）を有する
。支持領域１７２０Ｃは、中心軸Ｏ２を中心とした略円によって囲まれた領域であり、中
心軸Ｏ２を中心とした互いに隣り合うＳ極の環状領域１７２１ＣａとＮ極の環状領域１７
２１Ｃｂとを含む。支持領域１７１０Ｃを支持領域１７２０Ｃに対向させた際、環状領域
１７１１Ｃａ（Ｓ極）が環状領域１７２１Ｃｂ（Ｎ極）に対向し、環状領域１７１１Ｃｂ
（Ｎ極）が環状領域１７２１Ｃａ（Ｓ極）に対向するように構成されている。環状領域１
７２１Ｃａ，１７２１Ｃｂの総数は２以上であればよく、３以上であることがより望まし
い。
【０１３４】
　磁性シート１７１０は、タッチパネル４０１の入力面に配置される。この際、磁性シー
ト１７１０の面１７１１が外方を向くように配置される。さらに、磁性シート１７２０の
面１７２２（面１７２１の反対側の面）が外方を向き、磁性シート１７１０の面１７１１
に磁性シート１７２０の面１７２１が接触または近接するように磁性シート１７２０が配
置される。磁性シート１７１０，１７２０は、繰り返し領域１７１０Ａおよび支持領域１
７１０Ｃが、それぞれ、繰り返し領域１７２０Ａおよび支持領域１７２０Ｃに対向するよ
うに配置される。この際、前述の中心軸Ｏ１（第１軸）と中心軸Ｏ２（第２軸）とが一致
または近似するように磁性シート１７１０，１７２０が配置される。これにより、回転操
作入力が可能になる。利用者は磁性シート１７１０に重ねられた磁性シート１７２０の面
１７２２に接し、面１７１１と面１７２１とを互いに接触または近接させたまま、面１７
１１と面１７２１との間の相対位置関係を変化させる操作（中心軸Ｏ１，Ｏ２を中心とし
た回転操作）を行う。磁性シート１７２０は、支持領域１７１０Ｃと支持領域１７２０Ｃ
との間の磁気吸引力によって磁性シート１７１０に支持されたまま、磁性シート１７１０
に対して中心軸Ｏ１，Ｏ２を中心とした回転が可能である。支持領域１７１０Ｃと支持領
域１７２０Ｃとの間の磁気吸引力は、繰り返し領域１７１０Ａ，１７２０Ａに基づいて提
示される凹凸感覚にほとんど影響を与えない。
【０１３５】
　＜本形態の特徴＞
　本形態では「第２オブジェクト」を磁力を用いて「第１オブジェクト」に位置決めする
ため、操作性が向上する。なお、「第１繰り返し領域」および「第２繰り返し領域」のＳ
極とＮ極の着磁パタンは本形態で例示したものに限定されず、前述した周期的な略市松模
様の着磁パタンであってもよいし、位置によって着磁パタンが変化するものであってもよ
い。
【０１３６】
　［その他の変形例等］
　なお、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではない。
　例えば、第６実施形態でダイヤル型の「力覚提示物」を例示した際に示したように、所
定の径を持つ磁石によって正確な扇形の領域を着磁することは困難である。しかし、１つ
の領域を着磁するたびに着磁用の磁石の磁極を反転させ、Ｓ極の領域の着磁とＮ極の領域
の着磁を交互に着磁することで、ある程度理想的な扇形の領域を着磁できる。例えば、図
４３Ａに例示するように、円盤状の磁性シート１８１０の面１８１１に、中心軸Ｏを通る
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１本の帯状のＳ極の領域１８１１ａの着磁と、中心軸Ｏを通る１本の帯状のＮ極の領域１
８１１ｂの着磁とを交互に繰り返すことで、ある程度理想的な扇形の領域を着磁できる。
この場合であっても、最後に着磁される領域Ｚ１は帯状となる。同様に、図４３Ｂに例示
するように、円盤状の磁性シート１８２０の面１８２１に、中心軸Ｏからずれた位置（例
えば１ｍｍずれた位置）を通る１本の帯状のＳ極の領域１８２１ａの着磁と、当該位置を
通る１本の帯状のＮ極の領域１８２１ｂの着磁とを交互に繰り返すことで、ある程度理想
的な扇形の領域を着磁できる。この場合であっても、最後に着磁される領域Ｚ２は帯状と
なる。 
【０１３７】
　なお、これまでの説明では磁気シートの面の領域について隙間なく所望の磁極に着磁さ
れている例を説明したが、着磁された領域に対して着磁されていない（できない）領域が
面積比にして十分に小さく無視できる程度であれば、領域の一部（領域の端部など）に所
望の磁極に着磁されていない部分領域（隙間）があってもよく、この場合でも所望の凹凸
感覚を提示することはできる。例えば、図３１Ｂは所望の磁極に着磁されない隙間が無く
なるように着磁した円盤状の磁気シートを用いる場合の例であるが、図３１Ｂの右図の磁
気シート８２０－３に代えて図４３Ｃのように外周側の辺縁部に所望の磁極に着磁されな
い隙間が形成された磁気シート８２０－３を用いても、所望の凹凸感覚を提示することは
できる。例えば、図４３Ｃの磁性シート８２０－３の外周部分における領域８２１ａ－３
と領域８２１ｂ－３との境界部分の隙間は、所定の径の磁極を持つ磁石によって円盤状の
磁性シートの面に中心軸から放射状に、磁性シートの面から磁石の磁極がはみ出さないよ
うに、磁性シートの面と磁石の磁極の相対位置を変化させて着磁する場合などに形成され
るものであるが、このような隙間があっても所望の凹凸感覚を提示することはできる。ま
た、例えば、図４３Ｃの磁性シート８２０－３の外周部分における領域８２１ａ－３内の
隙間や領域８２１ｂ－３内の隙間は、１つの領域の外周部分の長さよりも径が小さい磁極
を持つ磁石によって、円盤状の磁性シートの面に中心軸から放射状に、磁性シートの面か
ら磁石の磁極がはみ出さないように、磁性シートの面と磁石の磁極の相対位置を変化させ
て、複数の帯状に着磁する場合などに形成されるものであるが、このような隙間があって
も所望の凹凸感覚を提示することはできる。ただし、図４３Ｃのような外周部分の隙間は
、外周部分に沿って磁性シートの面と磁石の磁極の相対位置を変化させながら着磁するな
どの工夫をすれば、形成されない。
【０１３８】
　また、「第１オブジェクト」「第２オブジェクト」「ベースオブジェクト」「第１接触
オブジェクト」「第２接触オブジェクト」などが磁性シート以外の磁性体から構成されて
もよい。「第１オブジェクト」「第２オブジェクト」「ベースオブジェクト」「第１接触
オブジェクト」「第２接触オブジェクト」などが電磁石であってもよい。また、上記の実
施形態では、ストライプテクスチャおよび／またはチェッカーテクスチャが磁性体に着磁
される例を示したが、上述した原理によって凹凸感を提示できるのであれば、その他のパ
タンのテクスチャが磁性体に着磁されてもよい。また、第１実施形態では、カッティング
プロッタのカッター部品を着磁用部品に置き換え、このカッティングプロッタを駆動させ
ることで磁性シートに着磁した。しかし、カッティングプロッタに代え、ペンプリンタ等
のように平面方向にヘッドを移動させることが可能な他の装置を用いてもよい。すなわち
、このような装置のヘッドに装着されるペン等の部品を着磁用部品に置き換え、この装置
を駆動させることで磁性シートに着磁してもよい。
【０１３９】
　また、「第２オブジェクト」の「第２面」と反対側の面に導電性の部材が設けられてい
てもよい。例えば、図３０Ｂに例示した磁性シート７２０－ｍ２の面７２２－ｍ２側や、
図３１Ｂに例示した磁性シート８２０－ｍ２の面８２２－ｍ２側に導電性の膜が設けられ
てもよい。これにより、「第２オブジェクト」がタッチパネル４０１の静電容量センサで
検出されやすくなる。
【０１４０】
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　また、図４０Ａから図４０Ｆに例示した「力覚提示物」において、回転支持部１５１４
，１５２４および支持部１５３０を導電性部材で構成してもよいし、表面に導電性部材を
設けてこれらを互いに電気的に接続してもよい。この場合、利用者が支持部１５３０の外
部に接し、支持部１５３０を中心軸Ｏ１，Ｏ２回り方向Ｒ１，Ｒ２に回転させると、２つ
導電体（回転支持部１５１４，１５２４）を繋ぐ導電体を利用者が操作することになる。
このような回転支持部１５１４，１５２４の動きがタッチパネル４０１に入力されると、
電子機器４００に回転（「rotate」）コマンドが入力されたと認識させることができる。
【符号の説明】
【０１４１】
１　着磁装置
１１　着磁用部品
２１０，２２０，２３０，２４０，２５０，２６０，４１０～１７１０，７２０～１７２
０　磁性シート
３１０，３１０’　ベースオブジェクト
３４１，３４２　シート
４０１　タッチパネル
４２０　手袋
４３０　タッチペン
５００　マウス
６００　床
６４０　靴
６５０　白杖

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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