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概要：本研究課題では，通常の 2 次元ディスプレイが持ち得ない情報を有する次世代型デ
ィスプレイとして，ボリューム（体積型）ディスプレイに着目し，その特殊な 3 次元構造
を活かした映像表示手法の実現を目指して研究を行ってきた．研究当初の目的は，複数の
2 次元画像を 3 次元構造体に組み込んだ新たな新たなディスプレイ表示であった．しかし
その研究課程において，超音波フェーズドアレイを用いた，視覚・聴覚・触覚のコンテン
ツを同時に表示可能な空中表示ボリュームディスプレイ，“MATD: Multimodal Acoustic
Trapping Display（マルチモーダル音響浮遊ディスプレイ）”を世界で初めて開発することに
成功したので，本成果論文で紹介する．MATD は，超音波によって小さなポリスチレン粒
子を浮遊させ，LED で色を照射しながら（ブラウン管テレビにおける電子ビームのように）
高速に走査することで，肉眼で視認可能なカラー3 次元像を空中に表示する．超音波の波
が運ぶ音圧を利用することにより，手で感じることができる圧力を作りだすことができ，
また，空気の振動により可聴音を生成することも可能である．
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MATD の動作原理

2.1. システムの概要
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配置された 2 つの超音波フェーズドアレ
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の超音波振動子（Murata MA40S4S, 直径 1
cm, 40 kHz,）で構成されており，フェーズ
ドアレイ上に搭載された FPGA ボード
（Waveshare, CoreEP4CE6）が生成する 12
Vpp の矩形信号によって，各振動子を独立
に制御可能となっている．
MATD のシステムでは，直径 2 mm のポ
リスチレン粒子を浮遊させるためのトラ
ップ（図 1 右上）と触覚を提示するための
焦点（図 1 右下）の位置を，時分割多重化
して提示する．高速に（10 Hz 以上で）走

図 1：MATD の概要図（[6]より引用）．

FPGA 内に実装し，40 kHz（超音波の周波
数）という高速なアップデートレートを実
現することで，このようなマルチモーダル
なコンテンツの提示が可能となった．
2.2. 視覚コンテンツの生成
各超音波振動子は 40 kHz の矩形波によ
って駆動される．矩形波を遅らせることで
位相を 64 段階で制御し，矩形波のデュー
ティ比を変化させることで振幅を 33 段階
で制御する．3 次元上の位置 𝒑𝒑 で焦点（位
相 𝜙𝑝 ）を作るためには，各振動子の位相
𝜙𝑡 は以下のように求められる．
𝜙𝑡 = (−
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𝜋
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図 2：MATD で表示可能な POV コンテンツ．左から“S”, “スマイルフェイス”, “3D トーラ
スノット”, “数字（音声も同時に提示）”を表す（[6]より引用）．

図 3：長時間露光撮影．左から“キューブ”, “ピラミッド” , “地球”（[6]より引用）．

3.

結果

3.1. 3 次元コンテンツの表示結果
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3.2. 定量評価

とき同時に，視覚コンテンツを提示するた

図 4：定量評価．左から水平移動速度，音圧測定，オーディオ測定（[6]より引用）．
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4.

まとめ

超音波フェーズドアレイを用いること
で，視覚・触覚・聴覚に関するコンテンツ
を同時に生成できるボリュームディスプ
レイ（MATD）を構築できることを実験的
に示した．現状の MATD システムで生成
できる 3 次元像はシンプルな形状（図 2）
のみに制限されるが，マルチモーダルな 3
次元ディスプレイとしての可能性を十分
に示す結果である．今後の展望としては，
本技術の実用化に向けて粒子の並列走査
や移動速度の向上などの課題に取り組む．
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