
Stress-free HMI with 3D switches

●Gesture control with tactile
sensation

●Sense of touch is achieved through
ultrasonic waves (40KHz)

●No more stains thanks to
gesture control switches. 

●Breakdown and scratches due to 
contact can be prevented.

■Feature

●HMI (gesture control) for vehicles
■Applications

■Specification

Our proposal for new generation HMI.
All the necessary switches can be displayed 
in midair while self-driving; the driver can 
easily operate without moving. We offer a 
stress-free HMI equipped with gesture control 
with tactile sensation.
＊HMI：Human Machine Interface

Pre-
Development

Item Specifications Notes

Resin plate size 200×200×5

Virtual image viewing angle ±20°(up & down,left & right)

Tactile feedback device 14×14 transducer array

Tactile sensation generation range 10～50cm

Tactile refresh rate 400Hz

Operating range 0.3m～2m

Resolution VGA　30fps 640×480
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		説明パネル原稿 セツメイ ゲンコウ

				担当 タントウ		展示品名 テンジ ヒン ナ				説明文 セツメイ ブン				写真等
有無 シャシン ナド ウム

						日本語(仮) ニホンゴ カリ		英語 エイゴ		日本語 ニホンゴ		英語 エイゴ

		未出展 ミ シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		ＬＣＤ用バックライトＬＥＤ
エッジタイプ

		未出展 ミ シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		ＬＣＤ用バックライトＬＥＤ
直下型タイプ

		出展 シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		インテリア照明ＬＥＤ

		出展 シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		消臭用近紫外ＬＥＤ

		出展 シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		ドライバーモニタリングシステム用
ハイパワー赤外ＬＥＤ

		出展 シュッテン		光半事 ヒカリ ハン ジ		ヘッドライト用ＬＥＤ

		出展 シュッテン		IC事 ジ		ストレスフリーＨＭＩ		The stress-free HMI
 (Human Machine Interface) 		自動運転中の車両内において、ドライバーや乗員者の姿勢
移動を低減するため、必要な時に必要なＳＷが空間に映し
出され、簡単に操作ができるストレスフリーＨＭＩを開発。
次世代コミュニケーションに有効です。
		The stress-free HMI (Human Machine Interface) is able to be operated easily by occupants while in a self-driving car. 
It can display necessary switches in midair, in order to reduce the necessary ergonomic the range of motion for driver and passenger.
It is also effective as form of next-generation communication.

		未出展 ミ シュッテン		設技C セツギ		ストレスフリーＨＭＩ		The stress-free HMI
 (Human Machine Interface) 		LCDから放たれる無数の光線が、円錐状に広がりAI plate
で透過・反射した後に空中映像を形成する。
		Countless number of light-rays spread from the LCD and makes it possible to image an aerial display by transparent-reflection from the AI plate.


		未出展 ミ シュッテン		設技C セツギ		ストレスフリーＨＭＩ		The stress-free HMI
 (Human Machine Interface) 		垂直に配列されたﾐﾗｰ構造であり直交する２つの鏡が光を
反射することで虚像を成す原理。
		The structure of the mirrors are arranged in a perpendicular-fashion.
The light reflected by these two mirrors make it 
possible to image the aerial display.


		未出展 ミ シュッテン		設技C セツギ
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						Item		Specifications		Notes

						Resin plate size		200×200×5

						Virtual image viewing angle		±20°(up & down,left & right)

						Tactile feedback device		14×14 transducer array

						Tactile sensation generation range		10～50cm

						Tactile refresh rate		400Hz

						Operating range		0.3m～2m

						Resolution		VGA　30fps		640×480





Sheet3





image1.png



image2.png



image3.png




	スライド番号 1

